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⾃自⼰己紹介

森本 　和英

Zero Networks株式会社
技術統括部

監視システム構築運⽤用の技術サポートに従事
Zabbix歴4年年ほど。
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Zabbixパートナー会 　技術分科会

ü Zabbix社と認定パートナー企業で構成する会
ü Zabbixや各社ソリューションの情報共有会を実施
ü 認定パートナー参加企業⼀一覧 　https://www.zabbix.com/jp/partners

ü 技術的なテーマで活動を⾏行行う会
ü テーマ毎にパートナー参加企業からメンバーを募り活動
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Zabbixパートナー会

技術分科会



ワークショップの実施報告
ü Zabbix3.4の新機能を参加企業で分担し検証	  
ü Zabbixパートナー会から有志3社とZabbix	  Japan様	  
ü 8/23に参加企業が集まり検証結果を報告し情報共有
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（順不不同）

参加企業



Zabbix3.4主な新機能のご紹介
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⽣生まれ変わったダッシュボード
	  
ダッシュボードが	  

 　リニューアルしました。	  

	  
Zabbix3.4から	  
 　ダッシュボードの	  

 　 　コンセプトがかわります。
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⽣生まれ変わったダッシュボード
⽣生まれたては真っ⽩白	  
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⽣生まれ変わったダッシュボード

カスタマイズがより⾃自由に
ü ウィジェットの⼤大きさが変更更可能
ü 使わないウィジェットは削除も可能
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サイズや配置場所を任意に
 　 　 　 　 　 　 　 　 　指定可能



⽣生まれ変わったダッシュボード

新しく追加されたウィジェット
マップナビゲーション
	  
ü マップを階層ツリー表⽰示
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マップごとの障害件数を表⽰示



⽣生まれ変わったダッシュボード

フィルタリング機能	  
	  
ウィジェット毎に、	  

 　 　フィルタリング設定が可能。	  

	  

©	  2017	  Zero	  Networks,	  Inc. 11

より詳細なフィルタリング

除外するホストグループが
 　 　 　 　 　 　 　 　 　条件に追加



⽣生まれ変わったダッシュボード

複数のダッシュボードを作成し共有することが可能
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ユーザーに合わせ欲しい情報をカスタマイズ



マップ機能の改善

マップデータ形式の変更更	  

画像の表⽰示がSVG形式に変更更	  
（スケーラブル・ベクターグラフィックス）	  

	  

ü 拡⼤大縮⼩小しても⽂文字や図形が
ぼやけない	  
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右クリックして名前を付けて保
存ができなくなりました。



マップ機能の改善

マップの権限	  
１つでも読込権限のホストがあればマップ表⽰示	  
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読込権限を持たないホストはグレーアウト



マップ機能の改善
障害の表⽰示	  
マップ要素のトリガー選択が複数指定可能	  
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Zabbix	  3.2 Zabbix	  3.4

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

トリガーを1つのみ選択可能

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

複数のトリガーを選択可能



マップ機能の改善

障害の表⽰示	  
	  
マップのプロパティで	  

 　障害の表⽰示選択が可能	  
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障害が1つのときに詳細を展開 障害の数 障害の数と最も致命的な1件を展開

＜表⽰示例例＞



マップ機能の改善

図形と線をサポート	  
マップに図形と線の描画可能	  
ü 図形にテキスト⼊入⼒力力可能	  

ü 図形や線を重ねて表⽰示可能	  
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図形や線はマップ要素ではな
いため、アイコンとリンクで
きません。

簡単な背景画としても便便利利！



マップ機能の改善

複数のアイコンや図形をまとめて操作	  
	  

ü 複数のドラッグ＆ドロップ	  

ü 複数のコピー＆ペースト	  
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まとめて複製できて操作性がUP！



ユーザマクロと時間接尾辞
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期間にユーザ定義マクロをサポート

