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1 はじめに 
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(Manager

機能) 」の旧バージョンから R5.5 へバージョンアップする手順を示す説明書です。 

バージョンアップ作業時、操作方法等の詳細は R5.5 の NX リモート通報インストール手

順書＜監視サーバ：Windows 編＞を参照してください。 

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、バージョン番号に読み替えてください。また NX リモート通報の名称は「NX 

remote communicator」または「NEC Service Terminal Server」（バージョンにより異な

ります）になりますので、適宜読み替えてください。 

本手順書では R5.5 を新バージョン、以前のバージョンを旧バージョンと記載します。 

R5.1 からテープ装置は監視対象外となりました。そのため旧バージョンでテープ装置を

監視している場合は削除して下さい。 

 

参照ドキュメント 

・ NX リモート通報インストール手順書 10.5 版＜監視サーバ：Windows 編＞ 

（以下本書内では「インストール手順書」と記載しています。） 
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2 留意事項 
(1) R2.4 以降のシステム要件のうち、注意すべき事項(下線部)を下記に示します。詳細は

新バージョンの NX リモート通報インストール手順書＜監視サーバ：WindowsPC 編

＞をご参照ください。 

 

・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。 

 

 

(2) 本ドキュメントは同一 PC でNXリモート通報のバージョンアップを行う場合の手順

書です。旧バージョンがインストールされている PC と異なる PC に新バージョンを

インストールする場合は、本ドキュメントに記載されていない作業も発生します。新

バージョンのインストールは、NX リモート通報インストール手順書＜監視サーバ：

Windows 編＞を参照しながら行ってください。 

 

(3) R4.1 以降の NX リモート通報では、NX リモート通報のプロセスを監視し、異常終了

した場合は NX リモート通報のサービスを再起動する機能があります。 

 

(4) Agent を新バージョンに更新した場合、Manager も新バージョンに更新されている

ことが前提です。 

 

(5) Master/Slave 構成の Manager を新バージョンに更新するときは、双方の Manager

を同一バージョンに更新してください。 
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3 最新 Manager ソフトへのバージョンアップ

手順 
Manager ソフトのバージョンアップは Administrator 権限をもつアカウントでログイン

し、下記の手順で行ってください。 

マスター/スレーブ構成の場合は、マスター、スレーブ共にバージョンアップが必要です。 

マスター側が正常動作することを確認後、マスター側の辞書/SG ファイルのバックアップ

をとり、スレーブ側のバージョンアップ時にリストアして、環境を合わせてください。 

 

 
 

 

3.1 事前準備 新バージョンの物件入手 

↓   

3.2 サービスの停止 

↓ 

3.3 サービスの削除 

↓ 

3.4 テープ装置に対する SNMPTrap 監視のＳＧ削除 

↓ 

3.5 辞書/SG ファイルのバックアップ 

↓  *旧バージョンの辞書/SG ファイルを引き継がない場合は不要 

 

3.6 旧バージョンの Manager ソフトのアンインストール 

↓ 

3.7 log ファイルおよび tmp ファイルの削除 

↓ 

3.8 新バージョンの Manager ソフトのインストール 

↓ 

3.9 辞書/SG ファイルのリストア 

↓  *旧バージョンの辞書/SG ファイルを引き継がない場合は不要 

 

3.10 Windows ファイアフォールの設定変更 *必要時のみ作業 

↓ 

3.11  SNMP Service インストール *必要時のみ作業 

↓ 

3.12  ESMPRO ServerManager と共存する場合注意点 

↓                 *必要時のみ作業 

 

3.13 サービスの登録 

↓ 

3.14 サービスの開始 

↓ 

3.15 動作確認(テスト通報等)  

* NX リモート通報インストール手順書 

＜監視サーバ：WindowsPC 編＞を参照のこと 

  

3.16 マスター/スレーブ構成時の辞書/SG ファイルの引継ぎ 

*必要時のみ作業 
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[注意] 

本手順は、以下を前提に記述しています。 

・ダウンロードした物件は CD-R に焼いて使用するものとします。CD-R に焼かずに使

用する場合は、インストールプログラム setup.exe を選択する際、適宜読み替えてく

ださい。 

・画像は NX リモート通報の任意のバージョンのものです。適宜読み替えてください。 

・ウィルス対策ソフト(VirusScan 等)や Windows ファイアウォールは既に設定済みであ

ること。 

 

