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概 要
本資料の「始めましょう」セクションは、下記に示す5つのセクションを説明し、Tap In 管理サーバの
機能を拡張することのできる手順を説明する「次のステップ」続きます。

Tap In クラウド管理サービスの申し込み.
このセクションは、サブスクリプション申し込みの参照、AmazonサイトへのアクセスとAmazon Web
Servicesアカウントの作成、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)の申し込み、支払い情
報の入力、および、Tap In Systems クラウド管理サーバCloud Management Serverサービスの申
し込み、といった手順の流れを説明します。

Tap In ユーザアカウント作成.
このセクションは、あなたの管理サーバインスタンスの定義、開始と停止を行う Tap In Systems
のユーザアカウントを作成するのを支援します。

管理サーバの構成設定
セクション３では、あなたの管理サーバの構成のセットアップを始めるため、Tap In のカスタマ
サイトを使用します。まずログインし、構成設定ページにアクセスしてホストを定義します。AWS
アカウントから提供されたAmazon アクセスキーIDと秘密アクセスキー（Secret Access Key）が
必要になります。そして続けて、あなたの管理サーバをスタートさせ、さまざまのインスタンス
状態を参照します。

Tap In 管理サーバのアクセス
構成を変更したり、Webビューアをアクセスしたりするには、あなたの Tap In 管理サーバインス
タンスをアクセスします。ブラウザやTap In SystemsのWebサイトからの管理サーバのオープンの
仕方を説明します。また、デフォルトユーザやパスワードの変更の仕方を説明します。

QuickView と監視エージェントのダウンロード
このセクションでは、Tap In の QuickView コンソールアプリケーションおよび監視エージェン
トのダウンロードとインストールについて説明します。次に、適切な監視エージェント(EC2 Linux、
Linux や Window エージェント)をダウンロードし、あなたの監視対象サーバ上にインストールし
て、そのエージェントのイベントを送出する管理サーバ名を構成設定します。QuickView 内にイ
ベントが現われることと、そのイベントがwebレポートビューに表示されることを確認します。ま
た、管理サーバ上で実行されるアクティブチェックを追加することで最後の仕上げをし、閾値の
チューニングと追加チェック情報を追加することでエージェントをカスタマイズします。
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始めましょう
Tap In Systemsクラウド管理サービス（Cloud Management Service : CMS）は、Amazonクラウド
(Amazon Web Services あるいは AWS) 内にホスティングされています。申し込む場合、Tap In管理サ
ーバにアクセス可能にするあなたのAWS インスタンスを提供する AWS アカウントにサインアップが
必要です。

Tap In クラウド管理サービスの申し込み
Tap In 申し込みリンクへアクセス
Tap InのCMSに既に申し込みしている場合は、
ステップ２、Tap In ユーザアカウント作成まで
スキップしてください。


Tap In のWEBサイト
(http://www.tapinsystems.com)からページ
上部のSUBSCRIBE オプションを選びます。
申し込み（Subscribe）ページで、サービス
の働きや、詳しいTap Inの提供価格 を説明
しています。

サービスの申し込み情報を読んだら、
subscribe リンクを選びます。これにより
Amazon Payments のサインインページ
に行きます。

Amazon Web サービスアカウント
続けて、このページ上で新規アカウント
を作成するか、既存のAmazonアカウント
にサインインします。
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Amazon EC2
管理サーバをサインアップするには、最初に
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
を申し込む必要があります。管理サーバを使用
する場合は、管理サーバへの費用支払いを行う
だけで、Amazon EC2の支払いは必要ありませ
ん。
このページを読んで Sign Up for Amazon
EC2 を選択してください。

支払い情報
サービス価格を読んで、あなたの支払い
情報を入力したら、Complete Sign Up を
選択してください。
続けて、Paid AMI, Management Server
を申し込むために、Continue を選んでくだ
さい。
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注文する
契約条件や価格付を含む Tap In管理サーバ
（Management Server）の説明ページに進み
ます。購入するために Place your order を選ん
でください
下記のステップ２を続けます

Tap In ユーザアカウント作成.
申し込み（Subscription）ページ
ユーザアカウントを既にお持ちの場合、ステッ
プ３－Tap In CMSへのログインまでスキップ
できます。
購入手続きが終了したら、Tap In の申し

込み（Subscribe）ページが下のフレームに
表示されます。
 Tap In ユーザアカウントを作成するため
このページ上の here リンクをクリックし
ます。

アカウント情報（Account Information）
あなたのアカウントを作成するため、アカウン
ト情報ページに入力して下さい。アカウントの
設定後は、望むならTap In サイトをログアウト
して、後で再訪することもできます。
あなたの会社やユーザ情報を入力します。
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管理サーバの構成設定
構成設定
Tap In サイトにログインしてなければ、
http://www.tapinsystems.com に行きます。
LOG IN オプションを選び、作成された
ユーザ名とパスワードでログインします。

