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Pandora FMS とは?

1.1. Pandora FMS とは ?

Pandora FMS (FMS は、Flexible Monitoring System の略です) は、さまざまなシステムやアプ

リケーションを監視するモニタリングツールです。

Pandora FMS は、さまざまなビジネスシステムの状態を監視します。 Pandora FMS は、

ハードウエア、ソフトウエア、アプリケーションそして、もちろんオペレーティングシス
テムの監視ができます。 Pandora FMS は、ネットワークインタフェースのダウンの検知
や、NASDAQ の株価の動きといったものも検知することができます。 必要であれば、シ
ステムやアプリケーションダウンを検知したときや、 Google の株価が 330 US$ 以下になっ
た場合などに、SMS を送信することも可能です。
Pandora FMS はあなたのシステムやニーズに "タコ" のようにフィットします。 モジュール

化、マルチプラットホーム化しているオープンな設計で、専門の開発者を必要とせずカス
タマイズも簡単です。 Pandora FMS は、システム管理者向けに作られていますが、すべて
のソフトウエア環境やハードウエアに適用することが可能です。

1.2. Pandora FMS にできないこと
• Pandora FMS は、ログの分析や相関を確認するツールではありません。 Pandora FMS

は、これらの情報を収集することはできますが、大量のそれらの情報を集めて分析
するようには作られていません。

• Pandora FMS は、イベントを分析するツールではありません。ログと同様に、収集

はできますが分析はできません。

• Pandora FMS は、侵入検知やそれを防止するためのツールではありません。しか

し、マシンのダウンやポートが開いているか閉じているかといった点に関してはレ
ポート可能です。

ページ 16

Pandora FMS にできないこと

• Pandora FMS は、リアルタイムやミッションクリティカルな環境でのモニタリング

システムではありません。これらのシステムは特殊なシステムであるのに対し、
Pandora FMS は一般的なモニタリングシステムです。しかし、Pandora の応答マージ
ンはかなり短く（ +5 秒）、またクリティカルな環境を想定した冗長化が可能で
す。しかし、アーキテクチャおよびデザインの面から、 Pandora FMS はミッション
クリティカルなモニタリングシステムではありません。

• Pandora FMS は、とても簡単なシステムではありません。コンピュータシステムに
対する基本的な知識は必要です。Pandora FMS は、コンピュータの知識や経験があ
れば、簡単、汎用的、そして強力なツールとなります。マニュアルは 400 ページも

ありますので、使い方を覚えるための時間をとれない方は心配に思っているかもし
れません。しかし、心配する必要はありません。多くの人々は 10 ページ程度を読
めば使い始めることができます。

1.3. Pandora FMS にできること
• Pandora FMS は、パラメータが正しいかそうでないかを確認するだけのモニタリン
グツールではありません。 Pandora FMS は、必要であれば、状態を評価 ( 正常、異
常、中間の状態)したり、数ヵ月にわたって値(数値および文字)を保存することがで

きます。

• Pandora FMS は、異なるシステム間の値の比較や、しきい値によってアラートを生

成するために、取得したデータを確認することができます。

• Pandora FMS は デ ー タ ベ ー ス を 利 用 し て い ま す 。 そ れ に よ り 、 レ ポ ー ト 、 状
態、SLA、その他多くのデータを生成することができます。これは、Pandora FMS が

オペレーティングシステム、サーバ、ハードウエアシステム、アプリケーション、
ファイアーウォール、プロキシ、データベース、ウェブサーバ、 VPN ルー タ、ス
イッチ、プロセス、サービス、サーバへのリモートアクセスなどなど、どんなモニ
タ対象からのどんな値でも扱うことができることを意味します。これら すべて
は、オープンで分散アーキテクチャに統合されています。

• Pandora FMS は、それぞれのプラットホームのエージェントと共に、多くのオペ
レーティングシステムに導入可能です。現在、 Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista,
7)、Linux、Mac、Solaris、HPUX、BSD、AIX、IPSO、OpenWRT のエージェントがあ

ります。

• Pandora FMS は、エージェントから情報を収集するだけではなく、SNMP や TCP/IP

によるネットワーク通信によってロードバランサ、ルータ、スイッチ、プリンタな
どのハードウエアのモニタリングをすることもできます。

多く の方 から 、 Pandora FMS では どん な も のが モニ タで きる のか との 質問 があ りま
す。Pandora FMS は、コマンドの戻値や、オペレーティングシステム、レジスタファイル
その他、内部の情報を通してどんなプロセスやシステムでもモニタ可能です。実装された
ことのあるいくつかの例を以下に挙げます。
エージェント経由 (ソフトウエアのインストールが必要です )
•
•
•
•
•
•

Checkpoint FW1 の接続数
Checkpoint FW1 の NAT 数
GNU/Linux NetFileter/IPTables のファイアーウォール接続数
FW1 のパケット数
FW1 でフィルタリングしたパケット数
FW1 で許可したパケット数
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FW1 NG の可用性の状態
FW1 にインストールされた最新のポリシー
FW1 NG モジュールの同期状況
システム CPU: idle, user, system

システムの処理数
CPU 温度
Windows のレジストリの値
ディスパッチャーのプロセスキュー
システムメモリ: 空き、スワップ、FW1 カーネル、キャッシュ、その他
ディスクの空き容量 (パーティションごと)
メールゲートウェイで処理されたメッセージ
テキストファイル内の特定文字列チェック
IP アドレスごとのトラフィック (ファイアーウォール接続でのフィルタリング)
HTTP サーバのアクセス数 (Apache, iPlanet, IIS, その他)
ゲートウェイにおける不完全なパケットのパーセンテージ
リモートアクセスサーバ(RAS)の接続数
ファイルのサイズ
VPN ルータのセッション数

1.4. Pandora FMS のコミュニティ
Pandora FMS のコミュニティは、基本的に Openideas.info のフォーラムにあります。この
中で、 Pandora FMS の操作、既知および新たな問題、インストールの問題、モニタリン
グ、レポート、アンインストールなどの質問と回答がされています (日本語フォーラムも
あり ます)。

フォーラムの中で、 Pandora FMS の新たなリリースや、 CD バージョンおよび VMWare イ
メージの関するアナウンスもされます。
フォーラムで Pandora FMS で利用できるプログラムやデバイスの作成方法を学ぶこともで
きます。

1.5.

エンタープライズ版

Pandora FMS

Pandora FMS には、特別な商用ライセンスとしてリリースされる、エンタープライズ版が

あります。追加の機能を提供しており、システム管理者の負荷軽減を実現します。エ ン
タープライズ版のライセンスは再配布を制限していますが、プログラムコードへのアクセ
スおよび変更を認めています。エンタープライズバージョンは、 Pandora FMS の開発にお
いて利益を得るために存在しています。プロフェッショナルサポートを含んでいるエン
タープライズ版では、オープンアップデートマネージャシステ ムを通して、アップグ
レードおよび自動メンテナンスを提供します。より詳しい情報は、 Pandora FMS の商用サ
イトである http://pandorafms.com を参照ください。
ほぼ 90% のソースコードが GPL ライセンスのオープンソース版との違いとしては、特別
なオープンソースライセンスのエンタープライズ版では、 GPL に抵触しないという点にあ
ります。エンタープライズ版のコードはスクラッチから書かれており、他の何らかのソー
スをベースにしたものではありません。な お、 LGPL ライセンスの Pandora FMS ライブラ
リは利用しています。
エンタープライズ版の全機能は、完全に「分離」されています。それは、 GPL 配 下 で の
オープンソースは 常に GPL で ある。 (通常の GPL の考え方)ということを意味します。
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従って、今後オープンソース版の Pandora FMS がどうなるかという事を心配する必要はあ
りません。
エンタープライズ版の Pandora FMS の機能を以下に示します。

1.5.1. Artica へ接続する、オープンアップデートマネージャ
オープンアップデートマネージャは Artica のサーバへ接続し、新しい機能やパッチを取り
込んで Pandora FMS を常に更新します。また、開発元のモジュールライブラリへのアクセ
スも可能です。

1.5.2. レポートプログラマ
エンタープライズ版 Pandora FMS には、指定した日にレポートをメールで送信することが
できるレポートプログラマがあります。レポートは、毎週、毎月、 6 週間ごとなどに送信
することもできます。レポートのファイル形式は PDF です。

1.5.3. ダッシュボード
ダッシュボードは、システムやモニタ機器に関する情報をカスタマイズ可能なフレーム
ワークで見せる、カスタマイズ可能なメイン画面です。フレーム ワークは、画面上でマ
ウスのドラッグ & ドロップ操作により移動させることができます。各ユーザは、それぞ
れのダッシュボードを設定可能です。

1.5.4. エージェントのリモート設定
エンタープライズ版の Pandora FMS では、ウェブコンソールからインストール済のエー
ジェントの設定を変更することができます。エージェントへのモジュールの追加や削
除、Pandora FMS サーバの IP アドレス変更、モニタ間隔、接続ポート、その他設定を行う
ことができます。

1.5.5. モニタリングポリシー管理
ポリシーの新機能により、エージェントやソフトウエアエージェントのグループにあとか
ら適用できる、複数のモニタリング(モジュールおよびアラー ト)をまとめたポリシーを作
成することができます。そして、ポリシー情報をモジュールスタート時点に適用すること
ができます。ポリシーの編集は、すべての エージェントにおける全体の変更として扱わ
れます。大規模なシステムにおいて簡単にエージェントに反映させることができます。

1.5.6. エクスポート (Export)サーバ
エクスポートサーバは、データスケーリング機能を提供します。同じビル、拠点間、国際
間といった大きなスケールでインストール設定の配布を可能にし ます。異なる Pandora
FMS は、情報の再配布を行うように設定した中央の Pandora FMS から設定を受け取りま
す。中央 Pandora FMS から設定を受け取る Pandora FMS サーバは、それにより設定が変更
されます。

1.5.7. インベントリ (inventory)サーバ
インストールされているソフトウエア、パッチ情報、実行中のサービス、メモリモジュー
ル、ネットワークカード、ハードディスク、CPU などのエージェントのインベントリ情報
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を、リモートもしくはエージェントを通して取得できます。

1.5.8. トランザクションウェブモニタリング
この新しい機能では、ウェブサイト(http および https)の複雑な確認が可能です。フォーム
への入力も含めた GET/POST リクエストや、ウェブサイトの一連の操作と応答の確認 (複
数の連続した手順での確認)が可能です。次の 2 種類の監視方法を利用できます。
• 正当性確認: すべてのアクセス手順を実行し、期待する応答が得られるかどうかを

チェックします。

• 読み込み時間: 上記のチェックに加えて、同時接続における平均応答時間の計測し

ます。

1.5.9. 拡張 SNMP トラップモニタリング
• エージェントへのトラップのフォワード
• MIB によるトラップの再定義および、ユーザによる手動の再定義

1.5.10. レポートウィザード
エンタープライズ版に含まれる新たなレポートエディタは、テキストエディタをベースと
し、画像を含めたりユーザ定義レイアウト設定し、ユーザ自身が 最初にアクセスする
ページとして設定することができます。この機能により、コンテンツ一覧の自動生成や、
多くのグラフの追加、また、簡単にその他さまざま な情報の参照ができます。

1.5.11. メタコンソール
新たなメタコンソールは複数の独立した Pandora FMS を一つのコンソールから操作するこ
とができます。複数の Pandora FMS のデータをまとめて参照することができます。また、
認証も委任することができます。これにより、管理対象デバイス数の限界がな
い、Pandora FMS の配置をすることができます。

1.5.12. エンタープライズアクセスコントロールレベル
新たなエンタープライズ ACL システムでは、 Pandora FMS コンソールの各ページやセク
ションごとのアクセス制御を設定できます。これにより、管理者も含めユーザの参照や設
定権限を細かく設定できます。

1.5.13. サービスのモニタ
個々のモニタリストのウエイトを考慮したサービスモニタリングができます。これによ
り、複数のモニタ項目のステータスの割合を考慮したモニタ設定が可能になりました。

1.6.

クイックガイド

Pandora FMS の設定および、簡単にモニタリングを開始できるようにするためのクイック
ガイドがあります。 また、 GNU/Linux および Windows 用のエージェントソフトウエアを

インストールするためのクイックガイドもあります。 詳細は、クイックガイドのページ
を参照してください。
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1.7.

