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はじめに
本書は、WebSAM vDC Automation ポータルのインストール方法について説明しています。

関連マニュアル
WebSAM vDC Automation ver6.0 の操作方法については、 『WebSAM vDC Automation ver6.0

ポータル利用者マニュアル（運用編）』 を参照してください。

改版履歴
本書の構成は以下です。

1. 動作環境

2. 事前準備

3. インストール方法

4. インストール後の環境設定

5. アンインストール方法

『WebSAM vDC Automation ver6.0 ポータル利用者マニュアル(インストール編)』の更新履歴を以

下に記載します。

マニュアル更新履歴

番号 章・項 改版内容

初版

－ － －

本書の表記規則
本書では、注意すべき事項、および関連情報を以下のように表記します。

注

機能、操作、設定に関する注意事項、警告事項および補足事項です。
 

表記一覧

本書では以下の表記方法を使用します。
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表記 使用方法 例

[　]角かっこ 画面に表示される項目 (テキストボックス チェッ
クボックス タブなど) の前後

[マシン名]テキストボックスにマ
シン名を入力します

[すべて]チェックボックス

「」かぎかっこ 画面名 (ダイアログボックス ウィンドウなど)、マ
ニュアル名の前後

「設定」ウィンドウ

「インストレーションガイド」

コマンドライン中の
[]角かっこ

かっこ内の値の指定が省略可能であることを示
します

add [/a] Gr1

モノスペースフォン
ト

(courier new)

コマンドライン システムからの出力 (メッセージ
プロンプトなど)

以下のコマンドを実行してくださ
い

replace Gr1

モノスペースフォン
ト斜体

(courier new)

ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目

値の中にスペースが含まれる場合は " " (二重
引用符) で値を囲んでください

add GroupName

InstallPath= ”Install Path”
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ハードウェア、ソフトウェア要件について説明します。

1.1   ハードウェア要件
ポータルの 小スペックは以下の通りです。

ハードウェア名 スペック

CPU Intel Compatible 2GHz 2Core 以上

メモリ 3GB 以上

ハードディスク 4GB 以上

推奨解像度 1024×768 以上

推奨スペックは以下通りです。

ハードウェア名 スペック

CPU Intel Compatible 2.4GHz 8 プロセッサ以上

メモリ 16GB 以上

ハードディスク 50GB 以上

推奨解像度 1024×768 以上

推奨スペックは以下の各項目の 大を満たすために必要な実績値について記載しています。

項目 最大 備考

テナント数 200

ユーザ数 20,000

同時接続数(https) 2,000 以下を参考値にアプリケーションサーバ(Tomcat)の設
定を変更する必要があります。

• メモリ：8192MB

• スレッド数：300

• 接続数：2,000

詳細は「5.4   アプリケーションサーバ(Tomcat)の設定
（27 ページ）」を参照してください。

リクエスト数 1,000,000 以下を参考値にアプリケーションサーバ(Tomcat)の設
定を変更する必要があります。

• メモリ：8192MB

詳細は「5.4   アプリケーションサーバ(Tomcat)の設定
（27 ページ）」を参照してください。

同時リクエスト実行数 20

管理対象サーバ(VM)数 100,000 以下を参考値にアプリケーションサーバ(Tomcat)の設
定を変更する必要があります。

• メモリ：8192MB

詳細は「5.4   アプリケーションサーバ(Tomcat)の設定
（27 ページ）」を参照してください。

管 理 対 象 テ ナ ン ト ネ ッ ト
ワーク数

4,000

業務グループ数 2,000 1 テナントあたり 10 業務グループの想定

第 1 章   動作環境
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項目 最大 備考

VM テンプレート数 200

1.2   ソフトウェア要件

1.2.1   サーバ

コンポーネント ソフトウェア名

OS Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64) SP1

Windows Server 2008 R2 Standard (x64) SP1

Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64) SP1

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2012 R2 Datacenter

Windows Server 2012 R2 Standard

Windows Server 2016 Datacenter

Windows Server 2016 Standard

DBMS Microsoft SQL Server 2012 (64bit)以降

※サポートする仮想基盤については WebSAM vDC Automation ver6.0 がサポートするもの全てを

対象とする

1.2.2   クライアント

コンポーネント ソフトウェア名

OS 下記ブラウザが動作可能な Windows 系の OS に限る

ブラウザ Internet Explorer 11 ※1

Microsoft Edge 42 ※1

Mozilla Firefox ESR 60

Google Chrome 49.0

※1 使用方法によっては、ブラウザが大量にメモリを消費する事があります。そのような場合は、ブラ

ウザを再起動してください。

第 1 章   動作環境
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本章では、本製品インストール事前準備について説明します。