3.1. 事前準備 最新物件の入手 

Web サイトから最新物件をダウンロードしてください。 

ダウンロードした物件を使用する際の注意事項は、４項を参照してください。 

 

3.2. サービスの停止 
 [スタート]→[プログラム]→[NEC Service Terminal Server]→[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。 

※旧バージョンが NX リモート通報 R5.3 以降の場合、設定ツールの画面から[サービ

ス]→[サービス停止]を選択してください。設定ツールの起動方法は NX リモート通報

インストール手順書＜監視サーバ：Windows 編＞を参照してください。 

 
 

 

3.3. サービスの削除 

[スタート]→[プログラム]→[NEC Service Terminal Server]→[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。 

※旧バージョンが NX リモート通報 R5.3 以降の場合、設定ツールの画面から[サービ

ス]→[サービス削除]を選択してください。設定ツールの起動方法は NX リモート通報

インストール手順書＜監視サーバ：Windows 編＞を参照してください。 
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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。 
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3.4. テープ装置に対する SNMPTrap監視のＳＧ削除 
下記設定を行っている場合のみ、設定を変更してください。 

 

[設定変更が必要なケース] 

テープ装置に対する SNMPTrap 監視を行っている場合 

 

[設定変更] 

以下の手順でテープ装置に対する SNMPTrap 監視の SG を削除して下さい。 

 

 

(1) [スタート]→[プログラム]→[NEC Service Terminal Server]→[各種設定]から

[SNMP Trap 監視機器設定]を選択してください。SNMPTrap 監視機器の設定画面

が起動します。 
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(2) [iStorage T]シリーズのタグを選択し、[登録名]のドロップダウンリストから任意の

一つを選択して[削除]ボタンをクリックしてください。 
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複数登録されている場合、ポップアップの[OK]ボタンをクリックすると次のエント

リが自動的に選択されますので、そのまま[削除]ボタンをクリックしてください。 

[登録名]が空になりましたら削除は完了です。 
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(3)  [OK]ボタンをクリックして SNMPTrap 監視機器の設定を終了してください。 
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3.5. 辞書/SGファイルのバックアップ 
 

 

 

 

 

 

(1) 旧バージョンが NX リモート通報 R2.7 以降の場合 

現在(旧バージョン)の辞書/SG ファイルをバックアップ/リストア処理ツールを用

いてバックアップします。 

 [スタート]→[プログラム]→[NEC Service Terminal Server]→[各種設定]→[SG

バックアップ/リストア処理]を選択すると、ツールが起動し、SG バックアップ/リ

ストア処理画面が表示されます。 

※旧バージョンが NX リモート通報 R5.3 以降の場合、設定ツールの画面から[各

種設定]→[SG バックアップ/リストア処理]を選択してください。設定ツールの起動

方法は NX リモート通報インストール手順書＜監視サーバ：Windows 編＞を参照

してください。 

 

 
 

バックアップ先フォルダにバックアップ先を設定し、[OK]ボタンをクリックすると、

以下のダイアログが表示されます。バックアップを行う場合は、[OK]をクリックし

てください。バックアップを取り消す場合は、[キャンセル]をクリックしてくださ

い。 

     

 
 

[OK]をクリックすると、新バージョンに引き継ぐ必要がある辞書/SG ファイルが格

納され、以下のダイアログが表示されます。[OK]をクリックしてください。 

 

[注意事項] 

マスター/スレーブ構成の場合で、スレーブ側のバージョンアップ時には本作業

は不要です。 
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(2) 旧バージョンが NX リモート通報 R2.6 以前の場合 

(インストールパス)¥sg フォルダ内の次のファイルをバックアップ（インストール

パス以外の任意のフォルダにコピー）してください。 

 ・cron.sg 

 ・manager.sg 

 ・mail_server.sg 

 ・chassis.sg 

 ・partition.sg 
 

また、ユーザ定義辞書を変更されている場合や保守員設定の通報メッセージを追

加されている場合は、(インストールパス)¥dic フォルダ内の次のファイルをバッ

クアップ（インストールパス以外の任意のフォルダにコピー）してください。 

 ・user.dic 

 ・operator.dic 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

[注意事項] 