ドキュメントの説明

Pandora FMS 3.x のドキュメントは、必要な項目を段階的に理解できるように構造化してい

ます。

1. インストールの章では、最低限必要なものを書いています。また、 Ubuntu/Debian
および SUSE での Pandora FMS のインストールの仕方についての詳細を説明してい

ます。また、アンインストールの手順についても説明しています。

2. 設定の章では、サーバ、コンソール、エージェントの全体の設定手順を説明してい

ます。以降ではより詳細を説明します。

3. 次のいくつかの章では、Pandora FMS 上でのモニタ状況の確認方法、操作方法につ

いて説明しています。
4. アラートの章では、それが何であるか、どのように動作するか、どのように設定し
利用するかといったことを説明しています。
5. ポリシーの章では、エンタープライズ版 Pandora FMS の新機能がどのようなもの
で、どのように動作するかを説明しています。
6. 自動ネットワーク検出の章では、自動検出(recon)サーバについて説明しています。
7. インベントリの章では、インベントリサーバの特徴およびどのように動作するかを
説明しています。
8. エンタープライズ版の「ダッシュボード」についてはそれ専用の章があります。そ
こでは、それの操作について説明しています。
9. エクスポートサーバの章では、データのエクスポートの例と共に、これの操作方法
を説明しています。
10.Pandora FMS の管理に関する章では、ユーザ、 ACL、データベース管理、インシデ
ント、イベント、メッセージ、システム監査ログなど、操作に必要なすべてのツー
ルと関連情報について説明しています。
11.Pandora FMS コンソールの拡張に関する章もあります。ここでは、組み込み済の拡
張と、新たな拡張を追加するためのディレクトリの説明をしています。
12.収集データおよびデータベース自身のツールのメンテナンスに関しては、それぞれ
の章にて説明しています。
13.Pandora FMS を冗長化(HA)モードで設定するための章もあります。
14.最後の章は、エージェントやサーバのアドオンを作成できるように、 Pandora FMS
の開発および拡張について書いています。
必要なドキュメントは揃えてはいますが、今後、 MySQL の最適なチューニングやプラグ
インの作成等について、技術的なトピックの追加をしていきます。

1.8. Pandora FMS について
オリジナルの Pandora FMS プロジェクトは、 2003 年に開始されました。今日においても
開発が続いています。現在、プロジェクトは、 Ártica Soluciones Tecnológicas にてリードお
よび管理を行っています。
コントリビューション一覧については、プロジェクトの公式ウェブページ [1] を参照して
ください。
Pandora FMS は GPL バージョン 2 に基づいたオープンソースです。最新の更新を知るに
は、Sourceforge 上の Pandora FMS の公式プロジェクトページ [2] を参照ください。
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2 PANDORA FMS のアーキテクチャ
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Pandora FMS 3.0 のアーキテクチャ全体図:

Pandora FMS は非常にモジュール化、分散化が行われています。最も重要なコンポーネン
トであり、すべてのデータが保存される場所がデータベース (現在 MySQL のみがサポート
されています)です。Pandora FMS の全コンポーネントは、複製可能で、HA(アクティブ/ス
タンバイ)環境や、クラスタ(ロードバランシングされたアクティブ /アクティブの )環境で
動作し ます。MySQL は、クラスタモードでも利用可能です。
Pandora FMS は、さまざまな機能から構成されています。一つは、データを集めたり処理

したりするサーバで、収集したり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表示します。エージェントソフトウエアは、システ
ム内で動作するアプリケーションで、収集した情報をサーバに送信しま す。
以下に、それぞれのコンポーネントの詳細を説明します。

2.1. 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。

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。
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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。

2.1.1. 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。

2.1.2. ネットワーク (network)サーバ
ネットワークを通して、ICMP テスト(Ping, 応答時間)、TCP リクエスト、SNMP リクエスト
等のリモートモニタリング処理を実施します。エージェントがサーバに割り当てられたと
き、データサーバではなく、ネットワークサーバが使われま す。ネットワークサーバで
は、エージェントに設定されたネットワークモニタリング処理を実行するために、ネット
ワーク通信ができることがとても重要です。 言い換えれば、いくつかのネットワークの
システムに対して ping の応答を見るならば、ネットワークサーバはそのネットワークに
到達できないといけません。
たとえば、 192.168.1.1 に対して ping チェックを行うモジュールが定義されていても、
エ ー ジ ェ ン ト の ネ ッ ト ワ ー ク が 192.168.2.0/24 で あ り 、 ネ ッ ト ワ ー ク サ ー バ が
192.168.2.0/24 へのアクセスルートを持たなければ、ダウンと見なされます。

2.1.3. 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。
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2.1.4. 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。

2.1.5. 自動検出 (Recon)サーバ
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 (recon)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。

2.1.6. 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。

2.1.7. 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。

2.1.8. ウェブテストサーバ (Goliat)
(エンタープライズ版のみ)

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。

2.1.9. エクスポート (Export)サーバ
(エンタープライズ版のみ)
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、いくつかの Pandora FMS が動作していて、大きなディ

スプレイがあり、情報を一カ所に集めたい場合に便利です。
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2.1.10. インベントリ (Inventory)サーバ
(エンタープライズ版のみ)

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。

2.2. 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。

2.3. 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。

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。

2.4. Pandora FMS ソフトウエアエージェント
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。
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• 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)

2.4.1. 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)
任意のポートが開いているかどうかの確認
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。

2.4.2. 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, HPUX および BSD を含みます。また、 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 のデータ収集
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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。
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。

マシンは、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。
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2.4.3. 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

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。
<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>
<module>
<name>LastLogin</name>
<type>generic_data_string</type>
<data>slerena</data>
</module>
</agent_data>

2.4.4. 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。
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•
•
•
•

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。
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3 PANDORA FMS のインストール
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必要最低ハードウエアスペック

3.1.

必要最低ハードウエアスペック

3.1.1. 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 2GB、2GHz のシングル
コア CPU、7200rpm 以上の高速ハードディスク
• エージェント数 2,000 もしくは、モジュール数: 10,000: メモリ 4GB、2.5GHz のデュ
アルコア CPU、高速ハードディスク(7200rpm かそれ以上)
• 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)

3.2.

ソフトウエア条件

3.2.1. エージェントの条件
リモートエージェントは、以下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。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 2000 SP3
Windows 2003
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 2008
SUSE Linux 10
Ubuntu Linux 8.04
Debian Linux
AIX 4.3.3
HPUX 11.x
Solaris 2.6

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。

3.2.2. 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
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SNMP サービスを使うためには、 SNMP のパッケージ (netsnmp) 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。

3.2.3. 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。

3.2.4. 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。

3.2.5. 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。

3.3.

インストールの前に

3.3.1. 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。

3.4. SUSE へのインストール
3.4.1. 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
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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。

3.4.2. 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-Multicast 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

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-Multicast
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
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php5-openssl php5-pdo php5-pear php5-snmp php5-sqlite php5-tokenizer php5-xmlreader
php5-xmlwriter 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。

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

3.4.3. 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:defaultstart undefined,
assuming default start runlevel (s) for script 'smsd'.

3.4.4. 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。
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useradd: Account `pandora' already exists.

3.4.5. 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。
rpm -i pandorafms_console-3.0.0-1.noarch.rpm

3.4.6. 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

3.4.7. RPM によるパッケージのアップデート
最初に、アップデートであるか再インストールであるかを確認する必要があります。その
ために、インストールされているパッケージのバージョンを確認します。
rpm -q -a | grep pandora

Pandora のパッケージがインストールされていれば、パッケージ名とバージョンの一覧が

次のように表示されます。

pandorafms_console-3.0.0-1

これは、"pandorafms_console" のバージョン "3.0.01" のパッケージがインストールされてい
ることを意味します。もし同じバージョンを再インストールしたい場合は、次のコマンド
で "再インストール" 可能です。
rpm -i --force <nombre_paquete.rpm>

時々、アップデート版が同じ名前、同じバージョン番号でリリースされることがあります
(開発版など)。このような場合は、 force オプションによる強制インストールにより、再
インストールする必要があります。
同じパッケージでも新しいバージョンの場合は、以下のコマンドでアップデートが可能で
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す。
rpm -U <nombre_paquete.rpm>

すでにインストールされているパッケージの強制アップデートは、再インストールに似て
いますが、設定変更したファイルを維持します。
rpm -U --force <nombre_paquete.rpm>

パッケージの再インストールやアップデート時は、作業前に以下の設定ファイルのバック
アップをとってください。
• /etc/pandora/pandora_server.conf: Pandora FMS サーバパッケージの場合
• /etc/pandora/pandora_agent.conf: Pandora FMS エージェントパッケージの場合

3.4.8. Keygen のインストール
Keygen バイナリは、エンタープライズ版で自動アップデート機能を利用するために必要
です。これは、 GnuPG (PGP) キーを使ったバイナリエンコーディングで、 ID およびエー
ジェント数のデータが含まれています。認証のために、 Pandora FMS のオープンアップ

デートマネージャのサーバへ暗号化して送信されます。認証されると、アップデートマ
ネージャクライアントは、更新のダウンロードができる ようになります。

keygen をインストールするには、パッケージのインストールと、次の keygen ファイルの
場所を Pandora FMS コンソールで設定します。
/usr/share/pandora/keygen

パッケージを追加するには、他のパッケージと同じように次のコマンドを実行します。
rpm -i pandorafms_keygen-3.0.0-1.rpm

3.4.9. 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。
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3.5. Red Hat Enterprise Linux へのインストール
3.5.1. 依存パッケージのインストール
すべての依存パッケージをインストールするには、いくつかの追加パッケージのインス
トールが必要です。 RedHat には、Pandora FMS が必要とする全てのパッケージがありませ
ん。そのため、独自に依存パッケージを提供しています。追加の RPM ファイルは次の通
りです。
perl-time-format perl-xml-simple perl-io-socket-multicast php-pear-xml_rpc php-peardb wmic

オプションとして、自動検出 (Recon) サーバを利用する場合は、次のパッケージのインス
トールも必要です。
perl-net-traceroute perl-net-traceroute-pureperl xprobe2

これらの RPM ファイルは、Pandora FMS の公式サイトの RedHat Enterprise Linux 用の依存
ファイルディレクトリから入手できます。
注意: RedHat Enterprise Linux 用のパッケージであることを間違えないようにダウンロード
してください。
/tmp/extra 等の適当なディレクトリに置き、次のようにコマンドを実行します。
rpm -i *.rpm

3.6. Debian/Ubuntu へのインストール
3.6.1. 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 libnetaddr-ip-perl libdbi-perl
libxml-simple-perl
libnetaddr-ip-perl libhtml-parser-perl wmi-client xprobe2 nmap libmail-sendmailperl traceroute
libio-socket-multicast-perl

コンソール:
libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server php5-gd php5-mysql php-pear php5-snmp phpdb php-gettext
graphviz php-pear php5-gettext mysql-client php-db php-xmlrpc
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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 aptget
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 libnetaddr-ip-perl
libdbi-perl \
libxml-simple-perl libnetaddr-ip-perl libhtml-parser-perl wmi-client xprobe2 nmap
libmail-sendmail-perl \
traceroute libio-socket-multicast-perl libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server
php5-gd php5-mysql php-pear \
php5-snmp php-db php-gettext graphviz php-pear php5-gettext mysql-client php-db phpxmlrpc

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。

3.6.2. 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。

Ubuntu の基本ディストリビューションには含まれていないパッケージがいくつかありま
す。これらも事前にインストールする必要があります。これらは、 Pandora FMS のパッ

ケージと共に配布しています。

dpkg -i php-xmlrpc_1.1.0-1_all.deb libnet-traceroute-perl_1.10-1_all.deb libnettraceroute-pureperl-perl_0.10-1_all.deb

次に、 Pandora FMS のパッケージをインストールします。以下の例ではすべてをインス
トールしていますが、必要なもののみをインストールすることも可能です。
dpkg -i pandorafms-console_all.deb pandorafms-server_3.0_all.deb tentacle-perlserver_0.2.0-2_all.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。

3.7. 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。
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3.7.1. 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
必要があります。 しかし、FreeBSD の perl 5.8 パッケージ(perl5.8.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 5.8 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/perl5.8
make config
-> THREADS を有効にします。
make
make install

3.7.2. 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:
p5-DBI p5-Mail-Sendmail p5-NetAddr-IP p5-XML-Simple p5-Time-Format p5-HTML-Parser
p5-Net-Traceroute-PurePerl p5-IO-Socket-Multicast p5-DBD-mysql nmap xprobe

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) p5DBI 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,
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。

3.7.3. 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
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す。
/usr/local/www/apache22/data/pandora_console

3.7.4. 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/*

その他、data_in およびログディレクトリは Linux と同じです。
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3.7.5. 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。

3.8. 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。

3.8.1. 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
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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

3.8.2. 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://pandora.svn.sourceforge.net/svnroot/pandora

3.8.3. 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
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3.8.3.1. 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。

3.8.4. コンソールのインストール
pandorafms_console3.0.0.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 -

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

3.8.4.1. エンタープライズ版のインストール
pandorafms_console_enterprise3.0.0.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)。
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cp -R enterprise /var/www/pandora_console
cp -R enterprise /var/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。例え
ば、wwwdata であれば、次のコマンドを実行します。
chown -R www-data /var/www/pandora_console/enterprise

3.8.5. サーバのインストール
pandorafms_server3.0.0.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。
3.8.5.1. エンタープライズ版のインストール
pandorafms_server_enterprise3.0.0.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
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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。
3.8.5.2. 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。

3.8.6. 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
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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
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/

3.9. 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
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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)

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。

インストール内容を確認し、Next をクリックします。
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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。

3.9.1. 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
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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。

3.9.2. 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

3.9.3. 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。
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• 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。

3.9.3.1. 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。
3.9.3.2. 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

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。
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3.9.4. 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 20002008, 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。

3.9.4.1. 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。
3.9.4.2. 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

3.9.4.3. 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。
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4 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. 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
2.
3.
4.
5.