アイテムやローレベルディスカバリなど
いろいろな時間設定で利利⽤用可能

複数のアイテムで更更新間隔や
ヒストリ/トレンドの保存期間を
変更更でき管理理しやすくなります。



ユーザマクロと時間接尾辞

©	  2017	  Zero	  Networks,	  Inc. 20

時間接尾辞をサポート

アイテムやトリガーなど
いろいろな時間設定で利利⽤用可能

ü  時間接尾辞で⾒見見やすく
ü  ⾯面倒な秒計算が不不要

	  S 	  ：秒	  
	  m 	  ：分	  
	  h 	  ：時間	  
	  d 	  ：⽇日	  
	  w 	  ：週



ユーザマクロと時間接尾辞
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ヒストリ/トレンドの保存期間変更更（上限/下限）	  
	  

Ø 更更新間隔	  
0(秒)(※例例外設定時) 	  〜～86400(秒)(=1⽇日)	  
	  

Ø ヒストリ保存期間	  
3600(秒)(=1時間)〜～788400000(秒)(=25年年間) 

Ø トレンド保存期間	  
86400(秒)(=1⽇日) 〜～788400000(秒)(=25年年間)	  
	  
	  

※Zabbix	  3.2まではヒストリ/トレンド保存期間の下限/上限は1(⽇日)〜～
65535(⽇日)(≒179年年間)	  



ユーザマクロと時間接尾辞
検証
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あれ？アイテム⼀一覧表⽰示がマクロのままだ

APIでGETしてみると。。。やはりマクロ表⽰示のままでした。。。

{	  
	  	  	  	  "id":	  1,	  	  
	  	  	  	  "jsonrpc":	  "2.0",	  	  
	  	  	  	  "result":	  [	  
	  	  	  	  	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "authtype":	  "0",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "delay":	  "30s",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "descripRon":	  "",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "error":	  "",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "evaltype":	  "0",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "flags":	  "0",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "formula":	  "",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "history":	  "{$ORG_HISTORY}",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "hosRd":	  "10252",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "interfaceid":	  "2",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "inventory_link":	  "0",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "ipmi_sensor":	  "",	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "itemid":	  "28207",	  	  

アイテム登録

マクロ登録１

２

３ APIで出⼒力力
ヒストリにユーザマクロ登録



複数アクション実⾏行行プロセスの並列列実⾏行行

Alertプロセスを複数起動可能 
zabbix_server.conf	  
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### Option: StartAlerters 
#       Number of pre-forked instances of alerters. 
#       Alerters send the notifications created by action operations. 
# 
# Mandatory: no 
# Range: 0-100 
# Default: 
StartAlerters=3

zabbix_server.confに“StartAlerters=”が登場	  

“StartAlerters=”に起動プロ
セス数を指定

Zabbix3.2まではAlertプロセスは1つしか起動できず	  
アクションを順処理理していました



複数アクション実⾏行行プロセスの並列列実⾏行行

メディアタイプに新しいタブが追加	  
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オプションタブで
アクション実⾏行行プロセスの
並列列実⾏行行数を設定

並列列実⾏行行可能なプロセスの最⼤大数は”StartAlerters”で設定された値です。



複数アクション実⾏行行プロセスの並列列実⾏行行

検証	  
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■sleep10.sh	  
#!/bin/sh	  
	  
logger	  start:$1	  
sleep	  10	  
logger	  end:$1

n  １０秒スリープするコマンドを登録

StartAlerters=3

n  zabbix_server.conf

n  [メディアタイプ]スクリプトを設定

メディアタイプにスクリプトを登録し、障害を複数同時発⽣生さ
せた場合のAlertプロセスの処理理を検証

n  トリガーを5つ登録



複数アクション実⾏行行プロセスの並列列実⾏行行

検証①１つ	  
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Nov 12 14:04:20 localhost logger: start:testlog A 
Nov 12 14:04:30 localhost logger: end:testlog A 
Nov 12 14:04:30 localhost logger: start:testlog B 
Nov 12 14:04:40 localhost logger: end:testlog B 
Nov 12 14:04:40 localhost logger: start:testlog E 
Nov 12 14:04:50 localhost logger: end:testlog E 
Nov 12 14:04:50 localhost logger: start:testlog C 
Nov 12 14:05:00 localhost logger: end:testlog C 
Nov 12 14:05:00 localhost logger: start:testlog D 
Nov 12 14:05:10 localhost logger: end:testlog D 