・NX リモート通報のパラメータファイル sts_parameter.sg を個別に変更して

運用されているお客様は、本ファイルもバックアップしてください。但し、

リストアする際は、ファイルを上書きコピーせず、バックアップしたファイ

ルを参照しながら、個別に変更した項目のみを変更し、それ以外の項目は変更

しないようにしてください。 

・「通報メッセージ管理」ツールにて定義済み通報メッセージの通報許可の設

定を変更している場合は、新しいバージョンをインストール後に設定し直し

てください。 
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3.6. 旧バージョンの Managerソフトのアンインストール 
(1) Windows の［コントロールパネル］の［プログラムと機能］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。 

 
 

 

(2) 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。 

 

 

 
 

(3) 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］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。 

 

 

3.7. logファイルおよび tmpファイルの削除 

次のフォルダ直下に旧バージョンのファイルが残っていると、新バージョンの

Manager が起動できない場合があります。 

インストールフォルダ以外の任意のフォルダへ移動するか、削除してください。 

 

・(インストールパス)\log フォルダ 

・(インストールパス)\tmp フォルダ 

  tmp フォルダがない場合、本作業は不要となります。 

 

3.8. 新バージョンの Managerソフトのインストール 
(1) 最新の物件が格納されている CD-ROM をドライブに挿入します。 

 

(2) Windows の［スタート］の［ファイル名を指定して実行］にて下記のインストール

x.x x.x 

x.x 

x.x 
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プログラムを指定します。（［参照］ボタンをクリックし、下記インストールプログ

ラムを選択後、［開く］ボタンをクリックしても構いません。） 

CD-ROM ドライブ：¥NX¥windows¥setup.exe 
   

(3) ファイル名を指定して実行の画面で [OK]ボタンをクリックすると、インストール

を開始します。[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ます。 

 

(4) 本ソフトをインストールするか、確認画面が表示されます。インストールを開始す

る場合は[OK]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。 

 

(5) 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。 

 

 
 

 

(6) 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、以下の推奨フォルダが表示されます。 

(システムドライブ)¥Program Files¥STS¥    … 32bit OS の場合 

(システムドライブ)¥Program Files (x64)¥STS¥  … 64bit OS の場合 

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。 

※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。 

その後、[次へ]ボタンをクリックしてください。 
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(7) 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。 

 

 
 

(8) 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。 
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(9) 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。 

 

 
 

(10) 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。 
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3.9. 辞書/SGファイルのリストア 
 

 

 

 

 

 

旧バージョンの辞書/SG ファイルをバックアップ/リストア処理ツールでバック

アップしたファイルをインストールパスの sg フォルダおよび dic フォルダに適用

します。 

 

(1) 上書きするファイル 

次のファイルは、バックアップしたファイルをインストールパスの sg フォルダに

上書きコピーしてください。バックアップしたフォルダに存在しないファイルは、

インストールパスのファイルをそのまま使用してください。 

[注意事項] user.dic と sts_parameter.sg はコピーしないでください。 

 

表 1 上書きする設定ファイル一覧 

1 chassis.sg 

2 cron.sg 

3 httpsrep.sg 

4 license.sg 

5 license_period.sg 

6 mail_server.sg 

7 manager.sg 

8 partition.sg 

9 snmptrap.sg 

10 ssh.sg 

11 alivecheck.deny 

12 alivecheck_bmc.deny 

13 alivecheck_snmp.deny 

 

[コピー元フォルダ] (バックアップ先パス)¥sg 

[コピー先フォルダ] (インストールパス)¥sg 

 

 

(2) ユーザ辞書への反映 

ユーザ辞書にメッセージ文字列を登録されている場合、新しいバージョンの NX

リモート通報環境に、登録されていたメッセージ文字列を反映していただく必要

があります。ユーザ辞書を使用されていない場合、本作業は不要です。 

 

バックアップ先フォルダに格納されているユーザ辞書を参照しながら、インス

トール手順書に従い編集を実施願います。ユーザ辞書の編集は、直接辞書ファイ

ルを編集せず、ツールを使用して登録をお願いいたします。 

 

[参照データ(旧バージョンのパラメータファイル)] 

 (バックアップ先パス)¥dic¥user.dic 

 

ユーザ辞書への反映手順) 

 ユーザ辞書への反映手順を以下に示します。 

[注意事項] 