4.1.

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。

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
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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。

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。

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)
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4.2.

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

4.3.

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)
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/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

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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5 PANDORA FMS のインタフェース
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5.1.

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。

5.2. Pandora FMS ログイン画面
次に示すのは、Pandora FMS のログイン画面です。

ロゴの下に Pandora FMS のバージョンおよびビルド番号が表示されます。ビルド番号は、
動作しているコンソールのバージョン ( 年月日をベースにしています ) を知るのに便利で
す。
右側には、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。また、下にはアクセス元の IP アドレスが表示されま
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。

5.3. 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。

以下に、Pandora FMS のメイン画面を示します。
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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。
•
•
•
•
•

5.4.

サイトニュース
ウェブコンソールの最新の状態
アップデートマネージャの情報
一般的な基本情報
Pandora FMS のメインビュー

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。
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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。

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。

5.4.1. 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。

5.4.2. 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。
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5.4.3. 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、また上から下に順に、ヘッダーで提供される機能を以下に示します。
• 接続していユーザが表示されます。 ( かぎ括弧の中は ) ユーザページへのリンクに
•
•
•
•

なっています。また、ログアウトボタンがあります。
Pandora FMS サーバの状態を表示するシステム状態へのリンクがあります。
選択した間隔で画面更新する自動更新ボタンがあります。セッションが切れずに、
更新されたデータを表示するための画面更新間隔を設定することができます。
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。
システムイベントビューアへのリンクがあります。サービスがダウンしたときにア
イコンが変わったり、いくつのサービスがダウンしているのかを参照する画面への
リンクです。

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。
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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。

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。

5.5. 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。

5.5.1. 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、青の背景にクエスチョンマークの丸い形をしています。

5.5.2. 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。
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5.5.3. 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。
このアイコンは、黄色いスパナの形をしています。

5.5.4. 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。

5.5.5. フィルタアイコン
フィルタアイコンは、表示内容をフィルタリングできる画面で表示されます。アイコンが
表示されているときは、フィルタの状態は表示されません。内容を表示するにはアイコン
をクリックします。フィルタを設定して更新ボタンを押すと、設定したフィルタが適用さ
れます。
アイコンは、魔法の杖の形をしています。

一度フィルタをクリックすると、そのオプションが表示されます。
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5.5.6. 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。

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。

5.5.7. 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。

5.5.8. 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。

5.5.9. 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
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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。

5.6. 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。
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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。

5.7.

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。

5.8.

エージェント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: 最終確認時点の状態の色が使われます
未確認: 表示されません

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
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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

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 [QUALITY2]" 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。
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6 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。

6.1.

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。

6.1.1. 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。
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。
incomingdir

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/datain/ です。
XML

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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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。
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。
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。
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)
checksum (deprecated)

エージェントのデータを確認するための MD5 (hash) チェックサムを利用いない場合は 0
に設定します。利用する場合は 1 に設定します。この設定は Pandora FMS 2.0 以降では利
用されません。互換性のために残っています。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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。
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inventoryserver
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。
exportserver

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。
webserver

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。
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。
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。
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。
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。
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。

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。
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。
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。
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。
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。
plugin_threads
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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。
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。
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。
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。
prediction_threads

予測サーバのスレッド数を設定します。
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。
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。
inventory_threads

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。
export_threads

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。
web_threads

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。
mta_address

メールサーバ (MTA) の IP アドレスを設定します。
mta_port

メールサーバのポート番号を設定します。
mta_user

メールサーバのユーザを設定します。(必要な場合)
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)
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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DIGESTMD です。(必要な場合)
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
mcast_status_port

マルチキャストでデータを送信するポートを設定します。
mcast_status_group

マルチキャストでデータを送信するグループを設定します。
mcast_change_port

マルチキャストでデータを送信するポートの変更を設定します。
mcast_change_group

マルチキャストでデータを送信するグループの変更を設定します。
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
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250 です。

use_xml_timestamp

デフォルトでは無効になっています。有効 (1 に設定) にすると、サーバが受け取ったデー
タの日時に、XML ファイル内の情報やサーバの時刻ではなく、XML ファイルのタイムスタ
ンプを利用するようになります。これを有効にすると、エージェントが生成した日時や
サーバの日時を参照しなくなります。時刻の同期が とれていないシステムにおいて問題
を解決するためのオプションです。
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。
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。
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。

6.1.2. システムステータスの UDP での通知
エンタープライズ版の Pandora FMS サーバでは、UDP マルチキャストで状態ツリー (XML)
を通知することができます。これは、状態が変化したときの非同期の (その時点の ) 状態
通知です。デフォルトでは、状態ツリー全体は server_threshhold 値 × 30 秒ごとに更新さ
れます。 Custom ID が定義されているモジュールのみ UDP での通知がされます。
以下は、ポート 22222 を使って状態ツリーすべてを定期的に通知し、ポート 11111 を
使って (非同期の) 変化通知をする設定例です。
mcast_status_group 224.168.132.63
mcast_status_port 22222
mcast_change_group 224.168.132.63
mcast_change_port 11111

6.1.3. 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。
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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。
man snmptrapd.conf

6.1.4. 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
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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。

6.2.

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 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。

6.2.1. 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。

6.2.1.1. / 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。
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<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=pandora_console/index.php">
</head>
</html>

6.3. Pandora FMS ソフトウエアエージェント
6.3.1. 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。
6.3.1.1. 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。

6.3.2. 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。
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
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を変更するために、管理者が変更することができます。
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。

6.3.3. 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。
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。
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。
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
ンストール時に指定されるこのディレクトリを作成します。
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。
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。
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。
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。
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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。

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)。
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。
encoding
iso885915 や utf8 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。
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。
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。
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。
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。

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、"vr 5")
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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

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 エージェントでのみ有効です。
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。
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。
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。
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。
xml_buffer

デフォルトは 0 です。1 に設定すると、すべての XML データファイルを保存しサーバに
送信しません。
Unix の設定例を以下に示します。

server_ip
server_path
temporal

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
/var/spool/pandora/data_out
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logfile
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

/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
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

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
300
0
box01
41121
tentacle
1

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。
6.3.3.1. 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

6.3.3.2. 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
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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>

より詳しくは、アラート設定の章を参照ください。

6.3.4. 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
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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。

6.3.4.1. 全モジュールで共通の項目
module_begin

モジュール定義の開始を示す、必須項目です。
odule_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。
• Numerial (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。
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• Asynchronous monitor (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_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
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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 059
時間 023
日 131
月 112
曜日 06 (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。
ページ 90

Pandora FMS ソフトウエアエージェント

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

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
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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
module_type generic_proc
module_service Spooler
module_condition = 0 net start Spooler
module_end

module_end

モジュール定義の終わりを表します。必須項目です。

6.3.4.2. 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、実行するコマンドを定義するディレクティブです。 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。

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
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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
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
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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_data
module_proc notepad.exe
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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_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

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。

• 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。
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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

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
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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_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ません。また、マルチ CPU 環
境で番号を指定しないと、平均の使用率が得られます。
module_begin
module_name SystemCPU
module_type generic_data
module_cpuusage
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。
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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

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_begin
module_name regexp
module_type generic_data_string
module_regexp C:\WINDOWS\my.log
module_pattern ^\[error\].*
module_end
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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
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 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。
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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。

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。
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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

別の例を以下に示します。
module_begin
module_name Disk_E/S_Seg
module_type generic_data
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。
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: CDROM 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。
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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>
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。
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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。

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
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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_odbc

(Win32 のみ)
Windows エージェントにて ODBC インタフェースを通してデータベースにアクセスするモ

ジュールです。同一サーバ上のデータベースに対してクエリの実行ができます。データ
ベースは、 Microsoft SQL Server 、 Oracle 、 MySQL 、 PostgreSQL やその他に対応していま
す。
ODBC モジュールを使えるようにするには、エージェント設定のメインセクションで、次
のように ODBC コネクタを定義する必要があります。
# ODBC connections
# Configuring "ExampleDSN" DSN. Notice that this DSN connection must be configured
# under Control panel -> Administrative tools -> ODBC -> DSN
odbc_ExampleDSN_username UserNameForDsn
odbc_ExampleDSN_password Password1234

ここでは、のちほどモジュールで利用する "ExampleDSN" ハンドラを作成しています。こ
のハンドラを利用するモジュールの例を以下に示します。
# ODBC query example using ExampleDSN connection defined above.
# This module gets the first row in example_table.
module_begin
module_name SQL query example
module_type generic_string
module_odbc ExampleDSN
module_odbc_query SELECT * FROM example_table
module_description The first row of example_table
module_end

ODBC モジュールは、それぞれのクエリ結果の最初の行のみを返すことができます。
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

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。
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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>

6.3.5. 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
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。
ページ 105

Pandora FMS ソフトウエアエージェント

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

6.3.6. 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。
6.3.6.1. 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。

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。
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• /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
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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 }\,
hpux => 'vmstat 1 2 | tail -1 | awk \'{ print $16 }\
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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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6.3.6.2. 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 testssh 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 (tentacleclient) 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
# =================
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# Counting OpenedConnections (check language string)
module_begin
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}!\\" _
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& strComputer & "\root\cimv2")
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。
6.3.6.3. 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。

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
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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
module_begin
module_name Pandora_Update
module_type async_string
module_interval 20
module_exec nohup 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

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

6.3.6.4. 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。

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。
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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。

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。
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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.
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7 操作
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概要

7.1.

概要

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 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。

7.1.1. 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。

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。

7.2.

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。
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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。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。

7.2.1. 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

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、
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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
# 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 (%)
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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。

7.2.2. 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。
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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。

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。
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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。

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
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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。

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。

7.2.3. 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
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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。
7.2.3.1. 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

7.2.3.2. 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。
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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。

7.2.4. 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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7.2.5. 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.org 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。

7.2.5.1. 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。
<module>
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<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)

7.3.

リモートモニタリング

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。

7.3.1. 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
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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)。

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。

7.3.2. 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。
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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。

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。
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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。
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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。

7.3.3. 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。

7.3.4. 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。

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、
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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:
S:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
S:
R:
S:
R:

220 mail.supersmtp.com Blah blah blah
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
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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。

7.3.5. SNMP モニタリング
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。しかしなが
ら Pandora FMS は、SNMP v1, v2 および v2c で動作します。v3 のサポートは今後予定して

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
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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。
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。

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。
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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。

snmpwalk

すべての OID を取得します。管理画面にすべてを表示します。
SNMP コミュニティおよびバージョンがわかっていて、 OID がわからない場合、 snmpwalk
ボタンを押すと、全 OID のリストを取得することができます。システムがそれを "翻訳"
できる (該当の MIB ファイルを持っている) 場合は、文字データで表示されます。そうで

なければ数値で表示されます。
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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。

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。
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): [2]
• GetIf Free MIB Browser (Windows): [3]
• 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。
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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): [4]
HP Printer MIB: [5]
Nagios Exchange  SNMP [6]
ルータで共通に使われる OID: [7]

7.3.5.1. 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設定の拡張機能を表示しています。

説明 (Description)
モジュールの説明です。デフォルトの説明が入っていますが、変更可能です。
カスタム ID (Custom ID)
エージェントに関する情報をサーバからマルチキャストで送信したい場合に必要なカスタ
マイズ可能な ID です。また、この値は、Pandora FMS のデータを外部システムで利用する
場合にも使えます。
間隔 (Interval)
モジュールの実行間隔です。例にあるように、エージェントのそれとは違う設定が可能で
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す。
データ保存倍率 (Post process)
モジュールデータの事前処理です。取得した値を掛け合わせたり割ったりするのに便利で
す。例えば、データがバイト単位であった場合に、メガバイト単位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。これより小さい値は不正な値として無視します。
最大値 (Max. Value)
モジュールの最大値です。これより大きい値は不正な値として無視します。
データのエクスポート (Export target)
モジュールから取得したデータをエクスポートサーバへエクスポートするのに利用しま
す。これは、エンタープライズ版の Pandora FMS で、エクスポートサーバを設定している
場合にのみ利用可能です。より詳細は、エクスポートサーバの章を参照してください。

