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1 はじめに 
1.1. この文書について 

本ドキュメントは監視サーバを Windows マシンで実現する「NX リモート通報(R5.41)」

のインストール手順を示す説明書です。 

本ドキュメントにおいて使用しているウインドウの画像や記述で「R X.X」と表記されて

いる部分は、適宜読み替えてください。 

過去のバージョンのインストールを行う場合は、表 1.1 に記載されている版のインストー

ル手順書を参照してください。 

 

表 1.1 インストール手順書対応バージョン一覧 

バージョン インストール手順書の版 

R5.4 10.41 版 

R5.3 10.3 版 

R5.2 10.2 版 

R5.1 10.1 版 

R4.81 9.9 版 

R4.8 9.7 版 

R4.5 9.5 版 

R4.4 9.4 版 

R4.1 9.2 版 

R4.0 9.1 版 

R3.6 以前 8.3 版 
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2 概要 
2.1. サービス概要 

NX リモート通報は HP-UX マシンの監視と通報の機能を提供するシステムです。 

HP-UX マシンの監視では、監視を行うプログラム(Manager)をインストールした監視

サーバから LAN Console port 経由で、被監視サーバのコンソール出力（/dev/console）を

監視し、障害辞書またはユーザ定義辞書に該当するメッセージがコンソールに出力された

場合や、アラームが上がった場合、e-mail または https にて通報を行います。被監視サー

バには、Manager と連携して処理を行う Agent プログラムをインストールします。 

 

2.2. Manager と Agent の連携 

HP-UX マシンを監視する場合、NX リモート通報の Manager は、被監視サーバにイン

ストールした Agent と連携して動作します。被監視サーバにおいて通報事象が発生した場

合や、cron による定期実行の際には Manager が Agent をリモートで起動し、Agent が収

集したログ等を Manager に転送します。Manger は、メールにこのログを添付して通報し

ます。 

 

2.3. 通報 

2.3.1. 通報種類 

NX リモート通報が通報する事象の一覧は以下の通りです。 

随時通報（保守センター宛） 

 障害通報 

 コンソールアクセス障害の通報(コンソールへの接続不可：6 時間経過後) 

随時通報（お客さまメールアドレス宛：ブロードバンドルータ接続時は通報不可） 

 Agent の死活監視のアラーム通報 

 マスター・スレーブ構成時の相互監視による Manager の死活監視のアラーム通報 

 ユーザ定義辞書のアラーム通報 

 ライセンス有効期限残存日数通知 

定期通報（１回／日） 

 Manager の稼動ステータス情報 

 

2.3.2. 通報抑止 

通報の抑止機能には以下の種類があります。 

① 同一要因のメッセージは１時間抑止（EMS/SFM により検出された障害は対象外） 

SNMPTrap 監視の同一要因のメッセージは３０分間抑止 

(70xxM/70xxH/80xxM/80xxH の場合は１５分間抑止) 

② 個々のメッセージに対して通報許可レベル設定を変更することによる抑止 

③ 個々のメッセージに対して通報許可を×にすることによる抑止 

④ repctrl コマンドによる抑止（全メッセージが対象） 

⑤ Agent、Manager、BMC の死活監視メッセージは２４時間抑止 

 

※SNMP Trap 監視による通報において②から④の抑止は対象外となります。 

※②、③は保守員のみ実施可能です。 

 

2.3.3. 通報手段 

NX リモート通報は、保守センター（NEC フィールディング）宛の通報（随時通報と定

期通報）手段は e-mail と https から選べます。お客さま宛の通報手段は e-mail のみとなり

ます。 
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2.3.4. マイナンバーを扱うサーバを監視する場合 

通報にはコンソールログや syslog、カーネルバッファが含まれます。マイナンバーを扱

うサーバを監視する場合で、これらのログにマイナンバー情報が含まれる可能性がある場

合は、これらのログが送信されないように設定を変更してください。 

 

但し、本設定を行うと保守センターにおける障害解析に影響を与える可能性があります

のでマイナンバーを扱わない場合は設定を変更しないで下さい。 

 

監視サーバ 

被監視サーバのコンソールログが含まれる定期通報を抑止することが可能です。詳細

は 4.3.12 参照。 

 

被監視サーバ 

通報に含まれるログから以下の内容を除外することが可能です。詳細は 4.4.8 参照。 

 syslog 

 dmesg の結果 

 

テスト通報 

ioscan テスト通報にはコンソールログが含まれます。マイナンバーを扱うサーバを監

視する場合は実施しないでください。詳細は 6.1.2 参照。 
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2.4. WebSAM との連携 

NX リモート通報は WebSAM MCOperations および WebSAM System Navigator と連

携が可能です。これにより、WebSAM でハードウェア障害とソフトウェア障害の一元管理

が可能になります。 
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3 インストール事前準備 
3.1. システム要件の確認 

3.1.1. サーバを監視する場合の動作要件 

 

（１） 監視サーバと被監視サーバの動作要件 

NX リモート通報の動作要件を以下に示します。 

対象が明記されていない項目は、監視サーバ・被監視サーバ共通の要件です。 

・ 被監視サーバ（30xxM/30xxH/50xxM/50xxH/70xxM/70xxH/80xxM/80xxH『以外』の

場合）→図 3-1 参照 

－ サーバの LAN コンソールが利用可能なこと（サーバ標準装備の LAN コンソールポー

トを使用）。 

※MP にログインし、EL コマンドで確認出来る（All enabled or Telnet only であるこ

と） 

・ 被監視サーバ（30xxM/30xxH の場合）→図 3-2 参照 

－システムコンソールが利用可能なこと（サーバ標準装備のコンソールソフト(NEC 

Console Software)を使用）。 

－サーバは Manager-Agent の通信用に OS で認識できる（lanscan コマンドで表示され

る）LAN ポートを利用可能なこと。 

－システムコンソールは iSP 接続用の LAN ポートとは別に監視サーバとの接続用に

LAN ポートを利用可能なこと。(最低でも LAN ポートが 2 つ必要) 

・ 被監視サーバ（50xxM/50xxH の場合）→図 3-3,3-4 参照 

－システムコンソールが利用可能なこと。当該システムコンソールが監視サーバとなる。 

－サーバは Manager-Agent の通信用に OS で認識できる（lanscan コマンドで表示され

る）LAN ポートを利用可能なこと。 

・ 被監視サーバ（70xxM/70xxH/80xxM/80xxH の場合）→図 3-5,3-6 参照 

－システムコンソールが利用可能なこと。 

－サーバは Manager-Agent の通信用に OS で認識できる（lanscan コマンドで表示され

る）LAN ポートを利用可能なこと。 

・ 被監視筐体(NX7700i/NXBL エンクロージャーの場合) 

－SNMP Trap 通信(port 162/UDP)が利用可能なこと。 

・ 監視サーバ 

－サーバは以下の LAN ポートを利用可能なこと。 

30xxM/30xxH： ①システムコンソール、Agent およびメールサーバ接続用 

その他：   ①LAN コンソール/iSP および Agent 接続用、②メールサーバ接続

用、③マスター/スレーブの相互監視用（①でマスター/スレーブ間

の通信が出来る場合は不要） 

・ 監視サーバの LAN ポートが、被監視サーバの LAN コンソールポートおよび OS で認識

できる（lanscan コマンドで表示される）LAN ポートと、ネットワーク（LAN ケーブ

ル/HUB 等）を介して常時接続されていること。 

・ 被監視サーバでリソース監視を利用する場合、専用アカウント necsts の作成が可能であ

ること。 

－ Agent ソフトは、リソース監視ありの場合 /home/necsts/rrs 以下を使用する。 

（リソース監視の有無はインストール時のオプションで選択可能） 
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・ 監視サーバ／被監視サーバは以下のディスク空き容量が確保可能であること。 

Windows 版は下記必要容量の合計がインストールするドライブに確保可能であること。 

監視サーバ 被監視サーバ 

－インストールディレクトリ配下 

  100MB 以上 

－/opt の空き容量 

100 MB 以上（プログラム格納用） 

－/home の空き容量 

  不要      （リソース監視なし) 

  200MB 以上（リソース監視あり) 

・ 被監視サーバにおいて、swinstall コマンドによるインストールが可能なこと。 

・ 監視サーバはタスクスケジューラが使用できること。 

・ 監視モードに SFM を選択される場合、被監視サーバは cron が使用できること。また

/var/adm/cron/cron.allow に root ユーザを登録可能なこと。 

・ リソース監視を利用する場合、被監視サーバは cron が使用できること。また  

/var/adm/cron/cron.allow に専用アカウント necsts を登録可能なこと。 

・被監視サーバは TCP/IP 通信の port 34143 & 34144 の 2 つを専用ポートとして登録で

きること。 

・監視サーバはTCP/IP通信の port 34145 & 34146 の 2つを専用ポートとして登録できる

こと。 

・監視サーバ（WindowsPC 版）の OS は以下のものであること。 

Windows Vista、Windows Server2008、Windows Server 2008 R2、 

Windows Server 2012 R2 

・Windows Server2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2 は Server 

Core インストールではなくフルインストールを行うこと。 

・監視サーバのインストールには Administrators 権限が必要。 

・被監視サーバのインストールには root 権限が必要。 

・監視サーバが監視できる被監視サーバの台数は、最大 150 台となります。 

また、監視サーバが監視できる SNMPTrap 監視機器の台数は、最大 50 台となります。 

・監視サーバの場合、インストールディレクトリ配下の空き容量は上記に加えて被監視

サーバの台数分、下記のサイズが追加で必要です。 

被監視サーバの台数×1MB 

・監視サーバ（WindowsPC 版）をインストールする OS では、ショートネーム（8.3 形式）

を無効にしないでください。 

ショートネームが有効であるかを確認するには、以下のコマンドを実行してください。 

 

a) Windows Vista、Windows Server2008 の場合 

Administrators 権限を持つアカウントでログインします。コマンドプロンプトを開いて

fsutilコマンドを以下のオプションで実行し、disable8dot3が0であることを確認します。 

C:\WINDOWS\system32>fsutil behavior query disable8dot3 

disable8dot3 = 0 

 

b) Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2 の場合 

Administrators 権限を持つアカウントでログインします。コマンドプロンプトを開いて

fsutil コマンドを以下のオプションで実行し、インストールドライブの「C:」が「有効」

であることを確認します。 

※監視サーバを C ドライブへインストールする場合の実行例です。 
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C:\Windows\system32>fsutil 8dot3name query C: 

Disable8dot3 のボリュームの状態は 0 です (8dot3 名の作成は有効です)。 

NtfsDisable8dot3NameCreation のレジストリの状態は既定値の 2 です (ボリューム単

位で設定します)。 

上の 2 つの設定に基づいて、8dot3 名の作成は C: で有効です。 

 

・監視サーバ（WindowsPC 版）の OS が Windows Server 2012 R2 の場合、［通報メッセー

ジ管理］と［SG バックアップ/リストア処理］を使用するためには、.NET Framework 3.5

が必要です。 

ただし、.NET Framework 3.5 を有効化する時、下記の問題が発生した場合、対処方法

により問題を回避することが可能です。 

 

№ 問題内容 対処方法 

1 ・下記のエラーが発生する 
 
1 つ以上の役割、役割サービス、または機能
のインストールに失敗しました。 
ソースファイルが見つかりませんでした。役
割と機能の追加ウィザードの新しいセッ
ションで役割、役割サービス、または機能の
インストールを再実行し、ウィザードの［確
認］ページで［代替ソースパスの指定］をク
リックして、インストールに必要なソース
ファイルの有効な場所を指定してください。
接続先のサーバーのコンピューターアカウ
ントを使用してアクセスできる場所を指定
する必要があります。 

● 左 記 の エ ラ ー が 発 生 し た 時 、
Windows Server 2012 R2 の OS メディ
アを DVD ドライブにセットし、メッ
セージに従って、［代替ソースパスの指
定 ］ で 『 ( メ デ ィ ア ド ラ イ
ブ)¥ sources¥sxs』を指定する。 

2 ・.NET Framework 3.5 用のセキュリティ更
新プログラム 2966827 または 2966828 をイ
ンストール済みのため、.NET Framework 
3.5 が有効にならない。 

●更新プログラム 3005628 をインス
トールする。更新プログラムの詳細は以
下の URL を参照してください。 
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/
3005628/ja 
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（２） メール環境 

 NX リモート通報は通報に e-mail を使用します。（保守センター宛の通報手段は https に

することができます。）必要なメール環境は以下の通りです。 

・ 保守センターへ e-mail を送信できるメールサーバがあり、監視サーバとネットワー

ク(LAN ケーブル/HUB 等)を介して常時接続されていること。 

・ メールサーバが最大 5MB 程度のメールを発信できること。 

・ メールサーバがユーザ認証を行う場合は、ユーザ名とパスワードを使用して認証を行

えること（SMTP 認証（CRAM-MD5、PLAIN））。ただし、先に受信が必要な認証方

式(POP before SMTP)には対応しない。 

 

 

（３） https 環境 

 NX リモート通報は保守センター宛の通報に https を使用することも可能です。ただし

ユーザ通報は e-mail を使用します。ユーザ通報を利用しない場合もメールサーバの設定が

必要となります。メールサーバの設定については 3.3.2 を参照ください。 

必要な https 環境は以下の通りです。 

・ 保守センターへ https で通信できる環境があり、監視サーバとネットワーク(LAN

ケーブル/HUB 等)を介して常時接続されていること。 

・ 直接保守センターへ https で接続できない場合は、プロキシサーバを用意すること。 

また通報先 URL は以下の通りです。URL フィルタリングを行っている場合はフィルタ

リング対象から除外して下さい。 

 

URL 

https://htreptky.red.fielding.co.jp/cgi-bin/htNxRcvRep 

https://htreposk.red.fielding.co.jp/cgi-bin/htNxRcvRep 

 

 

（４） 通信ポート 

NX リモート通報は、以下のポート番号を使用して通信を行ないます。ファイアウォール

等の設定が必要な場合は、以下のポートを通すようにしてください。 

 

クライアント側 サーバ側 ポート番号 説明 

マネージャ エージェント 34143 エージェントの通信ポート 

マネージャ エージェント 34144 エージェントのデータ送受信ポート 

マネージャ マネージャ 34145 マネージャの通信ポート 

マネージャ マネージャ 34146 マネージャの内部通信ポート 

マネージャ MP / iSP 23 / 5001 コンソールの監視 (telnet) 

マネージャ SNMP 162 SNMP Trap 受信      注１ 

マネージャ メールサーバ 25 メールの送信 (SMTP)    注２ 

マネージャ ｈｔｔｐｓ 443 ｈｔｔｐｓ通信             注３ 

 

 

注１． SNMP Trap により障害を監視する機器がない場合、設定は不要です。 

注２． メールによる通報を行なわない場合、設定は不要です。 

注３． ｈｔｔｐｓによる通報を行なわない場合、設定は不要です。 
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3.2. ハードウェア構成 

HP-UX マシンの監視では、NX リモート通報は、ネットワーク経由で各サーバを監視し

ます。そのため、Manager をインストールしたマシンから、監視対象となる全てのマシン

のコンソール出力が監視できるようなネットワークの構成をとる必要があります。 

NX リモート通報は、通報を e-mail または https で行います。 

通報を e-mail で行う場合は、Manager ソフトを導入した監視サーバからアクセス可能で、

保守センター宛にメール発信できるメールサーバを事前に用意していただく必要がありま

す。 

通報を https で行う場合は、Manager ソフトを導入した監視サーバから保守センターの

https サーバにアクセスできる環境が必要です。直接インターネットにアクセスできない場

合は、プロキシサーバを事前に用意していただく必要があります。以降接続例にプロキシ

サーバも記載されていますが、環境により無視してください。 

 

 

3.2.1. サーバを監視する場合の接続例

（30xxM/30xxH/50xxM/50xxH/70xxM/70xxH/80xxM/80xxH 除く） 

監視サーバはネットワーク B を介して、被監視サーバの通常の LAN ポート（Core I/O

或は増設 NIC）と管理用の LAN コンソールポートの 2 つのポートと接続します。NX リ

モート通報は、通報を e-mail または https で行います。このため、Manager ソフトを導入

した監視サーバからアクセス可能で、保守センター宛にメール発信できるメールサーバま

たは https 通信環境を事前にお客様に用意していただく必要があります。下記の例（図 3-1）

では、通報用のネットワーク A を介して監視サーバとメールサーバまたはプロキシサーバ

が接続されています。 

 

 

 

Agentソフト 

LAN 

console 

 

Managerソフト 

 

メールサーバ/ 

プロキシサーバ 

(お客様) 

通報メール発信 
監視 

ログ採取 

障害通報 

アラーム通報 

定期通報 

ネットワーク A ネットワーク B 

N 

I 

C 

N 

I 

C 

* NIC: Network I/F Card 

N 

I 

C 

被監視サーバ 監視サーバ 

 

図 3-1 

  

補足事項 

・ 図 3-1 では通報用のネットワーク A と監視用のネットワーク B を分離しているが、

分離せずにネットワークを共通化した構成も可能。 

・ 図 3-1 では増設 NIC に接続しているが、Core I/O の LAN ポートに接続することも

可能。 

・ nPartitions（HW パーティション）構成時は、各パーティションに LAN ポートが必

要となる。 
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3.2.2. サーバを監視する場合の接続例（30xxM/30xxH） 