ページ左側のCONFIGURATION オプシ
ョンを選びます。右図の例のような画面が
表示されるでしょう。

ホストの追加
Add a new host ボックスの中クリックし、
ホストを追加し、UPDATE を選びます。
追加されたホストが、My Assigned Hosts
の下にリストされます。 アサインされた
ホスト名(例. test6.tapinsystems.net)を記録
しておきます。管理サーバに独自のホスト
名を付ける場合、付録-カスタムのホスト名
を参照してください。

次に、追加したホストに関連する製品や
Amazon Machine Image (AMI) を選びます。
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AWS 情報
 Amazon アクセスキーID や
http://aws.amazon.com/ のあなたのアカウン
トのアカウントアクセス識別子キーから入手
できる秘密アクセスキーを含む AWS 情報
を入力して、続けます。
この情報は、Tap In のサイトを使って、
あなたの管理インスタンスを開始したい場合
必要となります。Tap In 管理サーバインスタ
ンスを独自の方法で開始と停止したい場合は
Tap In のサポートに技術情報をお問い合わ
せください。

管理サーバをスタートする
CONTROL PANEL リンクを選びます。
あなたが定義したホスト名のステータスが表
示されるでしょう。

あなたの管理サーバをスタートするには、ホ 
スト名の下の表に行き、Start ボックスを選ん
で、EXECUTE COMMANDS を選択します。
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インスタンス状態
通常、Amazon インスタンスをスタートして使
えるまでには1、2分かかります。REFRESH を
選ぶと、EBS と Instance Status フィールドが
更新されます。インスタンスはいろいろな状態
を経てin-useとrunningになるでしょう。
スタートしたら、 Stop や Reboot コマン
ドオプションを選択できます。Stop は
shutting downとterminated状態を経過し
インスタンスを終了します。Reboot は
インスタンスを同じパラメータ(例. IPアド
レス、インスタンスID)で再起動します。
コネクション状態については、付録 – EBS
とインスタンス状態 を参照してください。

QuickView コンソールアプリケーション

URL アクセス

Tap In 管理サーバのログイン
管理サーバインスタンスにログインし、構成変更やWebビューアアクセスが可能になります。
https://<hostname>.tapinsystems.net を

Tap In Control Panel アクセス – アクティブリンク

開くか、Tap In サイトでインスタンスをス
タートした場合はCONTROL PANELペー
ジ上のホスト名が管理サーバへのアクテ
ィブリンクとなります。

デフォルトのユーザ名 peter とパスワード
peter でログインします。
デフォルトパスワードとユーザの変更
デフォルトのユーザ名とパスワードpeter /
peter は変更するべきですが、他のTap In コン
ポーネント(例. QuickView、エージェント)で使
うよう設計されているので、システムが正しく
動くことを確認してから変更することも可能で
す。

ユーザ名やパスワードの追加、編集や削除には、CONFIGURATION とManage Users を選びます。
少なくとも１ユーザを Management Server ロール Consumer で定義する必要があります。
これはステップ５で使用します。

構成変更後、CONTROL、Update Management Server Configuration を選んで、構成インスタン
スを選択し、PUSH USERS ONLY を選んで、管理サーバに変更をプッシュします。
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QuickViewと監視エージェントのダウンロード
QuickView のダウンロード

QuickView のダウンロード

QuickViewはTap InのJavaベースのコンソール
アプリケーションで、管理サーバ上のオープン
中イベントを表示します。QuickViewは高性能の
コンソールでダイナミックに管理サーバのイベ
ント処理毎にアラームを更新します。下記の手
順でダウンロードとインストールしてください。
Tap InのWebサイトhttp://http://www.tapinsystems.com/ を開き、Resources、Downloads ページ
に進み、あなたのオペレーティングシステムに合ったQuickViewをダウンロードします。

Windowsでは、ダウンロードした.msi ファイルをクリックしてインストールを開始します。
インストール処理中プロンプト表示がされますので、それに従ってください。
QuickView 起動

QuickView のスタート
次に、QuickView をスタートし、管理サーバの
ホスト名を指定します。デフォルトのセッション
パラメータ設定の方法については、Tap In CMS
QuickView Guideを参照してください。

QuickView ログインダイアログ

デスクトップのTap In QuickViewアイコン
をクリックします。ログインダイアルログ
が開きますので、下記を入力します:
Conf file: あなたが開くセッションのため
の構成設定を含むコンフィギュレーション
ファイルです。Browse を選び、Confサブ
ディレクトリに行き qv_default.xml ファ
イルを選びます。
Host:スタートした管理サーバの名前(例. test6.tapinsystems.net)を入力します。
Username and Password: ステップ４でConsumerとして定義したユーザ名とパスワードを入力
するか、これらの設定を変更していなければデフォルトのpeter/peterを使います。
QuickView ウィンドウとアクション
コンソール画面が表示されます。QuickView が
監視コンソールに接続されると、ウィンドウに
イベントが現われます。最低限、QuickViewが
管理サーバに接続した時に発生したログインイ
ベントが表示されるはずです。 システムに監視
対象システムやアクティブチェックを追加する
につれ、より多くのイベントが表示されます。
QuickViewで使用するアクションの説明についてはとして、 付録－QuickView コンソールのアクション
以下を参照してください。
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監視エージェントのダウンロード
このセクションでは管理対象サーバへの適切な

