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はじめに
対象読者と目的
本書は、Network Automation のインストール、バージョンアップおよびアンインストールを
行うシステム管理者を対象読者とし、それぞれの方法について説明します。

本書の読み方
本書では、Network Automation のインストール、バージョンアップおよびアンインストール
の手順を説明します。
次節以降では、Network Automation 統合インストーラの基本的な機能と構成について説明し
ます。
Network Automation を新規にインストールする場合は、 「第 2 章 機能を選択してインス
トールを実行する（4 ページ）」を参照し、 インストールしてください。
Network Automation をバージョンアップする場合は、 「第 3 章 バージョンアップする（52
ページ）」を参照し、 バージョンアップしてください。
Network Automation をアンインストールする場合は、 「第 4 章 アンインストールを実行す
る（67 ページ）」を参照し、 アンインストールしてください。

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。

ヒント
追加情報または参照先の情報の場所を表します。

表記一覧
本書では以下の表記方法を使用します。
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
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『設定』ウィンドウ
『インストレーションガイド』

表記

使用方法

例

コマンドライン中 かっこ内の値の指定が省略可能であるこ
の[ ]角かっこ
とを示します

add [/a] Gr1

モノスペースフォ コマンドライン システムからの出力 (メッ
ント
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

(courier new)

replace Gr1

モノスペースフォ ユーザが有効な値に置き換えて入力する
ント斜体
項目

add GroupName

(courier new)
< > 山かっこ

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

iv

InstallPath=
Path"

<インストール DVD>

"Install
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第 1 章 Network Automation のインストールの概要

第1章
Network Automation のインストールの概
要
本章では、本書の読み方、および Network Automation のインストール、アンインストールを
行う Network Automation 統合インストーラについて説明します。

目次
1.1 Network Automation 統合インストーラ....................................................................................2
1.2 Network Automation の DVD 構成.............................................................................................2
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1.1 Network Automation 統合インストーラ
Network Automation は、Network Automation 統合インストーラによりインストールができま
す。
Network Automation 統合インストーラは、広域管理サーバ、広域管理サーバ監視端末、管理
サーバ、管理サーバ監視端末の製品コンポーネントをインストールすることができます。

注
•

UNC パス、もしくはネットワークドライブを割り当てたドライブ上で、インストーラは実行
できません。DVD ドライブ上のインストーラを実行してください。

•

インストーラは Administrator 権限を持つユーザにて実行してください。

•

DVD イメージをローカルディスクにコピーしインストールを行う場合、コピー先のパスには
スペースが含まれない構成にしてください。

1.1.1 Network Automation 統合インストーラのインストールモー
ド
Network Automation 統合インストーラは、2 つのインストールモードを兼ね備えています。
• 標準モード
Network Automation 機能を構成する製品コンポーネントを一括でインストールする
モードです。
機能を選択してインストールします。
• カスタムモード
Network Automation を構成する製品のインストーラを起動するモードです。
Network Automation 機能を構成する製品コンポーネントをバージョンアップする場合
に利用します。
また、必要に応じて製品コンポーネントの機能追加、メンテナンス、および Network
Automation のサーバ構成を変更する場合などに利用します。

注
Network Automation のアンインストールは、各製品のアンインストール方法で実施します。

1.2 Network Automation の DVD 構成
Network Automation 統合インストーラは、次の通り NWA インストール DVD に収録されて
います。
NWA インストール DVD
└ install
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NWA インストール DVD
└ Windows
└ NWAInst.exe

Network Automation 統合インストーラ
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第2章
機能を選択してインストールを実行する
本章では、Network Automation の機能種別に応じたインストール手順について説明します。
Network Automation 統合インストーラによるインストールの前に必要な Windows Server で
の設定、 事前にインストールするツール、および、統合インストーラによる製品コンポー
ネントのインストールについて説明します。

目次
2.1 インストールする機能の種別 ..................................................................................................5
2.2 事前にインストールが必要なソフトウェア ...........................................................................6
2.3 オールインワン構成のインストール.....................................................................................11
2.4 広域管理サーバ監視端末をインストールする .....................................................................19
2.5 広域管理サーバをインストールする.....................................................................................22
2.6 管理サーバ監視端末をインストールする.............................................................................28
2.7 管理サーバをインストールする ............................................................................................31
2.8 広域管理サーバの登録と設定 ................................................................................................39
2.9 管理サーバの登録と設定 ........................................................................................................45
2.10 サイレントインストールコマンド.......................................................................................47
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2.1 インストールする機能の種別
Network Automation を構成する機能の種別、構成について説明します。

2.1.1 Network Automation のサーバ構成図
以下は、本書のインストール手順で対象とする機能の種別です。
• 広域管理サーバ
• 広域管理サーバ監視端末
• 管理サーバ
• 管理サーバ監視端末

注
Network Automation の広域管理サーバと vDC Automation の管理サーバの構成はサポートしていま
せん。

2.1.2 各機能の役割
各機能の役割は以下の通りです。
役割

機能
広域管理サーバ

Network Automation 内の全リソースを一元管理・監視します。
外部機能とのシングルポイントゲートウェイ機能を提供します。

広域管理サーバ監視端末 広域管理サーバが管理するリソースを監視・制御する機能を提供します。
管理サーバ

ネットワークの監視・制御する機能を提供します。

管理サーバ監視端末

管理サーバが管理するリソースを監視・制御する機能を提供します。
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注
各機能のシステム要件は『Network Automation ファーストステップガイド』の 『第 5 章 動作環境
／システム要件』を確認してください。

2.1.3 同一マシンに機能を複数インストールする際の注意事項
各機能を同一マシンに複数インストールする場合は、以下の組み合わせルールに従います。
広域管理サーバ

管理サーバ

広域管理サーバ

-

○

管理サーバ

○

-

○：同一マシンへのインストールは可能

2.2 事前にインストールが必要なソフトウェア
Network Automation 統合インストーラによるインストール前に必要なソフトウェアについ
て説明します。

2.2.1 事前にインストールするソフトウェア一覧
Network Automation では、それぞれのマシン種別のインストールを開始する前に、以下のソ
フトウェアのインストールが必要です。

.NET Framework 3.5 Service Pack 1
.NET Framework 4.0
SQL Server／クライアントツール

広域管理サーバ

管理サーバ

必須*1

必須*1

必須

必須

必須*2

必須*2

*1 SQL Server 2014 を使用する場合に必要です。
*2 DBMS を別サーバ化する際には、DB サーバに SQL Server をインストールし、 広域管理サー
バ、管理サーバをインストールするマシンに SQL Server クライアントツールをインストール
します。 DB サーバの必須ソフトウェアに関しては『Network Automation ファーストステップ
ガイド』の 『5.5 DB サーバ』を参照ください。 DBMS を別サーバ化しない場合には SQL
Server クライアントツールのインストールは不要です。

監視端末（広域管理サーバ、管理サーバ）については、いずれも事前にインストールが必要
なソフトウェアはありません。

2.2.2 .Net Framework 3.5 Service Pack1 をインストールする
.Net Framework 3.5 Service Pack1 をインストールしてください。
6
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以下は PowerShell コマンドからインストールする場合の例になります。
1.

Windows Server 2012/2012 R2/2016 インストールメディアを DVD ドライブに挿入しま
す。

2.