監視サーバはネットワーク A を介して、システムコンソールと被監視サーバの通常の

LAN ポート（増設 NIC）の 2 つのポートと接続します。また、システムコンソールはネッ

トワーク B を介して被監視サーバの iSP と接続します。NX リモート通報は、通報を e-mail

または https で行います。このため、Manager ソフトを導入した監視サーバからアクセス

可能で、保守センター宛にメール発信できるメールサーバまたは https 通信環境を事前に

お客様に用意していただく必要があります。下記の例（図 3-2）では、通報用のネットワー

ク A を介して監視サーバとメールサーバまたはプロキシサーバが接続されています。 

 

 

 

Agentソフト 

 

iSP 

 

コンソールソフト 

 

メールサーバ/ 

プロキシサーバ 

(お客様) 

通報メール発信 

監視 

ネットワーク A 

ネットワーク B 

N 

I 

C 

N 

I 

C 

* NIC: Network I/F Card 

N 

I 

C 

被監視サーバ システムコンソール 

 

Managerソフト 

監視サーバ 

N 

I 

C 

監視 

ログ採取 

 

図 3-2 
補足事項 

・ ネットワーク A とネットワーク B は共通化不可。 

・ nPartitions（HW パーティション）構成時は、各パーティションに LAN ポートが必

要となる。 
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3.2.3. サーバを監視する場合の接続例（50xxM/50xxH） 

被監視サーバが 50xxM/50xxH の場合、システムコンソールを必ず監視サーバにします。

ネットワーク A を介して、被監視サーバの通常の LAN ポート（増設 NIC）と接続します。

また、ネットワーク B を介して被監視サーバの iSP と接続します。NX リモート通報では、

通報を e-mail または https で行います。このため、Manager ソフトを導入した監視サーバ

からアクセス可能で、保守センター宛にメール発信できるメールサーバまたは https 通信

環境を事前にお客様に用意していただく必要があります。下記の例（図 3-3）では、通報

用のネットワーク A を介して監視サーバとメールサーバまたはプロキシサーバが接続され

ています。 

 

 

Agentソフト 

 

iSP 

 

コンソールソフト 

Managerソフト 

 

メールサーバ/ 

プロキシサーバ 

(お客様) 
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監視 

ネットワーク A 

ネットワーク B 

N 

I 

C 

N 

I 

C 

* NIC: Network I/F Card 

N 

I 

C 

被監視サーバ システムコンソール兼監視サーバ 

ログ採取 

図 3-3 

 

補足事項 

・ ネットワーク A とネットワーク B は共通化不可。 

・ nPartitions（HW パーティション）構成時は、各パーティションに LAN ポートが必

要となる。 

・ ネットワーク B を他の目的で利用しなければ、被監視サーバの NIC との接続もネッ

トワークを介して行うことが可。図 3-4 を参照。 
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ログ採取 ネットワーク B 

図 3-4 



16 

3.2.4. 接続例（70xxM/70xxH/80xxM/80xxH） 

被監視サーバが 70xxM/70xxH/80xxM/80xxH の場合、システムコンソールを監視サーバ

にすることもできます。ネットワーク A を介して、被監視サーバの通常の LAN ポート（増

設 NIC）と接続します。また、ネットワーク B を介して被監視サーバの BMC と接続しま

す。NX リモート通報では、通報を e-mail または https で行います。このため、Manager

ソフトを導入した監視サーバからアクセス可能で、保守センター宛にメール発信できる

メールサーバまたは https 通信環境を事前にお客様に用意していただく必要があります。

下記の例（図 3-5）では、通報用のネットワーク A を介して監視サーバとメールサーバま

たはプロキシサーバが接続されています。 
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図 3-5 

 

補足事項 

・ ネットワーク A とネットワーク B は共通化不可。 

・ nPartitions（HW パーティション）構成時は、各パーティションに LAN ポートが必

要となる。 

・ ネットワーク B を他の目的で利用しなければ、被監視サーバの NIC との接続もネッ

トワークを介して行うことが可。図 3-6 を参照。 
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図 3-6 
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3.3. 設定項目の確認 

Manager ソフトをインストールした後、監視サーバ上で各種設定が必要となります。予

め必要となる設定項目を最終ページの「インストール設定表」に記入して準備しておくこ

とを推奨します。以下にインストール設定表の各項目について説明します。 

 

3.3.1. 監視サーバ 

NX リモート通報の監視サーバを 2 台１組で運用する場合、監視サーバのマスターとス

レーブを決定します。インストール設定表にサーバの IP アドレスを記入するときには、マ

スターを 0 番、スレーブを 1 番とします。 

監視サーバが 1 台のみの場合は、0 番に IP アドレスを記入してください。 

 

3.3.2. メールサーバ 

e-mail にて通報を行う場合に利用するメールサーバに関する情報を記入します。 

メールサーバは複数指定できます。最初のメールサーバへの送信が行えなかった場合は、

2 番目以降のメールサーバを順番に使用してメール送信を行います。 

 

記入項目（メールサーバ毎） 

IP アドレス メールサーバの IP アドレス 

From アドレス 通報メールで使用する From アドレス 

※必ず有効なメールアドレスを指定願います。 

認証 SMTP 認証を行う(on)・行わない(off) 

認証ユーザ 認証するアカウント名 

認証パスワード 認証するパスワード 

 

https 通報を選択しユーザ通報無しを選択された場合でも、次の通りメールサーバ設定を

行ってください。 

※上記のメールサーバの設定をされている場合は不要です。 

記入項目（メールサーバ毎） 

IP アドレス マネージャサーバの IP アドレス 

From アドレス root@上記 IP アドレス 

※e-mail 通報には使用しません。 

認証 SMTP 認証を行わない(off) 

 

 

3.3.3. プロキシサーバ（https 通報時） 

https にて通報を行う場合に利用するプロキシサーバに関する情報を記入します。 

 

記入項目 

プロキシサーバ IP アドレス プロキシサーバの IP アドレス 

プロキシサーバポート番号  プロキシサーバのポート番号 

 

https 通報を選択しユーザ通報を利用しない場合もメールサーバの設定が必要となりま

す。メールサーバの設定については 3.3.2 を参照ください 

 

 

3.3.4. 定期通報時刻 

当該サービスは、１日１回監視サーバ内のログを保守センターに通報します。この通報

時刻を記入します。既定値は「３：１０」です。通報の集中を防ぐため、可能な限り既定
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値から変更願います。 

また、被監視サーバからの情報取得が集中するのを防ぐため、マスター・スレーブ構成

の場合は、マスター・スレーブ間で定期通報の実行時刻を 1 分以上ずらすことを推奨しま

す。 

 

 

3.3.5. 被監視サーバ 

被監視サーバの情報を記入します。 

 

記入項目（サーバ毎） 

システム管理コード 装置のシステム管理コード 

シリアル No. 装置号機（装置記載のシリアル番号） 

構成指示書番号 構成指示書番号 

Node No. パーティション作成時のノード番号 

パーティション未対応のマシンでは’0’固定。 

OS Version OS バージョン指定 

HP-UX の例：11iv3 

マシン名 装置のホスト名など、装置を識別するための文

字列（ホスト名入力必須） 

機種 rp3410 や 3010L-2 などの型式名 

システム IP アドレス OS が使用する LAN ポートの IP アドレス 

GSP/MP IP アドレス GSP/MP の IP アドレス 

iSP IP アドレス iSP の IP アドレス 

iSP/MP Login iSP/MP/GSP のログイン名 

iSP/MP Passwd iSP/MP/GSP のログインパスワード 

 

3.3.6. 被監視ブレードエンクロージャー 

エンクロージャーの情報を記入します。 

 

記入項目（筐体毎） 

システム管理コード 筐体のシステム管理コード 

シリアル No. 筐体号機（装置記載のシリアル番号） 

構成指示書番号 構成指示書番号 

ラック番号 エンクロージャーの識別名 

機種 BE600／BE1000 

システム IP アドレス Telnet 接続するＩＰアドレス（OA 設定の IP

アドレス） 

尚、冗長 OA（Onboard Administrator）を搭

載したエンクロージャー を監視する場合は、

エンクロージャーの OA の設定”Enclosure IP 

Mode” を enable にする必要があります。 

設定方法は、4.4.7 章を参照してください。 

Telnet Login Telnet 接続時のログイン名（OA ログイン名） 

Telnet Passwd Telnet 接続時のログインパスワード（OA ログ

インパスワード） 

 

3.3.7. BMC の SNMP Trap 監視（70xxM/70xxH/80xxM/80xxH） 

SNMP Trap にて監視を行なう BMC の情報を記入します。 
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記入項目（筐体毎） 

システム管理コード 筐体のシステム管理コード 

シリアル No. 筐体号機（装置記載のシリアル番号） 

構成指示書番号 構成指示書番号 

筺体名 BMC 装置を識別するための文字列 

機種名 7020M-16/7040M-32/7080H-64 

8020M-32/8040M-64/8080H-128 

SM IP アドレス SNMP Trap を送信する SM のＩＰアドレス 

PM IP アドレス SNMP Trap を送信する PM のＩＰアドレス 

 

 

3.4. ブロードバンドルータによる通報の設定 
メールサーバが用意できない場合、ブロードバンドを用いて保守センターのメールサー

バに直接接続し、メールを送信することも可能です。 

ただし、この場合、ADSL/ISDN 回線をお客さまで準備していただき、ブロードバンド

ルータを接続して運用する形式になります。 

※ADSL/ISDN 契約料・回線工事料・回線使用料・ブロードバンドルータの購入費・現調

費用などは、お客さま負担となります。 

詳細はご担当の保守センター保守員にご相談願います。 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 通報受信側準備完了の確認 

障害通報を受信する保守センター側のサーバに、お客様の機器管理情報を登録しておく

必要が有ります。 

保守センター保守員にお客様機器管理情報（ALIVE(アライブ)設置連絡票）の登録が完了

していることをご確認願います。 

 

－注意事項－ 

ブロードバンドルータを使用する場合、お客様宛に通報ができないため、

障害通報以外のサービスは利用できません。 
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4 インストール 
4.1. インストール前の準備 

4.1.1. インストール媒体 

媒体（CD-ROM）、もしくは、Web サイトからダウンロードした物件を使用します。Web

からダウンロードした物件を使用する場合の注意事項は、10 章を参照してください。 

 

4.1.2. ライセンスコード 

監視対象がサーバの場合、NX リモート通報のライセンスを購入すると、インストール対

象サーバに対応したライセンスコード(codeID)が納入されます。ライセンスは必要な台数分

購入してください。 

 

4.2. Manager ソフトのインストール 

4.2.1. インストール手順 

以下の手順にしたがって、Manager ソフトをインストールしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Administrators の権限をもつアカウントでログインします。 

(2) CD-ROM をドライブに挿入します。 

(3) Windows の［スタート］の［ファイル名を指定して実行］にてインストールプログ

ラムを指定します。インストールプログラムは、以下の場所の setup.exe になりま

す。 

CD-ROM ドライブ：¥NX¥windows¥ 

(4) ［OK］ボタンをクリックすると、本ソフトのインストールが開始され、下記のセッ

トアップウィザードのダイアログボックスが表示されます。インストールを継続す

る場合は[次へ]ボタンをクリックしてください。[キャンセル]ボタンをクリックした

場合は、本ソフトのインストール自体がキャンセルされインストールが中断します。 

－注意事項－ 

他目的で使用したパソコン等を転用する際は、BIOS の設定を初期状態

に戻し、OS ディスクをフォーマット後、OS のインストールを行い、初期

出荷状態に戻してください。 
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(5) インストールフォルダの選択のダイアログボックスが表示されます。インストール

先のフォルダとして、推奨フォルダが表示されます。 

推奨フォルダ：(システムドライブ)¥Program Files¥STS¥ 

インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照]ボタンをクリックし、インス

トール先のフォルダを変更してください。 

※64 ビット版 OS の場合は「(システムドライブ)¥Program Files（x86）¥STS¥」

が推奨フォルダとして表示されます。以下、32 ビット版 OS へのインストールを前

提として説明しますが、64 ビット版 OS へのインストールを行う場合、適宜、読み

替えてください。 

※インストール先フォルダパスの最下位は¥STS¥となるようにしてください。 

次にユーザの選択をしてください。監視サーバの設定（4.3、7.2）、および手動によ

るサービスの登録/削除/開始/停止（5.1）をインストールしたユーザのみ(自分のみ)

可能とする場合は「このユーザのみ」、他のユーザ（Administrators権限が必要）

も可能とする場合は「すべてのユーザ」を選択してください。 

尚、「すべてのユーザ」を選択した場合、Administrators権限のないユーザでも操

作ができてしまいますが設定は有効になりません。 

その後、[次へ]ボタンをクリックしてください。 

[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、本ソフトのインストール自体がキャン

セルされインストールが中断します。 
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(6) インストールの確認のダイアログボックスが表示されますので、[次へ]ボタンをク

リックしてください。 

[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、本ソフトのインストール自体がキャン

セルされインストールが中断します。 
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(7) インストール中、ダイアログボックスが表示されます。インストール終了のダイア

ログが表示されるまでお待ちください。 

[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、本ソフトのインストール自体がキャン

セルされインストールが中断します。 
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(8) インストールが終了すると、以下のダイアログボックスが表示されます。[閉じる]

ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

  

 

(9) これでインストールは完了です。 

もし、Windows の再起動のダイアログボックスが表示された場合は、Windows を再

起動してください。 

※インストールマシンの OS が Windows Server2008、Windows Server 2008 R2、

Windows Server 2012 R2、Windows Vista の場合には、手順(10)を実行して User 

Account Control（UAC）の設定を解除してください。 

 

(10) Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、

Windows Vista では、Administrator アカウントであっても、User Account Control

（UAC）が有効のままですと、サービス登録等の操作が行えません。そのため、こ

の設定を解除する必要があります。 

以下に、UAC の設定を解除する手順を示します。 

 

 

a) Windows Vista、Server 2008 の場合 

Administrators 権限を持つアカウントでログインします。コントロールパネル

を開いてクラシック表示にし、ユーザアカウントを選択します。 
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ユーザアカウント制限の有効化または無効化を選択します。 

 

 

このとき、以下のダイアログが表示された場合、続行を選択して次に進みます。 
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「ユーザアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護を役立たせる」の

チェックをはずし、OK ボタンを選択します。 

 

 
 

再起動を求められるので、「今すぐ再起動する」を選択して再起動してください。 
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b) Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2 の場合 

STEP1 と STEP2 の両方を実施します。 

 

STEP1 

Administrators 権限を持つアカウントでログインします。 

コントロールパネルを開いて、「ユーザアカウント」を選択します。 

 
 

 

更に「ユーザアカウント」を選択します。 
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「ユーザーアカウント制御設定の変更」を選択します。 

 
 

「コンピュータに対する変更の通知を受け取るタイミングの選択」で一番下の「以

下の場合でも通知しない」にスライドバーを下げます。 
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このとき、以下のダイアログが表示された場合、「はい」を選択して次に進みます。 

 
 

 

STEP2 

[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[管理ツール]→[ローカル セ

キュリティ ポリシー]のパネルを開きます。 
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ローカルセキュリティポリシー画面で[ローカルポリシー]→[セキュリティオプ

ション]から[ユーザー アカウント制御: 管理者承認モードですべての管理者を実行

する]を選択します。 

 
 

 

ユーザアカウント制御画面で[ローカルセキュリティの設定]タブで[無効]ボタンを

選択し[OK]ボタンを押下します。 
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再起動を求められるので、「今すぐ再起動する」を選択して再起動してください。 
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4.3. 監視サーバの設定 

4.3.1. マネージャ情報の設定方法 

マネージャ情報として設定するのは、監視サーバの IP アドレスです。 

 
(1) ツールの起動方法 

Windows Vista、Server2008、2008 R2 では[スタート]→[プログラム]→[NEC 

Service Terminal Server]→[設定ツール]を選択すると設定ツール画面が表示され

ます。ここで[各種設定]→[マネージャ設定]を選択すると、マネージャ設定画面が

表示されます。 

 

Windows Server 2012 R2 では、次の手順で設定ツール画面を起動します。 

・ キーボードの「Windows ロゴ」キーを押下するか、デスクトップ画面で左下

隅の「Windows ロゴ」をクリックしてスタートメニューを表示します。 

・ スタートメニューにおいて左下隅の下向きの矢印をクリックし、すべてのアプ

リケーションを表示させます。 

・ 一覧から NEC Service Terminal Server の 設定ツールを選択します。 
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(2) 設定画面と設定内容 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

マネージャ 0 必須 マネージャの IP アドレスを設定してください。 

マネージャ１台構成の場合は、監視サーバの自 IP アドレスを設定

してください。 

監視サーバを２重化する場合、本アドレスの監視サーバをマスター

と判断します。 

【デフォルト値】"1.1.1.1" 

【入力条件】 

半角数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

[例] 133.203.40.22 

134.203.4.123 

マネージャ 1 － マネージャの IP アドレスを設定してください。 

監視サーバを２重化する場合、本アドレスの監視サーバをスレーブ

と判断します。 

入力条件はマネージャ 0 と同じです。 

 

ボタン名 機能 

OK 設定内容を登録後、本画面を閉じます。 

キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 
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4.3.2. 監視対象マシン（被監視サーバ）情報の設定方法 

筐体、ノード/パーティション情報は設定ツールを用いて設定します。 

監視サーバが監視できる監視対象マシン（被監視サーバ）の最大数は150台となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[筐体設定]を選択すると、筐体設定画面が表示さ

れます。ノード/パーティション情報の設定ツールは筐体設定画面から起動させる

ことができます。 

 

  

