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致命的な障害



自己紹介
•渡邉 隼人 (わたなべ はやと)
• Zabbix Japan LLC

üサポートエンジニア / トレーナー
•北海道釧路市産まれ
• PTA副会長
•少年野球コーチ(背番号:江夏豊と同じ28)
•ハンドルクルッってなった自転車乗り

重要
•怖くないので話しかけてきてください
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アジェンダ
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• Zabbixテンプレートの歴史とインポート設定

•ホストテンプレート

• ZabbixのWebhook

•まとめ
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テンプレートの歴史とインポート設定
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1.8から6.0までのテンプレート数
• 1.8 → 2.0

üテンプレートの整理
• 3.0 → 4.0

üテンプレートを細分化
• 4.0 → 6.0

ü専用のチームによる
テンプレート開発

üメディアタイプテンプレート
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• HTTPエージェントによる外部APIとの連携
•メディアタイプのタイプにWebhookを追加
•スクリプトアイテムの追加によるアイテムのWebhook
•ホストテンプレートとメディアテンプレートの更新が活発化

追加された機能によるテンプレートの進化
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Zabbixエージェント
SNMPエージェント
シンプルチェック

初期 ～

4.4 ～HTTPエージェント
依存アイテム
メディアタイプのテンプレート追加

5.4 ～スクリプトアイテム監視
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テンプレートのインポートはどうする？
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https://www.zabbix.com/jp/
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テンプレートのインポート(例: AWS)
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https://www.zabbix.com/jp/



#ZabConfJp2022

Gitリポジトリへアクセス
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https://www.zabbix.com/jp/integrations/aws
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テンプレートファイルをダウンロード

9

•ダウンロードに併せて、使用方法をREADMEで確認
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テンプレートインポート
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•監視テンプレートの場合
ü「設定」→「テンプレート」→インポートボタン

•メディアタイプの場合
• 「管理」→「メディアタイプ」→インポートボタン
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現在はインポート時に差分表示が行われる
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•差分情報を確認し、問題無ければインポート



ホストテンプレート
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現在のテンプレート種類
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•テンプレート名でアイテムタイプを表している
•では、どれくらいのホストテンプレートが追加された？
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テンプレート名規則 タイプ
○○○○○○ by Zabbix agent (active) / macos / Solaris Zabbixエージェント
○○○○○○ by Zabbix agent 2 Zabbixエージェント2専用
○○○○○○ SNMP SNMPエージェント (MIB変換不要)
○○○○○○ by JMX JMX
○○○○○○ Cloud HTTPエージェント・スクリプト
○○○○○○ by HTTP HTTPエージェント・スクリプト
○○○○○○ Service シンプルチェックのポート
○○○○○○ Ping シンプルチェックのping
○○○○○○ IPMI IPMIエージェント
○○○○○○ by Prom HTTPエージェント(Prometheus)
○○○○○○ by ODBC データベースモニタ
○○○○○○ health Zabbixインターナル
VMWare ○○○○○○ VMWare監視(シンプルチェック)



#ZabConfJp2022 14

6.0のAPI監視ホストテンプレート



アイテムタイプ: HTTPエージェント
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• Apache by HTTP テンプレートを使用した監視例
ü使い方は、gitのREADMEを参照
üZabbixサーバーから「server-status」を参照できる権限を付与
ü https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/apache_http
üGETやPOSTメソッド、ヘッダ情報の送信が可能
ühttp(s)://Apacheサーバー/server-stats?auto に接続し結果をJSON
形式に変換 … 変換したデータは依存アイテムで使用
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TTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 11 Nov 2022 05:32:55 GMT
Server: Apache/2.4.37 (centos)
Content-Length: 1175
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1

127.0.0.1
ServerVersion: Apache/2.4.37 (centos)
ServerMPM: event
Server Built: Apr  6 2022 14:54:37
. . .

保存前処理 JSON変換

{
"Date": "Fri, 11 Nov 2022 05:27:37 GMT",
"Server": "Apache/2.4.37 (centos)",
"Length": 1173,
"Type": "text/plain; charset=ISO-8859-1",
"ServerVersion": "Apache/2.4.37 (centos)",
"ServerMPM": "event",
"Server Built": "Apr 6 2022 14:54:37",

. . .
}

https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/apache_http


保存前処理と依存アイテム
•親アイテムを振り分け

ü不要な情報は削除
üリクエスト数大幅減
ü子アイテムを加工

•複数情報取得に効果
üデータベースモニタ
üHTTPエージェント
üスクリプト(JavaScript)
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apache.get_status

{
. . .
"ServerUptimeSeconds": 935,
"Load1": 0,
"Load5": 0.04,
"Load15": 0.06,
"Total Accesses": 176,
"Total kBytes": 2022,
"Total Duration": 17181,
"Uptime": 935,