[スタート] メニューから[Windows PowerShell] － [Windows PowerShell] のショート
カットを右クリックして、[管理者として実行] をクリックします。

3.

以下のコマンドを実行します。 (インストールメディアを挿入した DVD ドライブが E
ドライブの場合)
PS > Install-WindowsFeature Net-Framework-Core -source E:\sources\sxs

2.2.3 .Net Framework 4.0 をインストールする
注
Windows Server 2012 R2 以降の場合、本作業は不要です。

コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行してインストーラを起動し、ウィザードに従っ
てインストールします。（ご使用環境に合わせて、いずれかをインストールしてください）
> <インストール DVD>:\ssc\dotNet Framework40\Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
> <インストール DVD>:\ssc\dotNet Framework40\Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu

2.2.4 SQL Server をインストールする
Network Automation では、広域管理サーバ、管理サーバで SQL Server を利用します。

注
SQL Server または SQL Server クライアントツールのインストールは、広域管理サーバ、管理サー
バをインストールするユーザと同じユーザで行う必要があります。

SQL Server の製品種別として、Express Edition、Standard Edition、Enterprise Edition を利用で
きますが、 Express Edition を利用した場合は、クラスタ環境を構築することができません
（Express Edition から Standard Edition または Enterprise Edition へのアップグレードが必要で
す）。 以下では SQL Server Enterprise Edition のインストール方法について示します。
DBMS を別サーバ化する場合には、DBMS サーバマシンに以下の手順で SQL Server 2014 を
インストールします。 広域管理サーバ、管理サーバをインストールするマシンには SQL
Server 2014 クライアントツールをインストールする必要があります。 DBMS を別サーバ化
しない場合には SQL Server 2014 クライアントツールのインストールは不要です。
• SQL Server 2014 のインストール
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本手順内の「作成するインスタンス名」の表を参照し、サーバ毎に作成するインスタン
ス名を確認します。
1.

Setup.exe を実行して SQL Server 2014 のインストーラを起動します。

2.

[SQL Server インストールセンター]画面で、[インストール]の[SQL Server の新規
スタンドアロン インストールを実行するか、既存のインストールに機能を追加し
ます]をクリックします。

3.

[プロダクトキー]画面で、プロダクトキーを入力して、[次へ（N）]をクリックしま
す。

4.

[ライセンス条項]画面で、[ライセンス条項に同意します。(A)]チェックボックス
にチェックを入れ、[次へ(N)>]をクリックします。

5.

[製品の更新プログラム]画面で、更新プログラムの検索が始まります。[次へ(N)>]
をクリックします。

6.

[インストールルール]画面で、[次へ(N)>]をクリックします。

7.

[セットアップロール]画面で、[次へ(N)>]をクリックします。

8.

[機能の選択]画面で、適切な機能を選択して、[次へ(N)>]をクリックします。下記
の「機能の選択」を参考に、作成するインスタンスに沿った機能を選択してくだ
さい。
表 2-1 機能の選択
インスタンス名

選択する機能

FWCMDB

9.

データベースエンジンサービス

選択する

SQL Server レプリケーション

選択しない

[インスタンスの構成]画面で、[名前付きインスタンス(A):]ラジオボタンを選択し、
テキストボックスに適切なインスタンス名を入力し、[次へ(N)>]をクリックしま
す。下記の「作成するインスタンス名」を参考に入力してください。
表 2-2 作成するインスタンス名
作成するインスタンス名

マシンの種別

FWCMDB*1
広域管理サーバ

作成する

管理サーバ

作成する

*1 DBMS を別サーバにインストールする場合、FWCMDB インスタンスは、DBMS
をインストールしたサーバ上に一つだけ作成してください。 広域管理サーバ、管
理サーバ上に作成する必要はありません。

10. [サーバーの構成]画面で、[次へ(N)>]をクリックします。
11. [データベースエンジンの構成]画面で、以下を設定します。
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a.

認証モードで[混合モード(M) (SQL Server 認証と Windows 認証)]ラジオボタ
ンを選択し、[パスワードの入力(E):]および[パスワードの確認入力(O):]テキ
ストボックスにパスワードを入力します。

b.

SQL Server 管理者の指定で、[現在のユーザの追加(C)]を押下します。

12. [次へ(N)>]をクリックします。
13. [インストールの準備完了]画面で、[インストール(I)]をクリックします。
14. インストールが完了すると「完了」画面が表示されます。[閉じる]をクリックし
ます。SQLServer インストールセンターを閉じます。
15. SQL Server インストール後に再起動が要求される場合があります。その場合、コ
ンピュータの再起動をしてください。
• SQL Server 2014 のサービスのログオンユーザの設定
下記の「SQL Server のサービスのログオンユーザ」を参照し、必要なインスタンスにつ
いて設定を行います。
表 2-3 SQL Server のサービスのログオンユーザ
インスタンス名
FWCMDB
Local System

ログオンユーザ

1.

SQL Server 構成マネージャーを起動します。

2.

左ペインの[SQL Server のサービス]をクリックして右ペインに表示される[SQL
Server(インスタンス名)]をダブルクリックします。
「SQL Server (インスタンス名)のプロパティ」画面が表示されます。

3.

[ログオン]タブで[ビルトイン アカウント(B):]ラジオボタンを選択し、ドロップダ
ウンリストで適切なユーザを選択し、[OK]をクリックします。

4.

表示されたメッセージで[はい]をクリックします。

5.

[再起動(R)]をクリックし、再起動処理が完了したら[OK]をクリックし、SQL Server
構成マネージャーを終了します。

• SQL Server 2014 のネットワーク構成の設定
下記の「SQL Server ネットワーク構成」を参照し、必要なインスタンスについて設定を
行います。
表 2-4 SQL Server ネットワーク構成
インスタンス名

プロトコル名

FWCMDB
共有メモリ

－*1

名前付きパイプ

有効

TCP/IP

有効
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*1 －(ハイフン)については、有効/無効どちらでも構いません。デフォルト値のままとして
ください。

1.

SQL Server 構成マネージャを起動します。

2.

左ペインの[SQL Server ネットワークの構成]をクリックして表示される[インスタ
ンス名のプロトコル]を選択し、右ペインに表示される適切なプロトコルの状態を
変更します。

上記の作業が完了したら、以下の手順でそれぞれのインスタンスを再起動します。
1.

左ペインの[SQL Server のサービス]を 選択して右 ペインに表示される[SQL
Server(インスタンス名)]をダブルクリックします。
「SQL Server(インスタンス名)のプロパティ」画面が表示されます。

2.

[再起動(R)]をクリックし、再起動処理が完了したら[OK]をクリックし、SQL Server
構成マネージャーを終了します。

• SQL Server Browser サービスのスタートアップの種類の変更
SQL Server Browser サービスのスタートアップの種類を自動に設定し、サービスを起動
します。
1. 「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」を起動して、
「SQL Server
Browser」サービスのスタートアップの種類が「自動」になっていない場合、「自
動」に変更してください。
2. 「SQL Server Browser」サービスが起動していない場合は、サービスを起動してく
ださい。
• SQL Server 2014 クライアントツールのインストール
ここでは Express Edition でのインストール方法について記載します。
1.

SQLManagementStudio_x64_JPN.exe を実行してインストーラを起動します。

2.

[SQL Server の新規スタンドアロン インストールを実行するか、既存のインス
トールに機能を追加します]をクリックします。

3.

