
  

運用管理システムあれこれ（ZABBIXの概要）



  

ZABBIXで
対応可能な

内容

システムの運用管理ってどうされていますか？

「運用」　＝　「そのもののもつ機能を生かして用いること。」（←某辞書より）

運用管理　＝　「システムが提供するサービスが確実に利用できるように管理すること」

しかしながら、様々な要因によりシステムは不安定な状態になります。

不安定にならないようにする。 ⇒　構築・ポリシー

不安定になったら気がつくようにする。 ⇒　死活監視

再び不安定にならないようにする。 ⇒　リソース管理

ログの抽出などスクリプト処理でも可能です。

しかしながら、社員の異動やスキル・労力を考えると汎用的なツールを用いたほうが

メリットが大きいと思われます。



  

主な監視の対象は？

監視は定期的な人の目視でも有効です。しかし・・・

人的な資源の確保や衛生管理やいろいろ人の管理では面倒が多い。

システムに監視をさせたほうがメリットが大きいでしょう。（言うまでも無い。

監視の対象は、
●ネットワーク機器（SNMP）
●サーバ機器（ICMP,TCP-Port）
●OS（エージェントソフト）
●コンテンツの内容
●静的なファイル、動的なファイル

・

・



  

どのようなツールを使用されていますか？

● 商用（主なもの）
● JP1
● SystemWalker
● WebSAM
● OpenView
● Netkids iMark
● WhatsUp Gold

などなど

※今回　Syslog（ng-syslog,rsyslogなど）関連、Nessus、snort、Tripwireなどは対象から外します。
　　（この辺しゃべりたい人、立候補待ってますｗｗｗｗｗ）

● OSS、フリーソフト（主なもの）
● Nagios
● MRTG
● BigBrother
● Hobbit
● Hinemos
● ZABBIX

などなど



  

商用ツールの特徴

● 一般的に商用のツールは高価です。
● Windowsベースのものが多いです。
● 導入が簡単なものが多いです。
● 視覚性に優れたものがほとんどです。
● GUI上ですべてのほとんどの操作が可能です。
● 各種ベンダーのプライベートMIB情報を備えてい

る。

基本的にメーカー系のツールが多いかな？



  

フリー（OSS）ツールの特徴

● 基本無料です。
● Xnixベースのものが多いです。
● 初心者は導入につまずくことがあると思います。
● 基本英語です。
● 設定自体は、GUIで行えないものも結構あります。
● MIB情報はOIDを手入力。

というわけで今回はOSSに対象を絞ります。



  

OSS運用ツールの比較

参考サイト： 　ThinkIT
ZABBIX-JP

みなさんの意見を聞きたいですが・・・
まずはWebでの情報から                                                   

名称 特徴 短所長所

ZABBIX 特徴 日本語情報少ない
多言語化

SQL-DBに記録を保存
Webベース
ほとんどの操作はGUI

Hinemos
日本発
クラサバ型 専用クライアント要

ハードウェアスペック

SQL-DBに記録を保存
ジョブ処理を実行可能
ほとんどの操作はGUI

Hobbit
BigBrotherなど過去の
ツールの進化系
RRD Tools使用

設定はテキスト
設定変更時、再起動要
障害履歴の閲覧不可

設定によりある程度の
過去履歴閲覧可

Nagios 監視の代名詞
プラグインによる機能拡張

設定は少々複雑なテキスト
過去履歴の閲覧不可
設定変更時、再起動要

日本語情報多い
（プラグインにより）機能が豊富

http://www.thinkit.co.jp/free/article/0706/21/2/
http://www.zabbix.jp/modules/bwiki/index.php?%C5%FD%B9%E7%B4%C6%BB%EB%A5%BD%A5%D5%A5%C8%A5%A6%A5%A7%A5%A2%C8%E6%B3%D3%C9%BD


  

時間が無いのでZABBIXの話
ZABBIXはラトビアのAlexei VladishevさんがCEOをされているZABBIX 

SIAで開発されています。

日本でのメンテはミラクルリナックスやNTTさんがサポート。

SQLDBをバックエンドに置き、Webベースで利用する運用管理ソフトで
す。

バージョンの見方
● 1.x.y
● x・・・メジャーバージョン（偶数-安定Ver.、奇数-開発Ver.）
● y・・・マイナーバージョン
● 現在のStableバージョンは1.6.2。
● 但し、広まっているのは1.4.6

構成としては次のページの通り

http://www.zabbix.com/about.php


  

ZABBIXのシステム構成

SQL-DB

ZABBIX_Server
(C-Lang.)