2.1   データベースサーバの構築
本製品をインストールする前に SQLServer をインストールする必要があります。

インストール方法については、SQLServer のマニュアルを参照してください。

・インスタンス名には「MSSQLServer」は使用しないでください

・WebSAM vDC Automation が使用するインスタンスと共用することも可能です

2.2   SQL の接続設定
SQLServer のインストール後、以下の接続設定をします。

1. SQL サーバー構成マネージャーを起動します。

2. ［SQL Server ネットワークの構成］－［インスタンス名のプロトコル］を選択します。

図 2-1   インスタンス名選択

3. 右枠に表示された［TCP/IP］を右クリックし、［有効化］を選択します。

第 2 章   事前準備
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図 2-2   TCP/IP の有効化

4. ［TCP/IP］を右クリック－［プロパティ］を開き、［IP アドレス］タブを表示します。 ［127.0.0.1］を

有効にします。

図 2-3   TCP/IP のプロパティ

5. ［IP All］を選択し、SQLServer で使用する TCP ポート（既定値は 1433）を指定します。

第 2 章   事前準備
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図 2-4   TCP ポートの指定

6. ［OK］をクリックして画面を閉じます。

7. データベース設定のバッチファイルを実行します。

バッチファイルは以下に格納されています。

インストール DVD:\fw\Windows\Product\Portal

コマンドプロンプトから上記カレントまで移動し、以下のように実行してください。なお、バッチ

名は適宜読み替えてください。

SQL Server2012 の 場 合 は SetupDB_MSSQL2012.bat 、 SQL Server2014 の 場 合 は

SetupDB_MSSQL2014.bat、SQL Server2016 の場合は SetupDB_MSSQL2016.bat をそれぞ

れ実行します。

インストール DVD:\fw\Windows\Product\Portal>SetupDB_MSSQL2014.bat ［インスタンス

名］

【実行例】※DVD ドライブが D ドライブの場合

D:\fw\Windows\Product\Portal>SetupDB_MSSQL2014.bat FWCMDB

注

広域管理サーバ機能(GM)インストール済みの場合、上記データベース設定のバッチファイル実行

時に以下サービスが停止するため起動しなおしてください。

・NvPRO ResourceManagerAPI Service

・NvPRO Base Manager

第 2 章   事前準備
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・WebSAM UMF Operations Manager_10X　※「X」の値はインストール環境により違うため読み替え

てください
 

2.3   監視機能に必要なコンポーネントをインストー
ルする

監視機能を利用することで、業務システムで利用されている OS・ミドルウェア・アプリケーション等の

状態を監視することができます。 また、監視対象のサーバを役割毎にグルーピングし、グループ単

位で状態監視することが可能です。 詳細は、『WebSAM SystemManager G WebConsole Option リ

リースメモ』を参照してください。

監視機能を利用する場合、以下のコンポーネントをインストールする必要があります。

• 広域管理サーバ

- WebSAM SytemManager G WebConsole Option

- WebSAM ServiceGovernor WebAPI Base Option

• VM 監視サーバ

- WebSAM SytemManager G Manager (監視機能専用)

• VM 監視サーバ監視端末

- WebSAM SytemManager G View (監視機能専用)

• 管理対象マシン

- WebSAM SytemManager G Agent (監視機能専用)

インストール手順については、『WebSAM vDC Automation v6.0 インストレーションガイド』の 『3.2

SystemManager G WebConsole Option をインストールする』を参照してください。

第 2 章   事前準備
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本章では、ポータルのインストール方法について説明します。

なお、本書ではインストール先のディレクトリを「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM」として説