[セットアップサポートルール]画面では、ルールチェック完了後自動的に次の画
面に切り替わります。

4.

[ライセンス条項]画面で、[ライセンス条項に同意します。(A)]チェックボックス
にチェックを入れ、[次へ(N)>]をクリックします。

5.

[製品の更新プログラム]画面で、更新プログラムの検索が完了後、[次へ(N)>]をク
リックします。

6.

[セットアップファイルのインストール]画面では SQL Server セットアップのイン
ストールが完了後、自動的に次の画面に切り替わります。
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7.

[セットアップサポートルール]画面では、ルールチェック完了後自動的に次の画
面に切り替わります。

8.

[機能の選択]画面で[管理ツール - 基本]にチェックを入れ、[次へ(N)>]をクリック
します。
既に SQL Server 2014 クライアントツールが当該サーバにインストール済みの場
合は、「管理ツール － 基本」がグレーアウトされチェック済みの状態となってお
りますので、 その場合は、SQL Server クライアントツールのインストールは必要
ありません。インストールを取り消してください。

9.

[インストール ルール]、[必要なディスク領域]画面では、自動的に次の画面に切
り替わります。

10. [エラー レポート]画面で、[次へ(N)>]をクリックします。
11. [インストール構成ルール]画面では、ルールチェック完了後自動的に次の画面に
切り替わります。
12. [インストールの進行状況]画面では管理ツールのインストール完了後、[完了]画面
が表示されます。[閉じる]をクリックします。
13. SQL Server インストールセンターを閉じます。

2.3 オールインワン構成のインストール
次項以降では、同一マシンに以下の機能をインストールしたオールインワン構成を作成する
手順を説明します。
• 広域管理サーバ監視端末
• 広域管理サーバ
• 管理サーバ監視端末
• 管理サーバ
必要に応じて、以下を参照してください。
• 「2.4 広域管理サーバ監視端末をインストールする（19 ページ）」
• 「2.5 広域管理サーバをインストールする（22 ページ）」
• 「2.6 管理サーバ監視端末をインストールする（28 ページ）」
• 「2.7 管理サーバをインストールする（31 ページ）」

2.3.1 オールインワン構成に導入するコンポーネント
システム要件については、
『Network Automation ファーストステップガイド』の 『第 5 章 動
作環境／システム要件』を参照してください。
オールインワン構成で導入するコンポーネントの詳細は、以下を参照してください。
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• 「2.4.1 広域管理サーバ監視端末に導入するコンポーネント（19 ページ）」
• 「2.5.1 広域管理サーバに導入するコンポーネント（22 ページ）」
• 「2.6.1 管理サーバ監視端末に導入するコンポーネント（28 ページ）」
• 「2.7.1 管理サーバに導入するコンポーネント（32 ページ）」

2.3.2 Windows ファイアウォールの設定
広域管理サーバおよび管理サーバにおいて Windows ファイアウォールの機能が有効な場
合、広域管理サーバが利用するポートを開く必要があります。 いくつかのポートはインス
トール時に自動的に登録されますが、手動で登録が必要な項目もあります。
詳細は「付録 C. ネットワークとプロトコル（89 ページ）」 を参照してください。

2.3.3 ホスト名の設定
広域管理サーバと管理サーバでそれぞれの専用ホスト名が必要です。それぞれが名前解決
できる(DNS サーバへの登録、hosts ファイルの編集など)必要があります。
hosts ファイルを編集する場合は、以下のように編集します。
• C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
127.0.0.1
localhost
#
::1
localhost
XXX.XXX.XXX.XXX <gm>
XXX.XXX.XXX.XXX <mom>

注
XXX.XXX.XXX.XXX、<gm>、<mom>は環境に合わせて変更します。
XXX.XXX.XXX.XXX
サーバの IP アドレス
<gm>
広域管理サーバのインストール時に[自ホスト名]に入力する名前
<mom>
管理サーバのインストール時に[自ホスト名]に入力する名前

• 設定例
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
127.0.0.1
localhost
#
::1
localhost
192.168.0.1 gm
192.168.0.1 mom
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2.3.4 インストールを実行する前の注意
インストールを開始する前に、必ず使用しているアプリケーションおよび Web ブラウザを
すべて終了してください。

2.3.5 Network Automation のインストール
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

4.

[標準(T)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
「インストール機能選択」画面が表示されます。
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5.

[広域管理サーバ監視端末]、[広域管理サーバ]、[管理サーバ監視端末]、[管理サーバ]
チェックボックスにチェックを入れます。

6.

[次へ(N)>]をクリックします。
[広域管理サーバ監視端末設定(S)]画面が表示されます。

7.

必要に応じて各設定項目を設定します。

14
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ヒント
•

[広域管理サーバのホスト名]は、名前解決できる広域管理サーバのホスト名(例：gm)を
設定します。

詳細は「2.4.3 広域管理サーバ監視端末のインストール（19 ページ）」を参照してく
ださい。
8.

[次へ(N)>]をクリックします。
[広域管理サーバ設定(S)]画面が表示されます。

9.

必要に応じて各設定項目を設定します。

ヒント
•

[自ホスト名]は、名前解決できる広域管理サーバのホスト名(例：gm)を設定します。

詳細は「2.5.5 広域管理サーバのインストール（24 ページ）」を参照してください。
10. [次へ(N)>]をクリックします。
データベースへの接続確認を実施し、データベースに接続可能な場合は[管理サーバ監
視端末設定(S)]画面が表示されます。

注
•

データベースに接続できない場合は、次へ進めません。設定を見直してください。

11. 必要に応じて各設定項目を設定します。
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ヒント
•

[管理サーバのホスト名]は、名前解決できる管理サーバのホスト名(例：mom)を設定し
ます。

詳細は「2.6.3 管理サーバ監視端末のインストール（28 ページ）」を参照してくださ
い。
12. [次へ(N)>]をクリックします。
[管理サーバ設定(S)]画面が表示されます。
13. 必要に応じて各設定項目を設定します。
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ヒント
•

[自ホスト名]は、名前解決できる管理サーバのホスト名(例：mom)を設定します。

•

[広域管理サーバのホスト名]は、名前解決できる広域管理サーバのホスト名(例：gm)を
設定します。

詳細は「2.7.5 管理サーバのインストール（33 ページ）」を参照してください。
14. [次へ(N)>]をクリックします。
データベースへの接続確認を実施し、データベースに接続可能な場合はインストール
設定の確認画面が表示されます。

注
•

データベースに接続できない場合は、次へ進めません。設定を見直してください。
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15. 内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。
16. 表示される確認のメッセージで[はい(Y)]をクリックします。
インストールが始まります。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。

17. [完了]をクリックします。
18. サーバを再起動します。
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第 2 章 機能を選択してインストールを実行する

19. ライセンス登録、広域管理サーバの設定、管理サーバの設定を実施します。広域管理
サーバの設定は、 「2.8 広域管理サーバの登録と設定（39 ページ）」を参照してくだ
さい。管理サーバの設定は、 「2.9 管理サーバの登録と設定（45 ページ）」を参照し
てください。

2.4 広域管理サーバ監視端末をインストールする
次項以降では、Network Automation 広域管理サーバ監視端末のコンポーネントをインストー
ルする手順を説明します。

2.4.1 広域管理サーバ監視端末に導入するコンポーネント
広域管理サーバ監視端末に導入するコンポーネントは以下の通りです。
• WebSAM SystemManager G View
• WebSAM vDC Automation View

2.4.2 インストールを実行する前の注意
インストールを開始する前に、必ず使用しているアプリケーションおよび Web ブラウザを
すべて終了してください。

2.4.3 広域管理サーバ監視端末のインストール
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[標準(T)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
「インストール機能選択」画面が表示されます。

5.