Frontend
(PHP)

ZABBIX_Agent
(C-Lang.)

ZABBIX_Agent
(C-Lang.)

ZABBIX_Agent
(C-Lang.)

Network
Appppliance
(SNMP)

ICMP/TCP
 Service

(OS,daemon)

Web Browser



  

1.6になってZABBIX_Proxyができた

SQL-DB

ZABBIX_Server
(C-Lang.)

Frontend
(PHP)

ZABBIX_Agent
(C-Lang.)

ZABBIX_Agent
(C-Lang.)

ZABBIX_Proxy
(C-Lang.)

Network
Appppliance
(SNMP)

ICMP/TCP
 Service

(OS,daemon)

Web Browser

ZABBIX_Agent
(C-Lang.)



  

監視の構成（基本）
● ホストの登録

監視対象の機器を登録

● アイテムの登録
登録したホストの監視対象項目を登録
（テンプレートが利用できる場合もある）

● トリガーの登録
登録したアイテムに対し、異常と判断される内容とレベル
を登録

● アクションの登録
トリガー発生時の動作を登録



  

通知手段（アクション）

● E-mail
● Jabber（IM ≒ G-Talk）
● その他システムコマンドの実行が可能
● トリガーによりプロセス再起動の処理を実行
● 外部モデムにATコマンドでダイヤル
● パトライト点灯
● スクリプト処理でWebを書き換え
などなど考えられます。



  

HOST

ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM

Trigger Trigger Trigger

Action Action



  

ZABBIXのいいところ
●導入以降はWebで設定が完結する。
●トリガーとアクションを自由に組み合わせることができる。
●アクションも自由に設定できる。
●Webへのアクセス権限が設定できる。
●導入コストを抑えることができる（OSSしかも無料）。
●様様なOS向けのテンプレートが標準である。
●エージェントを導入しなくてもポーリング監視は可能。
●エージェントを導入するとOS上で動作させるスクリプトなどか
ら値を取得できる。
●アクションやトリガーを設定しなくても、アイテムを設定するだ
けでデータの閲覧やグラフの表示が可能。



  

ZABBIXのインストール～設定



  

パッケージ管理

● パッケージ管理は
– Redhat系ならRPM
– Debian系ならDpkg
– GentooならPortage

● とパッケージ管理はOS（ディストリビューション）にほぼ依
存します。

● これらパッケージ管理ツールを使用して、バージョンなど管
理するのが良いと思われます．．．．．が、

● ZABBIXについてはコンパイルを個人的にお勧めします
● 面倒ならコンパイルに必要なものはツールで取得し、

ZABBIXそのものはコンパイルがいいと思います。



  

理由

● ZABBIX_ServerとZABBIX_Agentのバージョンはそろえてお
いた方が問題が少ない。
（Web情報および経験上）

● OSに依存するパッケージ管理では各OSのリポジトリ情報
によりZABBIXのバージョンがまちまち。

● すべて同一OS（バージョンも）や１台でServer+Agentなら
問題ないが、コンパイルを行わない限りバージョンをそろえ
るのは不可能。

● Redhat + ubuntu + FreeBSD + Solarisとかになると・・・・・
● 個人的に思うには、今（2009/01/30）は1.4.6がお勧めで

す。理由は後ほど。



  

コンパイルをいかにスムーズに終わらせるか

● ライブラリの準備
ZABBIXのコンパイルにおいては、様々なライブラリ
を必要とします。（configureオプション次第）

● configureが決め手
ZABBIXの機能（特にServer）はconfigureオプション
で決まります。

詳しくはマニュアル、およびconfigure --helpで。



  