明します。

その他のディレクトリにインストールする場合は、適宜読み替えてください。

3.1   インストールの実行
ポータルは、広域管理サーバ機能に含まれています。 『WebSAM vDC Automation インストレー

ションガイド』の「広域管理サーバをインストールする」を実施している場合は本手順は不要です。

インストールには WebSAM vDC Automation 統合インストーラを使用します。

以下にインストール方法を示します。

1. コマンドプロンプト、またはエクスプローラから以下のコマンドを実行し、WebSAM vDC

Automation 統合インストーラを起動します。

インストール DVD:\install\Windows\vDCAInst.exe

2. ［標準］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

3. インストール機能選択画面が表示されます。［広域管理サーバ］にチェックし、［次へ］ボタン

をクリックします。

第 3 章   インストール
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4. 「広域管理サーバ設定」画面が表示されます。以下の項目を設定し、［次へ］ボタンをクリック

します。

※以下の項目以外は WebSAM vDC Automation のインストレーションガイドに従ってくださ

い。

第 3 章   インストール
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表 3-1   設定項目一覧（広域管理サーバ設定）

項目名 説明

アプリケーションサーバ設定－
HTTP ポート

サービスガバナとポータルが使用する TCP ポート（既定値は 12080)

アプリケーションサーバ設定－
HTTPS ポート

サービスガバナとポータルが使用する TCP ポート（既定値は 12443)

Tomcat 設定－管理ポート 製品内部でアプリケーションサーバの管理に使用するポート（既定値
は 12005）

Tomcat 設定－AJP/1.3 ポート 製品内部でアプリケーションサーバの管理に使用するポート（既定値
は 12009）

ポータル設定－SQL Server のホ
スト名

SQLServer のホスト名を入力する（既定値は localhost)

ポータル設定－SQL Server のイ
ンスタンス名

「2.1   データベースサーバの構築（5 ページ）」で作成した SQL
Server の インスタンス名を指定してください

ポータル設定－SQL Server の
ポート番号

SQLServer で使用する TCP ポート番号（既定値は 1433）

5. 「インストール設定内容確認」画面が表示されます。内容を確認後、［開始］ボタンをクリックし

ます。

6. インストール実行確認ダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックします。

第 3 章   インストール
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7. インストールが完了すると「インストール結果」画面が表示されます。［完了］ボタンをクリックし

ます。

3.2   冗長化する場合のインストール方法
通常、広域管理サーバとポータルは、一緒にインストールされますが、ポータルを別のマシンにイン

ストールし、 冗長構成にすることができます。

広域管理サーバとは別に、個別にポータルをインストールする方法を以下に示します。

1. コマンドプロンプト、またはエクスプローラから以下のコマンドを実行し、WebSAM vDC

Automation インストーラを起動します。

インストール DVD:\install\Windows\vDCAInst.exe

2. ［カスタム］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

第 3 章   インストール
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3. インストーラ選択画面が表示されます。［WebSAM メディア］を選択し、［実行］ボタンをクリック

します。

4. 「WebSAM フレームワークメディアインストーラ」画面が表示されます。［インストール］が選択さ

れていることを確認して［次へ］ボタンをクリックします。
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5. 「インストールする製品の選択」画面が表示されます。［Application Server］と［WebSAM vDC

Automation Portal］にチェックし、 「次へ］ボタンをクリックします。

第 3 章   インストール
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6. 「インストール設定」画面が表示されます。以下の項目を設定し［次へ］ボタンをクリックしま

す。

表 3-2   Application Server の設定内容

項目名 説明

アプリケーションサーバ設定－
HTTP ポート番号

サービスガバナとポータルが使用する TCP ポート（既定値は 12080)

アプリケーションサーバ設定－
HTTPS ポート番号

サービスガバナとポータルが使用する TCP ポート（既定値は 12443)

第 3 章   インストール
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表 3-3   WebSAM vDC Automation Portal の設定内容

項目名 説明

DBServer のホスト名または IP ア
ドレス

SQLServer のホスト名を入力する（既定値は localhost）

DB のインスタンス名 「2.1   データベースサーバの構築（5 ページ）」で作成した SQL
Server の インスタンス名を指定してください

DB のポート番号 SQLServer で使用するポート番号（既定値は 1433）

7. 「インストールの設定確認」画面が表示されます。［開始］ボタンをクリックします。

第 3 章   インストール
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8. インストール後、完了画面が表示されます。［完了］ボタンをクリックします。
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WebSAM vDC Automation ポータルは ServiceGovernor（以下、サービスガバナ）の API を使用し