[広域管理サーバ監視端末]チェックボックスにチェックを入れます。

6.

[次へ(N)>]をクリックします。
[広域管理サーバ監視端末設定(S)]画面が表示されます。
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7.

必須項目を選択して[編集(E)]をクリックし値を設定します。設定する値については次
の手順の表を参照してください。

8.

必要に応じて各設定項目を設定します。設定項目をクリックして[編集(E)]をクリック
するか、または、設定項目をダブルクリックします。
選択した設定項目の設定画面が開きます。
設定値

設定項目名
インストール先フォルダ

インストール先フォルダを指定します。
既定値は C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GMView となり
ます。
フォルダのパスは 55 文字以内で指定します。*1

広域管理サーバのホスト名

広域管理サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定しま
す。

広域管理サーバの通信ポート

広域管理サーバの構成で[監視端末との通信ポート]に指定
したポート番号を指定します。
既定値は 12521 です。

*1 インストール先フォルダ/データ領域フォルダは、大文字と小文字も同じ文字として扱
うので注意してください。 インストール先フォルダ/データ領域フォルダに使用でき
ない文字は以下になります。
\/:*?"<>|;,&^
なお、\ は区切り文字としては使用できます。

9.

[次へ(N)>]をクリックします。
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インストール設定の確認画面が表示されます。

注
その他の機能も同時にインストールする指定をした場合は、[次へ(N)>]をクリックした後、
それぞれの設定画面が表示されます。 それぞれの設定画面については、各機能のインストー
ル手順を参照してください。

10. 内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。
11. 表示される確認のメッセージで[はい(Y)]をクリックします。
インストールが始まります。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。
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12. [完了]をクリックします。

2.5 広域管理サーバをインストールする
次項以降では、Network Automation 広域管理サーバにコンポーネントをインストールする手
順を説明します。

注
広域管理サーバをインストール中断の状態で再度インストールを実行する場合は、事前に以下の順
番でサービスを停止して行ってください。
またインストール後は手動にてサービスを起動してください。
•

WebSAM UMF Operations Web Service__vDCGMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）

•

WebSAM UMF Operations Manager_101

2.5.1 広域管理サーバに導入するコンポーネント
広域管理サーバのシステム要件については、
『Network Automation ファーストステップガイ
ド』の 『第 5 章 動作環境／システム要件』を参照してください。
広域管理サーバに導入するコンポーネントは以下の通りです。
• WebSAM SystemManager G Manager
• WebSAM vDC Automation Manager
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• WebSAM vDC Automation WebService View
• WebSAM vDC Automation Service Governor
• Application Server*1*2
*1 Java 8u72、Tomcat 8.0.33 がインストールされます。
*2 Tomcat のログは定期的に消去されないかぎり、ファイルが蓄積していき、ログフォルダが肥
大化します。定期的に手動で削除してください。
Tomcat のログファイルは以下に出力されます。
<インストールフォルダ>\FW\Tomcat\logs

注
<インストールフォルダ>は、広域管理サーバのインストール先です。
デフォルトの場合は「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM」です。
なお、上記フォルダ配下の vdca.log はデフォルト設定では、100 ファイルでローテートされま
す。vdca.log の手動削除は不要です。

2.5.2 事前にインストールが必要なソフトウェア
広域管理サーバのコンポーネントのインストールを開始する前に、以下のソフトウェアのイ
ンストールが必要です。
• .NET Framework 3.5 Service Pack 1
• .NET Framework 4.0
• SQL Server *1
• SQL Server クライアントツール*1
*1 DBMS を別サーバ化する場合には、DBMS サーバに SQL Server をインストールし、広域管理
サーバをインストールするマシンに SQL Server クライアントツールをインストールします。
DBMS を別サーバ化しない場合には SQL Server クライアントツールのインストールは不要
です。

「2.2 事前にインストールが必要なソフトウェア（6 ページ）」 の手順を参照して、インス
トールしてください。

2.5.3 Windows ファイアウォールの設定
広域管理サーバにおいて Windows ファイアウォールの機能が有効な場合、広域管理サーバ
が利用するポートを開く必要があります。 いくつかのポートはインストール時に自動的に
登録されますが、手動で登録が必要な項目もあります。
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詳細は「付録 C. ネットワークとプロトコル（89 ページ）」 を参照してください。

2.5.4 インストールを実行する前の注意
インストールを開始する前に、必ず使用しているアプリケーションおよび Web ブラウザを
すべて終了してください。
SQL Server または SQL Server クライアントツールのインストールは、広域管理サーバ、管
理サーバをインストールするユーザと同じユーザで行う必要があります。

2.5.5 広域管理サーバのインストール
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[標準(T)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
「インストール機能選択」画面が表示されます。

5.

[広域管理サーバ]チェックボックスにチェックを入れます。

6.

[次へ(N)>]をクリックします。
[広域管理サーバ設定(S)]画面が表示されます。
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7.

必要に応じて各設定項目を設定します。設定項目をクリックして[編集(E)]をクリック
するか、または、設定項目をダブルクリックします。
選択した設定項目の設定画面が開きます。
設定項目名
インストール先フォルダ

設定値
インストール先フォルダを指定します。
既定値は C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM となりま
す。
フォルダのパスは 55 文字以内で指定します。*1

自ホスト名

広域管理サーバのコンピュータ名を指定します。
既定値は省略形のマシン名（例：MANAGER）となりま
す。*2

管理サーバとの通信ポート

管理サーバからの接続に利用する、マネージャ側のポート
番号を指定します。
既定値は 12520 です。

監視端末との通信ポート

広域管理サーバ監視端末からの接続に利用する、マネー
ジャ側のポート番号を指定します。
既定値は 12521 です。

データ領域を別フォルダにする

No （既定値）を指定します。*3

データ領域フォルダ

「データ領域を別フォルダにする」で Yes を選択した場合
に指定することができます。*3

初期データをインストールする

「データ領域を別フォルダにする」で Yes を選択した場合
に指定することができます。*3
既定値は Yes です。

アプリケーションサーバ種別

アプリケーションサーバの種別を指定します。
本バージョンでは「Tomcat」のみ指定可能です。*6

アプリケーションサーバ設定 - HTTP
ポート

アプリケーションサーバの HTTP ポート番号を指定しま
す。
既定値は 12080 です。*6

アプリケーションサーバ設定 - HTTPS アプリケーションサーバの HTTPS ポート番号を指定しま
ポート
す。
既定値は 12443 です。*6
Tomcat 設定 - 管理ポート

Tomcat の管理ポート番号を指定します。
既定値は 12005 です。*6

Tomcat 設定 - AJP/1.3 ポート

Tomcat の AJP/1.3 ポート番号を指定します。
既定値は 12009 です。*6

WebService ポート

アプリケーションサーバとの内部通信用のポート番号を
指定します。
既定値は 8081 です。

データベース設定 - ホスト名

データベースをインストールしたマシンのホスト名を指
定します。
既定値は localhost です。*4

データベース設定 - インスタンス名

データベースのインスタンス名を指定します。
「2.2.4 SQL Server をインストールする（7 ページ）」 で作
成したインスタンス名を指定します。
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設定項目名