7.3.6. 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 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
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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。
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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。
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)
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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。
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。
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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。
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
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•
•
•
•
•
•
•
•

BIOS

システム情報
Windows 情報
プリンタ
MSTDC
IIS
LDAP
Microsoft Exchange

7.3.7. ウェブモニタリング (Goliat)
これは、エンタープライズ版の一つの機能です。 Pandora FMS ウェブモニタリングは、遷
移をモニタリングできます。完全なブラウズの "遷移 " を再現します。認証情報入力、メ
ニューのクリック、フォームの入力や、応答文字列のチェックなどの機能を含んでいま
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、ブラウズする
ときに実際に行われる全てのリソースのダウンロード (画像や動画など) を含みます。
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。

ページ 146

リモートモニタリング

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。

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。
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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。

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。
• 前者 (latency) は、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。
• 後者 (Response) は、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。
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ます。この場合、次のように設定します。
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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。
7.3.7.1. 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
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を開始してからのデータが表示されます。

7.3.7.2. 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。
http://galaga.artica.es/pandora/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://galaga.artica.es/pandora/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://galaga.artica.es/pandora/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://galaga.artica.es/pandora/index.php?bye=bye
cookie 1
resource 1
check_string Logged Out
task_end
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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。

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。
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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。
7.3.7.3. 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
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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

7.3.8. 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。

プラグインの登録画面になったら、追加 (Create) 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。
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
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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。

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。
IP アドレスオプション (IP address option)

プラグインに IP アドレス情報を渡すためのオプションを設定します。すべてのプラグイ
ンに対して、少なくともテスト対象の IP アドレスは渡す必要があります。IP アドレス自
体は、モジュールが設定されているエージェントのものが渡されます。
Pandora が IP アドレスをプラグインに渡すために、 IP アドレスを指定するためのプラグイ

ンのオプションを設定します。オプションが何であるかはプラグインに依存します。この
例では、h を設定しています。
Port オプション (Port option)

上記と同様に、テスト対象のポート番号をプラグインへ渡すためのオプションを設定しま
す。この設定は必須ではなく、ポート番号を指定する必要がある場合のみ利用します。こ
の例では、Nmap テストの TCP 宛先ポートを指定する p を設定しています。
Password オプション (Password option) / User オプション (User option)

ユーザ名とパスワードを渡すためのオプションを設定します。この例では未使用なので、
何も定義していません。
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。
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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。

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

IP アドレスとポート番号をオプションパラメータとして受け取り、 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。
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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。
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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 network
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、 ユーザやパスワード、モニタ対象の IP アドレスやポート番号を設定します。
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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。

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。
7.3.8.1. 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
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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(Name): MySQL
• プ
ラ
グ
イ
ン
コ
マ
ン
/usr/share/pandora_server/util/plugin/mysql_plugin.sh
• プラグインタイプ(Plugin type): Standard
• 最大タイムアウト(Max. timeout): 10
• IP アドレスオプション(IP address option): s
• User オプション(User option): u
• Password オプション(Password option): p
• 説明(Description): q Connections

ド

(Plugin

command):

-q Com_select
-q Com_update
-q Innodb_rows_read
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。
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•
•
•
•

q Connections: 接続
q Com_select: 開始時点からの select クエリ数
q Com_update: 開始時点からの update クエリ数
q 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)。

7.4.

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。
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。
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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。
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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。

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)。
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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。

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
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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。

7.5. 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
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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。

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。
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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。

7.6.

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。
• 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)。
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。
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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。

7.7.

その他共通モニタリングパラメータ

7.7.1. 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。

7.7.2. 複数回連続設定

複数回連続設定 (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少なくとも X
回変化した状態が続かないと、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。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
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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。
複数回連続設定は、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)。

7.8.

サービスモニタリング

7.8.1. 概要
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
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• 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。

7.8.2. 設定
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。
サービスを定義す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。
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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。
•
•
•
•
•
•
•
•

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。

上の例では、サービスの値は、Agent_1 の Module_3 と Agent_2 の Module_3 のウエイトの
合計です。Agent_1 のモジュールは障害状態で、ウエイトは 3 です。Agent_2 のモジュール
は正常状態で、ウエイトは 0 です。
ウエイトを合計すると、3 + 0 = 3 となります。
モジュールは、サービスに関連付けて作成することができます (計算頻度、アラートシス
テムとの連携等を実装できます )。モジュールをサービスに関連付けする方法を以下に示
します。
1. サービスを構成する個々のモニタを作成し、それぞれが正しく動作することを確認
2.
3.
4.
5.
6.

します。
個々のモニタ項目の障害状態および、警告状態の閾値を調整します。
上記で設定したモニタを元にサービスを作成し、サービスの閾値とサービスに含ま
れる個々のモニタ項目のウエイトを設定します。
サービスに関連付けしたいエージェントの画面へ行きます。
エージェントにサービスを関連付けするために、予測サーバのモジュールエディタ
を用いて、エージェントに新たに予測モジュールを作成します。
サービスにアラートを関連付けしたい場合は、サービスモジュールで設定します。
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サービス自体には、アラート、グラフ、レポートは追加できません。前述の通り、
全てはサービスに関連付けしたモニタにて設定を行います。
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8 SNMP トラップの操作
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8.1.

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_snmpconsole.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。

8.2.

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。

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。
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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。
OID

トラップの OID です。
値 (Vaue)
トラップの値です。
カスタム (Custom)
トラップのカスタムフィールドです。
ユーザ ID(User id)
トラップのユーザ ID フィールドです。
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

8.2.1. 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。
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• 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。

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。

8.2.2. 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。

8.2.3. 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。
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8.3. SNMP 受信コンソールの設定
トラップの情報管理やアラームを設定することができます。トラップコンソールの管理に
は、システム管理メニューの、 SNMP コンソール管理(Manage SNMP Console) をクリックし
ます。

8.3.1. トラップのアラート設定
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、シ
ステム管理メニューの SNMP コンソール管理(Manage SNMP Console)へ行きます。
8.3.1.1. アラートの作成
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。
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次に、以下に示す各フィールドに入力します。
• アクション (Alert Action): アラートを実行するアクションを選択します。
• 説明 (Description): アラートの説明を入力します。
• カ ス タ ム 値 OID(Custom Value OID)/OID/SNMP エ ー ジ ェ ン ト (IP)(SNMP Agent
(IP)): アラームを発するカスタム OID もしくは OID の値を定義すると、ここに定義
した値を受信した場合にアラートが発せられます。エージェントの IP を設定する

と、該当エージェントからトラップを受信した場合にアラートが発せられます。
フィールド 1(Field 1): アラームのコマンドに引き渡すパラメータを設定します。
フィールド 2(Field 2): アラームのコマンドに引き渡すパラメータを設定します。
フィールド 3(Field 3): アラームのコマンドに引き渡すパラメータを設定します。
最 小 ア ラ ー ト 数 (Min. Number of Alerts): 何回トラップを受信したあとに、アラー
トを上げるかを設定します。
• 最大アラート数 (Max. Number of Alerts: 実行するアクションの回数を設定します。
• 再 通 知 間 隔 (Time Threshold): アラームカウンタをリセットするまでの時間を指定
します。このカウンターは、最小アラート数のカウントに利用されます。
• 優先度 (Priority): アラームの優先度を設定します。
•
•
•
•

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。
8.3.1.2. アラート設定
トラップに関連づけられたアラートを編集するには、システム管理メニューの SNMP コン
ソール管理(Manage SNMP Console)へ行き、編集したいアラートのスパナアイコンをクリッ
クします。
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アラートの設定画面を以下に示します。変更したい部分を修正し、更新 (Update) をクリッ
クします。

8.3.1.3. アラートの削除
トラップに関連づけられたアラートを削除するには、システム管理メニューの SNMP コン
ソール管理(Manage SNMP Console)へ行き、該当アラートの赤い×印のアイコンをクリック
します。
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8.3.2. 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。
8.3.2.1. 操作メニューからのトラップの編集
操作メニューの 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。

トラップフィールドのページが表示されます。
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設定可能なオプションは次の通りです。
•
•
•
•
•

OID: OID を指定します。
カスタム OID(Custom OID): カスタム OID を指定します。
重要度 (Severity): トラップの重要度を選択します。
テキスト (Text): テキストモードでのトラップです。
説明 (Description): 説明を入力します。

編集が完了したら、"作成(Create)" ボタンをクリックします。
8.3.2.2. 管理メニューからのトラップの編集
システム管理メニューの、 SNMP トラップエディタ (SNMP Trap Editor) へ行き、カスタマイ
ズトラップを追加するために、"作成(Create)" をクリックします。

トラップの設定を行ったページを以下に示します。
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操作メニューで受信トラップを編集したときとフィールドは同じです。
トラップを作成したら、"作成(Create)" ボタンをクリックします。

8.3.2.3. 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。

8.4. Pandora アラートとトラップの関係 / SNMP

トのトラップ転送

エージェン

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。
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:
ページ 182

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

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:
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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。

8.5.

サーバでのトラップフィルタリング

いくつかのシステムでは多くのトラップを受信しています。このような場合、モニタリン
グしたいのは一部分のみです。 Pandora FMS バージョン 3.2 からは、不必要な負荷を避け
るためにトラップをフィルタすることができます。
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、フィルタの定義
が可能です。これにより、多くのトラップをサーバで自動的に無視するようにできます。

フ ィ ル タ は 、 SNMP

の ト ラ ッ プ の ロ グ フ ァ イ ル ( デ フ ォ ル ト で は
/var/log/pandora/pandora_snmptrap.log) に似た正規表現で設定します。次のようなフォー
マットになっています。
%4y-%02.2m-%l[**]%02.2h:%02.2j:%02.2k[**]%a[**]%N[**]%w[**]%W[**]%q[**]%v\n

設定可能オプション:
•
•
•
•
•
•
•

%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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•
•
•
•
•

%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: 数値一覧 (カスタム OID)

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フィルタするには、次のよ
うに設定します。
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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。
20100826 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
ページ 186

外部

SNMP トラップハンドラ

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。
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。

8.6.1. 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: "c700006
01.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: "dl360
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00.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%"

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。
8.6.1.1. 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
print
print
print
exit;
}

{
"\nSpecific Pandora FMS trap collector for ESX\n";
"(c) Sancho Lerena 2010 <slerena@artica.es>\n";
"Usage:\n\n";
"
esx_trap_manager.pl <destination_agent_name> <TRAP DATA>\n\n";

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 ""){
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$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='$now' version='1.0'
os='Other' os_version='ESX_Collectordime ' interval='9999999999'>";
if ($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);

8.6.1.2. 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)
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8.6.1.3. 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 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。

8.6.1.4. 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。

8.6.1.5. 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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9 テンプレートとプラグイン
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9.1.

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)
• snmp: SNMP チェック
• tcp: TCP チェック
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• 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)

9.1.1. 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。

9.1.2. 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。

9.2.

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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9.2.1. 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
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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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9.3.

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
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なっています。

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。

9.3.1. 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。
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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。

9.4.

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。

9.4.1. 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。

9.4.2. 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。
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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。

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。
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9.5.

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。

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。
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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。

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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10 アラート
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概要

10.1.

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。

10.2.

コマンド

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。
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。
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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。

10.2.1. 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。

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。
• _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。
• _data_: アラートのきっかけとなったデータの値です。

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。
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説明
アラートのコマンドの詳細説明です。

設定したら、作成(Create) ボタンをクリックします。

10.2.2. 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。
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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。

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。

10.2.3. アラートコマンドの削除
コマンドを削除するには、右側の赤の×印をクリックします。

eMail、Internal Audit および、Pandora FMS Event は削除できません。

10.2.4. 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。
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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。 libmailsendmailperl
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。
SMS Text

指定の携帯電話へ SMS を送信します。もちろん、事前にアラートと Pandora FMS からア
クセス可能な SMS ゲートウェイの設定が必要です。 SMS を送信するのに Nokia の携帯を
USB ケーブルで接続し、 Gnokii をインストールすることも可能です。方法については後で
説明しています。
SNMP Trap
SNMP トラップを送信します。
Syslog

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。

10.2.5. コマンドの例
10.2.5.1. 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。
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useraccount@jabber.org password

1. ファイルのパーミッションを変更します。
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。
10.2.5.2. 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
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expect "220"
send "ehlo mymachine.mydomain.com\r"
expect "250"
send "AUTH login\r"
expect "334"
send "2342348werhkwjernsdf78sdf3w4rwe32wer=\r"
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。
10.2.5.3. 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
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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)。
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。
10.2.5.4. 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。

10.3.

アクション

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。
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10.3.1. 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。

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。
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• 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。

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。

10.3.2. 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。
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編集が完了したら、"更新(Update)" ボタンをクリックします。

10.3.3. 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。

10.4.