－注意事項１－ 

監視対象毎に筐体情報、ノード/パーティション情報の順番で登録してくださ

い。 

また、マスター・スレーブ通信のために、監視番号(順番)を合わせる必要があ

ります。マスター・スレーブ構成をとっている場合は、必ず同じ順番で監視

対象マシンを登録してください。 

筐体情報を登録後、機種名を変更する際は、ノード/パーティション情報の設

定も再度やり直す必要があります。 

－注意事項２－ 

被監視サーバが 7020M-16／7040M-32／7080H-64／8020M-32／8040M-64

／8080H-128 の場合、本設定に加え「SNMP Trap 監視機器の設定」を行う

ことを推奨します。設定方法は 4.3.7 章を参照してください。 
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(2) 設定画面と設定内容 
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選択した機種名によって、iSP/MP/OA/PM 情報詳細のエリアが変わる場合があります。 
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表示/設定項目 表示/設定内容 

筐体名 必須 新規に筐体（7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/ 

8040M-64/8080H-128 の場合は筺体設定画面でパーティショ

ンの設定をします。以下、筺体→パーティションと読み替えて

ください。）を登録する場合は、筐体名を設定してください。

筐体名は、お客さま任意の装置管理名称を登録してください。 

既に登録されている筐体情報を更新する場合は、既登録の筐体

情報がドロップダウンリストに表示されますので、該当する筐

体を選択してください。筐体を選択することにより、登録内容

が本画面に表示されます。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)、スペースは使用でき

ません。 

登録台数 － 登録済みの筐体台数が表示されます。 

【デフォルト値】"0" 

機種名 必須 ドロップダウンリストに機種名が表示されます。該当する機種

名を選択してください。 

構成指示書番号 

 

任意 構成指示書番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

ユーザシステムコー

ド 

必須 システム管理コードを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 10 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

シリアル番号 任意 装置の銘板に記載されている番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

SP ログディレクトリ

名 

 

機種

によ

り、

入力

必須 

機種が下記の場合、SP から転送されるログの格納場所ディレ

クトリを設定してください。下記以外の機種の場合は、入力不

要です。 

【入力必須の機種】 

NX7700i シリーズの 5080H-64、5040H-32、5020M-16、i9610 

【入力条件】 

半角英数字。","(カンマ)は使用できません。 

ｉ
Ｓ
Ｐ
／
Ｍ
Ｐ
／
Ｏ
Ａ
／
Ｐ
Ｍ
情
報
詳
細 

50xxH/50xxM: 

iSP0/iSP1 

30xxH/30xxM: 

 CSL PC/iSP 

70xxM/70xxH/ 

80xxM/80xxH: 

 PMｘ 

その他: 

MP 

必須 チェックボックスにチェック(レ印)してください。チェック

ボックスにチェックすると、IP アドレス、アカウント名、パス

ワード、ポート番号が設定できるようになります。 

【デフォルト値】チェックなし 

 

IP アドレス 必須 iSP/MP/GSP/CSL PC/PM の IP アドレスを設定してください。

チェックボックスにチェック時、自動でデフォルト値"0.0.0.0"

が設定されます。 

【入力条件】 

半角英数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 
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アカウント名 

 

必須 

（ ※

） 

iSP/MP/GSP/CSL PC/PMに接続する時に使用するアカウント

名を設定してください。(※）MP/GSP時は任意 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

【注意事項】 

7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-

128 の場合は、PM のログインアカウントではなく、

SMASH/CLP コンソールへ接続する時に使用するアカウント

名を設定してください。 

パスワード 

 

必須 

（ ※

） 

iSP/MP/GSP/CSL PC/PM に接続する時に使用するパスワード

を設定してください。(※）MP/GSP 時は任意 

尚、設定したパスワードは暗号化して管理します。  

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

【注意事項】 

7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-

128 の場合は、PM のログインパスワードではなく、

SMASH/CLP コンソールへ接続する時に使用するパスワード

を設定してください。 

ポート番号 必須 iSP/MP/GSP/CSL PC/PM に接続する時に使用するポート番号

を設定してください。チェックボックスにチェック時、自動で

デフォルト値が設定されます。ポート番号を変更する場合は、

他で使用しているポート番号と重複しないよう注意して設定

してください。 

【デフォルト値】 

50xxH/50xxM=”5001”、30xxH/30xxM=”12011”、その他=”23” 

【入力条件】 

半角数字。最大 5 文まで。入力形式は 10 進数入力で‘1’～

‘65535’まで。 

ノ
ー
ド
／
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
情
報 

ノード/パーティ

ション番号 

－ 登録済みのノード/パーティションのノード/パーティション番

号が表示されます。 

OS 名 － 登録済みのノード/パーティションの OS 名が表示されます。 

OS Ver － 登録済みのノード/パーティションの OS バージョンが表示さ

れます。 

IP アドレス － 登録済みのノード/パーティションの IP アドレスが表示されま

す。 

コメント － 登録済みのノード/パーティションのコメントが表示されます。 
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ボタン名 機能 

ノ
ー
ド
／
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
情
報 

追加/更新 ノード/パーティション情報を登録または更新します。押下す

るとノード/パーティション設定画面が表示されます。更新の

場合、ノード/パーティションリストから更新したいノード/

パーティションを選択し、本ボタンを押下してください。ノー

ド/パーティション設定画面が表示されている間、本ボタンは

透かし表示で無効となります。 

削除 ノード/パーティション情報を削除します。ノード/パーティ

ションリストから削除したいノード/パーティションを選択

し、本ボタンを押下してください。 

コピー NCM（NEC Console Manager）をインストール済みの場合、

NCM で設定した筐体情報をコピーします。本機能は

50xxH/50xxM でのみ有効です。 

OK 筐体情報の設定内容が未登録または更新されている場合、登

録または更新を行うか否かの確認画面が表示されます。登録

または更新を指示した場合は、登録または更新後、本画面を

閉じます。登録または更新を指示しない場合は、設定内容を

無効にし、本画面を閉じます。 

追加/更新 筐体名に表示されている筐体の情報を登録または更新しま

す。指示した筐体名が既に存在する場合は当該筐体情報を更

新し、存在しない場合は追加登録します。 

削除 筐体名に表示されている筐体の情報を削除します。 
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表示/設定項目 表示/設定内容 

ウィンドウタイ

トル 

－ 画面名の右横に当該ノード/パーティションの筐体名を表示します。

[ ]内が筐体名になります。 

ノ ー ド / パ ー

ティション番号 

必須 筐体設定画面で表示対象ノード/パーティションを選択(反転)した場

合は、当該ノード/パーティションのノード/パーティション番号が

表示されます。表示対象を選択していない場合は、空欄が表示され

ます。ドロップダウンリストにノード/パーティション番号が表示さ

れますので、ノード/パーティション番号を選択してください。 

HW パーティション非対応のサーバの場合は、‘0’を入力してく

ださい。 

7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128

の場合は、筐体設定画面で設定した PM 番号とパーティション番号

が対となる設定を行なってください。 

OS 名 必須 筐体設定画面で表示対象ノード/パーティションを選択(反転)した場

合は、当該ノード/パーティションの OS 名が表示されます。表示対

象を選択していない場合は、空欄が表示されます。ドロップダウン

リストに OS 名が表示されますので、OS 名を選択してください。 

OS バージョン 任意 筐体設定画面で表示対象ノード/パーティションを選択(反転)した場

合は、当該ノード/パーティションのOSバージョンが表示されます。

表示対象を選択していない場合は、空欄が表示されます。OS バー

ジョン(例： 11iv3)を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

System IP アド

レス 

必須 筐体設定画面で表示対象ノード/パーティションを選択(反転)した場

合は、当該ノード/パーティションの IP アドレスが表示されます。

表示対象を選択していない場合は、空欄が表示されます。OS の IP

アドレスを設定してください。 
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尚、ノード/パーティション番号を入力時、自動で"0.0.0.0"が設定さ

れます。 

【入力条件】 

半角数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

アカウント名 

 

機 種

に よ

り 、

入 力

必須 

機種が下記の場合、PM のログインアカウントを設定してください。

下記以外の機種の場合は、入力不要です。 

【入力必須の機種】 

7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

パスワード 

 

機 種

に よ

り 、

入 力

必須 

機種が下記の場合、PM のログインパスワードを設定してください。

下記以外の機種の場合は、入力不要です。 

【入力必須の機種】 

7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128 

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

nPar no 機 種

に よ

り 、

入 力

必須 

機種が下記の場合、nPar 番号を設定してください。下記以外の機

種の場合は、入力不要です。 

【入力必須の機種】 

7320H-256/8160H-256 

【入力条件】 

半角数字。最大 6 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

Agent ポート番

号 

必須 筐体設定画面で表示対象ノード/パーティションを選択(反転)した場

合は、当該ノード/パーティションの Agent ポート番号が表示され

ます。表示対象を選択していない場合は、空欄が表示されます。ノー

ド/パーティション番号を入力時、自動で"34143"が設定されます。

ポート番号を変更する場合は、他で使用しているポート番号と重複

しないよう注意して設定してください。 

※"34143"以外を設定した場合は、非監視サーバ側の設定も変更す

る必要があります。 

【デフォルト値】"34143" 

【入力条件】 

半角数字。最大 5 文まで。入力形式は 10 進数入力で‘1’～‘65535’

まで。 

コメント 任意 筐体設定画面で表示対象ノード/パーティションを選択(反転)した場

合は、当該ノード/パーティションのコメントが表示されます。表示

対象を選択していない場合は、空欄が表示されます。 

マシン名を識別するホスト名（hostname コマンドで表示される値）

を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 
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ボタン名 機能 

OK 設定内容を登録後、本画面を閉じます。 

キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 

 

 

 7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128のパーティショ

ンの設定例を以下に示します。 
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4.3.3. メールサーバ情報の設定方法 

メールサーバ情報として設定するのは、通報時に使用するメールサーバの IP アドレス、

SMTP 認証の有無です。 

 

メールサーバは複数登録することが可能です。プライオリティの数値が小さい方が優先

度"高"となります。プライオリティの数値が小さい(優先度"高")メールサーバに対し通報を

行い、通報できなかった場合は、次のプライオリティのメールサーバに対し通報を行い、

通報が成功するまで、または、登録されている全メールサーバに対して通報するまで、順

次通報を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[メールサーバ設定]を選択すると、メールサーバ

設定画面が表示されます。 

 

(2) 設定画面と設定内容 

 
 

 

 

 

 

 

－注意事項－ 

登録済みのメールサーバのプライオリティを変更する場合は、既登録のメー

ルサーバを削除してから新たに登録してください。削除せずにプライオリ

ティを変更した場合、同一のメールサーバが複数登録されてしまいます。 
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表示/設定項目 表示/設定内容 

メ
ー
ル
サ
ー
バ
リ
ス
ト 

プライオリ

ティ 

－ メールサーバの プライオリティが表示されます。 

【デフォルト値】"1" 

サーバアド

レス 

－ メールサーバの IP アドレスが表示されます。 

【デフォルト値】"1.1.1.1" 

コメント － メールサーバに関するコメントが設定されている場合、その設定

内容が表示されます。 

SMTP認証 － メールサーバの SMTP 認証を行うか否かが表示されます。 

"on"表示： SMTP 認証を行う 

"off"表示： SMTP 認証は行わない(デフォルト値) 

【デフォルト値】off 

設

定 

プライオリ

ティ 

必須 メールサーバのプライオリティを設定してください。 

【入力条件】 

半角数字。入力形式は 10 進数入力で‘1’～‘99’まで。 

数値 1 が最も優先度"高"とし、数値が大きくなるにつれ優先度が低

くなる。 

SMTPサー

バアドレス 

必須 メールサーバの IP アドレスを設定してください。 

【入力条件】 

半角数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

ポート番号 必須 メール発信に使用するポート番号を設定してください。[プライオ

リティ]を入力時、自動でデフォルト値"25"が設定されます。ポー

ト番号を変更する場合は、他で使用しているポート番号と重複し

ないよう注意して設定してください。 

【デフォルト値】"25"（SMTP のデフォルト値） 

【入力条件】 

半角数字。最大 5 文字まで。入力形式は 10 進数入力で‘1’～

‘65535’まで。 

コメント 任意 メールサーバ名等、マシンを識別するための文字列を設定してく

ださい。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 文字まで。 

発信元メー

ルアドレス 

必須 メールサーバから発信するメールの発信元(From)のメールアドレ

スを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 40 文字まで。 

SMTP認証 必須 メールサーバの SMTP 認証を行う場合は、チェックボックスに

チェック(レ印)してください。 SMTP 認証を行わない場合は、

チェックボックスはチェック(レ印)しないでください。 

【デフォルト値】チェックなしの状態 

ID SMTP

認 証

の 設

定 内

容 に

よる 

[SMTP 認証]がチェックされている場合、本項目は入力可能になり

ます。認証に用いるアカウント名を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 40 文字まで。 

パスワード [SMTP 認証]がチェックされている場合、本項目は入力可能になり

ます。認証に用いるパスワードを設定してください。 

尚、設定したパスワードは暗号化して管理します。  

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 文字まで。 
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ボタン名 機能 

メ
ー
ル
サ
ー
バ
リ
ス
ト
設
定 

追加/更新 設定内容を追加/更新します。追加の場合は、[設定]欄に情報を設定

してから本ボタンを押下してください。更新の場合は、対象メール

サーバを選択(反転)させて、登録内容を[設定]欄に表示させ、情報を

更新してから本ボタンを押下してください。 

追加/更新対象のメールサーバ情報は[メールサーバリスト]欄に追加

/更新され、[設定]欄にも表示されたままです。追加/更新が完了する

と完了画面が表示されます。 

削除 設定内容を削除します。対象メールサーバを選択(反転)させて、登

録内容を[設定]欄に表示させてから本ボタンを押下してください。 

削除対象のメールサーバ情報は[メールサーバリスト]欄から削除さ

れますが、[設定]欄には表示されたままです。削除が完了すると完

了画面が表示されます。 

終了 本画面を閉じます。 

 

 

 

 

 

  

－注意事項－ 

メールサーバの設定を誤ると、メール送信時に 10 回再送（約 20 分）が行われます。 

この間に、設定を修正しても、再送が完了するまで設定が反映されません。 
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4.3.4. https 通信情報の設定方法 

通報には、保守センター宛の通報とお客さま宛ての通報があります。このうち保守セン

ター宛の通報は、https による通報と e-mail による通報のどちらかを選択できます。保守

センター宛の通報は、採取したログを添付しますが、ログのサイズが大きくなる場合があ

りますのでファイルサイズの制限のない https による通報を推奨します。https にて通報を

行う場合は、次の設定を行なってください。https 通報を選択しユーザ通報を利用しない場

合もメールサーバの設定が必要となります。メールサーバの設定については 3.3.2 を参照く

ださい 

設定項目は、https を使用して通報するかどうか、https を使用して通報する場合にプロ

キシサーバを使用するかどうか、プロキシサーバを使用する場合はその IP アドレスとポー

ト番号です。 

 

(1)ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[https 通信設定]を選択すると、https 通信設定画

面が表示されます。 

 

(2)設定画面と設定内容 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

https 必須 https 通信を用いた通報を使用するかどうかを設定してください。

使用しない場合は、以降の設定は不要(設定できません)です。 

使用しない場合は、保守センター宛の通報は e-mail にて通報され

ます。 

プロキシサーバ － プロキシサーバの使用有無を設定します。使用しない場合は、以降

の設定は不要(設定できません)です。 

プロキシサーバ

アドレス 

－ プロキシサーバの IP アドレスを設定します。プロキシサーバを「使

用する」に設定し、本設定を行なわなかった場合は、「0.0.0.0」が

設定されます。 

プロキシサーバ

ポート番号 

－ プロキシサーバのポート番号を設定します。プロキシサーバを「使

用する」に設定し、本設定を行なわなかった場合は、「8080」が設

定されます。 

 

ボタン名 機能 

OK 設定内容を登録後、本画面を閉じます。 
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キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 

開局通報 「https」が「使用する」に設定されている状態で、設定画面を表示

したときのみ有効となります。 

「保守センター宛」に、開局通報を行います。 

必ず１回以上の開局通報を行なってください。 

 

4.3.5. cron 定期実行時刻情報の設定方法 

cron 定期実行時刻情報として設定するのは、毎日行う定期処理の処理開始時刻です。 

 

定期処理は本画面で設定した時刻を元に、Manager ソフト起動時にタスク(Windows の

[コントロールパネル]→[タスク])に登録され、スケジュールされます。通報の集中を防ぐた

め、可能な限り既定値から変更願います。 

 

(1) ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[cron 定期実行時刻設定]を選択すると、cron 起動

時刻設定画面が表示されます。 

 

(2) 設定画面と設定内容 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

現在の設定 － 現在の設定時刻(HH:MM)が表示されます。 

【デフォルト値】"3:10"  

入

力 

時間 必須 ドロップダウンリストに時刻"時(HH)"が表示されます。該当する時

刻を選択してください。 

【デフォルト値】】"3" 

分(10 の位) 必須 ドロップダウンリストに時刻"分(MM)"の 10 の位が表示されます。

該当する時刻を選択してください。 

【デフォルト値】"1" 

分(1 の位) 必須 ドロップダウンリストに時刻"分(MM)"の 1 の位が表示されます。該

当する時刻を選択してください。 

【デフォルト値】"0" 

 

ボタン名 機能 

入

力 

セット 設定内容を登録します。 

終了 本画面を閉じます。 
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4.3.6. アラーム通報先の設定 