設定値
既定値は FWCMDB です。*4

データベース設定 - データベース名

データベース名を指定します。"-"（ハイフン）は使用でき
ません。
既定値は"GM_"にコンピュータ名を加えた名称です。*4*5

データベース設定 - 認証種別

SQL Server のデータベース認証の種別を指定します。
「Windows 認証」か「SQL Server 認証」が指定可能です。
既定値は Windows 認証です。

データベース設定 - 認証パスワード

[データベース設定 - 認証種別]で[SQL Server 認証]を選択
した場合にデータベース(SQL Server)の sa ユーザの認証パ
スワードを指定します。

*1 インストール先フォルダ/データ領域フォルダは、大文字と小文字も同じ文字として扱
うので注意してください。 インストール先フォルダ/データ領域フォルダに使用でき
ない文字は以下になります。
\/:*?"<>|;,&^
なお、\ は区切り文字としては使用できます。
*2 「自ホスト名」は、接続する他マシンから名前解決できることを確認してください。 完
全修飾ドメイン名(例：manager.domain.net.jp)や、IP アドレスを指定することを推奨し
ます。 クラスタ構成の場合は、フローティング IP アドレス、もしくは、仮想ホスト名
を指定します。 詳細については『Network Automation クラスタ構築ガイド』を参照し
てください。 インストール後、「自ホスト名」は変更できません。変更したい場合は、
再インストールする必要があります。
*3 クラスタ構成を取る場合は Yes を指定しますが、本書ではクラスタ構成については対
象外としますので、No を指定します。 クラスタ構成については『Network Automation
クラスタ構築ガイド』を参照してください。
*4 管理サーバと同じホスト名かつ同じインスタンス名かつ同じデータベース名を指定し
ないでください。
*5 コンピュータ名のハイフンは省略されます。
*6 Application Server がインストールされていない場合に指定することができます。

8.

[次へ(N)>]をクリックします。
データベースへの接続確認を実施し、データベースに接続可能な場合はインストール
設定の確認画面が表示されます。

注
•

データベースに接続できない場合は、次へ進めません。設定を見直してください。

•

その他の機能も同時にインストールする指定をした場合は、[次へ(N)>]をクリックした
後、それぞれの設定画面が表示されます。それぞれの設定画面については、各機能のイ
ンストール手順を参照してください。
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9.

内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。

10. 表示される確認のメッセージで[はい(Y)]をクリックします。
インストールが始まります。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。

11. [完了]をクリックします。
12. サーバを再起動します。
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13. ライセンス登録、および、広域管理サーバの設定を実施します。 ライセンスの登録
は、広域管理サーバ監視端末のインストール後に行います。 「2.4 広域管理サーバ監
視端末をインストールする（19 ページ）」を参照してください。 広域管理サーバの設
定は、 「2.8 広域管理サーバの登録と設定（39 ページ）」を参照してください。

2.6 管理サーバ監視端末をインストールする
次項以降では、Network Automation 管理サーバ監視端末のコンポーネントをインストールす
る手順を説明します。

2.6.1 管理サーバ監視端末に導入するコンポーネント
管理サーバ監視端末に導入するコンポーネントは以下の通りです。
• WebSAM SystemManager G View
• WebSAM NetvisorPro View
• WebSAM vDC Automation View

2.6.2 インストールを実行する前の注意
インストールを開始する前に、必ず使用しているアプリケーションおよび Web ブラウザを
すべて終了してください。

2.6.3 管理サーバ監視端末のインストール
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[標準(T)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
「インストール機能選択」画面が表示されます。

5.

[管理サーバ監視端末]チェックボックスにチェックを入れます。

6.

[次へ(N)>]をクリックします。
[管理サーバ監視端末設定]画面が表示されます。
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7.

必須項目を選択して[編集(E)]をクリックして表示される画面で値を設定します。設定
する値については次の手順の表を参照してください。
[追加(A)]ボタンをクリックして管理サーバ監視端末を複数インストールすることがで
きます。 新規追加した管理サーバ監視端末を一覧から削除する場合は、[削除(D)]ボタ
ンをクリックします。

8.

必要に応じて各設定項目を設定します。設定項目をクリックして[編集(E)]をクリック
するか、または、設定項目をダブルクリックします。 管理サーバ監視端末を複数イン
ストールする場合は、それぞれのインストール対象に設定項目を設定してください。
選択した設定項目の設定画面が開きます。
設定値

設定項目名
インストール先フォルダ

インストール先フォルダを指定します。
既定値は C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoMView とな
ります。
フォルダのパスは 55 文字以内で指定します。*1

管理サーバのホスト名

管理サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定します。
*2

管理サーバの通信ポート

管理サーバの構成で[監視端末との通信ポート]に指定した
ポート番号を指定します。
既定値は 12531 です。

サービス識別子

複数インストールした監視端末を区別する識別子です。*3

*1 インストール先フォルダ/データ領域フォルダは、大文字と小文字も同じ文字として扱
うので注意してください。 インストール先フォルダ/データ領域フォルダに使用でき
ない文字は以下になります。
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\/:*?"<>|;,&^
なお、\ は区切り文字としては使用できます。
*2 ホスト名で指定する場合は、名前解決できることを確認してください。
*3 サービス識別子は、大文字と小文字も同じ文字として扱うので注意してください。
サービス識別子に使用できない文字は以下になります。
△!"#$%&'()*+,./:;<=>?@[\]^`{|}~ ※△は半角スペース

9.

[次へ(N)>]をクリックします。
インストール設定の確認画面が表示されます。

注
その他の機能も同時にインストールする指定をした場合は、[次へ(N)>]をクリックした後、
それぞれの設定画面が表示されます。それぞれの設定画面については、各機能のインストー
ル手順を参照してください。

10. 内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。
11. 表示される確認のメッセージで[はい(Y)]をクリックします。
インストールが始まります。インストールが完了すると、
「インストール終了」画面が
表示され、インストール結果が表示されます。
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12. [完了]をクリックします。

2.7 管理サーバをインストールする
次項以降では、Network Automation 管理サーバにコンポーネントをインストールする手順を
説明します。
なお、Network Automation 統合インストーラを利用してコンポーネントをインストールする
前に、以下に示す準備が必要です。
• 事前にインストールが必要なソフトウェア（「2.7.2 事前にインストールが必要なソフ
トウェア（32 ページ）」）
• Windows ファイアウォールの設定

注
管理サーバをインストール中断の状態で再度インストールを実行する場合は、事前に以下の順番で
サービスを停止して行ってください。
またインストール後は手動にてサービスを起動してください。
•

WebSAM UMF Operations Web Service__vDCMoMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）

•

NvPRO ResourceManagerAPI Service

•

NvPRO Base Manager

•

WebSAM UMF Operations Manager_102
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•

FTBase service

2.7.1 管理サーバに導入するコンポーネント
管理サーバのシステム要件については、『Network Automation ファーストステップガイド』
の 『第 5 章 動作環境／システム要件』を参照してください。
管理サーバに導入するコンポーネントは以下の通りです。
• WebSAM SystemManager G Manager
• WebSAM NetvisorPro Manager
• WebSAM vDC Automation Manager
• WebSAM vDC Automation WebService View