・マスター/スレーブ構成の場合で、スレーブ側のバージョンアップ時のリストア

作業は 3.15 項を参照してください。 
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1. バックアップした user.dic を任意のエディタで開きます。 

2. ｢スタート｣→「すべてのプログラム」→「NEC Service Terminal server」

→｢各種設定｣→「通報メッセージ管理」を選択してください。 

3. 「ユーザ宛通報メッセージ」タブをクリックしてください。 

4. 「新規追加」ボタンを押下すると「ユーザ設定：通報メッセージの詳細設

定」ダイアログが表示されます。 

5. バックアップした user.dic の<id>タグに示された 100051 以降が、旧バー

ジョンでユーザ宛通報メッセージとして登録されているメッセージとなり

ます。100051 以降の情報を「ユーザ設定：通報メッセージの詳細設定」ダ

イアログに登録してください。 

 レポートアドレス：<reportaddress>タグのメールアドレス 

 通報メッセージ： <comment>タグのメッセージ 

 照合キー１：<key>タグ内の<data seq="1">タグのメッセージ 

 照合キー２；<key>タグ内の<data seq="2">タグのメッセージ 

 照合キー３；<key>タグ内の<data seq="3">タグのメッセージ 

バックアップした user.dicに存在しない照合キーは入力しないでください。 

6. 4 と 5 を登録数分繰り返してください。反映が終了しましたら設定保存し終

了してください。 

 

(3) パラメータファイルの反映 

ＮX リモート通報のパラメータファイル sts_parameter.sg はリストア対象ではあ

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

を参照しながら個別に変更した項目のみを変更し、それ以外の項目は変更しない

ようにしてください。 

 [参照データ(旧バージョンのパラメータファイル)] 

(バックアップ先パス)¥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)] 

(インストールパス)¥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。 

 

 

3.10. Windowsファイアウォールの設定変更 
下記設定を行っている場合のみ、設定を変更してください。 

 

[設定変更が必要なケース] 

Windows ファイアウォールの例外に、マネージャプログラム sts.exe ではなく、ポー

ト番号 34144 を登録している場合 

 

[設定変更] 

設定しているポート番号を 34144→34145 と 34146 に変更してください。 
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3.11. 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 リモート通報側で 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

モート通報側で SNMP Trap の受信ができません。 
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3.12. サービスの登録 
  

Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2016 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。 

 

ユーザアカウント制御ダイアログが表示された場合は、[はい]ボタンをクリックし

てください 

 

 
 

設定ツール画面のサービス状態の表示が「未登録」であることを確認してくださ

い。 

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、設定ツール画面のサービ

スの状態表示が、「停止」になります。 
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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(PC の起動と連動してサービスが自動起動) 

 

3.13. サービスの開始 
設定ツール画面のサービス状態の表示が「停止」であることを確認してください。 

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、設定ツール画面のサービスの状

態表示が、「開始保留中」を経て「実行中」になります。 

「開始保留中」状態は、NX リモート通報の監視処理の準備中です。この状態のときは、

他の操作はできません。 

環境や設定に問題が無ければ、30 秒ほどで「実行中」に遷移します。 

 

 
 

起動に失敗した場合は、「停止」に戻ります。 
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3.14. 動作確認(テスト通報等) 
Manager ソフト及び Agent ソフトのバージョンアップ完了後、動作確認を行ってく

ださい。テスト通報は OS ログテスト通報または SFM テスト通報にて正常に通報さ

れることを確認してください。 

詳細は、新バージョンの NX リモート通報 インストール手順書＜監視サーバ：

WindowsPC 編＞をご参照ください。 
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3.15. マスター/スレーブ構成時の辞書/SGファイルの引継ぎ 
マスター/スレーブ構成の場合、マスター側とスレーブ側の辞書/SG ファイルを合わせ

る必要があります。スレーブ側の辞書/SG ファイルの引継ぎは、バージョンアップ後

のマスター側の辞書/SG ファイルを、スレーブ側に上書きコピーして行います。 

コピーするファイルは、次のファイルになります。 

 

・(インストールパス)¥dic フォルダ内の全てのファイル 

・(インストールパス)¥sg フォルダ内の全てのファイル 
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4 ダウンロード物件の取り扱い方 
4.1. CD-Rへ焼く時の注意事項 

web からダウンロード物件を CD-R に焼く場合、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。 

 

 