リソース監視や死活監視のアラーム通報、ライセンス有効期限残存日数通知等の通報先

メールアドレスを設定します。監視しているサーバのダウンや障害の検出機能の異常をお

客様の管理者に通報したり、ライセンスの期限切れを防ぐために、メールアドレスを設定

することを強く推奨します。設定方法は 7.2.1 章⑤を参照してください。ユーザ定義辞書

の定義済みメッセージであるメッセージ番号 100001～100050 のメッセージが対象となり

ます。 

 

4.3.7. SNMP Trap 監視機器の設定 

SNMP Trap 監視機器の設定では、以下の機器が扱えます。 

 ブレードエンクロージャー(BE600/BE1000) 

 7320H-256/8160H-256 

 BMC(7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128) 

 

監視サーバが監視できる SNMP Trap 監視機器の最大数は 50 台となります。 

 

SNMP Trap 監視対象の設定を行います。 

ブレードエンクロージャーを除く SNMP Trap 監視対象機器については、監視対象側に

おいても Manager に対して Trap を送信する設定が必要となります。 

Master/Slave 構成で監視を行なう場合は、Master および Slave に対して、監視対象機

器から Trap を送信する設定にしてください。 

(詳しくは各装置のオペレーションマニュアルを参照してください。) 

 

尚、冗長 OA（Onboard Administrator）を搭載したエンクロージャーを監視する場合

は、エンクロージャーの OA の設定”Enclosure IP Mode” を enable にする必要があ

ります。設定方法は、4.4.7 章を参照してください。 

 

(1) ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[SNMP Trap 監視機器設定]を選択すると、

SNMP 設定画面が表示されます。 
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(2) ブレードエンクロージャーの設定画面と設定内容 

  
 

 

OA 設定は 4.4.7 章を参照ください。  
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表示/設定項目 表示/設定内容 

ラック番号 必須 新規にブレードエンクロージャーを登録する場合は、筐体の

ラック番号を設定してください。ラック番号は、お客さま任意

のラック管理名称を登録してください。 

既に登録されている筐体情報を更新する場合は、既登録のラッ

ク番号がドロップダウンリストに表示されますので、該当する

ラック番号を選択してください。ラック番号を選択することに

より、登録内容が本画面に表示されます。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)、スペースは使用でき

ません。 

登録台数 － 登録済みの筐体台数が表示されます。 

【デフォルト値】"0" 

機種名 必須 ドロップダウンリストに機種名が表示されます。該当する機種

名を選択してください。 

構成指示書番号 

 

任意 構成指示書番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

ユーザシステムコー

ド 

必須 システム管理コードを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 10 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

シリアル番号 任意 装置の銘板に記載されている番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

IP アドレス 必須 IP アドレスを設定してください。（OA 設定 IP アドレス） 

【入力条件】 

半角英数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

Telnet アカウント名 

 

必須 

 

ブレードエンクロージャーの Telnet アカウント名を設定して

ください。（OA へのログインアカウント名） 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

Telnet パスワード 

 

必須 

 

ブレードエンクロージャーの Telnet パスワードを設定してく

ださい。（OA へのログインパスワード） 

尚、設定したパスワードは暗号化して管理します。  

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

 

ボタン名 機能 

OK 筐体情報の設定内容が未登録または更新されている場合、登

録または更新を行うか否かの確認画面が表示されます。登録

または更新を指示した場合は、登録または更新後、本画面を

閉じます。登録または更新を指示しない場合は、設定内容を

無効にし、本画面を閉じます。 

追加/更新 ラック番号に表示されている筐体の情報を登録します。また、

SNMP 障害通報受信のために自ホストの IP アドレスを OA

に登録します。指示したラック番号が既に存在する場合は当

該筐体情報を更新し、存在しない場合は追加登録します。 

削除 ラック番号に表示されている筐体の情報を削除します。 
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各項目を入力後、「追加/更新」ボタンを押下するとブレードエンクロージャーに接

続して、自ホストの IP アドレスを登録します。登録が完了（ボタン押下時から 30

秒程度）すると以下のメッセージが表示されます。 

 

 
 

以下のメッセージが表示された場合、入力内容（IP アドレス、Telnet アカウント、

Telnet パスワード）およびブレードエンクロージャーの SNMP 設定の確認を行っ

てください。 

注）設定情報が正しくてもブレードエンクロージャー依存の登録可能数の上限に 

登録台数が達した場合も、同様のメッセージが表示されます。 

 

 
 

「OK」ボタン押下時はブレードエンクロージャーには接続せず、設定内容を登録

して画面を終了します。 
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(3) 7320H-256/8160H-256 の設定画面と設定内容 

 
 

 

 

表示/設定項目 表示/設定内容 

ラック番号 必須 新規に 7320H-256, 8160H-256 を登録する場合は、筐体の登録

名を設定してください。登録名は、お客さま任意の管理名称を

登録してください。 

既に登録されている筐体情報を更新する場合は、既登録の登録

名がドロップダウンリストに表示されますので、該当する登録

名を選択してください。ラック番号を選択することにより、登

録内容が本画面に表示されます。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)、スペースは使用でき

ません。 

登録台数 － 登録済みの筐体台数が表示されます。 

【デフォルト値】"0" 

機種名 必須 ドロップダウンリストに機種名が表示されます。該当する機種

名を選択してください。 

構成指示書番号 任意 構成指示書番号を設定してください。 
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 【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

ユーザシステムコー

ド 

必須 システム管理コードを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 10 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

シリアル番号 任意 装置の銘板に記載されている番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

IP アドレス 必須 IP アドレスを設定してください。（OA 設定 IP アドレス） 

【入力条件】 

半角英数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

Telnet アカウント名 

 

必須 7320H-256, 8160H-256 の Telnet アカウント名を設定してく

ださい。（OA へのログインアカウント名） 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

Telnet パスワード 

 

必須 7320H-256, 8160H-256 の Telnet パスワードを設定してくだ

さい。（OA へのログインパスワード） 

尚、設定したパスワードは暗号化して管理します。  

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

6120XG Switch1 パ

スワード 

必須 7320H-256, 8160H-256 の 6120XG Switch1 のパスワードを設

定してください。 

尚、設定したパスワードは暗号化して管理します。  

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

6120XG Switch2 パ

スワード 

搭 載

さ れ

て い

る 場

合 は

必須 

7320H-256, 8160H-256 の 6120XG Switch2 のパスワードを設

定してください。尚、設定したパスワードは暗号化して管理し

ます。  

【入力条件】 

半角英数字。最大 16 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

 

ボタン名 機能 

OK 筐体情報の設定内容が未登録または更新されている場合、登

録または更新を行うか否かの確認画面が表示されます。登録

または更新を指示した場合は、登録または更新後、本画面を

閉じます。登録または更新を指示しない場合は、設定内容を

無効にし、本画面を閉じます。 

追加/更新 ラック名に表示されている筐体の情報を登録します。SNMP

障害通報受信のために自ホストの IP アドレスを OA に登録

します。指示したラック名が既に存在する場合は当該筐体情

報を更新し、存在しない場合は追加登録します。 

削除 ラック名に表示されている筐体の情報を削除します。 
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(4) BMC(7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128)の設定

画面と設定内容 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

筺体名 必須 新規に 7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/ 

8080H-128 を登録する場合は、筐体名を設定してください。 

既に登録されている筐体情報を更新する場合は、既登録の筺体

名がドロップダウンリストに表示されますので、該当する筺体

名を選択してください。筺体名を選択することにより、登録内

容が本画面に表示されます。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)、スペースは使用でき

ません。 

登録台数 － 登録済みの筐体台数が表示されます。 

【デフォルト値】"0" 

機種名 必須 ドロップダウンリストに機種名が表示されます。該当する機種

名を選択してください。機種名により IP アドレス入力可能エ

リアが設定されます。 

構成指示書番号 

 

任意 構成指示書番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 
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ユーザシステムコー

ド 

必須 システム管理コードを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 10 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

シリアル番号 任意 装置の銘板に記載されている番号を設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 20 桁まで。","(カンマ)は使用できません。 

IP アドレス(SM) 必須 SM の IP アドレスを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

IP アドレス 

(PM0-PM7) 

必須 装置構成にあわせ、チェックボックスを ON し、PM の IP ア

ドレスを設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。入力形式は 10 進数入力で‘0’～‘255’まで。 

 

ボタン名 機能 

OK 筐体情報の設定内容が未登録または更新されている場合、登

録または更新を行うか否かの確認画面が表示されます。登録

または更新を指示した場合は、登録または更新後、本画面を

閉じます。登録または更新を指示しない場合は、設定内容を

無効にし、本画面を閉じます。 

追加/更新 筺体名に表示されている筐体の情報を登録します。指示した

筺体名が既に存在する場合は当該筐体情報を更新し、存在し

ない場合は追加登録します。 

削除 筺体名に表示されている筐体の情報を削除します。 

 

また「NX7700i/7020M-16、7040M-32、7080H-64 メンテナンスマニュアル」の「5.2 

Out-of-bound 通報の設定」に従い通報先の設定を行ってください。 

NX7700i/8020M-32、8040M-64、8080H-128 も同様の設定を行ってください。 
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4.3.8. ウィルス対策ソフト(VirusScan 等)とファイアウォールの設定 

(1) メール送信プログラムの設定 （VirusScan Enterprise 8.5.0i の場合） 

当該サービスでは、通報をメールで行ないます。通報メールがブロックされないよう

ウィルス対策ソフトの設定でメール送信プログラムを除外登録する必要があります。 

また、ウィルス対策ソフトをバージョンアップした際は、再登録が必要となる場合があ

ります。 

ここでは、ウィルス対策ソフトとして VirusScan を例に示します。 

なお、以下の画面は Windows Server2008 で操作したときの画面になります。 

 

VirusScan のコンソールを開き、アクセス保護を選択します。 
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アクセス保護タブで、カテゴリは「ウィルス対策標準保護」、ルールは「大量メール配

信型ワームメールを送信させない」を選択し、[編集]を選択します。 

 

 
 

以下の画面で、除外するプロセスにメール送信プログラムの smtp.exe をカンマで区

切って追加した後、OK を押してください。 
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 (2) Windows ファイアウォールの設定 

当該サービスでは、プロセス間の通信にポート番号 34145 と 34146 を使用しています。

このため、Windows のファイアウォールの例外にマネージャプログラム sts.exe を登

録して、通信を許可します。また、SNMP Trap 機器の監視を行なう場合、SNMP Trap

を受信するために、snmptrap.exe を登録します。 

以下に Windows ファイアウォールの例外でプログラムを追加する手順を示します。 

 

a) Windows Vista、Server 2008 の場合 

[コントロールパネル]→[Windows ファイアウォール]のパネルを開きます。 

設定の変更を選択します。 
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[全般]タブを選択します。 

“有効”が選択されている場合： ”例外を許可しない”のチェックを外してください。 
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・sts.exe の追加 

[例外]タブを選択し、マネージャプログラム(sts.exe)を追加します。 

最初に、[プログラムの追加]を押し、プログラムの追加画面を出します。 
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次に参照ボタンを押下します。 

 

 
 

[参照]画面で、当該サービスをインストールしたパス（規定値の場合：C:¥Program 

Files¥STS¥）の sts フォルダを選択し、マネージャプログラム sts.exe を[開く]で選択

してください。 
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sts.exe を追加した後、[OK]を押すと、下のようになります。sts がチェックされているこ

とを確認して、[OK]を押して、終了してください。 

※SNMP Trap 機器の監視を行なう場合は、[OK]を押す前に次のページ以降の設定を行なっ

てください。 

 

 
  



65 

・snmptrap.exe の例外登録 

[例外]タブを選択し、SNMP Trap 受信プログラム(snmptrap.exe)を追加します。 

最初に、[プログラムの追加]を押し、プログラムの追加画面を出します。 
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次に参照ボタンを押下します。 

 

 
 

[ 参照 ] 画面で、当該サービスをインストールしたパス（規定値の場合：

C:¥Windows¥System32¥）を選択し、snmptrap.exe を[開く]で選択してください。 
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snmptrap.exe を追加した後、[OK]を押すと、下のようになります。snmptrap がチェック

されていることを確認して、[OK]を押して、終了してください。 
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b) Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2 の場合 

[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[Windows ファイアウォール]のパ

ネルを開きます。 

[Windows ファイアウォールの有効化または無効化]を選択します。 
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各種類のネットワーク設定で[Windows ファイアウォールを有効にする]が選択されて

いる場合、[許可されたアプリの一覧にあるアプリも含め、すべての着信接続をブロッ

クする]のチェックを外してください。 

設定を変更した後、[OK]ボタンを押してください。 
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・マネージャプログラム（sts.exe）の追加 

[Windows ファイアウォール]のパネルから[詳細設定]を選択します。 
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[セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール]の画面から左側ツリーの[受信

の規則]を選択します。 
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右側メニューから[新しい規則]を選択します。 
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[新規の受信の規則ウィザード]の[規則の種類]では、[プログラム]を選択します。 

選択した後、[次へ]ボタンを押してください。 
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[プログラム]では、マネージャプログラム（sts.exe）を追加します。 

最初に、[このプログラムのパス]を選択後、[参照]ボタンを押し、[開く]画面を出します。 
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[開く]画面では、当該サービスをインストールしたパス（規定値の場合：C:¥Program 

Files¥STS¥）の sts フォルダを選択し、マネージャプログラム（sts.exe）を選択後、

[開く]ボタンを押してください。 
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マネージャプログラム（sts.exe）を追加した後、[このプログラムのパス]に sts.exe のパス

が設定されます。 

sts.exe へのパスが正しく設定されていることを確認した後、[次へ]ボタンを押してくださ

い。 
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[操作]では、[接続を許可する]を選択します。 

選択した後、[次へ]ボタンを押してください。 

 

 
 

  



78 

[プロファイル]では、[ドメイン]、[プライベート]、[パブリック]の 3 つ全てをチェックしま

す。 

チェックした後、[次へ]ボタンを押してください。 
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[名前]では、[名前]の入力欄に『sts アプリケーション』（”sts”＋半角空白＋”アプリケーショ

ン”）と入力します。 

入力した後、[完了]ボタンを押してください。 
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[新規の受信の規則ウィザード]の[完了]ボタンを押すと、下図の様に[セキュリティが強化さ

れた Windows ファイアウォール]の画面の中央リストに『sts アプリケーション』が追加さ

れます。 

※SNMP Trap 機器の監視を行なう場合は、次ページ以降の設定も行なってください。 
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・SNMP Trap 受信プログラム（snmptrap.exe）の追加 

[Windows ファイアウォール]のパネルから[詳細設定]を選択します。 
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[セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール]の画面から左側ツリーの[受信

の規則]を選択します。 
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右側メニューから[新しい規則]を選択します。 
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[新規の受信の規則ウィザード]の[規則の種類]では、[プログラム]を選択します。 

選択した後、[次へ]ボタンを押してください。 
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[プログラム]では、SNMP Trap 受信プログラム（snmptrap.exe）を追加します。 

最初に、[このプログラムのパス]を選択後、[参照]ボタンを押し、[開く]画面を出します。 
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[ 開く ] 画面では、 Windows のシステムディレクトリ（規定値の場合：

C:¥Windows¥System32¥）の SNMP Trap 受信プログラム（snmptrap.exe）を選択

後、[開く]ボタンを押してください。 
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SNMP Trap 受信プログラム（snmptrap.exe）を追加した後、[このプログラムのパス]に

snmptrap.exe のパスが設定されます。 

snmptrap.exe へのパスが正しく設定されていることを確認した後、[次へ]ボタンを押して

ください。 
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[操作]では、[接続を許可する]を選択します。 

選択した後、[次へ]ボタンを押してください。 
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[プロファイル]では、[ドメイン]、[プライベート]、[パブリック]の 3 つ全てをチェックしま

す。 

チェックした後、[次へ]ボタンを押してください。 
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[名前]では、[名前]の入力欄に『SNMP トラップ』（”SNMP”＋半角空白＋”トラップ”）と

入力します。 

入力した後、[完了]ボタンを押してください。 
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[新規の受信の規則ウィザード]の[完了]ボタンを押すと、下図の様に[セキュリティが強化さ

れた Windows ファイアウォール]の画面の中央リストに『SNMP トラップ』が追加されま

す。 
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4.3.9. WebSAM との連携方法 

WebSAM MCOperations および WebSAM System Navigator との連携方法は、

「WebSAM MCOperations WebSAM System Navigator NX リモート通報 連携機能

ガイド」を参照してください。 

 

 

4.3.10. ESMPRO ServerManager と共存する場合の注意点 

ESMPRO ServerManager と共存する場合は、ESMPRO ServerManager のアラート

ビューアの「SNMP トラップ受信設定」において、SNMP トラップ受信方式が「SNMP

トラップサービスを使用する」を選択してください。「独自方法を使用する」を選択されて

いると NX リモート通報で SNMP Trap の受信ができません。 

また、ESMPRO ServerManager 以外にも、Windows 標準の SNMP Trap サービスでは

なく、独自の方法で SNMP Trap を受信するソフトウェアが共存する場合は、NX リモート

通報で SNMP Trap の受信ができません。 

 

 

4.3.11. 電源管理の設定（Windows VISTA） 

システムスタンバイ状態になってしまうと、その間の監視は行なわれません。このため、

Manager に Windows VISTA を用いる場合は、以下の設定が必要になります。 

[コントロールパネル]→[電源オプション]から、「電源オプションのプロパティ」を開く。 

「システムスタンバイ」の設定を「なし」にする。 
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※Manager にノート PC を使用する場合は、筐体 

を閉じたときの動作の設定も変更してください。 

なお、Windows Server2008、Windows Server2008 R2、Windows Server2012 R2 で

は、必要ではありません。 

 

 