他には

● OSのデフォルト言語（文字コード）はUTF-8がい
い。
（ちょっと苦労しました。詳細は後ほど。）

● メモリはできるだけ多めに。
（SQL-DBのために）

● とにかくSQL-DB次第（問題なければMySQLがいい
かも）。

● configureのエラー表示には惑わされず、ちゃんと
config.logを確認すること。  hatena参照

http://d.hatena.ne.jp/isol/20081127/1227794342


  

依存するソフトウェアのバージョン

ただしこれは動作の必要最低限（webサーバ、DBサーバ、PHP）です。



  

インストールの流れ

● ZABBIX用のアカウントを作成します
> useradd -g zabbix zabbix

● ZABBIXのソースを取得し展開します。
http://www.zabbix.com/download.php
一般的には /usr/local/src以下にファイルを置き
展開します。

> tar zxvf zabbix-xxx.tar.gz



  

インストールの流れ
● ZABBIX用のDBのためのDBアカウントを作成し権限を与えて
おきます。（Ex.  acount:zabbix   password:zabbix14）

● SQL-DBでZABBIX用のDBを作成します。
● tarボールを展開し作成されたスクリプトを実行します。

For MySQL:
shell> mysql -uzabbix -pzabbix14
mysql> create database zabbix;
mysql> quit;
shell> cd create/schema
shell> cat mysql.sql | mysql -uzabbix -pzabbix14 zabbix
shell> cd ../data
shell> cat data.sql | mysql -uzabbix -pzabbix14 zabbix
shell> cat images_mysql.sql | mysql -uzabbix -pzabbix14 zabbix

For PostgreSQL:
shell> psql -U zabbix -P zabbix14
psql> create database zabbix;
psql> \q
shell> cd create/schema
shell> cat postgresql.sql | psql -U zabbix -P zabbix14 zabbix
shell> cd ../data
shell> cat data.sql | psql -U zabbix -P zabbix14 zabbix
shell> cat images_pgsql.sql | psql -U zabbix -P zabbix14 zabbix



  

いよいよconfigure

オプションでDBを選んだり、SNMP監視を有効にするかなど決定
します。



  

configureサンプル

● MySQL使用、Web監視・SNMP監視対応
> ./configure --enable-server --with-mysql --with-net-snmp 
--with-libcurl

● PostgreSQL使用、SNMP監視対応、Jabber通知あり
> ./configure --enable-server --with-pgsql --with-net-snmp 
--with-jabber

● MySQL使用、Web監視・SNMP監視対応、Jabber通知あ
り、エージェントも作成
> ./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql 
--with-net-snmp --with-jabber --with-libcurl



  

make

● あまりmakeでトラぶったことは無いです。
> make install

● /usr/local/sbinに実行ファイルが作成されます。

● Agentだけ必要なときは
> ./configure –enable-agent だけでOK。



  

設定ファイルなど
● /etcにzabbixディレクトリを作成

● /usr/local/src/zabbix-xxx/misc/conf内のファイル
を/etc/zabbixへコピー。

● 必要に応じて/etc/serviceなどに追記します。
– zabbix_agent 10050/tcp
– zabbix_trap 10051/tcp

● /usr/local/src/zabbix-xxx/frontend/php内のファ
イルをすべてWebコンテンツディレクトリへコピー。



  

設定ファイル

● Server
/etc/zabbix/zabbix_server.conf

● Agent
– daemonで動作させる場合
/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

– inetdで動作させる場合
/etc/zabbix/zabbix_agent.conf

● いずれも動作させるIPアドレスやお互いどのアドレ
スと通信するか、ログの取得レベル・容量などを設
定。



  

起動スクリプト

● /usr/local/src/zabbix-xxx/misc/に各種OS用のサ
ンプルあり。
/etc/init.d/や/etc/rc2.dなどにコピーし各OSや、
環境に合わせ設定する。