ます。

本章では、以下に接続設定を示します。

ポータルのインストール後、WebSAM vDC Automation の設定をおこないます。

4.1   接続設定
C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tomcat\conf\NEC

\webframework.properties.sample を、 同じディレクトリ配下にコピーし、「webframework.properties」

にリネームします。

リネームした設定ファイルを開き、以下を参考に編集します。

product.cloudportal.provider.base.url=プロトコル\://広域管理サーバのホスト名\:アプリケーション

サーバのポート番号

product.cloudportal.service.monitoring.provider.webapibase.base.url=プロトコル\://広域管理サー

バのホスト名\:アプリケーションサーバのポート番号

プロトコル・・http または https

アプリケーションサーバのポート番号・・・「表 3-1   設定項目一覧（広域管理サーバ設定）（12 ペー

ジ）」 で設定したアプリケーションサーバのポート番号

設定例

product.cloudportal.provider.base.url=http\://localhost\:12080
product.cloudportal.service.monitoring.provider.webapibase.base.url=http\://localhost\:120
80

注

サービスガバナを別のホストにインストールした場合は、サービスガバナのホスト名、ポート番号を指定して

ください。
 

4.2   WebSAM vDC Automation API キーの取得と設定
1. 『WebSAM vDC Automation ServiceGovernor インストレーションガイド』の設定を参照し、

AccessKeyId と SecretAccessKey の値を控えてください。

2. 以下の設定ファイルに手順 1 で控えた値を設定します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM（ポータルのインストール先ディレクトリ）\FW

\Tomcat\conf\NEC\webframework.properties

※「:」と「=」は「\」を付加してエスケープして下さい
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表 4-1   設定項目

設定ファイル key 設定値

product.cloudportal.provider.vdc.
access.key.id

手順 1 で控えた AccessKeyId

product.cloudportal.provider.vdc.
secret.access.key

手順 1 で控えた SecretAccessKey

product.cloudportal.service.monit
oring.provider.webapibase.access.
key.id

手順 1 で控えた AccessKeyId

product.cloudportal.service.monit
oring.provider.webapibase.secret.
access.key

手順 1 で控えた SecretAccessKey

設定例

product.cloudportal.provider.vdc.access.key.id=採取した AccessKeyId
product.cloudportal.provider.vdc.secret.access.key=採取した SecretAccessKey
product.cloudportal.service.monitoring.provider.webapibase.access.key.id=採取した Acc
essKeyId
product.cloudportal.service.monitoring.provider.webapibase.secret.access.key= 採 取 し
た SecretAccessKey

上記設定後、サービス一覧から「Apache Tomcat 8.0 ServiceGovernor」を再起動します。

図 4-1   サービス一覧画面
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インストール後の設定について説明します。

5.1   待ち受けポート番号の接続許可
ポータル画面を表示するために、Windows のファイアウォール設定にてインストール時に指定した

Web サーバ (Tomcat) の待ち受けポート番号の接続を許可します。

1. 「コントロールパネル」－「Windows ファイアウォール」を開き「詳細設定」を選択します。

詳細設定画面が表示されます。「受信の規則」を選択し、「操作」の「新しい規則...」を選択し

ます。

図 5-1   ファイアウォール詳細設定画面

2. 以下の表を参照しウィザードの指示に従って設定します。
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図 5-2   新規の受信の規則ウィザード

表 5-1   設定項目（新規の受信の規則ウィザード）

項目名 説明

規則の種類 ポート

プロトコル TCP

ポート 「特定のローカルポート」にサーバの待ち受けポート番号を記載する

操作 接続を許可する

プロファイル 「ドメイン」、「パブリック」、「プライベート」からポータルに外部から接続
するために使用するネットワークのプロファイルを選択する

名前 任意の名前

5.2   タイムゾーンの設定
サーバ作成リクエストで指定するタイムゾーンのデフォルト値を設定します。

以下に設定方法を示します。

C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat¥conf¥NEC¥webframework.properties を開