4.3.12. 定期通報抑止の設定方法 

マネージャの定期通報には被監視サーバのコンソールログが含まれます。マイナンバーを

扱うサーバを監視する場合は以下の設定で定期通報を停止し、コンソールログが送信され

ないようにしてください。 

sg/sts_parameter.sg の「STSLOG_MAIL_FLAG」の値を 1 から 0 に変更しマネージャ

を再起動してください。 

但し、本設定を行うと保守センターにおける障害解析に影響を与える可能性がありますの

でマイナンバーを扱わない場合は設定を変更しないで下さい。 
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4.4. Agent ソフトのインストールと被監視サーバの設定 

4.4.1. nPartitions 環境へインストールする際の注意事項 

Agent を nPartitions 環境へインストールする場合、監視するパーティションすべての

OS にインストールする必要があります。 

 

 
図 4-1 nPartitions 環境へのインストール対応図 

 

  

nPar1 

nPar1 上 の OS

（HP-UX） 

Agent 

ソフト 

nPar2 

nPar2 上 の OS

（HP-UX） 

Agent 

ソフト 

nPar n 

nPar n 上 の OS

（HP-UX） 

Agent 

ソフト 

NX7700i 

nPar1 

nPar2 

nPar n 
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4.4.2. Agent ソフトのインストール 

 

 

 

媒体（CD-ROM）、もしくは、Web サイトからダウンロードした物件を格納した CD-ROM

を使用します。Web サイトからダウンロードした物件を CD-ROM に格納する方法は、「10 

ダウンロード物件の取り扱い方」の章を参照してください。 

root でマシンにログインし、インストール CD をマウントして、インストールコマンド

を実行します。以下の説明は、CD を/CDROM ディレクトリにマウントした際の例です。

また、Web よりダウンロードしたファイルの場合は、/CDROM をファイル一式置いたディ

レクトリ名に適宜読み替えてください。 

 

# mount -F cdfs -r -o cdcase /dev/dsk/c0t0d0 /CDROM 

 

※ftp 転送時、mount コマンドは実施不要 

 

# /CDROM/hpux/install.sh 

 

注) デバイス名(例: /dev/dsk/c0t0d0)は、マシンにより異なります。 

  事前に ioscan -fnkC disk コマンド等で CD/DVD ドライブのデバイス名を確認 

  願います。 

 

以下のようなプロンプトが表示された場合、パッケージ sts.dep を install.sh が見つけら

れないことを示しています。sts.dep のある場所を絶対パスで設定してください。 

 

 input package (sts.dep) path : /CDROM/hpux/sts.dep 

  注)パッケージ名は小文字で指示してください。 

 

以下のようにメニューが表示されるので、Agent をインストールする場合は 2 を入力し

てください。 

また、途中で SFM か EMS モードの選択メニューが表示されるので、運用状況に合わせ

てどちらかのモードを選択してください。但し SFM がインストールされていない場合、

モード選択メニューを表示せず EMS モードでインストールを行います。 

 

NX remote communicator install program. 

  Copyright (c) 2014 NEC Corporation 

 

1. install Manager 

2. install Agent 

3. install Resource_watch 

Q. QUIT 

 

   * Resource_watch : This program is the Resource watch feature set. 

 

Enter selection:[1] 2             ←メニュー番号を入力 

－注意事項－ 

インストールは root 権限で実施願います。 

root 権限以外のユーザで作業を行った場合、以下のエラーが表示されます。 

ERROR: you have to be root to run this program. 
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【中略：インストールプログラムのメッセージ】 

 

【R3.5 以降の場合、以下のモード選択が表示されます。SFM が必須の機種では必ず１を

選択してください。】 

*** select SFM/EMS mode.             

1. SFM mode 

2. EMS mode 

 

Enter selection:[1] 1             ←メニュー番号を入力 

 

【中略】 

 

[press return to continue] 

 

install.sh は swinstall を呼び出してインストールを実施します。画面には swinstall に

よるインストールの経過が表示されるので、エラーがないこと（“* Selection succeeded.”

および“* Analysis and Execution succeeded.”と表示されること）を確認してください。 

 

正常に終了すると、以下のように表示されます。 

 

 All install programs are successfully completed.  

 

swinstallによって以下のファイルセットが/opt/necstsディレクトリ配下にインストール

されます。 

  STS.STSTD  (Agent プログラム) 

   STS.PATCH_SVC (パッチ診断用プログラム) 

STS.config  (設定ツール) 

STS.perl  (perl コマンドとライブラリ) 

 

 

また、この swinstall により以下の設定を変更し自動的に反映します。 

・inetd の設定変更       [ /etc/inetd.conf, /etc/services ] 

 ・syslog.conf の設定変更 [ /etc/syslog.conf ] 

 

リソース監視機能を使用する場合は、Agent ソフトのインストール後、再度インストール

プログラムを起動し、3 (install Resource_watch) を選択してください。 

 

 

4.4.3. SFM の設定 

 Agent ソフトのインストール中に SFM か EMS モードの選択メニューで１を入力した場

合、SFM モードの設定を開始します。SFM モードの設定は自動で行われます。 

※7010B-8 / 7010B-16 / 7010B-32、7010E-8, 70xxM / 70xxH、7320H-256、8010B-16/ 

8020B-32 / 8040B-64、8010E-16、80xxM/80xxH、8160H-256 は、EMS を選択しないで

下さい。 

 

EMS hardware monitors are disabled & SysFaultMgmt is monitoring devices. 

SFM mode OK. 

[press return to continue] 
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【被監視サーバを夜間停止する運用を行う場合の注意事項】 

 SFMモードでは、夜間に２つのバッチ処理が実行されます。インストール時には各々深夜

１時と深夜１時３０分に実行されるように設定されます。そのため、上記時間に被監視サー

バを停止する運用を行われる場合、以下の手順で、バッチ処理実行時間を変更してくださ

い。（変更は Agentのインストール完了後に行ってください。） 

 

 （１）被監視サーバに root でログインし、以下のコマンドを実行します。 

# cp /var/spool/cron/crontabs/root /opt/necsts/set_cron 

 

 （２）/opt/necsts/set_cronをエディタで開き、以下の行を変更し保存します。 

 (変更例はバッチ実行時間を各々1:00 から 12:00 と 1:30 から 12:30 に変更してい

ます。) 

 

  変更例―変更前 

# Entry for STS_SFM_MONITORING 

* * * * * /opt/necsts/getEvent 

0 1 * * * /opt/necsts/deleteEvent 

30 1 * * * /opt/necsts/sts_daily.sh 

 

  変更例―変更後 

# Entry for STS_SFM_MONITORING 

* * * * * /opt/necsts/getEvent 

0 12 * * * /opt/necsts/deleteEvent 

30 12 * * * /opt/necsts/sts_daily.sh 

 

 （３）以下のコマンドを実行し、実行時間の変更を設定します。 

# crontab /opt/necsts/set_cron 

# rm /opt/necsts/set_cron 

 

 （４）以下のコマンドを実行し、実行時間の変更が反映されていることを確認します。 

# crontab –l 

 

# Entry for STS_SFM_MONITORING 

* * * * * /opt/necsts/getEvent 

0 12 * * * /opt/necsts/deleteEvent 

30 12 * * * /opt/necsts/sts_daily.sh 

 

 

4.4.4. EMS の設定 

Agent ソフトのインストール中に SFM か EMS モードの選択メニューで２を入力した場

合、” [press return to continue]”というメッセージを出して停止します。ここでリターン

キーを押すと、EMS の設定ツールが自動的に起動します。設定ファイルを変更した後、再

び停止するので、リターンキーを押して EMS モニタの設定を継続します。 

 

EMS hardware monitors are enabled & SysFaultMgmt is not monitoring devices. 

EMS mode OK.  

config EMS monitor. 

 

modify /var/stm/config/tools/monitor/default_disk_em.clcfg file...done. 

 [press return to continue] 
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restarting EMS monitor... 

 

【中略：EMS 設定ツールのメッセージ】 

 

Done. 

[press return to continue] 

 

【注意】Agent ソフトを EMS モードでインストールする場合、SFM モードを ON (EMS

モードを OFF) にしないでください。 

 

【注意】EMS モードを選択し、エラーメッセージ「ERROR: sfmconfig error. please check 

/opt/sfm/bin/sfmconfig.」 が表示された場合は、EMS モードではインストールできま

せん。SFM モードでインストールをやり直してください。 

 

4.4.5. ライセンスコードの入力 

SFM または EMS の設定が完了すると、次にライセンスコードの入力を行ないます。リ

ターンキーを押して継続してください。 

ライセンスコードの入力画面が表示されるので、ライセンスコードを入力してください。

コードの入力が終わると確認の表示が行なわれるので、正しい場合は y を入力してくださ

い。入力が終わると、コードのチェックが行なわれます。正しいコードが入力されると、

インストールは終了します。 

 

【注意】ライセンスコードの数字の 0(ゼロ)と英大文字の O（オー)／数字の 1(イチ)と英小

文字の l (エル)の入力間違いにご注意ください。 

 

*** configure codeID. (/opt/necsts/codeID) 

input codeID value for this machine > ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

codeID( ABCDEFGHIJKLMNOPQRS ) is OK? [Y]/n > y 

current  machine ID: 1234567890 

licensed machine ID: 1234567890 

License period: 2010/12/31 

License flag: 0000000000 

codeID is OK. 

 

All install programs are successfully completed. 

 

 

 

4.4.6. マネージャ(監視サーバ)の IP アドレス登録 

インストールが終了したら、次に、マネージャの IP アドレスの登録を行ないます。 

登録を行なうと、登録したマネージャからの接続のみを許可します。登録を行なわない

場合は、任意の IP アドレスからの接続を受け付けます。 

監視に使用する IP アドレスが複数ある場合は、すべてを登録するようにしてください。 

 

以下のプロンプトに対して、[追加]の場合は ‘a’、[修正]の場合は ‘m’、[削除]の場合は ‘d’ 

を入力してください。 

 

# /opt/necsts/config/config.pl --ststd_conf 

*** configure ststd.conf 

Manager server host IP list: 

input command ([a]dd / [m]odify / [d]elete / [q]uit) >  
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[修正]・[削除]の場合は、修正や削除を行う IP アドレスのリストの番号を入力します。 

[追加]・[修正]の場合は、次に新しい IP アドレスを入力します。 

 

command: add IP address. 

    input IP address  > 10.0.0.1 

 

更新後の IP アドレスのリストが表示されるので、さらに追加する場合は、‘a’ を入力し

て操作を繰り返してください。 

’q’ によって設定を終了し、設定ファイル ststd.conf を作成します。 

 

Manager server host IP list: 

  0: 10.0.0.1 

1: 10.0.0.2 

input command ([a]dd / [m]odify / [d]elete / [q]uit) > q 

command: quit. 

writing /opt/necsts/ststd.conf ... OK 

 

上記のメッセージで、ファイルが正常に作成されたことを確認してください。 

 

 

4.4.7. 冗長 OA 搭載エンクロージャー(BE600/BE1000)および

7320H-256/8160H-256 の設定 

冗長 OA（Onboard Administrator）を搭載のエンクロージャー(BE600/BE1000) および

7320H-256/8160H-256を監視する場合は、OA の設定”Enclosure IP Mode” をenable にする

必要があります。 

設定時のOA ログイン後の操作例を、以下に示します。 

 

>enable enclosure_ip_mode 

 Enclosure IP Mode is enabled. 

 

また、7320H-256/8160H-256を監視する場合は、OAのコマンドプロンプトには"OA-1>"、"OA-2>"

のように「OA-」で始まる値を設定するようにして下さい。 

OA にログインした際、"OA>"などになる場合には、SET OA NAME コマンドで上記のように変更

してください。詳細は、「HP Integrity Superdome 2 Onboard Administrator Command Line 

Interface User Guide」を参照してください。 

 

 

4.4.8. ログ採取の設定 

障害通報には syslog やカーネルバッファの内容が含まれます。マイナンバーを扱うサー

バを監視する場合は、設定を変更して、これらのログが送信されないようにしてください。 

但し、本設定を行うと保守センターにおける障害解析に影響を与える可能性があります

のでマイナンバーを扱わない場合は設定を変更しないで下さい。 

 

採取対象のログ 制御フラグ フラグ値 

syslog ARCHIVE_SYSLOG YES： 採取する(デフォルト値) 

NO ： 採取しない 

dmesg の結果 ARCHIVE_DMESG YES： 採取する(デフォルト値) 

NO ： 採取しない 

 

変更手順は以下の通りです。 
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root ユーザに作業してください。 

 

設定ファイル「LogCollector.conf」を作成します。 

※本ファイルはエージェントをインストールしても生成されません。 

# mkdir -p /var/opt/ACTIVE/etc 

# vi /var/opt/ACTIVE/etc /LogCollector.conf 

 

以下の設定を記載します。 

ARCHIVE_SYSLOG=NO 

ARCHIVE_DMESG= NO 

 

 



101 

5 Manager の起動/停止 
5.1. Manager の起動/停止 

Manager の起動及び停止はサービスで行うため、予めサービスを登録しておく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

起動方法には、以下の２通りがありますが、通常運用では、”PC 起動に連動した自動プ

ログラム起動”を推奨します。 

[ＰＣ起動に連動した自動プログラム起動を行う場合(推奨)] 

・ PC 起動に連動してサービスが自動的に開始し、これにより Manager が起動する方法

です。［サービス］の［スタートアップ］の起動方法を［自動］に設定しておく必要が

あります。 

[ユーザが任意の時点でプログラム起動を行う場合] 

・ サービスを手動で開始させることにより、Manager が起動する方法です。［サービス］

の［スタートアップ］の起動方法を［手動］に設定しておく必要があります。 

 

また、停止方法には、以下の２通りがありますが、通常運用では、”PC シャットダウン

に連動した自動プログラム停止”を推奨します。 

[ＰＣシャットダウンに連動した自動プログラム停止を行う場合(推奨)] 

・ PC のシャットダウンに連動してサービスが自動的に停止し、Manager が停止する方

法です。 

[ユーザが任意の時点でプログラム停止を行う場合] 

・ サービスを手動で停止させることにより、Manager を停止させる方法です。 

 

サービスの登録/削除及び手動でManagerの起動/停止(サービスの開始/停止)を行う場合、

Administratorsの権限が必要になります。Administratorsの権限があるユーザでログイン

してから行ってください。尚、Administratorsの権限がないユーザが操作した場合は、権

限なしのエラー画面が表示されます。  

 

 
 

本ソフトは、本ソフトのアンインストール、バージョンアップを実行する目的以外には

終了させないでください。これらの作業を行う場合のみ、"ユーザが任意の時点でプログラ

ム停止を行う場合"にて本ソフトを停止し、作業実施後はすみやかに PC の再立ち上げを実

行し本ソフトを起動してください。また、サービスの登録、削除、開始、停止を行なう際

は、リモートデスクトップは使用せずに監視サーバを直接、操作してください。 

 

本ソフト停止中は障害監視及び通報機能が停止します。停止中に障害が発生した場合、

障害検出できませんので、ご留意ください。 

 

－注意事項－ 

サービスの登録、削除、開始、停止は、監視サーバのコンソールから直接、

実施してください。リモートデスクトップから実施するとサービスの登録、

削除の確認や開始、停止の結果を示すポップアップが出力されない場合があ

ります。 
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以下にサービスの登録、削除、開始、停止の手順を示しますので、手順にしたがって行っ

てください。 
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5.1.1. サービスの登録 

設定ツール画面にて[サービス]から[サービス登録]を選択してください。サービスの登録

処理が動作します。サービスが登録されると以下のダイアログが表示されます。 

 

 
 

登録されたサービスの設定内容は以下の通りです。 

サービス名 NEC Service Terminal Server 

スタートアップの種類 自動 

 

スタートアップの種類は、PC の起動と連動してサービスが自動起動する[自動]を推奨し

ます。（[コントロールパネル]→[管理ツール]→[サービス]でサービス制御ツールが立ち上が

ります。「NEC Service Terminal Server」を選択し、右ボタンでプロパティを選択すると

下図が表示されます） 
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5.1.2. サービスの削除 

設定ツール画面にて[サービス]から[サービス削除]を選択してください。サービスの削除

処理が動作します。サービスの削除処理が動作すると、以下のダイアログが表示されます。

削除を行う場合は、[OK]をクリックしてください。削除を取り消す場合は、[キャンセル]

をクリックしてください。 

 

 
 

サービスが削除されると以下のダイアログが表示されます。 

 

 
 

5.1.3. サービスの開始 

(1) [スタート]→[プログラム]からのサービス開始方法 

設定ツール画面にて[サービス]から[サービス開始]を選択してください。サービスの開

始処理が動作します。サービスが開始すると以下のダイアログが表示されます。 

 

 
 

(2)管理ツールからのサービス開始方法 

［コントロールパネル］→［管理ツール］から［サービス］を選択し起動してくださ

い。サービスの一覧が表示されますので、サービス NEC Service Terminal Server を

選択し開始させてください。開始すると状態欄に[開始]が表示されます。 
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5.1.4. サービスの停止 

(1) [スタート]→[プログラム]からのサービス停止方法 

設定ツール画面にて[サービス]から[サービス停止]を選択してください。サービスの停

止処理が動作します。サービスが停止すると以下のダイアログが表示されます。 

 

 
 

(2)管理ツールからのサービス停止方法 

［コントロールパネル］→［管理ツール］から［サービス］を選択し起動してくださ

い。サービスの一覧が表示されますので、サービス NEC Service Terminal Server を

選択し停止させてください。停止すると状態欄から[開始]の文字が消えます。 

 