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。
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10.4.1. 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。

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。
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• 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。

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。
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• 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。
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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。

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。
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。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)
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"_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)
"_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。

10.4.2. 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
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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 yymmdd hh:mm:ss フォーマットで表した

もの

•
•
•
•
•
•
•
•

_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
_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。

10.4.2.1. 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。
10.4.2.2. 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。
20091224 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>
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フィールド 3 = <空白>

テンプレート設定
フィールド 1 = <空白>
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

10.4.3. 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。
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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。

10.4.4. 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。

10.4.5. 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。
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10.5.

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。

10.5.1. アラートサブメニューでのアラート管理
10.5.1.1. 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。
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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。

10.5.1.2. 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
ページ 228

アラートテンプレートのモジュールへの割当
します。

10.5.1.3. 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。
10.5.1.4. 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。

10.5.2. エージェント管理メニューでのアラート管理
10.5.2.1. 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。
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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。

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。
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10.5.2.2. 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。

10.5.2.3. 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。

10.5.2.4. 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。
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10.6.

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。

10.7.

アラートの例

10.7.1. 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
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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。

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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10.8.

関連付け

アラートの関連付は、複数のモジュールの状態を元にした Pandora FMS の動作を定義する
のに利用します。複数のモジュールは同じエージェントのものでも異なるエージェントの
ものでも構いません。
アラートの関連付けの設定は、システム管理メニューの アラート管理 > 関連付け から
行います。

10.8.1. 関連付けアラートの作成
関連付けアラ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 (Manage Alerts)
> 関連付け(Correlation) で、"作成(Create)" ボタンをクリックします。
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"作成(Create)" をクリックすると、次の画面が表示されます。

次に、以下のフィールドを入力します。
• 名前 (Name): 関連付けアラート名を入力します。
• 割当 先 エージェント (Asigned to): アラートを割り当てるエージェントを選択しま

す。

• 説 明 (Description): 説明を入力します。アラートビューで他の設定と区別するのに

便利です。

• 状態 (Condition): ここには、関連付けアラートの条件が表示されます。

判定基準を追加するには、グループとエージェントを選択します。エージェントを選択す
ると、それに定義されているアラートが表示されます。
アラートを追加するには、アラートの左側に表示されている "+" アイコンをクリックしま
す。

同じエージェントもしくは異なるエージェントから 2 つのアラートを選択すると、条件を
指定するための論理オペレータの選択が表示されます。オペレータは次の中から選択しま
す。
ページ 238

関連付け
•
•
•
•
•
•

AND: 2 つの条件が成立した場合
NAND:いずれの条件も成立しない場合
NOR: 少なくとも一つの条件が成立しない場合
NXOR: 一方の条件が成立し、同時に他方の条件が成立しない場合.
OR: いずれかの条件が成立した場合
XOR: いずれか一方のみ条件が成立した場合(両方が成立する場合は含まない)

新たな条件を追加するとごに論理オペレータを選択します。 Pandora は、それらを順番に
処理します。以下に、最初の 2 つの条件が共に成立するか、 3 番目の条件が成立する場合
の設定例を示します。

最終的にアラート設定はこのようになります。
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全ての条件を選択したら、"次(Next)" をクリックします。
次のような画面が表示されます。

ここで表示されるフィールドは、共通のアラートテンプレートの定義で表示されるものと
同じです。
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全てのフィールドを設定したら、"終了(Finish)" をクリックします。

10.8.2. 関連付けアラートの編集
システム管理メニューの アラート管理 (Manage Alerts) > 関連付け(Correlation) から、作成
済の関連付けアラートを編集することができます。

関連付けアラートを編集するには、アラート名をクリックします。

10.8.3. 関連付けアラートの無効化
作成したアラートは、アラート名の左にある光っている (黄色の)電球アイコンをクリック
することにより、無効化することができます。

無効になっているアラートは青い電球、有効なアラートは黄色の電球で表示されます。
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10.8.4. 関連付けアラートの削除
システム管理メニューの アラート管理 (Manage Alerts) > 関連付け(Correlation) から、関連
付けアラートを削除することができます。

関連付けアラートを削除するには、アラートの右側にある、赤い ×印のアイコンをクリッ
クします。

10.9.

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。

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。
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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。

10.9.1. 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
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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。
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
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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.
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11 ポリシー
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概要

11.1.

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。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、モジュールやアラート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。

11.2.

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。

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。
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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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11.3.

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
シー名をクリックします。最初に表示される画面がポリシーを作成したときの値が表示さ
れている設定画面です。

ポリシー設定には、さらに以下の画面があります。
エージェント(Agents):
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アラート(Alerts):

モジュール(Modules):

システム管理メニューの ポリシー管理 (Manage policies) からも、エージェント、アラー
ト、モジュールのポリシー設定に直接アクセスすることができます。設定を行いたいポリ
シー名の上にマウスポインタを持ってい くと、ドロップダウンメニューが表示され、上
記のメニューにアクセスできます。

11.3.1. 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。
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11.3.1.1. 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。

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。
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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。
11.3.1.2. 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。

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。
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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。

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
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したら、"作成(Create)" をクリックします。
11.3.1.3. 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。

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
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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。
11.3.1.4. 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。

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
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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。
11.3.1.5. 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。
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11.3.1.6. 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。
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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。
11.3.1.7. 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。
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11.3.1.8. 作成済モジュールの削除
ポリシーに割り当てられたモジュールを削除するには、ポリシーモジュールを削除し同時
にエージェントへの割り当ても解除するか、エージェントへの割り当て解除をせずに削除
するかの、2 つのオプションがあります。
ポリシーモジュールを削除しエージェントからも削除するには、モジュールの行にあるペ
イントブラシをクリックします。

エージェントからは削除せずにポリシーからモジュールを削除するには、 "X" 印をクリッ
クします。

11.3.1.9. 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:)
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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

11.3.2. 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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11.3.2.1. 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。

11.3.2.2. 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。
11.3.2.3. アラートの削除
モジュールと同様に、ポリシーアラートを削除し同時にエージェントへの割り当ても解除
するか、エージェントへの割り当て解除をせずに削除するかの、 2 つのオプションがあり
ます。
ポリシーからアラートを削除しエージェントからも削除するには、アラートの行にあるペ
イントブラシをクリックします。

ページ 261

ポリシーの設定

エージェントからは削除せずにポリシーからアラートを削除するには、 "X" 印をクリック
します。

11.3.3. エージェントへの割当
ポリシーにモジュールとアラート定義を設定したら、モジュールとアラート定義をエー
ジェントに割り当てる必要があります。
エージェントに割り当てるには、ポリシーを選択してエージェントタブをクリックしま
す。

システムに定義されている全エージェント一覧が表示されます。追加したいエージェント
を選ぶために、エージェントの所属するグループやエージェント の名前でフィルタリン
グすることができます。エージェントを選択したら、エージェント名の右にあるプラスア
イコンをクリックします。
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プラスアイコンをクリックすることによって、エージェントがポリシーに追加されます。
11.3.3.1. エージェントの削除
エージェントを削除しても、ポリシーを通して割り当てられたモジュールは消えません。
11.3.3.2. ポリシーの分割
ポリシーの分割は、エージェントに設定されたモジュールとアラートの有効化を意味しま
す。 これは、モジュールとアラートがエージェントに追加されることを含みます。 ポリ
シーを適用するには、選択したポリシーのエージェントセクションへ行き、 "ポリシーの
適用(Apply policies)" をクリックします。
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クリックすると、コンソールにエージェントにポリシーが適用された旨のメッセージが表
示されます。

エージェントには、割り当てられたポリシーに関する 2 つの重要なアイコンがあります。
四角で囲った部分に、エージェントでリモート設定が有効になっていないことを示すアイ
コンが表示されています。これはローカルエージェントを追加できないことを意味しま
す。

次の画面の四角で囲った部分は、エージェントにポリシーが割り当てられていないことを
示しています。 このアイコンは、エージェントを追加した初回もしくは、ポリシーを変
更しそれが割り当てられているものと異なる場合に表示されます。
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エージェントにポリシーが割り当てられ、最新のポリシー設定になったときは、以下の画
面の四角で囲ったような表示になります。

11.3.4. 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。

11.3.4.1. 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。
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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。

11.3.4.2. 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。
11.3.4.3. 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。
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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。

11.3.5. 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。
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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

11.3.5.1. 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。
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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。
11.3.5.2. 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
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ションのファイルを必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"

11.4.

ポリシーの編集

システム管理メニューの ポリシー管理 (Manage policies) で、定義済みのポリシーが表示さ
れます。ポリシーを編集するには、ポリシー名をクリックするか、ポリシー名の上にマウ
スポインタを持っていった時に表示されるリンクをクリックします。

これらのリンクからポリシーにアクセスができ、ポリシーのパラメータを修正することが
できます。

11.5.

ポリシーの削除

システム管理メニューの ポリシー管理 (Manage policies) で、定義済みのポリシーが表示さ
れます。 ポリシーを削除するには、ポリシー名の右にある赤い "X" 印をクリックします。
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ポリシーの削除は、エージェントに割り当てられたアラートやモジュールを削除するわけ
ではありません。これをするには、ポリシーを削除する前に、コンポーネントの割り当て
解除オプションでモジュールとアラートを削除する必要があります。
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12 自動検出 (RECON)サーバによるネットワーク検出
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概要

12.1.

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 Xprobe (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)

12.2.

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。

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
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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。
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、 22,23,21,8090,443,8080 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。
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コメント (Comments)
自動検出タスクに関するコメントです。

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。

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
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と、完了するまでに同じ時間がかかります。

12.3.

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。

12.4.

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:
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• 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。
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。
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13 自動検出スクリプト
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13.1.

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

13.2.

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。

13.2.1. 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。
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13.2.2. 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)
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。
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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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14 インベントリ
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概要

14.1.

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。

14.2.

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。

14.2.1. 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。

14.2.2. リモートインベントリ
14.2.2.1. 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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14.2.2.2. 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。
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14.2.2.3. 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。

14.2.2.4. 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。
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インベントリモジュールを追加する画面になります。

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。
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14.2.2.5. 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。

14.2.2.6. 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。

14.2.3. 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。
14.2.3.1. 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。
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14.2.3.2. 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。

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。
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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。
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。

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。
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14.2.3.3. 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

• 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。

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。
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14.2.3.4. 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。

14.3.

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。
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14.3.1. 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。
モジュールで検索するには、モジュールを選択し "検索(Search)" をクリックします。

任意の文字列で検索するには、検索文字列を入力し、"検索(Search)" をクリックします。
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14.3.2. 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。

14.3.3. 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
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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。

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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15 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
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15.1.

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。

15.2.

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。

15.2.1. 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。
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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。

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。

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。
•
•
•
•
•
•
•

Refresh time:グラフを再描画する時間を指定します。
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。
Begin Date: グラフ描画を開始する日付を設定します。
Zoom Factor: グラフの拡大・縮小設定をします。
Time range: 描画するグラフの時間範囲を指定します。
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。
Show Alrmas: これを選択すると、モジュールのアラームを表示します。

値を変更したら、 "GO" をクリックして反映します。 グラフの色は、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。

15.2.2. 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。
15.2.2.1. 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)
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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。
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
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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。
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15.2.2.2. 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。

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

ページ 311

グラフ
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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15.2.2.3. 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。

15.3.

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。

15.3.1. 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、グループ、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。

レポート設定画面が表示されます。
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15.3.2. 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。

15.3.3. 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。

ページ 315

レポート

15.3.4. タブ
15.3.4.1. 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。

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。

15.3.4.2. 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。
15.3.4.3. 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

15.3.4.3.1.1.

エージェント詳細表示

エージェント詳細は、レポートグループのすべてのエージェントのモニタ状態一覧を表示
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。
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。

15.3.4.3.1.2.

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。

15.3.4.3.1.3.

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。
15.3.4.3.1.4.

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。
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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。

15.3.4.3.1.5.

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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15.3.4.3.1.6.

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。

15.3.4.3.1.7.

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。

ページ 321

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。

• 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。

15.3.4.3.1.8.

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。

このフォームのフィールドは次の通りです。
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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。
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。

15.3.4.3.1.9.

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。

15.3.4.3.1.10.

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。

•
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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。

15.3.4.3.1.11.

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。
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15.3.4.3.1.12.

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。

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。

15.3.4.3.1.13.

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。
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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。

15.3.4.3.1.14.

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。

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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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。
15.3.4.3.1.15.

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。
•

• 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。
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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。
15.3.4.3.1.16.

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。
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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。
15.3.4.3.1.17.

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
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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。
15.3.4.3.1.18.

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。

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。
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15.3.4.3.1.19.

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。

• 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。

15.3.4.3.1.20.

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。
15.3.4.3.1.21.

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。

• 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。

15.3.4.3.1.22.