● 常時起動の設定を行う。
● 動作開始。
● ログを確認して、異常がなければOK！
（まあ最初は、だいたいNG・・・・・）



  

Webの設定

● ZABBIXのfrontendをコピーしたURIに対してWebブ
ラウザでアクセス。

● 画面の指示に従います。
（マニュアル参照 P47）

● php.iniの設定変更などを経て、Web設定が完了す
ると、インストール完了です。



  

以上で取り合えずインストールは完了します。

ZABBIXがちゃんと動作したら、Webにていろいろな情報を
入手ができます。

あとはMAPとグラフを作成し、スクリーンに貼り付けるだけです。

MAP・スクリーンについてはデモをどうぞ。
うちのサーバ

スクリーンについては管理される方の管理がしやすいよう、
また監視する対象の状況がわかりやすいよう、
個別に適切なカスタマイズが必要です。



  

ZABBIXサーバ以外のサーバへの
Agent導入について

● ZABBIXサーバに関しては、コンパイルで実行バイナリを作
成するため、ZABBIX_Agentについても同時にコンパイル
することができます（前述）。

● ただ他の監視の対称となるサーバについて、運用中の
サーバでAgentのコンパイルを行うことにためらいがあるの
も事実です。

● 同じバイナリを出力するアーキテクチャでしたら、他の機器
でコンパイルし、実行バイナリのみコピーして導入も可能で
す。

● また、ZABBIXのバージョンやOSの種類は限定されます
が、ZABBIX.comのサイトから実行バイナリをダウンロード
することも可能です。



  

Agentを導入しない場合

● ICMPによるPing監視、TCPのポート指定による監
視はAgent導入していなくても可能です。

● それぞれ応答の有無、応答時間の記録ができま
す。

● なおPing監視は外部アプリケーション(fping)を使用
します。

● fpingは標準でインストールされていることが少ない
ので、またAPTやyumなどで標準リポジトリには置
かれていない場合が多いため、個別にインストー
ルの必要があります。



  

SNMP監視について

● 前述の通りSNMPのMIBについては、v1・v2については最
初から登録されていますが、MIBブラウザ機能はありませ
んので、プライベートMIBにつていは個別に登録する必要
があります。（しかもOIDで．．．．．

● Xnixならsnmpwalk、WindowsならTWSNMPなどを使用して
OIDを調べて、登録する必要があります。

● CiscoとかAlliedとかYAMAHA、NEC、FUJITSU・・・・・
● 機器別のプライベートMIB対応を作れば、皆に喜ばれるか

も。
● ちなみにSNMP-Trapの受信はsnmptrapdデーモンを経由

し受信します。



  

テンプレートに無い項目の監視

Agent導入の場合に限られますが、テンプレートに無
い項目の監視も可能です。

要領
●OSのコマンド、シェルスクリプト、言語などを使用した戻り値
を使用する。
●戻り値が必要な数値・文字列になるようなコマンドを作ってお
く。
●zabbix_agentの設定ファイルにパラメータを追加する。
●zabbix_serverのテンプレートやアイテムに追加する。



  

Linux　Software　RAIDの監視

● agent設定ファイルに以下を追加
UserParameter=raid.active[*],cat /proc/mdstat |grep -A 

1 $1 |tail -1 |cut -f1 -d"]" |cut -f2 -d"/"
● cat /proc/mdstatの出力

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 hdd1[1] hda1[0]
      80413248 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>

“md0”がマッチした行と次の１行を抜き出す。
最後の行のみ抜き出す。
最初に出た”]”より左を抜き出す。
最初の”/”より右を抜き出す。

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[1]
      244195904 blocks [2/1] [_U]

unused devices: <none>

正常な場合”２”

異常な場合は２未満

※ThinkIT記事より



  

Linux　Software　RAIDの監視



  

Linux　Software　RAIDの監視

戻り値が２以下になることで、RAID１の異常を検出する。



  