5.1.5. サービスの設定内容の確認及び/変更方法 

サービスの設定内容や稼動状態の確認、設定内容の変更を行う場合は、［管理ツール］の

［サービス］で行うことができます。サービスの起動方法（自動/手動）を変更する場合は、

以下の手順で行ってください。 

 

(1)［コントロールパネル］→［管理ツール］から［サービス］を選択し起動してくださ

い。 

(2)サービスの一覧が表示されますので、サービス NEC Service Terminal Server を選択

し、設定内容や稼動状態の確認、設定内容の変更をしてください。 
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6 テスト通報 
6.1. テスト通報 

当該サービスには５種類のテスト通報機能があります。 

① 監視サーバからテストを行う。（Manager テスト通報） 

監視サーバと保守センター（NEC フィールディング）間の導通確認を行います。

Manager から保守センターとユーザ定義辞書に設定されているアラーム通報先にテ

ストメッセージが通報されます。 

② 被監視サーバからテストを行う。（ioscan テスト通報） 

監視サーバと保守センター（NEC フィールディング）間、および監視サーバと被監

視サーバの間のコンソール出力メッセージ監視用 I/F の導通確認を行います。また、

通報に先駆けて、被監視サーバ上で ioscan コマンドが実行され、Manager から保守

センターにテストメッセージおよび ioscan 結果を含むコンソールログが通報されま

す。また、Manager からユーザ定義辞書に設定されているアラーム通報先にはテス

トメッセージのみが通報されます。 

 

【注意】 

ioscan テスト通報にはコンソールログが含まれます。マイナンバーを扱うサーバを

監視する場合は実施しないでください。 

 

③ 被監視サーバからテストを行う。（OS ログテスト通報１） 

監視サーバと保守センターの間の I/F と、監視サーバと被監視サーバの間のコンソー

ルメッセージ監視用 I/F、および OS ログ収集用 I/F の導通確認を行います。Manager

から保守センターのテストメッセージに OS ログが添付されて通報され、アラーム通

報先にはテストメッセージのみが通報されます。 

④ 監視サーバからテストを行う。（OS ログテスト通報２） 

監視サーバと保守センターの間の I/F と、監視サーバと被監視サーバの間のコンソー

ルメッセージ監視用 I/F、および OS ログ収集用 I/F の導通確認を行います。Manager

から保守センターのテストメッセージに OS ログが添付されて通報され、アラーム通

報先にはテストメッセージのみが通報されます。 

⑤ 被監視サーバからテストを行う。（SFM テスト通報） 

監視サーバと保守センターの間の I/F と、監視サーバと被監視サーバの間の SFM イ

ベント監視用 I/F の導通確認を行います。Manager から保守センターに OS ログが

添付されたテストメッセージが通報されます。アラーム通報先には通報されません。 

 

（注1） ユーザ定義辞書の「 test message for sts setup.」のレポートアドレスが

"dummy@com"(デフォルト値)の場合は、アラーム通報先へは通報されません。 

（注2） https を使用する設定の場合は、保守センターへの通報は、https 通信を用いて行

なわれます。 

（注3） マスター・スレーブ構成を取っている場合は、マスターとスレーブそれ

ぞれからテスト通報が行われることをテストします。この場合、次のように実行してくだ

さい。 

＊ マスター側・スレーブ側の両方の Manager ソフトを停止します。 

＊ スレーブ側の Manager ソフトを起動します。マスターが起動していないため、こ

の時、マスターモードとなって起動されます。 

＊ テスト通報を行います。スレーブ側の Manager から、メールが発信されることを

確認してください。 

＊ 通報結果を確認した後、マスター側の Manager を起動します。マスターが起動す

ると、自動的にスレーブ側がスレーブモードに変更されます。 
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6.1.1. Manager テスト通報 

Manager 側のテスト通報はツールを用いて行います。 

テスト通報のメールは保守センターとユーザ定義辞書に設定されているアラーム通報先

に通報されます。 

 

（１） ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[テスト通報]を選択すると、テスト通報画面が表

示されます。 

 

（２） 指示画面と指示内容 

 
 

ボタン名 機能 

実行 Manager 側のテスト通報を行います。 

キャンセル テスト通報を行わず、本画面を閉じます。 

 

（３） 通報結果の確認 

保守センター・担当保守拠点の保守員にテスト通報の有無をご確認下さい（ユーザシ

ステムコードが必要になります）。また、アラート通報先にお客様のメールアドレスを

設定している場合は、お客様への通報メールも確認いただきますようお願いします。 

尚、https 通信を使用する設定の場合、https 通信のテスト通報の結果は、アラート

通報先にメールにて送信されます。 

 

テスト通報を確認できない場合は、（４）および（５）をご確認ください。 

 

メール送信および https 通信できなかった通報データは、 

      C:¥Program File¥STS¥tmp¥failed.mail*.*.* 

にファイル出力され残ります（C:¥Program Files¥STS の部分はインストールした

ディレクトリであり、この限りではありません）。このファイルは、次回にメール送信

および https 通信が正常に行われた場合に再送信された後、削除されます。正常に送

信できない場合は、3 日以上経つと定期実行プロセスにより消去されます。 

 

（４） 保守センターおよびアラート通報先に通報状況の確認 

 保守センターおよびアラート通報先に通報されない場合は、メール送信および https

通信のログの内容を確認してください。メール送信ログは、ID-mail.log というファイ

ル名（ID は監視サーバのリスト番号）で、NX リモート通報をインストールしたディ

レクトリ配下の log ディレクトリ配下に作成されます（通常は C:¥Program 

Files¥STS¥log）。なお、https 通信の場合も同じファイルに出力されます。 

 

･メール送信が成功した場合 

 「result: succeeded in sending email.」と出力されている場合は正常です。 
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・メール送信に失敗した場合 

  「result: failed to send email.」と出力されている場合は異常です。 

※メール送信が異常であった場合の詳細は(５)を参照してください。 

 

・https 通信が成功した場合 

 「https_report_main() End(0)」と出力されている場合は正常です。 

 

・https 通信が失敗した場合 

 「https_report_main() End(1)」と出力されている場合は異常です。 

※https 通信が異常であった場合の詳細は(５)を参照してください。 

 

（５） 保守センターおよびアラート通報先に通報されない原因の確認 

  メール送信および https 通信で異常となった場合は、以下の内容がログに出力されて

いないか確認し、原因を確認してください。 

 

・ メールサーバの設定で SMTP 認証を on にしていない場合、以下のようなエラーを返

します。 

MAIL FROM:nxsts@fielding.nec.co.jp] 

505 Authentication required 

 

・ メールサーバでの認証に失敗した場合、以下のようなエラーを返します。 
AUTH CRAM-MD5 

334 PDMyMzAwMjMzMjcuMTEzNjk2MzQ2NUBtYWlsLmpwLm5lYy5jb20+ 

MDAwMaAxMtEy1jg3NiA3ZTFmYzcxZjZhOWY1NTI1YwRiZjk2NjQyzDcxYjc4

ZQ== 

501 Unauthorized 

 

・ メール認証ユーザ名に対応したメールアドレス以外からの送信を拒否した場合、以

下のようなエラーを返します。 
MAIL FROM:nxsts@fielding.nec.co.jp] 

554 MAIL FROM does not match AUTH user 

 

・ https 通信が End(1)で失敗した場合、以下のようなエラーをログに出力します。 
ERROR : CreateFile failed! 

ERROR : write_read_thread returned 

プロキシサーバの設定に問題がないか確認してください。問題ない場合は、サーバ

側の問題または、一時的な失敗の可能性が高いので、時間を置いて再度実行してく

ださい。 

 

 

6.1.2. ioscan テスト通報 

被監視サーバ上でコマンドを実行することでテスト通報を行うことができます。コマン

ドは 4.4 でインストール済みです。 

# /opt/necsts/test_mail.sh -ioscan 

(ioscan が実行され結果がシステムコンソールに表示されます) 

(テスト通報メッセージがシステムコンソールに表示されます) 

Done. 
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上記コマンドを実行することにより、テスト通報のメールが保守センターとユーザ定義

辞書に設定されているアラーム通報先に通報されます。保守センターへの通報メールには

ioscan の実行結果が含まれる OS コンソールログが添付されますが、アラーム通報先には

テストメッセージのみが通報されます。 

 

テスト通報結果の確認方法は、6.1.1（３）と同じです。 

 

【注意】 

ioscan テスト通報にはコンソールログが含まれます。マイナンバーを扱うサーバを

監視する場合は実施しないでください。 

 

6.1.3. OS ログテスト通報 (1) 

被監視サーバ上でコマンドを実行することでテスト通報を行うことができます。コマン

ドは 4.4 でインストール済みです。 

# /opt/necsts/test_mail.sh -os 

 (テスト通報メッセージがシステムコンソールに表示されます) 

Done. 

上記コマンドを実行することにより、テスト通報のメールが保守センターとユーザ定義

辞書に設定されているアラーム通報先に通報されます。保守センターへの通報メールには

OS ログが添付されますが、アラーム通報先にはテストメッセージのみが通報されます。 

 

テスト通報結果の確認方法は、6.1.1（３）と同じです。 

 

一度ログ収集を行うと、その後 30 分間ログ収集は抑制されます。テスト通報を行う際に

は事前に ps コマンドで LogCollector.sh が起動していない事を確認した上で、ログ収集の

管理ファイル. NEC_LOGCOLLECTOR_LOCK を削除しておいてください。本削除により

30 分抑制がリセットされます。 

ps コマンドで LogCollector.sh が残っている場合は前回のテスト通報が完了していない

ので完了するまで待ってください。 

 

# ps –ef | grep LogCollector.sh 

# rm  /var/tmp/.NEC_LOGCOLLECTOR_LOCK 

 

 

6.1.4. OS ログテスト通報 (2) 

監視サーバから、被監視サーバのエージェントに対してコマンドを発行して、テスト通

報を行なう方法です。PC 上でコマンドプロンプト(cmd.exe)を起動して、以下のようにコ

マンドを実行してください。 

> cd “C:¥Program Files¥STS¥sts” 

> testrep 被監視サーバの IP アドレス 

 (テスト通報メッセージが被監視サーバのシステムコンソールに表示されます) 

   > 

 

上記コマンドを実行することにより、テスト通報のメールが保守センターとユーザ定義

辞書に設定されているアラーム通報先に通報されます。保守センターへの通報メールには

OS ログが添付されますが、アラーム通報先にはテストメッセージのみが通報されます。 

 

 

テスト通報結果の確認方法は、6.1.1（３）と同じです。 
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テスト通報を行う際には事前にエージェントのサーバにログインし ps コマンドで

LogCollector.sh が起動していない事を確認した上で、ログ収集の管理ファイル . 

NEC_LOGCOLLECTOR_LOCK を削除しておいてください。 

 

削除方法は、6.1.3 と同じです。 

 

6.1.5. SFM テスト通報 

被監視サーバ上でコマンドを実行することでテスト通報を行うことができます。コマン

ドは 4.4 でインストール済みです。 

このテストは Agent を SFM モードでインストールした被監視サーバでのみ実行できま

す。また、コマンド実行は root ユーザで行う必要があります。 

# /opt/necsts/test_mail.sh -sfm 

Sending test event for memory monitor. 

Done. 

 

上記コマンドを実行することにより、OS ログが添付されたテスト通報のメールが保守セ

ンターに通報されます。 

 

但し被監視サーバが 7020M-16,7040M-32,7080H-64,8020M-32,8040M-64,8080H-128

の場合は、上記コマンドは使用できません。代わりに下記のコマンドを実行してください。 

#/opt/sfm/bin/nec_provider_test -t -m 

  Sending test event for NEC_Memory_IndicationProviderIA. 

 

これらのテスト通報を行うコマンドを実行した時、下記のエラーメッセージが出力され

ていないことを確認してください。 

下記のエラーメッセージが出力された場合、SFM が正常に動作していることを確認して

ください。 

SysFaultMgmt is not running. 

Please use the command 'cimprovider -ls' to check the state of SFMProviderModule. 

 

テスト通報を行う際には事前に ps コマンドで LogCollector.sh が起動していない事を確

認した上で、ログ収集の管理ファイル. NEC_LOGCOLLECTOR_LOCK を削除しておいて

ください。 

 

削除方法は、6.1.3 と同じです。 

 

テスト通報結果の確認方法は、6.1.1（３）と同じです。 

 

【通報されない場合】"7020M-16/7040M-32/7080H-64/8020M-32/8040M-64/8080H-128"

は、除く。 

 SFM モードで運用されていない 

以下のコマンド実行し、表示されたメッセージを確認してください。 

/opt/sfm/bin/sfmconfig -w –q 

 

以下のいずれかが表示された場合は、SFM モード運用されています。 

EMS hardware monitors are disabled & SysFaultMgmt is monitoring devices. 

または 

EMS hardware monitors are disabled & SysFaultMgmt is the current monitoring mode. 
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 辞書と一致していない 

辞書と一致していない場合、通報されません。Manager のバージョンを確認してくだ

さい。 
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7 アンインストール方法及びメンテナンス 
7.1. アンインストール 

7.1.1. Manager ソフトのアンインストール 

以下の手順にしたがって、監視サーバ用の Manager ソフトをアンインストールしてくだ

さい。なお、以下の画面は Windows Server 2008 で操作したときの画面になります。 

(1) Administrators の権限をもつアカウントでログインします。 

(2) Manager ソフトを停止（5.1.4 を参照）後、サービスを削除（5.1.2 を参照）します。 

Windows の［コントロールパネル］の[プログラムと機能]または［プログラムの追加と削

除］1により、アンインストールするソフトウェア NEC Service Terminal Server RX.X を選

択し、[削除]ボタンをクリックしてください。 

 
 

(3) 以下のダイアログボックスが表示されますので、アンインストールする場合は、[は

い]ボタンをクリックしてください。アンインストールを中断する場合は、[いいえ]

ボタンをクリックしてください。 

 
(4) アンインストールが完了すると、Windows の［コントロールパネル］の[プログラム

と機能]または［プログラムの追加と削除］上から、NEC Service Terminal Server RX.X

の表示がなくなります。 

もし、Windows の再起動のダイアログボックスが表示された場合は、Windows を再

起動してください。 

 

                                                   
1 Windows のバージョンにより名称が異なります。 
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7.1.2. Agent ソフトのアンインストールと被監視サーバの設定変更 

以下の手順にしたがって、被監視サーバ上で Agent ソフトをアンインストールしてくだ

さい。 

 

(1) リソース監視のための cron 指定を解除(リソース監視ありの場合) 

# su necsts 

$ crontab -r 

$ ^D ←Ctrl-D で su から抜ける。 

 

以降は、root で実施してください。 

 

(2) SFM 監視のための cron 設定を解除(インストール時に SFM モードを選択した場合) 

# cp /var/spool/cron/crontabs/root /opt/necsts/set_cron 

 

    /opt/necsts/set_cron から以下の行を削除 

# Entry for STS_SFM_MONITORING 

* * * * * /opt/necsts/getEvent 

0 1 * * * /opt/necsts/deleteEvent 

30 1 * * * /opt/necsts/sts_daily.sh 

 

 # crontab /opt/necsts/set_cron 

 # rm /opt/necsts/set_cron 

 

 

(3) パッケージのアンインストール 

# swremove STS 

 

 

(4) ユーザ necsts の削除 (リソース監視ありの場合) 

# userdel -r necsts 

 

(5) /var/adm/cron/cron.allow から necsts を削除 (リソース監視ありの場合) 

 

(6) /etc/services より以下の行を削除 

 stst 34143/tcp # NX remote communicator agent 

 

(7) /etc/inetd.conf より以下の行を削除 

# NX remote communicator agent  

stst stream tcp nowait root /opt/necsts/ststd ststd 

 

(8) inetd デーモンに SIGHUP シグナルを送って更新した inetd.conf を再読み込み   

# ps -e | grep inetd  

677 ?         4:10 inetd       <=== プロセス番号(677)確認 

# kill -HUP 677                 <=== SIGHUP シグナル送信 

 

(9) /etc/syslog.confより以下の行を削除 

 kern,daemon.warning /dev/console 

 

注意：上記の行を削除するとsyslog.logの内容がコンソールに出力されなくなります。 
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お客様自身で上記の設定を行っていて、コンソールでsyslog.logの監視等を 

行っている場合、削除は不要です。 

 

(10) EMS の設定変更 

(R3.0 以前、または R3.1 以降のインストール時に EMS モードを選択した場合) 

# /etc/opt/resmon/lbin/monconfig   <== 設定メニュー起動 

       ： 

    Enter selection: [s] d         <== デリート 

 

    表示されるリストから、以下の内容のリスト番号(この例では 4)を確認 

 

       4) Send events generated by all monitors 

          with severity >= MAJOR WARNING to TEXTLOG /var/opt/resmon/log/console 

 

    確認した番号を、削除対象として入力(この例では 4) 

    Enter number of monitoring request to delete {(Q)uit,(H)elp} 4 

 

    Yes で削除 

    Are you sure you want to delete this entry? 