2.7.2 事前にインストールが必要なソフトウェア
管理サーバのコンポーネントのインストールを開始する前に、以下のソフトウェアのインス
トールが必要です。
• .NET Framework 3.5 Service Pack 1*1
• .NET Framework 4.0
• SQL Server*2
• SQL Server クライアントツール*2
*1 SQL Server 2014 を使用する場合に必要です。
*2 DBMS を別サーバ化する場合には、DBMS サーバに SQL Server をインストールし、管理サー
バをインストールするマシンに SQL Server クライアントツールをインストールします。
DBMS を別サーバ化しない場合には SQL Server クライアントツールのインストールは不要
です。
ただし、DBMS を別サーバ化する場合に、インストール時の設定で「データベース設定 NetvisorProV 独自 DB 種別」を「外部」に設定する際には、 管理サーバをインストールする
マシンにも SQL Server のインストールが必要になります。 SQL Server のインストールの際、
インスタンス設定(インスタンス名、認証方式、認証パスワード等)を DBMS サーバのインス
タンス設定と一致させてください。
管理サーバをインストールするマシンに SQL Server をインストールしない場合には、インス
トール時の設定で、「データベース設定 - NetvisorProV 独自 DB 種別」を「同梱」にしてくだ
さい。

「2.2 事前にインストールが必要なソフトウェア（6 ページ）」 の手順を参照して、インス
トールしてください。
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2.7.3 Windows ファイアウォールの設定
管理サーバにおいて Windows ファイアウォールの機能が有効な場合、管理サーバが利用す
るポートを開く必要があります。 いくつかのポートはインストール時に自動的に登録され
ますが、手動で登録が必要な項目もあります。
詳細は「付録 C. ネットワークとプロトコル（89 ページ）」 を参照してください。

2.7.4 インストールを実行する前の注意
インストールを開始する前に、必ず使用しているアプリケーションおよび Web ブラウザを
すべて終了してください。
SQL Server または SQL Server クライアントツールのインストールは、広域管理サーバ、管
理サーバをインストールするユーザと同じユーザで行う必要があります。

2.7.5 管理サーバのインストール
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[標準(T)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
「インストール機能選択」画面が表示されます。

5.

[管理サーバ]チェックボックスにチェックを入れます。

6.

[次へ(N)>]をクリックします。
[管理サーバ設定(S)]画面が表示されます。
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7.

以下の必須項目を設定します。設定項目名を選択して[編集(E)]をクリックして表示さ
れる画面で設定してください。
[広域管理サーバのホスト名] （例：gm01）

8.

必要に応じて各設定項目を設定します。設定項目をクリックして[編集(E)]をクリック
するか、または、設定項目をダブルクリックします。
選択した設定項目の設定画面が開きます。
設定値

設定項目名
インストール先フォルダ

インストール先フォルダを指定します。
既定値は C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM となりま
す。
フォルダのパスは 55 文字以内で指定します。*1

自ホスト名

管理サーバのコンピュータ名を指定します。
既定値は省略形のマシン名（例：MANAGER）となりま
す。*2

監視端末との通信ポート

管理サーバ監視端末からの接続に利用する、マネージャ側
のポート番号を指定します。
既定値は 12531 です。

データ領域を別フォルダにする

No （既定値）を指定します。*3

データ領域フォルダ

「データ領域を別フォルダにする」で Yes を選択した場合
に指定することができます。*3

初期データをインストールする

「データ領域を別フォルダにする」で Yes を選択した場合
に指定することができます。*3
既定値は Yes です。

広域管理サーバのホスト名

広域管理サーバのホスト名を指定します。*2*4
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設定項目名
広域管理サーバとの通信ポート

設定値
広域管理サーバと接続するための通信ポート番号を指定
します。
既定値は 12520 です。

WebService ポート

アプリケーションサーバとの内部通信用のポート番号を
指定します。
既定値は 8082 です。

データベース設定 - ホスト名

データベースをインストールしたマシンのホスト名を指
定します。
既定値は localhost です。*5

データベース設定 - インスタンス名

データベースのインスタンス名を指定します。
「2.2.4 SQL Server をインストールする（7 ページ）」 で作
成したインスタンス名を指定します。
既定値は FWCMDB です。*5

データベース設定 - データベース名

データベース名を指定します。"-"（ハイフン）は使用でき
ません。
既定値は"MoM_"にコンピュータ名を加えた名称です。
*5*6

データベース設定 - 認証種別

SQL Server のデータベース認証の種別を指定します。
「Windows 認証」か「SQL Server 認証」が指定可能です。
既定値は Windows 認証です。

データベース設定 - 認証パスワード

[データベース設定 - 認証種別]で[SQL Server 認証]を選択
した場合にデータベース(SQL Server)の sa ユーザの認証パ
スワードを指定します。

データベース設定 - NetvisorProV 独自
DB 種別

NetvisorProV のデータを、NetvisorProV の内部のデータ
ベースに保存するか、NetvisorProV の外部のデータベース
(Network Automation としての SQL Server)に保存するかを
選択します。
「同梱」か「外部」が指定可能です。
既定値は 外部 です。*7
管理サーバ上で SQL Server を動作させない場合には、同梱
を選択してください。

データベース設定 - NetvisorProV 独自 「NetvisorProV 独自 DB 種別」で同梱を選択した場合に内部
DB ポート
データベースとの TCP/IP 通信のネットワークポートを指
定します。
既定値は 12630 です。

*1 インストール先フォルダ/データ領域フォルダは、大文字と小文字も同じ文字として扱
うので注意してください。 インストール先フォルダ/データ領域フォルダに使用でき
ない文字は以下になります。
\/:*?"<>|;,&^
なお、\ は区切り文字としては使用できます。
*2 「自ホスト名」と「広域管理サーバのホスト名」は、接続する他マシンから名前解決で
きることを確認してください。 完全修飾ドメイン名(例：manager.domain.net.jp)や、IP
アドレスを指定することを推奨します。 クラスタ構成の場合は、フローティング IP ア
ドレス、もしくは、仮想ホスト名を指定します。 詳細については『Network Automation
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クラスタ構築ガイド』を参照してください。 インストール後、
「自ホスト名」、
「広域管
理サーバのホスト名」は変更できません。変更したい場合は、再インストールする必
要があります。
*3 クラスタ構成を取る場合は Yes を指定しますが、本書ではクラスタ構成については対
象外としますので、No を指定します。 クラスタ構成については『Network Automation
クラスタ構築ガイド』を参照してください。
*4 [広域管理サーバのホスト名]には、広域管理サーバの[自ホスト名]に記載した表記と大
文字小文字を含めて一致させる必要があります。 広域管理サーバの[自ホスト名]の入
力を省略した場合は、広域管理サーバのホスト名はコンピュータ名となります。
広域管理サーバのホスト名は、 C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\sg
\SysMonMgr.ini の [SelfNode]セクションの HostName プロパティで確認できます。
*5 コンピュータ名のハイフンは省略されます。
*6 DBMS を別サーバ化する場合は、必ず同梱を選択してください。
*7 広域管理サーバと同じホスト名かつ同じインスタンス名かつ同じデータベース名を指
定しないでください。

9.