Solaris　Software　RAID（SVM）の監視

● agentのパラメータに以下を追加
UserParameter=raid.active,/xxxx/metachk.sh

● metachk.shの中身

#!/bin/bash
export LANG=C
/usr/sbin/metastat | grep State: | grep -v Okay | wc -l

d5: Mirror
    Submirror 0: d15
      State: Need To Maintenance
    Submirror 1: d25
      State: Okay
    Pass: 1
    Read option: roundrobin (default)
    Write option: parallel (default)
    Size: 218946816 blocks (104 GB)

d15: Submirror of d5
    State: Need To Maintenance
    Size: 218946816 blocks (104 GB)
    Stripe 0:
        Device     Start Block  Dbase        State Reloc Hot Spare
        c1t0d0s5          0     No            Okay   Yes

d25: Submirror of d5
    State: Okay
    Size: 218946816 blocks (104 GB)
    Stripe 0:
        Device     Start Block  Dbase        State Reloc Hot Spare
        c1t1d0s5          0     No            Okay   Yes

metastatの出力例（エラーの場合）

言語を標準（USA)にする。
metastatを実行する。
”State”のある行を抜き出す。
“Okay”の無い行を抜き出す。
行数を数える。

正常な場合”０”

異常な場合は1以上



  

Solaris　Software　RAID（SVM）の監視

トリガーの設定
{hogehoge:raid.active.last(0)}>0

戻り値が０より大きくなることで、
RAIDの異常を検出する。



  

その他への応用

● Syslogが出力したファイルを定期的に監査し
、”error”や”Error”の文字を検出したら通知する。

● アクセスログにある特定の文字列（監査したいアカ
ウントとかIPアドレスとか）が出てきたら通知する。

● 特定のプロセスが起動したら、通知する。

● などなど、いろいろな対応に活用が考えられます。



  

監視のチューニング

● 僕が思うに、ZABBIXの監視間隔は短いような気がします。
（もちろん環境が許せば短い間隔で監視した方が良いに
決まってる）うちのサーバの設定参照

● DBの都合やサーバのリソース、ネットワークの都合で、間
隔を開けた方が良い場合があると思います。
→結果的にデータ量およびトラフィックは少なくなる。

● データ量の計算
マニュアルに書いてあります。（今回は時間もないので）

● また、リソースの監視が目的なのか、サービスの監視が目
的なのかによっても監視間隔は異なるはず。

● 環境に合わせたチューニングが必要かと。



  

いままでの導入であったこと

●文字エンコーディングの問題
EUC-JPを標準文字としてインストールされたサーバ（既に他
の用途で稼働中）にインストールしたところ、マルチバイト（全
角）系の文字がある時に登録エラーが起きた.
→　frontendのPHPにちょっとだけ手を入れて対策した。
　　　はてなブログ参照
●DBの問題
DBサーバを他のネットワークにおいて構築したところ、VPNが
切れていつの間にかzabbix_serverプロセスも落ちていた。
→　やはりDBは確実に届くところに置かなければダメ。（あた
りまえか。
      zabbix_serverを監視する体制が必要か？

http://d.hatena.ne.jp/isol/20081202/1228228068


  

いままでの導入であったこと

●異常の通知
異常通知手段としてメールだけを要望されていたが、メール
サーバが止まると検知できない。
→　極々あたりまえの話。メールサーバ停止や回線断などへ
の対策をとる必要があり。（ISPのメールサーバを使うというの
も結構ありかも）
●バージョン混在
serverとagentのバージョンが違うものを監視したところ、取得
できたデータもあれば出来ないものもあり、信頼できるもので
は無かった。
→　やはりバージョンを揃えないといけない。ただし全く何も
ダメというわけでは無かった。



  

いままでの導入であったこと

●その他
取り合えず、導入したことにより他のプロセスの動作を邪魔し
たという経験は無し。
ただし、メモリが少ない環境ではPHPがSQLを喋るタイミング
において、極端に高負荷となる。
DBサーバやWeｂサーバの性能次第で監視の快適さが変わ
る。

● まあ、OSSならではのトラブルや対応策ですね。
● それなりのスペックも必要でしょう。
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