き、以下を編集します。

表 5-2   項目一覧（タイムゾーン設定）

設定項目 初期値 説明

product.cloudportal.request.timezon
e

EB (日本標準時) サーバ作成リクエストで指定するタイ
ムゾーンのデフォルト値を指定する

16 進の値を指定する
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設定項目 初期値 説明

有効なタイムゾーン一覧から選択

【設定例】

product.cloudportal.request.timezone=EB

タイムゾーンの選択肢を減らしたり表示名の変更を行う場合は、 C:\Program Files (x86)\NEC

\vDCA\Tomcat\conf\NEC\timezones.json を開き、以下を参考に設定します。

"id": "id 番号", "name": "表示名"

【設定例】

{"timezones" :[
{"id": "1", "name": "サモア標準時"},
{"id": "2", "name": "ハワイ標準時"},
       ...
{"id": "EB", "name": "東京(標準時)"},
{"id": "80000050", "name": "UTC"}
]}

上記を記載後、ファイルの文字コードを UTF8 で保存し、アプリケーションサーバ(Tomcat)を再起動

します。 サーバーマネージャー の左側のパネルからローカルサーバーを選択し、 サービスから「」

を右クリック し、［サービスの再起動］を選択します。

注

webframework.properties ファイルの先頭コメント行は削除しないでください。
 

5.3   ディスクタグの設定
カタログで使用するディスクタグについて設定します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\NEC\diskTags.json.sample を、 同じディレクト

リ配下にコピーし、「diskTags.json」にリネームします。

リネームしたファイルを開き、以下を参考に編集します。

画面上に表示するタグ名と、そのタグの情報として関連付けするデータストアタグ(SSC で設定され

た素のタグ)、ディスクタイプを設定します。

表 5-3   項目一覧（ディスクタグ設定）

項目名 入力規則 説明

tags － 入力画面に表示するタグ情報が設
定された配列

name 1～64 文字

システムで一意とする

マルチバイト文字指定可能

タグとして表示するタグ名(タグ情報
を示す)
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項目名 入力規則 説明

diskType 以下のいずれかを指定する

・thin

・thick

・raw_physical

・raw_virtual

タグに設定するディスクタイプを設定
する

datastoreTags SSC に設定されたデータストアタグ タグに関連付けするデータストアタ
グを指定する(複数指定可能)

【設定例】

{
    "tags":[
        {
            "name":"gold-disk",
            "diskType":"thick",
            "datastoreTags":[
                "gold",
                "silver"
            ]
        },
        {
            "name":"silver-disk",
            "diskType":"thin",
            "datastoreTags":[
                "silver",
                "bronze"
            ]
        },
        {
            "name":"bronze-disk",
            "diskType":"thin",
            "datastoreTags": [
                "bronze"
            ]
        }
    ]
}

続いてカタログに関連付けるタグを設定します。

表 5-4   項目一覧（ディスクタグ設定）

項目名 入力規則 説明

catalogs － 関連付けするタグ情報が設定された
カタログの配列

name SigmaSystemCenter に登録されてい
る VM テンプレートの名前

タグを関連付けするカタログ名

tags 1～64 文字

システムで一意とする

マルチバイト文字指定可能

タグに設定するディスクタイプを設定
する

【設定例】
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{
    "catalogs":[
        {
            "name":"catalog1",
            "tags":[
                "gold-disk",
                "silver-disk"
            ]
        },
        {
            "name":"catalog2",
            "tags": [
                "gold-disk",
                "silver-disk",
                "bronze-disk"
            ]
        }
    ]
}

diskTags.json の配置、ファイル名を変更する場合は、C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM

¥FW¥Tomcat¥conf¥NEC¥webframework.properties に以下を追記します。

product.cloudportal.disk.tags.json=変更後のパス

【設定例】

product.cloudportal.disk.tags.json=C\:\\tmp\\diskTags_updated.json

変更後はファイルの文字コードを UTF8 で保存し、アプリケーションサーバ(Tomcat)を再起動しま

す。

サーバーマネージャー の左側のパネルからローカルサーバーを選択し、サービスから「」を右クリッ

クし、［サービスの再起動］を選択します。

注

webframework.properties ファイルの先頭コメント行は削除しないでください。
 

5.4   アプリケーションサーバ(Tomcat)の設定
• メモリ

アプリケーションサーバ(Tomcat)のメモリ上限の設定方法を示します。

1. アプリケーションサーバ(Tomcat)がインストールされているマシンで下記コマンドを実行

します。

C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\bin\tomcat8w.exe //ES//ServiceGover
nor