    {(Y)es,(N)o,(H)elp} [n] y 

 

 

    Check を行う 

       Enter selection: [s] c 

 

    チェック完了までしばらく時間が掛かります 

    チェックリストが表示される 

 

    終了する 

       Enter selection: [s] q  

# 

 

    コンソールへのシンボリックリンクを削除する 

# rm -f /var/opt/resmon/log/console 
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7.2. メンテナンス 
ここでは、NX リモート通報のメンテナンス機能について説明します。 

 

7.2.1. 通報メッセージ情報（辞書）の編集方法 

通報メッセージ情報として設定するのは、通報許可レベル、追加登録の通報メッセージ

です。共に設定ツールを用いて設定します。その他に既登録済みの通報メッセージの登録

内容の確認や設定内容の変更も本設定ツールで行うことができます。 

 

設定内容は次回 Manager ソフトが起動時に反映されます。尚、設定のタイミングによっ

ては、再起動せずに反映される場合もあります。 

いつ反映されるかを示す画面が表示されますので、確認してください。 

 

[次回 Manager ソフトが起動時に変更内容が反映される場合の表示内容] 

 

 
 

[即時変更内容が反映される場合の表示内容] 

 

 
 

(1) ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[通報メッセージ管理]を選択すると、通報メッ

セージ管理画面が表示されます。 

 

(2) 設定画面と設定内容 

設定ツールが起動すると本画面が表示されます。本画面以外にもいくつかの設定画

面があります。画面毎に項目及びボタンの説明を示しますので、下記を参照してく

ださい。 
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① 通報メッセージ管理 トップ画面－保守センター宛通報メッセージ 

本画面では以下の事項を行うことができます。 

・ 通報許可レベル設定 

・ 定義済みの通報メッセージの設定内容確認 

(通報メッセージ種別及びユーザ宛通報メッセージへの切り替え含む) 

・ 定義済みの通報メッセージに対する通報許可設定 

・ 保守員設定の通報メッセージの追加登録/更新/削除指示 

追加登録できる通報メッセージは最大 128 件です。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

－注意事項－ 

保守センター宛通報メッセージの編集は保守センターとの同期が必要です。

従って、編集操作は保守員のみが行ってください。 
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表示/設定項目 表示/設定内容 

OS Select 任意 現在表示されている定義済みの通報メッセージの種別が表示され

ます。ドロップダウンリストに OS 種別が表示されます。通報メッ

セージに切り替える場合は、表示したい OS 種別を選択してくださ

い。 

尚、SP 検出の通報メッセージは OS 検出の通報メッセージの後に

続けて表示されます。 

【デフォルト値】"HP-UX" 

定
義
済
み
の
通
報
メ
ッ
セ
ー
ジ
リ
ス
ト 

番号 － 通報メッセージのメッセージ番号が表示されます。 

通報許可 必須 通報メッセージの通報許可が表示されます。設定内容を変更する場

合は、変更対象の通報許可に位置づけクリックし、"○"→"×"また

は"×"→"○"に変更してください。  

"○"印：通報対象 "×"印：通報対象外  

通報レベル － 通報メッセージの通報レベルが表示されます。項目の内容は 7.3 項

を参照してください。 

通報要因 － 通報メッセージの通報要因が表示されます。項目の内容は 7.3 項を

参照してください。 

モデル － 通報メッセージの監視対象モデルの略称が表示されます。 

モデルと略称の対応は 7.3 項を参照してください。 

通 報 メ ッ

セージ 

－ 通報時に送られるメッセージが表示されます。 

全登録件数 － 通報メッセージの総登録件数が表示されます。 

保
守
員
設
定
の
通
報
メ
ッ
セ
ー
ジ
リ
ス
ト 

番号 － 新規登録した通報メッセージのメッセージ番号が表示されます。新

規登録した通報メッセージが存在しない場合は表示されません。 

通報許可 必須 新規登録した通報メッセージの通報許可が表示されます。設定内容

を変更する場合は、変更対象の通報許可に位置づけクリックし、"

○"→"×"または"×"→"○"に変更してください。  

"○"印：通報対象 "×"印：通報対象外  

新規登録した通報メッセージが存在しない場合本リストは表示さ

れません。 

通報レベル － 新規登録した通報メッセージの通報レベルが表示されます。 

新規登録した通報メッセージが存在しない場合本リストは表示さ

れません。項目の内容は 7.3 項を参照してください。 

通報要因 － 新規登録した通報メッセージの通報要因が表示されます。 

新規登録した通報メッセージが存在しない場合本リストは表示さ

れません。項目の内容は 7.3 項を参照してください。 

モデル － 新規登録した通報メッセージの監視対象モデルの略称が表示され

ます。モデルと略称の対応は 7.3 項を参照してください。 

新規登録した通報メッセージが存在しない場合本リストは表示さ

れません。 
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 通 報 メ ッ

セージ 

－ 通報時に送られるメッセージが表示されます。 

新規登録した通報メッセージが存在しない場合本リストは表示され

ません。 

全登録件数 － 新規登録した通報メッセージの総登録件数が表示されます。 

通報許可レベル 必須 通報許可レベルで通報を抑止します。現在の設定レベルが表示され

ます。ドロップダウンリストに通報許可レベルが表示されます。他

の通報許可レベルに切り替える場合は、変更後の通報許可レベルを

選択してください。 

通報許可レベルに関する詳細は 7.3 項を参照してください。 

【デフォルト値】"全レベル許可" 

辞 書ファ イル

セット Version 

－ 通報メッセージの辞書ファイルのバージョンが表示されます。 

 

ボタン名 機能 

保守センター宛通報

メッセージ タブ 

タブの上部をクリックすると、保守センター宛通報メッセージが表

示さます。 

ユーザ宛通報メッセー

ジ タブ 

タブの上部をクリックすると、ユーザ宛通報メッセージが表示さま

す。使用できません。 

新規追加 保守員設定の通報メッセージを新規登録するために、詳細設定画面

を表示させます。 

削除 新規登録した保守員設定の通報メッセージを削除します。 

編集 新規登録した保守員設定の通報メッセージの設定内容を更新するた

めに、詳細設定画面を表示させます。 

コピー NCM（NEC Console Manager）がインストール済みの場合、NCM

で設定したメッセージ情報をコピーします。本機能は 50xxH/50xxM

のみで有効です。 

設定保存 設定内容が更新されている場合は更新を行うか否かの確認画面が表

示されます。更新を指示した場合は、更新後、Manager ソフトが稼

動中で即時変更内容が反映できる場合は反映させ、本画面を閉じま

す。Manager ソフトが停止中の場合は次回 Manager ソフトが起動

時に変更内容を反映させます。 

終了 設定内容が更新されている場合は更新を行うか否かの確認画面が表

示されます。更新を指示した場合は、更新後、Manager ソフトが稼

動中で即時変更内容が反映できる場合は反映させ、本画面を閉じま

す。Manager ソフトが停止中の場合は次回 Manager ソフトが起動

時に変更内容を反映させます。 
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② 保守員設定 通報メッセージの詳細設定画面 

本画面では以下の事項を行うことができます。 

・ 保守員設定の通報メッセージの詳細内容設定/更新 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

ウィンドウタイ

トル 

－ 画面名の右横に当該通報メッセージのメッセージ番号を表示しま

す。"＃"の後ろの数値がメッセージ番号になります。 

通報レベル番号 必須 通報レベルを設定してください。ドロップダウンリストに通報レベ

ル番号が表示されます。該当する通報レベル番号を選択してくださ

い。項目の内容は 7.3 項を参照してください。 

【デフォルト値】"00" 

通 報要因 種別

コード 

必須 通報要因種別コードを設定してください。項目の内容は 7.3 項を参

照してください。 

【デフォルト値】"80" 

通報メッセージ 任意 通報時に使用する障害内容の概要を示すメッセージを設定してくだ

さい。このメッセージは障害内容が一意に判別できるものを設定す

ることを推奨します。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 72 文字まで。 

照合キー1 必須 

 

照 合

キ ー

1 ～

３ い

ず れ

か は

必 ず

設 定

の こ

と 

コンソールの出力メッセージが通報要因かどうかを識別するための

キー文字列を設定してください。照合キー1～3 の全てのキー文字列

が一致した時、通報要因とみなします。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 60 文字まで。スペースのみは不可。 

照合キー2 コンソールの出力メッセージが通報要因かどうかを識別するための

キー文字列を設定してください。照合キー1～3 の全てのキー文字列

が一致した時、通報要因とみなします。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 40 文字まで。スペースのみは不可。 

照合キー3 コンソールの出力メッセージが通報要因かどうかを識別するための

キー文字列を設定してください。照合キー1～3 の全てのキー文字列

が一致した時、通報要因とみなします。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 30 文字まで。スペースのみは不可。 
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監視対象とする

モデル 

必須 モデルの略称が表示されています。通報メッセージの監視対象モデ

ルを設定してください。監視対象モデルに設定する場合はチェック

ボックスにチェック(レ印)してください。未チェックの場合、その

通報メッセージは監視対象外とみなします。 

モデルの略称については、7.3 項を参照してください。 

【デフォルト値】全モデル監視対象 

(チェックボックスにチェック(レ印)あり) 

 

ボタン名 機能 

ＯＫ 設定内容を登録後、本画面を閉じます。 

キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 
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③ 通報メッセージ管理 トップ画面－ユーザ宛通報メッセージ 

本画面では以下の次項を行うことができます。 

・ 定義済みの通報メッセージの設定内容確認 

(保守センター宛通報メッセージへの切り替え含む) 

・ 定義済みの通報メッセージに対するメールアドレス設定 

   (通報メッセージ毎または一括のメールアドレス設定) 

・ ユーザ設定の通報メッセージの追加登録/更新/削除指示 

 

定義済みの通報メッセージと追加登録した通報メッセージの判別はメッセージ番

号で行います。メッセージ番号"100001"～"100050"は定義済みの通報メッセージ、

メッセージ番号"100051"以降は追加登録した通報メッセージになります。 

両者を合わせ最大 128 件の通報メッセージを設定することができます。 
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表示/設定項目 表示/設定内容 

ユ
ー
ザ
設
定
の
通
報
メ
ッ
セ
ー
ジ
リ
ス
ト 

番号 － 通報メッセージのメッセージ番号が表示されます。 

レポート

アドレス 

－ 通報メッセージの通報先であるレポートアドレスが表示されます。 

【デフォルト値】"dummy@com" 

通報メッ

セージ 

－ 通報メッセージの通報時に送られるメッセージが表示されます。 

全登録件

数 

－ ユーザ宛通報メッセージの総登録件数が表示されます。既定義の通

報メッセージと新規登録の通報メッセージの総件数です。 

辞 書ファ イル

セット Version 

－ 通報メッセージの辞書ファイルのバージョンが表示されます。 

 

ボタン名 機能 

保守センター宛通報

メッセージ タブ 

タブの上部をクリックすると、保守センター宛通報メッセージが表

示さます。 

ユーザ宛通報メッセー

ジ タブ 

タブの上部をクリックすると、ユーザ宛通報メッセージが表示さま

す。 

新規追加 ユーザ設定の通報メッセージを新規登録するために、詳細設定画面

を表示させます。 

削除 新規登録したユーザ設定の通報メッセージを削除します。 

編集 新規登録したユーザ設定の通報メッセージの設定内容を更新するた

めに、詳細設定画面を表示させます。 

アドレス一括設定 通報先のメールアドレスを一括変更するために、一括設定画面を表

示させます。 

設定保存 設定内容が更新されている場合は更新を行うか否かの確認画面が表

示されます。更新を指示した場合は、更新後、Manager ソフトが稼

動中で即時変更内容が反映できる場合は反映させ、本画面を閉じま

す。Manager ソフトが停止中の場合は次回 Manager ソフトが起動

時に変更内容を反映させます。 

尚、通報先のメールアドレスに"dummy@com"が設定されている場合は

設定の可否を確認する画面が表示されます。 

終了 設定内容が更新されている場合は更新を行うか否かの確認画面が表

示されます。更新を指示した場合は、更新後、Manager ソフトが稼

動中で即時変更内容が反映できる場合は反映させ、本画面を閉じま

す。Manager ソフトが停止中の場合は次回 Manager ソフトが起動

時に変更内容を反映させます。 

尚、通報先のメールアドレスに"dummy@com"が設定されている場合は

設定の可否を確認する画面が表示されます。 
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④ ユーザ設定 通報メッセージの詳細設定画面 

本画面では以下の次項を行うことができます。 

・ 定義済みの通報メッセージに対するメールアドレス設定 

・ ユーザ設定の通報メッセージの詳細内容設定/更新 

 

－定義済みの通報メッセージの詳細設定画面の場合 

(メッセージ番号"100001"～"100050")－ 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

ウィンドウタイ

トル 

－ 画面名の右横に当該通報メッセージのメッセージ番号を表示しま

す。"＃"の後ろの数値がメッセージ番号になります。 

レポートアドレ

ス 

必須 メールアドレスを設定してください。複数のメールアドレスを設定

する場合は","(カンマ)で続けて設定してください。 

【デフォルト値】"dummy@com" 

【入力条件】 

半角英数字。最大 127 文字まで。"<",">"(カッコ)は入力できません。 

なお、当該通報メッセージを通報しない場合、レポートアドレスへ

空白を設定せずに"dummy@com"を入力してください。 

通報メッセージ － 当該通報メッセージが表示されます。変更はできません。 

照合キー1 － 当該通報メッセージの照合キー1 が表示されます。変更はできませ

ん。 

照合キー2 － 当該通報メッセージの照合キー2 が表示されます。変更はできませ

ん。 

照合キー3 － 当該通報メッセージの照合キー3 が表示されます。変更はできませ

ん。 

 

ボタン名 機能 

ＯＫ 設定内容を登録後、本画面を閉じます。 

キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 
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－ユーザ設定の通報メッセージの詳細設定画面の場合 

(メッセージ番号"100051"以降)－ 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

ウィンドウタイ

トル 

－ 画面名の右横に当該通報メッセージのメッセージ番号を表示しま

す。"＃"の後ろの数値がメッセージ番号になります。 

レポートアドレ

ス 

必須 メールアドレスを設定してください。複数のメールアドレスを設定

する場合は","(カンマ)で続けて設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 127 文字まで。"<",">"(カッコ)は入力できません。 

なお、当該通報メッセージを通報しない場合、レポートアドレスへ

空白を設定せずに"dummy@com"を入力してください。 

通報メッセージ 任意 通報時に使用する障害内容の概要を示すメッセージを設定してくだ

さい。このメッセージは障害内容が一意に判別できるものを設定す

ることを推奨します。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 72 文字まで。"<",">"(カッコ)は入力できません。 

照合キー1 必須 

 

照 合

キ ー

1 ～

３ い

ず れ

か は

必 ず

設 定

の こ

と 

コンソールの出力メッセージが通報要因かどうかを識別するための

キー文字列を設定してください。照合キー1～3 の全てのキー文字列

が一致した時、通報要因とみなします。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 60 文字まで。スペースのみは不可。"<",">"(カッ

コ)は入力できません。 

照合キー2 コンソールの出力メッセージが通報要因かどうかを識別するための

キー文字列を設定してください。照合キー1～3 の全てのキー文字列

が一致した時、通報要因とみなします。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 40 文字まで。スペースのみは不可。"<",">"(カッ

コ)は入力できません。 

照合キー3 コンソールの出力メッセージが通報要因かどうかを識別するための

キー文字列を設定してください。照合キー1～3 の全てのキー文字列

が一致した時、通報要因とみなします。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 30 文字まで。スペースのみは不可。"<",">"(カッ

コ)は入力できません。 

 

ボタン名 機能 
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ＯＫ 設定内容を登録後、本画面を閉じます。 

キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 

 

⑤ ユーザ設定 アドレス一括設定画面 

本画面では以下の次項を行うことができます。 

・ 定義済み及び追加登録のユーザ宛通報メッセージの一括メールアドレス設定 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

レポートアドレ

ス 

必須 メールアドレスを設定してください。複数のメールアドレスを設定

する場合は","(カンマ)で続けて設定してください。 

【入力条件】 

半角英数字。最大 127 文字まで。"<",">"(カッコ)は入力できません。 

なお、当該通報メッセージを通報しない場合、レポートアドレスへ

空白を設定せずに"dummy@com"を入力してください。 

 

ボタン名 機能 

ＯＫ 設定内容を登録後、本画面を閉じます。"dummy@com"が設定されてい

る場合は設定の可否を確認する画面が表示されます。 

キャンセル 設定内容を登録せずに、本画面を閉じます。 
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7.2.2. ライセンスコードの更新 

 ライセンスコードの更新は、次の手順に従って行なってください。 

 

root で login または su で root になり、 config.pl を以下のオプションで実行します。 

 

# /opt/necsts/config/config.pl --codeid 

 

次のようなプロンプトが表示されるので、 N を入力後、新しいライセンスコードを入力し

て下さい。 

 

*** configure codeID. (/opt/necsts/codeID) 

The codeID file is already exist in /opt/necsts 

codeID( ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ) is OK? [Y]/n > n 

input codeID value for this machine > 1234567890ABCDEFGHIJ 

codeID( 1234567890ABCDEFGHIJ ) is OK? [Y]/n > y 

 

 

更新したライセンスコードのチェックが以下のように行なわれます。OK が出れば終了で

す。ライセンスコードのチェックはエージェントが呼ばれるときに行なわれるので、マネー

ジャの再起動は不要です。 

 

current  machine ID: 1126039678 

licensed machine ID: 1126039678 

License period: 2010/12/31 

License flag: 0000000000 

codeID is OK. 

 

 

7.2.3. ライセンス期限の確認 

 現在登録されているライセンス期限の確認は、次の手順に従って行なってください。 

 

被監視サーバに root でログインします。次に、 /opt/necsts ディレクトリに移動して、 

check コマンドを実行します。 

 

# cd /opt/necsts 

# ./check 

current  machine ID: 1234567890 

licensed machine ID: 1234567890      <=== ライセンスされたマシン識別番号 

License period: 2012/7/1             <=== 有効期限 

License flag: 0000000000 

  ※期限なしライセンスの場合、License period に"2038/1/1"と表示されます。 

  ※ライセンス有効期限の残存日数が 30日以下になった場合、License periodの下部に

下記メッセージが出力されます。 

   ・残存日数が 0 日～30日の場合：License code will be expired after XX days. 
                                    XX:残日数                                                             

   ・失効(ライセンス有効期限切れ)の場合：License code is expired! 