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。
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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:
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15.3.4.4. 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。
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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。

15.3.4.5. 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。
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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。

15.3.4.6. 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。

15.3.5. 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、

アイコンをクリックします。
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PDF でレポートを見るには、

アイコンをクリックします。

15.3.6. 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。
15.3.6.1. 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
$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
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$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。

15.4.

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。

15.4.1. 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、システム管理メニューの レポート管理 (Manage
Reports) > マップビルダー(Map Builder) 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。
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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。

15.4.2. 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、操作メニューの 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。
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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
とにより、マップを全画面表示することができます。このアイコン
と、マップの編集ページへ行けます。

をクリックするこ
をクリックする
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15.4.3. 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、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。作成済みのマップ一覧が表示され
ます。削除するには、赤い×アイコンをクリックします。

ページ 346

ビジュアルマップ

15.4.4. ビジュアルマップエディターのタブ
15.4.4.1. 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

15.4.4.2. プレビュー
このタブは、 Pandora コンソールメニューを移動することなく設定結果をすぐに確認する
のに便利です。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

15.4.4.3. 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。

ウィザードタブの画面ショット
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15.4.4.4. 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

15.4.4.5. 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。)
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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、パーセントバー、モジュールグラフ、および、数値です。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。
パレットの選択

オブジェクト上で ダブ ルク リッ ク した場合や編集ボタンをクリックした時に表示され
ます。パレットの選択は、全てのエレメントに対して以降に示す操作ができます。なお、
エレメントはそれ以外の操作も可能です。詳細はそれに関する章を参照してください。
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
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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。

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。
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• 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。

•

背景を編集するときのパレット選択の画面ショット例

15.4.5. ビジュアルマップで利用可能なエレメント
15.4.5.1. 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
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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

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。
15.4.5.2. パーセント表示バーオプション
percent バーは、他のエレメントより設定項目が少ないです。次に示す 2 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。
• 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

15.4.5.3. 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。

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
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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。
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。

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

15.5.

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。
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15.6.

携帯コンソール

Pandora FMS 3.2 には、新たに携帯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、240x320 以上の画面解像度がある携帯で利用できます。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。

携帯インタフェースの URL は、/mobile です。コンソールが、http://yourdomain.com/ であ
れば、携帯コンソールは、http://yourdomain.com/mobile になります。
以下に、Windows Mobile 6.1 でインタネットエクスプローラが動作している HTC Jade での
Pandora FMS 携帯インタフェースの画面ショットをいくつか示します。
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携帯ウェブインタフェースでのログイン画面

携帯ウェブインタフェースでのモニタリング概要
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携帯ウェブインタフェースでの、障害状態モジュールの詳細

携帯ウェブインタフェースでのエージェント概要参照
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携帯ウェブインタフェースでのエージェント詳細参照

携帯ウェブインタフェースでのモジュール概要参照
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携帯ウェブインタフェースでのイベント参照に関連するメニュー

ページ 362

携帯コンソール

16 PANDORA GIS
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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。

16.1.

設定

16.1.1. 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。
以下に設定例を示します。
# Agent position paramters
# Those parameters define the geographical position of the agent
# latitude
latitude 42.70456
# longitude
longitude -3.897187
# altitude
altitude 600
# Position description
position_description Madrid, centro

16.1.2. 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。
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)
設定例 :
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# 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

16.1.3. 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。
16.1.3.1. 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。
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• 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。

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)
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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。

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。
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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
クリックして 保存 することができます。
16.1.3.2. 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)

16.2.

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。

16.2.1. 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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16.2.1.1. 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。
16.2.1.2. 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。
16.2.1.3. 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。

16.2.1.4. 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。
16.2.1.5. 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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16.2.2. 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。
16.2.2.1. 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。
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16.2.3. 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。
16.2.3.1. 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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16.2.3.2. 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。

16.3.

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。

16.3.1. 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

16.3.2. 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

16.3.3. 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

16.3.4. OS Geo
• OSGeo 財団(The Open Source Geospatial Foundation)

16.3.5. Geo Server
• メインウェブサイト geoserver.org
• 安定版

16.3.6. PostgreSQL
• PostgreSQL 8.1 の GIS 拡張ドキュメント
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16.3.7. 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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17 ダッシュボード

ページ 376

概要

17.1.

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。

17.2.

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。
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。
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ダッシュボードの作成

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。
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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。

17.2.1. 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。
17.2.1.1. 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。
17.2.1.2. 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。
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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。

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。
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17.2.1.3. 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。

アイコンをクリックすると、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。
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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。
17.2.1.4. 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。

17.2.1.5. 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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17.2.1.6. 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。
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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。
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。

17.2.1.7. 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。
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ダッシュボードの作成

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。

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。
17.2.1.8. 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。
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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): マップに表示するタイトルを設定します。
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。
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17.2.1.9. 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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17.2.2. 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。

17.2.3. 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。

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。
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17.2.4. 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。

17.3.

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。

"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。
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17.4.

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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ダッシュボードの削除

18 エクスポートサーバ

ページ 393

概要

18.1.

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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ターゲットサーバの追加

18.2.

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。
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ターゲットサーバの追加
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
EU01Farscape となります。これにより、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。

18.3.

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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ターゲットサーバの削除

18.4.

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、サーバ名の右にある赤い x 印をクリックします。

18.5.

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。

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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19 メタコンソール
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19.1.

概要

Pandora FMS のエンタープライズ版では、メタコンソールにより物理的に離れた場所にあ
る別々の Pandora FMS サーバを操作することができます。それぞれのサーバは、それぞれ

のデータベース、コンソール、サーバで成り立っています。また、それぞれがそれぞれの
エー ジェント、アラートおよび、レポートを持っています。ユーザやグループ、ポリ
シーも同様です。

メタコンソールは、情報を処理しません。オリジナルソースから、情報を "読み出す " だ
けです。情報を持っている Pandora サーバを通して、メタコンソールは、す べての
Pandora からエージェントを検索することができます。そして、それぞれの Pandora の
ローカルデータ参照に自動的にリンクすることにより、それぞれの Pandora のそれぞれの
エージェントのデータを参照することができます。 Pandora FMS バージョン 2.1 より実装
されている (ハッシュを使った ) 認証の自動実行により、メタコンソールで認証したユー
ザは、そこから操作する先のコンソールの認証は必要ありません。
これにより、モ ニ タ す る シ ス テ ム 数 の 上 限 は 理 論 上 存 在 し な い ということになりま
す。スケーラビリティを確保するために、 Pandora サーバをリニアに追加することができ
ます。以下の例では、それぞれのサーバは 1200 エージェントをモニタリングしており、5
サーバを追加することにより簡単に 6000 を越えるエージェントを対象にすることができ
ることを示しています。
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19.2.

設定

最初に行うのは、メタコンソールを 有効化 することです。デフォルトでは無効になって
います。メタコンソールシステムは、自分自身でエージェントを管理すべきではないとい
う点が重要です。管理者を 含め通常のメニューにアクセスする制限をするためには、エ
ンタープライズ ACL システムを使うことが良い方法です。
メタコンソールを有効化するには、設定メニューの以下のオプションを有効化します。

メタコンソールを有効化すると、いくつか変化が見られます。例えば、ヘッダーの検索
窓、オプション、サーバ状態の情報がなくなります。
メタコンソールから操作したい Pandora FMS システムを設定するには、次の手順を一つず
つ実施します。これは、メタコンソールを有効化してから行います。システム管理メ
ニューに "メタコンソール (Meta console)" という新たなオプションが表示されます。メタ
コンソール設定画面で、 Pandora サーバへのアクセスを設定します。以下の設定項目があ
ります。
• 名前(Name): 参照に使う名前を設定します。
• データベースアドレス、名称、アクセスユーザ・パスワード : メタコンソールに表

示する情報を持つデータベースへのアクセス設定です。

• コンソールアクセス URL: 対象のコンソールへアクセスするリンクを作成できま

す。
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• 代理認証を行うための認証トークン : メタコンソールユーザが対象のコンソールに
アクセスしたい場合は、対象の Pandora コンソールで定義された単語を設定しま

す。

19.2.1. 代理認証の利用
ユーザ名と共にハッシュを生成するトークンを基に、メタコンソールからそれぞれの
Pandora のコンソールにアクセスを行います。これにより、メタコンソールでのみの認証
を実現します。 "pandora2" に "pepe" というユーザがいたとします。ここで、 pandora2 に
"pepe" でログインしたい場合、最初にメタコンソールへ "pepe" でログインします。そのた
めには、"pepe" というユーザをメタコンソールに作成する必要があります。
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Pandora の通常のコンソールへ代理認証でログインできるようにするためには、そのコン
ソールで "トークン" を定義する必要があります。以下に画面例を示します。

Pandora FMS 設定画面での、認証トークンの設定

19.3.

さまざまな表示

メタコンソールでは、それぞれの Pandora FMS が管理しているエージェントを検索し、
サーバやグループの状態を参照することができます。一般的な情報を表示するいくつかの
基本的なツールが利用できます。
•
•
•
•

サーバごと (全体)
グループ/サーバごと
イベント、全サーバの情報を組み合わせた、組み合わせイベント
エージェントの検索

メタコンソールのユーザのアクセスプロファイル (ACL) の情報は、他のサーバへのアクセ
スにも適用される点に注意してください。もし、メタコンソール上のユーザ "Juan" が
Pandora1 の "Servers" グループおよび、 Pandora2 の "Tools" グループのみにアクセス権があ
るとすると、これらのサーバのこれらのグループのデータのみを参照できます。他のデー
タにはアクセスできません。
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19.4.

複数システムの同時管理

メタコンソールは、情報を表示するためだけではなく、次の目的に便利です。
•
•
•
•

ある Pandora FMS システムから、他へのポリシーのコピー。
モジュールライブラリの同期。(ローカルのようにネットワーク越しでも)
アラートの同期。(テンプレート、アクションおよびコマンド)
ユーザの同期
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20 PANDORA FMS の管理

ページ 409

概要

20.1.

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。

20.2.

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。

20.2.1. 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
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IW

レポート作成

IW

カスタムグラフ作成

IW

ACL

レポート、ビジュアルマップ、カスタムグラフの参照 IR
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

AR

イベントの承諾

IW

イベントからのインシデント作成

IW

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

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

リモート設定の複製

AW

計画停止管理

AW

アラート管理

AM

ユーザ管理

UM

SNMP コンソール管理 (アラートおよび MIB のロー

PM
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ド)
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

20.2.1.1. 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。

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。
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20.2.1.2. 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。

20.2.1.3. 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、赤い "x" 印をクリックします。

20.2.2. 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。
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。
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20.2.2.1. 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。

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。

• 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。
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20.2.2.2. 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をクリックします。

20.2.2.3. 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赤い x 印をク
リックします。

20.2.3. 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。
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20.2.3.1. 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。
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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。
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 (Email): 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。
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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。
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グループへのアクセス権を削除したい場合は、右側の赤い "x" 印をクリックすると削除さ
れます。

20.2.3.2. ユーザの表示
システム管理メニューの ユーザ管理 (Manage users) のトップ画面と同じものは、操作メ
ニューの ユーザ参照(View Users) でも見ることができます。
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20.2.3.3. 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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20.2.3.4. 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します。

20.2.3.5. 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赤い "x" 印をクリックします。

20.3. "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。

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
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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。

20.4.

新たな

ACL システム (エンタープライズ版 )

何人かのユーザより、グループを元にしたものではなく各ページやアイテムに基づいて設
定できる、より "柔軟" な ACL システムが欲しいとの要望がありました。
現在の 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。

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
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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" の設定を全て許可のルールに設定できます。
Pandora FMS ページを "許可ページ" に含めるためには、以下の例に示す画面にブラウザで
アクセスし、URL を確認します。

ブラウザにて、レポート参照ページのレポートにアクセスしている URL 例
この URL には、"sec" および "sec2" という 2 つの特別なフィールドがあります。この例で
は、次のような URL になっています。
http://localhost/pandora_console/index.php?
sec=reporting&sec2=operation/reporting/custom_reporting

sec の値は、 "reporting" で、 sec2 の値は、 "operation/reporting/custom_reporting" です。これ
は、 sec2 の値 ( ページ ) を使って、このページにのみアクセスできること、 も しく
は、"reporting" 以下の全てのページにアクセスできることを意味しています。エンタープ
ライズ版 ACL の設定でこのような値を設定し、プロファイルに適用してください。
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それぞれのプロファイルに新たなルールを追加するためのエンタープライズ版 ACL イン
タフェース
そのたオプションとして、 "*" があります。これは、選択したプロファイルで "全て" を参
照できるようにするものです。プロファイルにエンタープライズ版 ACL システムが適用
されていないのと同様です。
許可されていないページはメニューに表示されず、ユーザが手動で URL を入力しても利
用することができません。各ページは、従来の Pandora FMS ACL システムでは制御され
ず、エンタープライズ版 ACL システムで制御されます。(従来の ACL システムより優先し
ます)

20.5.