2. Maximum memory pool を設定します。
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図 5-3   Tomcat プロパティ

3. 設定後はアプリケーションサーバ(Tomcat)の再起動を行ってください。

• スレッド数

アプリケーションサーバ(Tomcat)のスレッド数上限の設定方法を示します。

1. アプリケーションサーバ(Tomcat)がインストールされているマシンでテキストエディタを開

き、下記ファイルを編集します。

C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\conf\server.xml

2. maxThreads を設定します。
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図 5-4   Tomcat プロパティ

3. 設定後はアプリケーションサーバ(Tomcat)の再起動を行ってください。

• 接続数

アプリケーションサーバ(Tomcat)の接続数上限の設定方法を示します。

1. アプリケーションサーバ(Tomcat)がインストールされているマシンでテキストエディタを開

き、下記ファイルを編集します。

C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\conf\server.xml

2. maxConnections を設定します。

図 5-5   Tomcat プロパティ

3. 設定後はアプリケーションサーバ(Tomcat)の再起動を行ってください。
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第 6章   
ポータルに接続する
以下の手順に従って、接続確認をおこないます。

1. Web ブラウザを起動し、以下の URL にアクセスします。

http://広域管理サーバのホスト名:ポート（既定値 12080）/portal/

https://広域管理サーバのホスト名:ポート（既定値 12443）/portal/

2. ログイン画面が表示されることを確認します。
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ポータルをクラスタ構成で運用する場合、『WebSAM vDC Automation クラスタ構築ガイド

Windows/CLUSTERPRO X 環境用』を参照し、 広域管理サーバをクラスタとして構築してください。

その際、ポータルが使用するデータベースをクラスタ化するために、本章で示す設定・手順を追加

してください。

注

現用系、待機系の両系に「第 2 章   事前準備（4 ページ）」～「5.1   待ち受けポート番号の接続許可（23

ページ）」の設定が必要です。 既に『WebSAM vDC Automation クラスタ構築ガイド Windows/

CLUSTERPRO X 環境用』の手順が完了している場合は、クラスタサービスを停止した状態で移行の設定

を行ってください。
 

7.1   設定ファイルの管理方法
ポータルを冗長構成、もしくはクラスタ構成で運用する場合、設定ファイルは現用系と待機系の両

方で管理されます。

そのため、設定ファイルを変更する場合は、現用系と待機系の両方に行う必要があります。なお、

一部はクラスタ共有フォルダに置くことで両方で管理できるものもあります。

以下は、インストールパスを C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW として説明します。イン

ストール時の設定に合わせ、適宜読み替えて設定してください。

表 7-1   両サーバに設定、管理が必要なファイル

設定ファイル C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat¥conf¥NEC
¥webframework.properties

ディスクタグ設定ファイル C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\conf\NEC
\diskTags.json

タイムゾーン設定ファイル C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\conf\NEC
\timezones.json

ユーザ定義 CSS ファイル C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\conf\NEC
\userdefined.css

カスタマイズ用外部リンク設定ファイ
ル（任意）

C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\conf\NEC
\extlinks.json

カスタマイズ用アイコン (任意) C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat\webapps\images
\***

7.2   クラスタ共有ディスクの設定方法
クラスタ構成にした場合、『SigmaSystemCenter クラスタ構築手順』の「共有ディスク / ミラーディスク

を設定する」にて設定したディスクを設定ファイルに追記する必要があります。

設 定 フ ァ イ ル （ C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat¥conf¥NEC

¥webframework.properties）を開きます。以下を参照し、追記してください。

product.cloudportal.file.save.path=共有ディスク・ミラーディスクのパス
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(設定例)

product.cloudportal.file.save.path=S\:\\Portal\\

注

「:」と「\」は「\」を付加してエスケープして下さい。
 

7.3   SQL スクリプトの配置と修正
広域管理サーバの「SQL スクリプトの配置と修正」の手順にて、データベースのクラスタ化に必要な

SQL スクリプトに対し、 ポータルのデータベースをクラスタ化するための設定を追記します。

本書では例として、スクリプトの格納先は C:\MSSQL とし、データベースファイルの格納先は S:

\MSSQL\Data として説明します。

C:\MSSQL\ACT.sql

EXEC sp_attach_db 'cloudportal',
@filename1 = 'S:\MSSQL\Data\cloudportal.mdf',
@filename2 = 'S:\MSSQL\Data\cloudportal_log.ldf'

C:\MSSQL\ACT2.sql

use cloudportal
EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'cpuser', NULL, 'P@ssw0rd'
EXEC sp_password NULL, 'P@ssw0rd', 'cpuser'

C:\MSSQL\DEACT.sql

ALTER DATABASE cloudportal SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE EXEC
sp_detach_db 'cloudportal', TRUE

7.4   データベースファイルの移動
広域管理サーバの「データベースファイルの移動」の手順にて、運用管理機能のデータベース

（GM_<広域管理サーバ名>）に加え、ポータル用のデータベースファイルも移動します。 インスタン

ス名 FWCMDB を利用している場合、移動元のデータベースファイルが格納されているパスの既定

値は以下の通りです。

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\DATA

表 7-2   設定項目

ファイル名 移動先

cloudportal.mdf S:\MSSQL\Data\cloudportal.mdf

cloudportal_log.ldf S:\MSSQL\Data\cloudportal_log.ldf
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7.5   データベースファイルのデタッチ
データベースファイルを共有ディスク上に移動するために、デタッチ処理を現用系ホストで実行しま

す。

コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行します。

1. コマンドプロンプトを起動して以下のコマンドを実行します。

sqlcmd -E -S "(local)\FWCMDB"

2. 以下のクエリを実行し、ポータルのデータベースファイルをデタッチします。

1> alter database cloudportal set offline with ROLLBACK IMMEDIATE
2> exec sp_detach_db 'cloudportal',TRUE
3> go

7.5.1   データベースファイルを移動する

デタッチ処理後、データベースファイルを共有ディスクに移動します。 インスタンス名 FWCMDB を

利用している場合、移動元のデータベースファイルが格納されているパスの既定値は以下の通りで

す。

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.FWCMDB\MSSQL\DATA

表 7-3   設定項目

ファイル名 移動先

cloudportal.mdf S:\MSSQL\Data\cloudportal.mdf

cloudportal_log.ldf S:\MSSQL\Data\cloudportal_log.ldf

7.5.2   データベースファイルのアタッチ

クラスタをサスペンドした場合は本手順は不要です。または 「7.5.1   データベースファイルを移動

する（34 ページ）」 を実施後、クラスタを再起動した場合も本手順は不要です。

1. コマンドプロンプトを起動して以下のコマンドを実行します。

sqlcmd -E -S "(local)\SSCCMDB"

2. 以下のクエリを実行し、ポータルのデータベースファイルをデタッチします。

1> EXEC sp_attach_db 'cloudportal', @filename1='S:\MSSQL\Data\cloudportal.mdf', @fil
ename2='S:\MSSQL\Data\cloudportal_log.ldf' (１行で実行)
2> go

7.5.3   データベースユーザの再作成

クラスタをサスペンドした場合は本手順は不要です。または 「7.5.1   データベースファイルを移動

する（34 ページ）」 を実施後、クラスタを再起動した場合も本手順は不要です。
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1. コマンドプロンプトを起動して以下のコマンドを実行します。

sqlcmd -E -S "(local)\FWCMDB"

2. 以下のクエリを実行し、ポータルのデータベースファイルをデタッチします。

1> use cloudportal
2> EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'cpuser', NULL, 'P@ssw0rd'
3> EXEC sp_password NULL, 'P@ssw0rd', 'cpuser'
4> go
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本章では、バージョンアップ方法について説明します。

注

バージョンアップ前に作成した未承認のリクエストは一度キャンセルし、バージョンアップ後に再申請してく

ださい。
 

8.1   バージョンアップインストールの実行
1. C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\webapps\portal を削除します。