[次へ(N)>]をクリックします。
データベースへの接続確認を実施し、データベースに接続可能な場合はインストール
設定の確認画面が表示されます。

注
•

データベースに接続できない場合は、次へ進めません。設定を見直してください。

•

その他の機能も同時にインストールする指定をした場合は、[次へ(N)>]をクリックした
後、それぞれの設定画面が表示されます。それぞれの設定画面については、各機能のイ
ンストール手順を参照してください。
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10. 内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。
11. 表示される確認のメッセージで[はい(Y)]をクリックします。
インストールが始まります。

注
設定項目[データベース設定 - NetvisorProV 独自 DB 種別]において、[同梱]を選択した場合、
インストール中に以下のダイアログボックスが表示されますので[はい(Y)]をクリックしま
す。
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12. インストールが完了すると、
「インストール終了」画面が表示され、インストール結果
が表示されます。

13. [完了]をクリックします。
14. サーバを再起動します。
15. ライセンス登録、および、管理サーバの設定を実施します。 ライセンスの登録は、管
理サーバ監視端末のインストール後に行います。 「2.6 管理サーバ監視端末をインス
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トールする（28 ページ）」を参照してください。 管理サーバの設定は、 「2.9 管理
サーバの登録と設定（45 ページ）」を参照してください。

2.8 広域管理サーバの登録と設定
本節では、広域管理サーバのコンポーネントをインストールした後に実施するライセンス登
録、および、広域管理サーバの設定を説明します。

2.8.1 運用管理機能へのライセンス登録
広域管理サーバを新規インストールした場合、運用管理機能へのライセンス登録は自動で行
われますが、 登録したライセンスキーは次節で説明する「コードワード」を登録しない場
合、1 ヶ月で有効期限が切れてしまいます。
コードワードは広域管理サーバ毎に異なる内容で発行されます。 『Network Automation リ
リースメモ』の記載に従い、コードワードの申請を行ってください。
ライセンスが登録されている場合は、本節の手順は不要です。
ライセンスが自動で登録されていない場合は、以下の手順にてライセンスキーの登録を行っ
てください。
1.

<インストール DVD>:\fw\licensekeys\licensekey_GM.txt を開きます。

2.

以下のようにコンポーネントごとのライセンスキーが記載されています。ここに記載
されたライセンスキーを運用管理機能へ登録します。
また、Network Automation ご購入時に送付されている Network Automation の基本ライ
センスキーも運用管理機能へ登録します。

注
AssetSuite は 、 Network Automation に は 含 ま れ な い コ ン ポ ー ネ ン ト で す 。 そ の た め 、
licensekey_GM.txt に記載されている AssetSuite(VDC0400-ASNB00)のライセンス登録は不要
です。

#
# This file contains a license key for vDC Automation Global
Management Server.
# The use of this license key other than as vDC Automation is
strictly prohibited.
# Please consult with the EULA for more information.
#
<SystemManager G>
ProductCode: VDC0400-SMGB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<MCOperations>
ProductCode: VDC0400-MCOB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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<AssetSuite>
ProductCode: VDC0400-ASNB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<MCOperations_GM>
ProductCode: VDC0400-GMGB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<Network Automation>
ProductCode: VDC0400-NWAB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.

運用管理機能の監視端末を起動します
デ ス ク ト ッ プ ま た は ス タ ー ト メ ニ ュ ー に 作 成 さ れ た シ ョ ー ト カ ッ ト 「 WebSAM
SystemManager G Console__vDCGMSvc」を実行します。

4. 「ログイン」画面が表示されます。以下の通り初期設定されているパスワードで管理者
としてログインしてください。
• ログイン名: Administrator
• パスワード: websam
5.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードに切り
替えます。

6.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[ライセンス管理(L)]をクリックします。

7. 「ライセンス管理」画面が表示されます。[製品型番]タブで、[追加(A)]をクリックしま
す。
8. 「ライセンスキーの登録」画面が表示されます。 前述のファイルに記載されている
<SystemManager G>の ProductCode の値を「製品型番」に、 LicenseKey の値を「ライセ
ンスキー」に入力します。
9.

[登録]をクリックします。

10.「コードワード申請コード」に表示される文字列を控えて、[閉じる]をクリックしま
す。
11. MCOperations、MCOperations_GM、Network Automation 基本ライセンスについても同
手順を実施します。
12. 次に、インストール時に登録されているトライアル版ライセンスを全て削除します。
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[製品型番]タブで、
「トライアル版ライセンスキー」と表示されているライセンスを指
定し、[削除(D)]をクリックします。 確認のダイアログが表示されますので、[はい(Y)]
をクリックします。
13. [OK]をクリックします。
14. 運用管理機能の監視端末を終了します。
15. 以下のサービスを再起動します。
• WebSAM UMF Operations Manager_101
以上で運用管理機能へのライセンスキーの登録は完了ですが、登録したライセンスキーは次
節で説明する「コードワード」を登録しない場合、1 ヶ月で有効期限が切れてしまいます。
コードワードは広域管理サーバ毎に異なる内容で発行されます。『Network Automation リ
リースメモ』の記載に従い、コードワードの申請を行ってください。

2.8.2 運用管理機能へのコードワード登録
運用管理機能へ登録したライセンスキーのコードワードを入手後、以下の手順でコードワー
ド登録を行います。
1.

運用管理機能の監視端末を起動し、ログインします。
デ ス ク ト ッ プ ま た は ス タ ー ト メ ニ ュ ー に 作 成 さ れ た シ ョ ー ト カ ッ ト 「 WebSAM
SystemManager G Console__vDCGMSvc」を実行します。

2.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードに切り
替えます。

3.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[ライセンス管理(L)]をクリックします。

4.

[製品型番]タブで、SystemManager G のライセンスを選択し、[登録(R)]をクリックしま
す。

5. 「コードワード」に送付されてきたコードワードを入力します。
6.

[登録]をクリックします。

7.

MCOperations、MCOperations_GM、Network Automation 基本ライセンスのライセンス
キーについても同手順を実施します。

2.8.3 オプションライセンスの登録とコードワード登録
オプションとしてご購入された機能を利用するには、各オプションライセンスのコードワー
ド申請用紙に記載されているライセンスキーをシステムへ登録し、 登録したライセンス
キーのコードワードを入手後、コードワード登録を行う必要があります。
ライセンスキーの数および登録が必要な機能は各オプションライセンスによって異なりま
す。 オプションライセンスごとの登録が必要な機能は以下の通りです。ご購入のオプショ
ンに応じて必要な作業を行ってください。
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• WebSAM Network Automation デバイスライセンス
登録が必要なライセンスキーは 1 つです。広域管理サーバの監視端末にログインをし
て、運用管理機能へライセンスおよびコードワードを登録します。

注
WebSAM vDC Automation へのアップグレードはできません。

2.8.4 サービスガバナーの設定
サービスガバナーの認証キーを作成します。
1.

広域管理サーバに Administrators 権限でログインします。

2.

広域管理サーバのコンポーネントのインストール先フォルダ内にある Tools フォルダ
を開きます。

3.

広域管理サーバに、Administrators 権限でログインし、以下の vDCTool.bat コマンドを
実行して、アクセスキーを生成します。
> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat createkey <UserName> -description "<Description>"

※ <UserName>,<Description>には、任意の値を設定してください。
標準出力に以下のように表示されたことを確認します。
NORMAL END.
command exit code:0
COMMAND SUCCEEDED.