１件アクション実⾏行行開始

１件アクション実⾏行行終了了

5回繰り返し実⾏行行

5件の障害を同時発⽣生 ログを確認すると1件ずつ順に処理理されます。



複数アクション実⾏行行プロセスの並列列実⾏行行

検証②無制限	  
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Nov 12 11:58:21 localhost logger: start:testlog A 
Nov 12 11:58:21 localhost logger: start:testlog B 
Nov 12 11:58:21 localhost logger: start:testlog E 

Nov 12 11:58:31 localhost logger: start:testlog C 
Nov 12 11:58:31 localhost logger: start:testlog D 

Nov 12 11:58:31 localhost logger: end:testlog A 
Nov 12 11:58:31 localhost logger: end:testlog B 
Nov 12 11:58:31 localhost logger: end:testlog E 

3件アクション実⾏行行開始

Nov 12 11:58:41 localhost logger: end:testlog C 
Nov 12 11:58:41 localhost logger: end:testlog D

3件アクション実⾏行行終了了

2件アクション実⾏行行開始

2件アクション実⾏行行終了了

5件の障害を同時発⽣生

CONFファイルのStartAlerters=3で設定してい
たので最⼤大3個までの同時処理理を実⾏行行可能 
同時処理理を増やしたい場合はStartAlertersの 
値を調整してください。 



複数アクション実⾏行行プロセスの並列列実⾏行行

検証③カスタム：4	  
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Nov 12 14:13:21 localhost logger: start:testlog A 
Nov 12 14:13:21 localhost logger: start:testlog B 
Nov 12 14:13:21 localhost logger: start:testlog E 

Nov 12 14:13:31 localhost logger: end:testlog A 
Nov 12 14:13:31 localhost logger: end:testlog B 
Nov 12 14:13:31 localhost logger: end:testlog E 

3件アクション実⾏行行開始

3件アクション実⾏行行終了了

2件アクション実⾏行行開始

2件アクション実⾏行行終了了

5件の障害を同時発⽣生 無制限と同様にStartAlertersの指定値が
カスタムでも実⾏行行可能な最⼤大値です。 

Nov 12 14:13:31 localhost logger: start:testlog C 
Nov 12 14:13:31 localhost logger: start:testlog D 

Nov 12 14:13:41 localhost logger: end:testlog C 
Nov 12 14:13:41 localhost logger: end:testlog D



障害対応コメント⼊入⼒力力による通知

アクションに新しいタブが追加	  
障害対応コメント⼊入⼒力力時実⾏行行内容	  
	  
実⾏行行内容のタイプ	  
ü メッセージの送信	  

任意にユーザーグループやユーザーを指定	  

ü リモートコマンド	  
障害対応時にリモートコマンド実⾏行行	  

ü 障害対応を残したすべての⼈人に送信	  
コメント⼊入⼒力力したすべての⼈人に送信	  
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監視アイテムの保存前処理理

アイテム設定に新しいタブが追加	  
監視データを保存時にさまざまな編集可能	  
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アイテムの設定に
「保存前処理理」タブが追加



監視アイテムの保存前処理理

テキスト	  
ü 正規表現	  

パターン 	  ・・・  グループ化されている正規表現が1つ以上存在する
正規表現パターン	  

出⼒力力 	  ・・・  パターンで定義されたグループから何番⽬目を出⼒力力す
るか指定	  

ü 前後⽂文字列列削除	  
ü 最後尾⽂文字列列削除	  
ü 先頭⽂文字列列削除	  
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１