2. バージョンアップインストール方法については、『WebSAM vDC Automation v6.0 インスト

レーションガイド』の「バージョンアップする」を参照してください。

8.2   バージョンアップ後の設定
バージョンアップインストール後に以下を実行します。

1. C:¥Program Files (x86)¥NEC¥vDCA¥GM¥FW¥Tomcat¥conf¥NEC¥webframework.properties

を任意の名前にリネームし、カタログ名などの変更を webframework.properties.sample に転

記します。

2. webframework.properties.sample を webframework.properties にリネームします。

3. 「第 5 章   インストール後の設定（22 ページ）」を参照し、各設定を行います。

4. アプリケーションサーバ(Tomcat)を起動します。サーバーマネージャー の左側のパネルから

ローカルサーバーを選択し、 サービスから「Apache Tomcat 8.0 WebSAM」を右クリックし、

［サービスの開始］を選択します。

5. ブラウザのキャッシュを削除します。

6. ブラウザにて以下のＵＲＬにアクセスします。

http://<サーバ名またはサーバ IP アドレス>:<ポート番号>（既定値 12080）/portal

https://<サーバ名またはサーバ IP アドレス>:<ポート番号>（既定値 12443）/portal

7. ログイン画面のフッターにてバージョンが更新されていることを確認します。

第 8 章   バージョンアップ

37



第 8 章   バージョンアップ

38



第 9章   
アンインストール

目次

9.1  アンインストールの実行 ........................................................................................... 40

9.2  データベースの削除............................................................................................... 43

9.3  お知らせに添付されているファイルの削除.................................................................. 43

第 9 章   アンインストール

39



本章では、アンインストール方法について説明します。

9.1   アンインストールの実行
WebSAM vDC Automation 統合インストーラを使用してポータルをインストールした場合、WebSAM

vDC Automation のインストレーションガイドの広域管理サーバのアンインストール手順を実施する

ことでポータルも削除されます。 ポータルのみアンインストールすることはできません。本節では、

「3.2   冗長化する場合のインストール方法（13 ページ）」 の手順でポータルをインストールした場合

のアンインストール手順を示します。

1. コマンドプロンプト、またはエクスプローラから以下のコマンドを実行し、WebSAM vDC

Automation 統合インストーラを起動します。

インストール DVD:\install\Windows\vDCAInst.exe

2. ［カスタム］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

3. インストーラ選択画面が表示されます。［WebSAM メディア］を選択し、［実行］ボタンをクリック

します。
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4. 「WebSAM フレームワークメディアインストーラ」画面が表示されます。［アンインストール］を選

択して［次へ］ボタンをクリックします。

5. 「アンインストールする製品の選択」画面が表示されます。［WebSAM vDC Automation

Portal］にチェックし（Application Server は任意）、 ［次へ］ボタンをクリックします。
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6. 「アンインストール確認」画面が表示されます。［開始］ボタンをクリックします。

7. アンインストール後、「完了」画面が表示されます。［完了］ボタンをクリックします。
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9.2   データベースの削除
データベースが不要な場合には以下の手順で削除します。

コマンドプロンプトを開き、以下を実行します。

C:\Users\Administrator>sqlcmd -E -S localhost\DB インスタンス名
1> drop database cloudportal
2> go
1> drop login cpuser
2> go
1> exit

例：DB インスタンス名が FWCMDB（デフォルト）の場合

C:\Users\Administrator>sqlcmd -E -S localhost\FWCMDB
1> drop database cloudportal
2> go
1> drop login cpuser
2> go
1> exit

9.3   お知らせに添付されているファイルの削除
お知らせに添付されたファイルは、既定の設定では以下のパスに格納されます。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tomcat\cloudportal
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広域管理サーバのアンインストール時、ApplicationServer のアンインストール時にこのフォルダも削

除されますが、ポータルのみをアンインストールした場合は削除されませんので、手動で削除してく

ださい。

また、『WebSAM vDC Automation ver6.0 ポータル利用者マニュアル（運用編）』の「クラスタ構成に

した場合の共有フォルダの設定」により格納先を変更している場合もアンインストールでは削除され

ないため、 指定した格納先の cloudportal フォルダを手動で削除してください。
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