. . .
} apache.bytes

名前: Total kBytes
値: 2022 * 1024(乗数)

apache.requests.rate

名前: Total Accesses
値: 176 ‒ 前回の値(1秒あたりの差分)

apache.uptime

名前: ServerUptimeSeconds
値: 935

直ぐにデータ削除



アイテムタイプ: スクリプト
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• Zabbix 5.2から使用可能なアイテム。JavaScriptを使用
üZabbixではC言語向けの組み込み用実行エンジン「Duktate」を使用
ü利用出来る関数は限られている
üZabbix 6.0はduktape 2.6を使用
ü条件分岐や繰り返しでHTTPリクエストを送信可能
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https://duktape.org/スクリプトアイテム内のコーディング



スクリプトタイプを使用した監視
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• OpenWeatherMap by HTTP テンプレートを使用した監視例
ü使い方は、gitのREADMEを参照
ü https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/openweathermap_http

üユーザーマクロでAPIのトークンキーや位置情報・言語を設定
ü位置情報を複数設定している場合は、条件に従い繰り返しリクエスト
を行う

#ZabConfJp2022

言語: en
APIトークンキー: 
***************
ロケーション: Tokyo

Zabbix Server

・[東京] 天気: 曇り
・[東京] 温度: 17.52℃
・[東京] 湿度: 73%
・[東京] 風速: 3.09メートル/秒

言語: en
APIトークンキー: 
***************
ロケーション: Riga

・[Riga] 天気: 濃霧
・[Riga] 温度: 11.09%
・[Riga] 湿度: 96%
・[Riga] 風速: 5.14メートル/秒

https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/openweathermap_http


19

スクリプトはwebhook機能でも活用
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ZabbixのWebhook

#ZabConfJp2022 20



Zabbixのwebhook
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•メディアタイプに追加された通知方法
•グローバルスクリプトでも使用
•外部システムと連携を行う際に使用
•使い方はアイテムのスクリプトと同じ
•使用用途例

üチャットツールへの通知
üヘルプデスクシステムへのチケット登録
ü警告灯等への物理通知
ü障害通知を集約するインシデント管理システムへ通知
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•メール以外に用意された通知
6.0のwebhook
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Zabbix Server



グローバルスクリプトのwebhook
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•グローバルスクリプトに追加された項目
üグローバルスクリプトの実行範囲指定は6.0から
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アクション処理

Webhook スクリプト IPMITelnetSSH

手動ホスト処理 手動イベント処理

従来の設定を引き継ぎ
リモートコマンド→次で実行

任意のホストで手動実行
監視データ→ホスト名クリック

障害イベントから手動で実行
発生監視データ→障害



例) メディアタイプ: ヘルプデスクシステム連携
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•障害イベントをメディアタイプへ送信
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機器故障による障害通知

REST API

{
"issue": {

"project_id": 1,
"tracker_id": "3",
"subject": " Problem: sda: Disk read …",
"description": "Problem: sda: …”

}
}
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•応答結果をタグとして障害イベントに埋め込み
üタグの値に登録されたURLからチケット管理システムへ接続
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RESPONSE

__zbx_redmine_issuelink: http://192.168.0.125/issues/16
__zbx_redmine_issue_id: 16

例) メディアタイプ: ヘルプデスクシステム連携

http://192.168.0.125/issues/16


標準テンプレートに無い通知も自作可能
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•スクリプトの動作仕様と主なメソッドを知ると簡単に作成
ücurl を使用し、ヘッダ情報を付けZabbixのメッセージを送信
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名称 内容
value 引数のパラメータ
HttpRequest cURL ハンドル オブジェクト
addHeader ヘッダー追加
post POST送信



スクリプト通知コーディング例
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function validateParams(params) {
if (typeof params.access_token !== 'string' || 

params.access_token.trim() === '') {
throw 'Field "access_token" cannot be empty';

}
}
try{

Zabbix.Log(5, '[LINE Webhook] ARGV: ' + value);
var result = {

'tags': {
'endpoint': 'line'

}
},
params = JSON.parse(value),
req = new CurlHttpRequest(),
fields = {},
resp,
line_endpoint = 'https://notify-api.line.me/api/notify';

validateParams(params);
req.AddHeader('Content-Type: application/x-www-form-

urlencoded');
req.AddHeader('Authorization: Bearer ' + 

params.access_token);

resp = req.Post(line_endpoint,
'message='

+ params.alert_subject + "¥n"
+ params.alert_message

);            

if (req.Status() != 200 && req.Status() != 400 && req.Status() != 
401 && req.Status() != 500) {

throw 'Response code: '+req.Status();
}
resp = JSON.parse(resp);
result.tags.status = resp.status;
result.tags.message = resp.message;

Zabbix.Log(5, '[LINE Webhook] resp: ' + resp);

}
catch (error) {

Zabbix.Log(3, '[ LINE Webhook ] LINE notification failed : ' + 
error);

throw 'LINE notification failed : ' + error;
}

return JSON.stringify(result);



まとめ

28

• Zabbixテンプレートのインポート

•ホストテンプレート

• ZabbixのWebhook
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Thank you