「⽂文字列列のリスト」の前後・最後・先頭から削除する



監視アイテムの保存前処理理

構造化データ	  
ü XML XPath 
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パス  ・・・抽出すべきXMLデータを特定するための
XML Path Language

（例例）XMLデータ

パスの指定：	  
/zabbix_export/hosts/host[1]/name/text() 
	  
	  

nameの“host1”を抽出したい場合

Xpathについて	  
詳しくはW3Cの仕様書などを参照してね！	  
 　https://www.w3.org/TR/xpath/ 



監視アイテムの保存前処理理

構造化データ	  
ü JSON	  Path	  
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{ 
    "id": 1, 
    "jsonrpc": "2.0", 
    "result": [ 
        { 
            "authtype": "0", 
            "delay": "30s", 
            "description": "", 
            "error": "", 
            "evaltype": "0", 
 
・・・・  ＜省省略略＞・・・・ 
            "valuemapid": "0" 
        } 
    ] 
}

パス  ・・・抽出すべきJSONデータのオブジェクトを
特定するためのJSONPath（例例）JSONデータ

delayの“30s”を抽出したい場合

パスの指定：	  
$.result[0].dalay	  
	  

JSONPathの記述⽅方法について	  
詳細はJSONPathの仕様などを参照してね！	  
 　http://goessner.net/articles/JsonPath/ 



監視アイテムの保存前処理理

計算	  
ü 乗数	  

変化	  
ü 差分	  
ü 1秒あたりの差分	  

数値変換	  
ü 論論理理値から10進数	  
ü 8進数から10進数	  
ü 16進数から10進数	  
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3

4

5



監視アイテムの保存前処理理

複数の保存処理理を組み合わせて利利⽤用	  
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{ 
    "id": 1, 
    "jsonrpc": "2.0", 
    "result": [ 
        { 
            "authtype": "0", 
            "delay": "30s", 
            "description": "", 
            "error": "", 
            "evaltype": "0", 
 
・・・・  ＜省省略略＞・・・・ 

（例例）JSONデータ

delayの“30s”を抽出し”s”を削除して保存

複数の指定を組み合わせができるので、	  
柔軟な監視データ取得が可能



依存アイテム機能

アイテムタイプに「依存アイテム」が追加	  
１つのアイテムで複数のデータを⼀一括取得	  

依存先のマスターアイテムのデータ取得時に同時に更更新	  

保存前処理理を利利⽤用してマスターアイテムのデータを加⼯工	  
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保存前処理理を利利⽤用しないとマスターアイテムの値がそのまま保存



ネットワーク機器⽤用のテンプレート追加
	  

Cisco,	  Juniperなどメジャーな機器の	  
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　新しいテンプレートが追加	  
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DB作成時に追加されるため	  

旧バージョンのアップデートでは	  

含まれないのでご注意。



その他主な機能
	  
ü  プロキシからのリモートコマンド実⾏行行をサポート	  
ü  正規表現がPCRE正規表現に変更更	  
ü  ローレベルディスカバリマクロ利利⽤用可⽤用箇所の拡張	  
ü  Microsoh	  Internet	  Explorer	  9,10	  をサポート対象ブラウザから除外
ü  WebインターフェイスにSQLエラーの詳細を画⾯面に表⽰示しない	  
ü  ディレクトリサイズの監視(vfs.dir.size)	  
ü  Web監視におけるURLエンコーディングのサポート	  
ü  JMXのローレベルディスカバリ	  
ü  イベントタグでのホストマクロのサポート	  
	  
その他にもたくさんの機能追加や改善が⾏行行われています！	  
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まとめ

	  
ü  スクリプトを作らなくてもアイテム保存前処
理理やマクロ利利⽤用箇所の拡張など、Zabbixの機
能で対応できることが増え属⼈人化の解消にも
つながります。	  

	  
ü  ダッシュボードやマップのカスタマイズがよ
り柔軟になり、必要な情報を⾒見見える化しやす
く監視運⽤用の効率率率UP。	  
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ご清聴ありがとうございました。
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