 

 

 

7.2.4. 障害通報の一時抑止方法 

ここでは、監視をコントロールするツール(以下、本ツールを監視制御ツール(repctrl)と
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呼ぶ)の使用方法について説明します。監視制御ツール(repctrl)による抑止機能は、SNMP 

Trap による通報には作用しません。 

 

(1) 実行環境 

監視制御ツールは、監視サーバにおいて、Manager ソフトをインストールしたディ

レクトリ（通常は C:¥Program Files¥STS）配下の sts ディレクトリ下で動作します。 

 

Windows のコマンドプロンプトを起動して、ディレクトリを移動します。 

 

>cd C:¥Program Files¥STS¥sts 

 

監視制御ツールの簡単な使用方法は、-h オプション付きで実行すると表示されます。 

 

>repctrl -h 

 

(2) 現在の状態の確認 

監視制御ツールをオプションなしで実行すると、現在の状態を表示します。また、

-status オプション付きでも同様の表示を行います。 

 

>repctrl 

または 

>repctrl -status 

 

実行すると以下のように、 ID 番号 : IP アドレス : 状態 の順で表示されます。 

    1 :   10.1.1.1 : watching 

    2 :   10.1.1.2 : stop to 06/01/01 12:00:00 

上記の例では、1 番のサーバは監視中、2 番のサーバは指定された日時まで監視を停

止中であることを示しています。 

 

(3) 監視の停止 

監視制御ツールを -stop オプション付きで実行することで、監視の停止を指示でき

ます。 

 

>repctrl -stop サーバ 指定日時 

 

サーバの指定は、 ID 番号、または IP アドレスで行なえます。また、all を指定し

た場合は、全サーバを指定したことになります。 

日時指定を省略した場合、デフォルト値として現時刻から 6 時間後が指定されます。 

＜実行例＞ 

 10.1.1.1 のサーバの監視を、 23:00 まで停止する場合 

>repctrl -stop 10.1.1.1 23:00 

 1 番のサーバの監視を、 1 月 6 日の 06:00 まで停止する場合 

>repctrl -stop 1 2006/1/6 6:00 

 全てのサーバの監視を、 1:00 まで停止する場合 

>repctrl -stop all 1:00 

 

 

(4) 監視の再開 

監視を再開する場合には、監視制御ツールを -start オプション付きで実行してくだ

さい。 
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>repctrl -start サーバ 

 

停止と同様、サーバの指定は、 ID 番号、または IP アドレスで、all を指定するこ

とで全サーバを指定が可能です。 

＜実行例＞ 

 1 番のサーバの監視を再開する場合 

>repctrl -start 1 

 10.1.1.1 のサーバの監視を再開する場合 

>repctrl -start 10.1.1.1 

 全てのサーバの監視を再開する場合 

>repctrl -start all 

 

7.2.5. MP 交換時の注意事項 

MP 交換を実施するとパスワードが初期設定になるため、監視が停止します。MP 交換

等の保守作業後は、テスト通報等で監視が正常に動作していることを確認してください。 

 

 

7.2.6. iStorageManager のメッセージ iSM07454/iSM07459 を通報させる方法 

iStorageManager Ver5.3 以降、iSM07454/iSM07459 はメッセージ種別を Notification

から Warning に変更することにより、NX リモート通報で通報することが可能です。メッ

セージ種別は、 iSM サーバ (HP-UX 版 )の環境定義ファイルの log セクションに

modify_remote_notification_msg_to_warning パラメータを設定することにより

Warning に変更されます。詳細は「WebSAM iStorageManager インストールガイド」を

参照してください。 

尚、メッセージ種別を変更しない場合、iSM07454/iSM07459 はコンソールに出力され

ても通報されません。 
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7.2.7. 辞書/SG ファイルのバックアップ/リストア方法 

NX リモート通報の辞書/SG ファイルをバックアップ及びリストアすることができます。

共にツールを用いて行います。 

 

(1) ツールの起動方法 

設定ツール画面にて[各種設定]→[SG バックアップ/リストア処理]を選択すると、SG

バックアップ/リストア処理画面が表示されます。 

 

(2) 設定画面と設定内容 

 

 
 

表示/設定項目 表示/設定内容 

イ ンスト ール

フォルダ 

－ NX リモート通報のインストールフォルダが表示されます。 

【デフォルト値】 

(システムドライブ)¥Program Files¥STS¥ 

※上図は 64 ビット版 OS へインストールした場合の設定例です。 

バックアップ先

フォルダ 

必須 辞書/SG ファイルの一時的な格納場所を設定してください。 

 

処理選択 必須 オプションボタンにチェック(●印)してください。オプションボタ

ンをバックアップにチェックすると、上記画面のように「インストー

ルフォルダ」、「バックアップ先フォルダ」の順に表示されます。

リストアにチェックすると、「インストールフォルダ」と「バック

アップ先フォルダ」の表示位置が逆転して表示されます。 

【デフォルト値】 

バックアップ(オプションボタンにチェック(●印)あり) 

 

ボタン名 機能 

参照 フォルダの参照画面が表示されます。この参照画面からバックアッ

プ先フォルダを設定することができます。 

ＯＫ バックアップを指示した場合は設定した格納場所にバックアップ

を、リストアを指示した場合は設定した格納場所からリストアを開

始するために処理開始の確認画面が表示されます。ＯＫボタンを押

下することにより処理を開始します。 

キャンセル 処理せずに、本画面を閉じます。 
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7.2.8. マネージャプログラム起動状況のイベントログ出力 

マネージャプログラムが異常終了した場合、異常終了時にメッセージを Windows のイ

ベントログへ出力します。 

 

(1) ログ出力内容 

マネージャプログラムが異常終了した場合、異常終了時に Windows のイベント

ビューアー（[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[管理ツール]→[イ

ベント ビューアー]）へ下記内容のメッセージが出力されます。 

マネージャプログラム起動時のメッセージは、障害復旧時の確認用に使用してくださ

い。もし復旧しない場合は開発元に問い合わせてください。 

なお、マネージャプログラム起動時のメッセージは、異常終了に関わらず、起動時に

も必ず出力されます。 

 

 

項目名 設定値 備考 

ログの名前 APPLICATION  

ソース STS-MANAGER  

イベント ID 0101 ・異常終了時 

0001 ・マネージャプログラム起動時 

レベル ERROR ・異常終了時 

INFORMATION ・マネージャプログラム起動時 

メッセージ sts failed starting service ・異常終了時 

sts succeeded starting service ・マネージャプログラム起動時 

 

  

[注意事項] 

NX リモート通報のパラメータファイル sts_parameter.sg はリストア対象となりま

せん。お客様の運用によりこれらのパラメータを変更してお使いの場合は、バック

アップ先フォルダに格納されているパラメータファイル sts_parameter.sgを参照し

ながら手動で変更してください。 

 [参照データ(旧バージョンのパラメータファイル)] 

バックアップ先フォルダ¥sg¥sts_parameter.sg 

[更新対象データ(新バージョンのパラメータファイル)] 

(システムドライブ)¥Program Files¥STS¥sg¥sts_parameter.sg 

尚、他のパラメータは変更しないでください。他のパラメータを変更した場合、NX

リモート通報が正常動作しなくなることがあります。ご注意ください。 
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【異常終了時イベントログ出力例】 
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【マネージャプログラム起動時イベントログ出力例】 
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7.3. コードの説明 
設定ツールで表示/設定するコードについて説明します。内容を確認の上、正しい内容を

設定してください。 

 

項目 説明 

通報許可レベ

ル 

通報レベルのどのレベル以上のメッセージに対して、通報を行うかを示しま

す。以下の選択肢から選択できます。 

｢全レベル許可｣：全レベルのメッセージの通報を許可にする。 

｢レベル６以上｣：通報レベルが 0～6 のメッセージの通報を許可する 

｢レベル５以上｣：通報レベルが 0～5 のメッセージの通報を許可する 

｢レベル４以上｣：通報レベルが 0～4 のメッセージの通報を許可する 

｢レベル３以上｣：通報レベルが 0～3 のメッセージの通報を許可する 

｢レベル２以上｣：通報レベルが 0～2 のメッセージの通報を許可する 

｢レベル１以上｣：通報レベルが 0～1 のメッセージの通報を許可する 

｢レベル０｣    ：通報レベルが 0 のメッセージの通報を許可する 

｢全レベル不許可｣：全レベルのメッセージの通報を不許可にする。 

 

尚、ユーザ宛通報メッセージ、テスト通報の通報メッセージ、定期通報の通

報メッセージは本設定の影響は受けません。 

通報レベル番

号 

発生した障害の内容を 0～7 の 8 段階にランク付けしています。リモート保

守センターで受信した通報を通報要因別にフィルタリングする場合に使用し

ます。 

通報要因種別

コード 

発生した障害の内容をその要因毎に割り当てた 16 進数 2 桁のコードです。

リモート保守センターで受信した通報を通報要因別に分類するために使用し

ます。 

モデル略称 モデルと略称の対応は下記の通りです。 

 

通報メッセージ管理

画面での表示モデル 

通報メッセージ詳細

設定画面での表示モ

デル 

当該モデル 

V V/superdome 

 

NX7000/ rp74xx 

rp84xx 

Superdome 

N/L/A 

 

N/L/A 

 

NX7000/ rp24xx 

rp34xx 

rp44xx 

rp54xx 

rp74xx 

rp84xx 

I IPF 

 

NX7700i/i4510 

    rx7620 

    rx7640 

    rx8620 

    rx8640 

    301xE-2 

    301xL-2/4/8 

    3160H-64 

    5010B-4 

    5012B-4 

    5012B-8 

    5010E-4 

    501xL-4/8 
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    5160H-128 

7010B-8 

7010B-16 

7010B-32 

7010E-8 

7020M-16 

7040M-32 

7080H-64 

7320H-256 

8010E-16 

8010B-16 

8020B-32 

8040B-64 

8020M-32 

8040M-64 

8080H-128 

8160H-256 

W 

 

i9xxx/i6xxx/30xxH/3

0xxM 

NX7700i/3020M-8 

3040M-16 

3040H-16 

3080H-32 

TX7/i6010 

  i6510 

  i9010 

  i9510 

i-PX9000 A/S モデル 

(オープンＯＳ搭載機構必須） 

 M i96xx/50xxH/50xxM 

 

Nx7700i/5020M-16 

5040H-32 

5080H-64 

TX7/i9610 
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8 リソース監視とユーザ辞書の設定 
8.1. リソースの閾値の設定 

NX リモート通報では、サーバのリソース使用量が設定した値(閾値)を超えた場合に、シ

ステム管理者(SE)に対してアラーム通報を行う機能を提供しています。 

閾値が設定できるリソースには、ディスク空き容量・CPU 負荷・空きメモリ容量の 3 種

類があります。この 3 種類の閾値を設定するためのパラメータファイルが、インストール

ディレクトリ /home/necsts/rrs/ の下にある param, cpuparam, memparam の 3 つのファ

イルです。 

 

閾値設定の詳細に関しては、「運用マニュアル」を参照して下さい。 

 

8.2. ユーザ定義辞書によるユーザ定義メッセージ監視の設定 

ユーザ定義辞書は、システム管理者(SE)が定義内容を編集可能な辞書です。 

Manager が監視しているコンソール(/dev/console)に、ユーザ定義辞書に登録されている

特定の文字列が出力された時、システム管理者にアラーム通報を行います。ユーザ定義辞

書にメッセージ文字列を登録することより、ミドルウェアやアプリケーションが出力する

コンソールメッセージを監視することができます。 

 

ユーザ定義辞書の編集方法については、7.2.1 を参照して下さい。 
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9 ログ 
NX リモート通報は以下の９種類のログを収集します。 

① 動作履歴ログ   alert.log 

② コンソールログ  ID-console.log ※ID は監視サーバのリスト番号 

③ 動作ログ   ID-main.log ※同上 

④ メール送信ログ  ID-mail.log ※同上 

⑤ 受信した SNMP Trap 情報  snmpAll.log 

⑥ SNMP Trap check ログ  snmp.log 

⑦ ライセンス情報取得処理のログ get_license.log 

⑧ SNMP Trap 受信処理のログ snmpTrapMain.log 

⑨ 通報メール作成処理のログ createSnmpMail.log 

 

以下に①の動作履歴ログの詳細について説明します。②③については開発部門が参照す

る情報のため説明を割愛します。また、④も主に開発部門が参照する情報ですが、テスト

通報の結果確認にも使用できます。確認方法については、6.1.1 章を参照してください。⑤

から⑨についても主に開発部門が参照する情報です。 

 

9.1. 動作履歴ログ 

通報の要因となったメッセージ情報を記録します。また、通報が抑止された場合はその

理由を記録します。 

通報が行われた際の要因の確認、保守において過去に遡って要因の履歴を確認すること

が可能です。 

 

(1) ファイル名 

ファイル名 ：alert.log 

格納位置 ：NX リモート通報をインストールしたディレクトリ配下の log ディレク

トリ下 

※既定のフォルダであれば、C:¥Program Files¥STS¥log 

 

(2) フォーマット 

2006/09/11 16:57:25[name01(logID=1)]No.9011(FG) xxxx…xxxx 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

① 日付 

② 時間 

③ 筐体名 

④ ログの ID 番号 ※動作ログ/コンソールログファイル名の ID 番号 

⑤ メッセージ番号 ※障害辞書中のメッセージ番号 

⑥ 要因コード ※受信側で識別に使用 

⑦ 検出メッセージ ※障害辞書中の登録メッセージ 
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(3) 特殊メッセージ 

通報を抑止した場合は、⑦のメッセージエリアに通報メッセージではなく、その理由

を記載して、ログします。 

以下のメッセージ例では⑦の部分のみを示します。 

・ HW ログを受け取ったとき 

SP LOG TRANSMISSION SUCCESS 

 

・ １時間の通報抑止で抑止されたとき 

(---) inhibit in 1H. 

 

・ 通報許可レベル設定により抑止されたとき 

(---) suppress by level. 

 

・ 通報許可を×にして抑止されたとき 

(---) suppress by disallow. 

 

・ 機種が異なるため通報しなかったとき 

(---) suppress by mismatch Machine type. 

 

・ repctrl コマンドで抑止されたとき（repctrl コマンドの詳細は 8.2.2 を参照） 

(---) suppress by report-control. 

 

・ その他の理由で抑止されたとき 

(---) suppress dialog. 

 

(4) 容量制御 

当日発生した要因は全てログに出力します（容量に制限なし）。 

但し、定期通報で通報後は、最新のログから制限値（ディフォルト 500 行）までを残

し、古いログを削除します。 
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10 ダウンロード物件の取り扱い方 
10.1. CD-R へ書き込む時の注意事項 

web からダウンロードした物件を CD-R に書き込む場合、フォーマットは Joliet

を指定してください。 

ダウンロードしたインストール物件(NXremote_Win_Rxx.zip)を展開(※)し、以下

のファイルを CD-R に書き込んで下さい。 

・instNECServiceTerminalServerRxx.msi 

・setup.exe 

 

※インストール物件は、エクスプローラまたは市販の ZIP ファイル解凍ソフトで

展開してください。 
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11 インストール設定表 
      記入方法は「3.3 設定項目の確認」の章を参照してください。 

■マネージャ 

マスター／スレーブ IP アドレス 

  マネージャ０ （マスター）  

マネージャ１ （スレーブ）   

■メールサーバ 

プライオリティ IP アドレス From アドレス 
ポート番号 

(規定値:25) 
認証 

認証ユーザ 

(認証する場合必須） 

認証パスワード 

（認証する場合必須） 

1      する／しない     

2       する／しない     

■ｈｔｔｐｓ通信情報 

https プロキシサーバ IP アドレス ポート番号（デフォルト：8080） 
  

 使用しない／使用する 使用しない／使用する    

■定期通報時刻の指定 

指定時刻 
  

  時   分 

■アラーム通報先の指定 

e-mail アドレス   

■監視対象マシン（被監視サーバ） 

№ 
システム 

管理コード 
シリアル№ 

構成指示書 

番号 

Node 

№ 

OS 

Version 
筐体名 機種名 

System 

IP アドレス 

iSP/MP/GSP 

IP アドレス 

iSP/MP 

Login 

iSP/MP 

Passwd 

1                

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7            
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■監視対象マシン（ブレードエンクロージャー） 

№ 
システム 

管理コード 
シリアル№ 

構成指示書 

番号 
ラック番号 

機種名 

（BE600/BE1000） 
IP アドレス 

Telnet アカウント 

（OA ログインアカウント） 

Telnet パスワード 

（OA ログインパスワード） 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 
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■監視対象マシン（BMC） 

№ 
システム管理 

コード 
シリアル№ 

構成指示書 

番号 
筺体名 

機種名 

(7020M-16/7040M-32/ 

7080H-64/8020M-32/ 

8040M-64/8080H-128） 

IP アドレス 

（SM） 

IP アドレス 

(PM) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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■監視対象マシン（７３２０Ｈ－２５６/８１６０Ｈ－２５６） 

№ 
システム 

管理コード 
シリアル№ 

構成指示書 

番号 
ラック番号 IP アドレス 

Telnet アカウント 

（OA ログイン 

アカウント） 

Switch 1 

パスワード 

Switch 2 

パスワード 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               
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