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。

20.5.1. 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。
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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。

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。
20.5.1.1. 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。
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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。
20.5.1.2. 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 メッセージ (Messages) へ行き、メッセージの
右にある赤い "X" 印をクリックします。

20.6.

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。
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。
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20.6.1. 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。
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:
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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。

20.6.2. 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。

20.6.3. 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。

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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20.6.4. 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。

20.6.5. 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。

20.6.6. 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:
ページ 432

インシデント
•
•
•
•
•

状態別のインシデント数
優先度別インシデント数
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

20.6.7. 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。

20.7.

イベント

Pandora FMS はモジュールとアラートに関連したすべての事象を表示するイベントコン
ソールを持っています。 Pandora FMS はアラートの発生と復旧、監視対象のダウンと復

旧、そして自動検出サーバがシステムを検出した場合にイベントを生成します。

これらのシステムは連携することが可能で、イベントはユーザが承諾したり削除したりで
きます。インシデントが承諾された場合、承諾したユーザを表示します。
イベントは、操作メニューの イベント参照(View events) にて確認することができます。

20.7.1. 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
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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。
色付きの四角
インシデントが承諾されているかどうかを示します。赤は未承諾、緑は承諾済を示しま
す。
タイプ (Type)
アイコンでイベントのタイプを示します。タイプには次に示す種類があります。
• 停止アラート (Alert Ceased): 最大のアラート送信数に達したことによりアラートの

処理が停止した場合、このイベントが上がります。

• アラーと発生 (Alert Fired): アラーとが発生している時、このイベントが上がりま

す。

• アラートの手動承諾 (Alert Manual validation): アラートが承諾された場合、このイベ

ントが上がります。
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• アラート復旧(Alert recoverd): モジュールの値が正常に戻りアラートが復旧した場合

に、このイベントが上がります。

• エラー(Error)
• モニタ停止(Monitor Down): モジュールが停止状態のとき、このイベントが上がりま

す。

• モニタ再開(Monitor up): モニタが再開した時にこのイベントが上がります。

• 自動ホスト検出 (Recon host detected): 自動検出サーバがホストを検出したときに、

このイベントが上がります。
• システム(System)
• 不明(unknown)
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、同じ名前の全てのイベン
トを表示します。
エージェント名 (Agent Name)
イベント発生元の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に飛びます。
ソース (Source)
イベント発生元にリンクしているアイコンです。以下の二種類のアイコンがあります。
• 四角 (

): イベントを発生させたエージェントのデータタブへのリンクです。

• ベル (

): イベントを発生させたエージェントのアラートタブへのリンクです。

グループ (Group)
イベントを発生させたエージェントが所属するグループのアイコンです。グループのすべ
てのエージェントへのリンクになっています。

回数 (Count)
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何回イベントが発生したかを表示します。以下では 2 回になっています。

イベント名をクリックすることにより、 2 つのイベントを表示するようなフィルタリング
を実行します。

このフィルタでは、承諾済イベントの場合は、回数カラムがイベントを承諾したユーザの
ユーザ ID によって置き換えられます。
• 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): イベントの承諾、削除、および、イベントからインシデント

を生成するためのアイコンです。
• エ ー ジ ェ ン ト 選 択 ボ ッ ク ス : 複数のイベントを削除したり承諾したりするため
に、選択することができます。

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。
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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。
• 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)
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• 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。

全てのイベントを表示するように選択した場合は、イベントを承諾したユーザを表示する
カラムが現れます。

グルーピング・回数表示を選択した場合は、イベントの繰り返し回数を表示するカラムが
現れます。

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。
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更新ボタンの右には、以下に示す 3 つのアイコンがあります。
• 保存アイコン: イベントを CSV 形式でエクスポートします。

• ハートアイコン: スクリーンセーバー表示をします。(最新のイベントが流れます)

• RSS アイコン: 設定された RSS へリンクしています。

20.7.2. 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。

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。
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20.7.3. イベントの承諾
イベント管理の一つに、イベントを確認済みかどうかを操作したい場面があります。この
ために、イベントの承諾オプションが用意されています。
操作メニューの イベント参照(View events) のイベント一覧では、イベントを承諾する方法
には次の二種類があります。
"アクション(Action) カラム" の緑色の丸いボタンをクリックする。

右端のチェックボックスをチェックし、"承諾(validate)" ボタンをクリックする。
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20.7.4. 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。

20.7.5. 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。
20.7.5.1. 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。
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20.7.5.2. 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。

20.7.5.3. 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。
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。
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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。)
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。
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。
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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。
• 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。

20.7.6. 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。
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20.7.7. 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。

20.8.

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、
•
•
•
•
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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。

20.9.

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。
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20.9.1. 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。
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
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20.10. 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。

20.10.1. 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。
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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

20.10.2. 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。

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。
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20.11. 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。

20.11.1. 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。
20.11.1.1. 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。
20.11.1.2. 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。

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。
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20.11.1.3. 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。

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。
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20.11.1.4. 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。

20.11.1.5. 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。

20.11.2. 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。
20.11.2.1. 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
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る時間は、保持されているデータ量に依存します。
20.11.2.2. 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。
20.11.2.3. 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。
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20.11.2.4. 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。

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。

20.11.3. 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)
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> データベースの健全性(Database Sanity) をクリックします。

20.11.3.1. 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。

20.11.3.2. 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 noninitialized 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。
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21 コンソール拡張
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21.1.

概要

Pandora FMS 3.0 の拡張は簡単で、新たな機能をモジュールとして追加できます。拡張は
有効にしたり無効にしたりすることができ、 Pandora FMS の拡張は、オープンアップデー
トマネージャを通して手動でインストールすることができます。 Pandora FMS 拡張は操作
メニューにあります。操作メニューの、拡張 (Extension) からアクセスできます。 Pandora
FMS 拡張 は ま た、 シス テム 管理 メニ ュー に も あ り 、シ ステ ム管 理メ ニュ ーの 拡 張
(Extension) からアクセスできます。

拡張は、 PHP で書かれている必要があります。 Pandora FMS コンソールの拡張を作成する
方法を説明したドキュメントがあります。

21.2.

アップデートマネージャ

オープンアップデートマネージャは、インストールされている Pandora FMS を最新の状態
に保つためのツールです。オープンアップデートマネージャにより、 Pandora FMS の最新
版コードが存在する場合は更新することができます。 Artica のリポジトリから、改良、拡
張、その他修正、新たなモジュールライブラリなどを取得し、更新します。
オープンアップデートマネージャによる更新の提供は、 Pandora FMS のエンタープライズ
版にのみあります。

21.2.1. オープンアップデートマネージャの設定
オープンアップデートマネージャは、設定を行う必要があります。
システム管理メニューの 拡張 (Extensions) > アップデートマネージャ設定 (Open Update
Manager) にアクセスし、オープンアップデートマネージャの設定ページを開きます。

入力フィールドは次の通りです。
カスタマーキー (Customer Key)
Ártica から提供されるキーを入力します。
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アップデートサーバ (Update Server Host)
ア ッ プ デ ー ト サ ー バ を 指 定 し ま す 。 Artica の ア ッ プ デ ー ト マ ネ ー ジ ャ サ ー バ
は、www.artica.es にあります。
• ア ップ デー トサ ーバ のパ ス (Update Server path): アップデートマネージャのパス
を 入 力 し ま す 。 Artica の ア ッ プ デ ー ト マ ネ ー ジ ャ の パ ス
は、/pandoraupdate/server.php です。
• アップデートサーバのポート番 号 (Update Server port): アップデートマネージャ
が接続するポート番号を設定します。Artica のアップデートサーバへ接続するポー
ト番号は 80 です。
• バイナリファイルのパス (Bianry input path): アップデートマネージャファイルを

置くローカルのディレクトリを設定します。

• keygen のパス (Keygen Path): keygen の実行ファイルを置くディレクトリを設定しま

•
•
•
•

す。このアプリケーションは、アップデートマネージャが動作するために必要で
す。
プロキシサーバ (Proxy server): プロキシサーバを利用する必要がある場合は、それ
を設定します。
プ ロ キ シ の ポ ー ト 番 号 (Proxy port): プロキシサーバを利用する必要がある場合
は、それのポート番号を設定します。
プ ロキ シの ユー ザ (Proxy user): プロキシサーバに認証がある場合は、そのユーザ
を設定します。
プロキシのパスワード (Proxy password): 上記ユーザのパスワードを設定します。

入力が完了したら、更新(Update) をクリックします。

21.2.2. オープンアップデートマネージャの動作
操作メニューの 拡張 (Extensions) > アップデートマネージャ (Open Update Manager) をク
リックすると、アップデートマネージャの画面に行きます。

このページでは、 Pandora FMS のバージョン番号が表示されます。また、新しい更新が表
示されます。最新のバージョンに更新するには、"更新(Update)" をクリックします。
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" ローカルの変更を上書きする (Overwrite local changes)" というチェックボックスを選択す

ることもできます。これをチェックすると、ローカルでの設定変更が更新により上書きさ
れます。

21.2.3. オープンアップデートマネージャの PHP 設定
オープンアップデートマネージャを正常に動作するようにするためには、あらかじめ設定
されているよりも多くのメモリを割り当てる必要があります。 オープンアップデートマ
ネージャが動作するように PHP の実行に多くのメモリを割り当てるためには、 php.ini
ファイルを編集し、割り当てメモリを少なくとも 64M に変更します。
該当行は次の通りです。
memory_limit = 64M ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)

通常、Debian/Ubuntu のシステムでは、このファイルは /etc/php5/apach2 ディレクトリに
あります。

21.3.

モジュールグループ

拡張では、モジュールグループとエージェントグループの組み合わせで、全モジュールの
状態を表で表示することができます。 それには、操作メニューの 拡張 (Extensions) > モ
ジュールグループ(Module group) へ行きます。

画像を見るとわかるように、エージェントグループごとのモジュール数の表になってお
り、モジュールが障害、警告、正常状態かどうかで異なる色になっています。
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21.4. Cron

ジョブ

(エンタープライズ版のみ)

拡張では、Pandora FMS サーバのタスクのスケジューリングができます。それには、操作
メニューの 拡張(Extensions) > Cron ジョブ(Cron jobs) へ行きます。

タスクを追加するには、次のフィールを設定します。
•
•
•
•

タスク (Task): 実行するタスクを選択します。
スケジュール (Scheduled): タスクを実行する頻度を選択します。
最初の実行 (First Execution): 最初にタスクを実行する日付と時間を選択します。
パラメータ (Parameter): タスクに渡すパラメータを設定できます。タスクに応じて
変更できます。
• データベースのバックアップタスクでは、パラメータは単純に説明です。
• レポート送信タスクでは、レポートを受け取る人のメールアドレスを書きま
す。また、送信するレポートを選択します。

入力が完了し、作成 (create) をクリックすると、スケジューリングされたタスク一覧に表
示されます。

作成したスケジューリングタスクは、タスクの左にある緑の丸いボタンをクリックするこ
とにより強制的に実行することができます。また、右の赤い x 印をクリックすると削除す
ることができます。
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21.5.

ツリー表示

(エンタープライズ版のみ)

拡張では、エージェントのモニタ状況をツリー表示することができます。 それには、操
作メニューの 拡張(Extensions) > ツリー表示(Tree view) へ行きます。

エージェントを、モジュール、ポリシー、モジュールグループ、グループ、 OS ごとに分
類することができます。モジュールの状態 (障害、警告、正常 ) ごとにフィルタリングす
ることもできます。

21.6.

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。
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21.7. DB インタフェース
拡張では、データベースコマンドを実行し、その 結果を見ることができます。これ
は、SQL および Pandora のデータベース構造の詳細を良く理解している方向けのツールで
す。使い方を誤ると、データが 消 失 したり、アプリケーションを利用できなくなりま
す。
これを使うには、システム管理メニューの 拡張 (Extensions) > DB インタフェース (DB
interface) へ行きます。

空のフィールドに SQL コマンドを入力し、SQL の実行(Execute SQL) をクリックします。

21.8.

バックアップ

拡張では、データベースのバックアップとリストアができます。 それには、システム管
理メニューの 拡張(Extensions) > バックアップ(Backup) へ行き、バックアップの説明を入
力し "作成(Create)" をクリックします。

バックアップが実行されると、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。
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バックアップが作成されると、次のことができます。
• 以下の画像アイコンをクリックすることによるダウンロード
•

リストアするには以下の画像アイコンをクリックします。

リストアは、以前に作成されたバックアップを戻します。コンソール上の現在のデータを
すべて削除し、過去に取得したバックアップデータを戻します。
• 削除するには、画像アイコンをクリックします。

21.9. 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
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22 冗長化
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22.1.