監視エージェントのダウンロード

エージェント（EC2 Linux、Linux や Windows
エージェント）のインストールについて説明し
ます。
Tap In のWeb サイトを開き、
http://http://www.tapinsystems.com/
Resources、Downloads と移動します。
あなたのオペレーティングシステムに
適切な監視エージェントを選びます。
エージェントインストールは、詳しいパッ
ケージされた手順に従ってください。

監視エージェントの構成設定

Windows エージェントのデフォルト設定

監視エージェントの構成設定のために、手順を
続けます。
注：各エージェントは管理サーバのホス
ト名の他は、tis_agent.cfg のデフォルト設
定で動くよう設計されています。
コマンドラインからエージェントスクリ
プトを実行し、管理サーバに監視イベント
を送出するか、エージェントのテストをし
ます。

QuickView のイベントを確認します。
コンソール上にあなたが実行したスクリ

QuickView のイベント

プトからのイベントが見られるでしょう。
管理サーバ上で実行するチェックが複数
あるかもしれません。これらは通常、管理
サーバからターゲット上のサービスをテ
ストするping、Tcp ポートや http チェッ
クです。しかし、インターネットで使える
サービスをテストするどのようなスクリ
プトでも、使うことができます。
アクティブチェックの定義方法については、Tap In Management Server Configuration Guide を
参照してください。
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管理サーバのWebページが開いている
Webブラウザに戻り、イベントが Webレ
ポート上に表示されるのを確認してくださ
い。Status、Open Events を選択します。
QuickView 上と同じイベントがWebペー
ジ上に表示されているでしょう。
閾値をチューニングしたり、チェックを追
加したりしてエージェントをカスタマイズ
することができます。
追加チェックの構成設定や閾値の設定につ
いて手順、適切なエージェントパッケージ
を参照してください。
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次のステップ
Tap In CMS の機能拡張をするために下記の作業を実施することが可能です。
追加監視サービスのためのカスタムスクリプトの追加や開発。便利な監視スクリプトについては、
Nagios プラグインのオープンソースプロジェクトを参照してください。
オペレータの迅速な問題対応判断を可能にする QuickView のカスタム SQL フィルタ作成
パフォーマンスグラフ化レポートのためのデータを作る監視スクリプトのカスタマイズ
EC2 構成レポートを可能にする開始計測.
EC2 課金レポートを可能にする開始計測.
他の管理システムとの連結し、それらシステムのアラームをCMSに取り込む.
イベントのよってアクションを行う自動化スクリプトの開発.
カスタムレポートの開発.
カスタムのデータロギングの開発.

もうひとつの Tap In 管理サーバを開始して、そのサーバに構成設定をコピーすることで冗長
監視インスタンスを導入管理する
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付録
カスタムのホスト名
管理サーバに独自の名前を付けたい場合、support@tapinsystems.com のTap IN サポートに、変更したいホ
スト名と変更する名称をご連絡ください。24時間以内新しいホスト名を連絡いたします。
新しいホスト名は、必ず下記のフォームである必要があります： <hostname>.tapinsystems.net
この表記の理由は TAP IN のSSL認証がこの名称をキーとするよう設計されているからです。SSL につ
いて関心がないか、独自の認証使用を望まれる場合、Tap IN サポートにご相談ください。必要な数のホ
スト名をご要求されるでしょう。最低限、稼動システムと開発システムの指定を推奨します。追加ホス
ト名にはチャージいたしません － インスタンスを追加した場合のみチャージいたします。

EBS と インスタンス状態
EBS状態
[empty]

インスタンスは稼動していません。

available

ホスト名リンクはアクティブではありません。AMI がスタートし、あなたのホスト名のた
めの DNS の構成がアクセス可能になりました。

in-use

ホスト名リンクはアクティブです。あなたのホストの DNS が構成されました。監視サーバ
にアクセスでき、ブラウザからページにログインできます。

インスタンス状態
not running

AMI がスタートせず停止中で、AWS はインスタンスIDのレコードを保持していません。

pending

AMI がスタートし、稼動途上にあります。

running

AMI は、現在、稼動中です。

shutting down

AMI は シャットダウン中です。

terminated

AMI は停止されました。 AWS は(インスタンス毎の)この状態をしばらく保持します。
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QuickView コンソールアクション
QuickView のアクションとメニューオプションについてより詳しくは、Tap In CMS QuickView Guidef
を参照してください。
QuickView のアクション
全イベントの選択/非選択
選択したイベントのクローズ
イベントのオーナシップ受け入れ
他のユーザにイベントのオーナシップを移管
表示再開。更新の再有効化。停止中はブリンクする。
表示の停止
画面上のアラームの再同期
イベントをダブルクリックすることで、ひとつのイベントの全詳細を見る
SQLフィルターの設定。コンソールのイベントリストに適用するフィルターを定義
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