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
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
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22.1.1. 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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22.1.1.1. 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。

• 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。

22.1.2. 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
ページ 471

概要
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。

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。
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"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。

22.1.2.1. サーバの設定
サーバには、次の 2 つのモードがあります。
• 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。

22.1.3. 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。
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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)

22.1.4. 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
タスクを引き継ぎます。

22.1.5. 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。

補足 1: LVS と keepalived を用いた
ランシングの実装

22.2.

HA およびロードバ

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
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1: LVS と keepalived を用いた HA およびロードバランシングの実装

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。

22.2.1. 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。

22.3.

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。
ページ 475

補足

2. LVS バランサー設定

• 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

22.4.

補足

Masq
Masq

1
1

12
11

161
162

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 {

ページ 476

補足

3. KeepAlived 設定

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
}
}
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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23 PANDORA FMS コンソール設定
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23.1.

概要

コンソールの設定は、 Pandora FMS コンソールのパラメータを変更、調整するのに便利で
す。いくつかのパラメータは、 Pandora FMS サーバを含むアプリケーション全体に有効
で、アプリケーション全体のパフォーマンスにも影響します。
システム管理メニューの 設定 (Setup) で、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。以下に説明します。

23.2.

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。

以下に設定可能なパラメータを説明します。
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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。
SLA 間隔 (秒 )(SLA period (seconds))

エージェントビューで、SLA の参照を行ったときに SLA を計算するデフォルトの単位時間
を指定します。秒単位で指定した間隔で、障害か正常かを判断し、エージェントに定義さ
れているモニタ項目の SLA を自動的に計算します。
データ保持日数 (丸め込みなし )(Max. days before compact data)
圧縮せずにデータを保持する最大日数を設定します。
データ保持日数 (Max. days before purge)
データを削除せずに保存する最大日数を設定します。
デ ー タ 縮 小 時 の 丸 め 込 み 単 位 時 間 (1 ～ 20) (Compact interpolation in hours (1 Fine20
bad))

圧縮の度合いを設定します。1 が最大で、20 が最小です。1 もしくは、それに近い値をお
勧めします。
自動ログインパスワード (ハッシュ ) (Auto login (hash) password)
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。
イベント表示期間 (時間 )(Default hours for event view)
イベント参照で、デフォルトで表示する時間を設定します。デフォルトに 24 を設定する
と、イベント参照で表示されるイベントは、直近 24 時間分になります。
タイムスタンプ表示 (Timestamp or time comparison)
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 update check)
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。
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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';

ヘッダーの CSS と JS の圧縮 (Compact CSS and JS into header)
ヘッダーの CSS と JS を圧縮するかどうかを指定します。これを設定することにより、
データを圧縮することができますが、いくつかのブラウザ (主に IE) では互換性の問題が
あります。
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。
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)

23.3.

画面設定

システム管理メニューの 設定 (Setup) > 画面設定(Visual styles) から、コンソールのスタイ
ルを設定することができます。
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設定可能なフィールドについて以下に示します。
• 日 時フォーマット (Date format string): 日時フォーマットを設定します。ヘルプア

イコンをクリックすると、全オプションを参照できます。

• グラフの色 (最小値 ) (Graph color (min)): グラフの最小値を表示する色を設定しま

す。

• グラフの 色 (平均 値 ) (Graph color (avg)): グラフの平均値を表示する色を設定しま

す。

• グラフの色 (最大値 ) (Graph color (max)): グラフの最大値を表示する色を設定しま

す。

• グ ラ フ 解 像 度 (1低 い 、 5高 い ) (Graphic resolution (1low, 5high)): グラフの解像

度を設定します。

• スタイルテンプレート (Style template): Pandora FMS ウェブページのスタイルテン

プレートを選択します。

• ページごとの表示件数 (Block size for pagination): 表示する件数を設定します。
• 角 を 丸 く す る (Use round corners): Pandora FMS が生成する、処理の進捗表示など

のグラフの角を丸くするかどうかを設定します。

• 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のに利

用するアイコンを選択します。デフォルトは、赤、黄、緑の色です。色が判別でき
ない環境で参照するような場合は、色以外の方法で状態を区別できるアイコンを選
択することができます。

• フォントパス (Font path): Pandora FMS のグラフで利用する TrueType フォントのパ
スを設定します。デフォルトでは、 /var/www/pandora_console/include/FreeSans.ttf

です。

• 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

セスグラフを有効化、無効化します。このオプションの設定で、サーバにて該当の
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グラフを使うかどうかを設定します。このオプションは、 サーバの負荷を約 15%
上昇させます。そのため、負荷が高いシステムではパフォーマンスを上げるため
に、無効化することができます。
• フラッシュでグラフ描画 (Flash charts): グラフの描画に Flash を使うか静的な PNG

を利用するかを選択します。

23.4.

ファイルマネージャ

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。

ディレクトリを参照し、ファイルを選択することによりアップロードできます。ファイル
を選択したら、"実行(go)" をクリックします。
ページ 483

リンク

23.5.

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。

リンクを作成するには、 "追加(Add)" ボタンをクリックします。すると、次のページが表
示されます。

リンク名を入力し、"作成(Update)" ボタンをクリックします。
すでに作成されているリンクの右にある、赤い x 印をクリックすると、そのリンクを削除
することができます。

23.6.

サイトニュース

システム管理メニューの 設定 (Setup) > サイトニューる (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。
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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。

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。

23.7.

言語の更新

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。
注意 : 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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24 PANDORA FMS サーバ管理
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24.1.

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

24.2.

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

ページ 488

メンテナンスツールの手動実行
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。

24.3.

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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24.4. 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
-d
-s
-f
-q
-b

Path to Pandora FMS console, p.e: /srv/www/htdocs/pandora_console
Destination path for backup file. p.e: /tmp
Source filename for backup restore. p.e: /tmp/pandorafms
Restore also files
Quiet. No output message (used for scripts/cron)
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。
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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。

24.4.1. 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_20091010013531.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
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にバックアップファイルを手動で展開します。
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。

24.5. 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

24.6. 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。

24.6.1. /usr/bin/pandora_watchdog
#!/bin/bash
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#
#
#
#
#
#
#
#
#

Copyright (c) 2005-2009 Artica ST
Author: Sancho Lerena <slerena@artica.es> 2009
Licence: GPL2
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=daemon_watchdog
# DAEMON_WATCHDOG: Name of this script. Used to check if its running already
export DAEMON_CHECK="/usr/local/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=120
# DAEMON_DEADWAIT: Time this script checks after detect that
#
daemon is down before to consider is really down. This
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 [ $RUNNING_CHECK -gt 3 ]
then
echo "Aborting, seems that there are more '$DAEMON_WATCHDOG' running in this
system"
logger $DAEMON_WATCHDOG aborted execution because another watchdog seems to
be running
exit -1
fi
# This value always must be 0 at start. Do not alter
export DAEMON_STANDBY=0
# This function replace pidof, not working in the
distros
function pidof_daemon () (
# This sets COLUMNS to XXX chars, because
# in a "strech" term, ps aux don't report
# characters and this will not work.
COLUMNS=300
DAEMON_PID=`ps aux | grep "$DAEMON_CHECK"
'{ print $2 }'`

same way in different Linux
if command is run
more than COLUMNS
| grep -v grep | tail -1 | awk
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echo $DAEMON_PID
)
# 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
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
sleep $DAEMON_DEADWAIT
DAEMON_PID=`pidof_daemon`
if [ -z "$DAEMON_PID" ]
then
# Is dead and can't be restarted properly. Execute
alert
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
DAEMON_STANDBY=0
fi
sleep $DAEMON_LOOP
done

24.6.2. /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。
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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

24.6.3. Watchdog 起動
nohup /usr/bin/pandora_watchdog &

24.6.4. 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。

24.7.

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。

24.7.1. 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

• 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。
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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。
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25 開発および拡張
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ほとんどの拡張は、サーバプラグイン、Unix エージェントプラグイン、コンソール拡張と
い っ た そ れ ぞ れ の 章 で 説 明 し て い ま す 。 こ の 章 で は 、 Pandora FMS と の 連 携 お よ
び、Windows エージェントのソースからのコンパイル方法について説明します。今後も、
特定の章に属さない開発に関わる内容については、この章に記載していきます。

25.1. Pandora FMS プロジェクトへの協力
このプロジェクトは、プロジェクトを支えるボランティアの開発者によって成り立ってい
ます。新たな開発者、ドキュメント作成者や、その他協力したいと考えている方は、常に
歓迎です。まず最初は、メーリングリストやフォーラムに参加いただくのが良いです。

25.2. Subversion (SVN)
Pandora FMS の開発は、SVN (code revision control system) を使って行われています。 SVN リ
ポジトリ利用に関する詳細は、 OpenIdeas Wiki にあります。我々の SVN は公開されてお
り、Sourceforge 上にあります。
• リポジトリ参照: http://pandora.svn.sourceforge.net/viewvc/pandora/
• ダウンロード: https://pandora.svn.sourceforge.net/svnroot/pandora

コマンドラインからの SVN クライアントの利用は次の通りです。
svn co https://pandora.svn.sourceforge.net/svnroot/pandora

25.3.

バグ

/ エラー

不具合報告は、 Pandora FMS の拡張の助けになります。なお、不具合報告を送信する前
に、我々の不具合に関するデータベースを確認し、同様の報告がすでにあがっていないか
を確認してください。 不具 合報 告は、我 々のプロジェクトページ
http://sourceforge.net/projects/pandora/ から、 Sourceforge のバグトラッキングシステムを
使って送信することができます。

25.4.

メーリングリスト

メーリングリストは、簡単に最新情報をメールで受け取るには良い手段です。ユーザ向け
のお知らせを送信する public メーリングリスト (流量は少ないです ) と、技術的な議論を
行う develop メーリングリストを用意しています。また、SVN システムから自動的に通知
される変更情報を受け取るためのメーリングリスト (ほぼ毎日) があります。
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25.5. Windows エージェントのソースからのコンパイル
25.5.1. 最新ソースの入手
我々のリポジトリから最新のソースを入手するには、 Subversion クライアントが必要で
す。そして、次のように実行します。
svn co https://svn.sourceforge.net/svnroot/pandora pandora

25.5.2. Windows
ソースからビルドするには、 MinGW tools を含む最新の DevCpp IDE 版が必要です。こち
らからダウンロードできます。
PandoraAgent.dev を DevCpp で開き、プロジェクトを作成します。デフォルトのインス

トールですべてコンパイル可能です。

ソースからのビルドで問題を見つけた場合は、メール (ramon.novoa@artica.es) もしくは
SourceForge 上のプロジェクトページ にてお知らせください。

25.5.3. Linux でのクロスコンパイル
Linux で Pandora FMS Windows エージェントをクロスコンパイルするには、次のようにし

ます。

25.5.3.1. Linux への MinGW のインストール
Ubuntu/Debian の場合:
sudo aptitude install mingw32

SUSE または RPM 管理の環境の場合 (手動での Zypper の利用) は、以下の RUL より:
http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/mingw/openSUSE_11.1/

25.5.3.2. エージェントに必要な追加ライブラリのインストール
•
•
•
•
•
•

win32api
odbc++
curl
openssl
zlib
Boost C++ libraries (http://sourceforge.net/projects/boost/files/)

例えば、Openssl パッケージをインストールするには次のようにします。
http://sourceforge.net/projects/devpaks/files へ行き、ファイルをダウンロードします。
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openssl-0.9.8e-1cm.DevPak

openssl0.9.8e1cm.DevPak を展開します。
tar jxvf openssl-0.9.8e-1cm.DevPak

ライブラリおよびインクルードファイルを MinGW のあるクロスコンパイル環境にコピー
します。
cp lib/*.a /usr/i586-mingw32msvc/lib/
cp -r include/* /usr/i586-mingw32msvc/include/

依存関係やライブラリの問題は、ご自身で解決する必要があります。 これらを簡単にで
きるように、 Pandora FMS の公式ダウンロードサイトに必要なライブラリとインクルード
ファイルを tar で固めたファイルを mingw_pandorawin32_libraries_9Oct2009.tar.gz
という名前で置いてあります。

25.5.3.3. コンパイルおよびリンク
コンパイラおよび、インクルードファイル、ライブラリのインストール後、 Pandora FMS
エージェントのソースディレクトリへ行き、以下を実行します。
./configure --host=i586-mingw32msvc && make

これで、実行可能な .exe ファイルが生成されます。

25.6.

外部

API

Pandora FMS には、他のアプリケーションとの連携をとり、 Pandora FMS から情報を取得
したり Pandora FMS に情報を提供するための外部 API があります。これに関するドキュメ
ントは、補足資料の Pandora FMS 外部 API にあります。
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