4.

生成したアクセスキーを確認します。
以下のコマンドを実行して、生成したアクセスキーを表示します。
> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat showkey <UserName>

標準出力に以下のように表示されたことを確認します。
------------------------------------------------------------UserName : <UserName>
Description : <Description>
AccessKeyId : /TZfHsSFsdfsL3ghfE9hKyRYLW2ufSbcnYWf1m4RBVrw=
SecretAccessKey : rSQ2z2Yn/OgSHhL3R7j6IWuiErtMl1CBMJQWtWpE5rXuU=
------------------------------------------------------------NORMAL END.
command exit code:0
COMMAND SUCCEEDED.
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必要に応じて、表示された認証用アクセスキー（AccessKeyId）と認証用シークレット
キー（SecretAccessKey）の値を控え、ポータル製品に設定してください。 サービスガ
バナーの WebAPI を使用するためには、払い出されたアクセスキーを、WebAPI を使用
する際の Http リクエストヘッダに含める必要があります。
5.

ポータル製品（WebSAM Cloud Manager など）が、WebAPI を使用する際に、以下のよ
うに Http リクエストヘッダを生成します。
認証には、以下の Http リクエストヘッダを使用します。
HTTP ヘッダ

説明

Date

Web API へのリクエスト日時（RFC1123 形式）で指定します。

Authorization

生成したアクセスキーおよび、後述するシグネチャ（署名）を指定します。
認証方法は"SharedKeyLite"を指定します。

Authorization ヘッダの生成には、以下のアルゴリズムを使用します
• 広域管理サーバ上の、vDCTool.bat コマンドで生成したアクセスキーを読み込みま
す。
AccessKeyId : /TZfHsSFsdfsL3ghfE9hKyRYLW2ufSbcnYWf1m4RBVrw=
SecretAccessKey : rSQ2z2Yn/OgSHhL3R7j6IWuiErtMl1CBMJQWtWpE5rXuU=

• リクエスト日時を決定します
Date = "Wed, 19 Dec 2012 08:01:10 GMT"

• クエリ文字列（「?」以降）を除いた WebAPI パスを取得します
CanonicalizedResource = "/umf/api/jobs/createhost"

• リクエスト日時と、パス部分を改行文字（CRLF）で連結して、認証対象の文字列
を生成します。
CRLF = "\x0D\x0A"
StringToSign = Date + CRLF + CanonicalizedResource

• 認証対象の文字列と SecretAccessKey から HMAC(SHA256) を生成し Base64 でエ
ンコードします。
Signature = Base64(HmacSHA256(SecretAccessKey, StringToSign))
#=> "8FPVWlEQVY52AuTQMCnHv1ZmrqPQoamI4DzW91H0bOw="

• HTTP リクエストヘッダを生成します。
Http リクエストヘッダ例：
Date: Wed, 19 Dec 2012 08:01:10 GMT
Authorization:
SharedKeyLite
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TZfHsSFsdfsL3ghfE9hKyRYLW2ufSbcnYWf1m4RBVrw=:
8FPVWlEQVY52AuTQMCnHv1ZmrqPQoamI4DzW91H0bOw=

注
HTTP リクエストは RFC 4627 の JSON 形式で指定します。HTTP レスポンスは JSON また
は PNG イメージで返却します。 JSON データの文字エンコーディングは UTF-8 です。

注
本手順は、サービスガバナーの WebAPI を使用するポータル製品側に必要な設定手順です。

2.8.5 アプリケーションサーバの SSL 設定
サービスガバナの API を SSL 接続で利用する場合は本手順を実施してください。
SSL 接続を使用しない場合、本手順は不要です。

注
•

サービスガバナをクラスタ構成で運用する場合は、以下の手順を現用系と待機系の双方で実
施してください。

•

1.

以下の手順はサービスガバナが同梱する Tomcat および Java を利用することが前提です。

証明書の設定
本手順を実施する前に、あらかじめサーバ証明書を用意してください。
サーバ証明書の設定方法の例は 「付録 D. SSL 設定における証明書について（92 ペー
ジ）」 を参照してください。

2.

Tomcat の設定を変更
以下のファイルをテキストエディタで修正します。
<インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf\server.xml
※<インストールフォルダ>は、サービスガバナのインストール先になります。 デフォ
ルトの場合は「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tomcat\conf\server.xml」となり
ます。
以下の通り修正してください。
<!-- ←①削除
<Connector port="12443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
②追記→
keystoreFile="<キーストアファイル名>"
②追記→
keystorePass="<キーストアパスワード>"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
--> ←③削除
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※<キーストアファイル名>および<キーストアパスワード>には、「付録 D. SSL 設定
における証明書について（92 ページ）」 で指定した<キーストアファイル名>および<
キーストアパスワード>を指定してください。
設定例：
<Connector port="12443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
keystoreFile="C:\keystore.jks"
keystorePass="changeit"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

注
サービスガバナのバージョンアップ時に、インストールフォルダは新しいディレクトリに置
き換わります。
<キーストアファイル名>を <インストールフォルダ>\Tomcat 配下に作成する場合は、 <イン
ストールフォルダ>\Tomcat\conf に配置することを推奨します。

3.

env.bat の変更
SSL を有効にした場合、C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tools\env.bat 内の以下
パ ラ メ ー タ を 変 更 し て く だ さ い 。 ま た 、 SSL
ポートの場合は、
「MANAGER_PROTOCOL」を[https]に変更してください。
設定例：
set MANAGER_PROTOCOL=https
set MANAGER_PORT=12443

4.

サービスの再起動
「Apache Tomcat 8.0 ServiceGovernor」サービスを再起動してください。

2.9 管理サーバの登録と設定
本節では、管理サーバのコンポーネントをインストールした後に実施するライセンス登録、
および、管理サーバの設定を説明します。

2.9.1 運用管理機能へのライセンス登録
管理サーバを新規インストールした場合、運用管理機能へのライセンス登録は自動で行われ
ますが、 登録したライセンスキーは次節で説明する「コードワード」を登録しない場合、1
ヶ月で有効期限が切れてしまいます。
コードワードは管理サーバ毎に異なる内容で発行されます。『Network Automation リリース
メモ』の記載に従い、コードワードの申請を行ってください。
ライセンスが登録されている場合は、本節の手順は不要です。
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ライセンスが自動で登録されていない場合は、以下の手順にてライセンスキーの登録を行っ
てください。
1.

<インストール DVD>:\fw\licensekeys\licensekey_MoM.txt を開きます。

2.

以下のようにコンポーネントごとのライセンスキーが記載されています。ここに記載
されたライセンスキーを運用管理機能へ登録します。
管理サーバの監視端末にログインをして、SystemManager G, MCOperations, NetvisorPro
のライセンス登録を行います。
#
# This file contains a license key for vDC Automation Management
Server.
# The use of this license key other than as vDC Automation is
strictly prohibited.
# Please consult with the EULA for more information.
#
<SystemManager G>
ProductCode: VDC0400-SMGB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<MCOperations>
ProductCode: VDC0400-MCOB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<NetvisorPro>
ProductCode: VDC0400-NPVB00
LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

登録手順については、 「2.8.1 運用管理機能へのライセンス登録（39 ページ）」 を参
照してください。
3.

以下のサービスを再起動します。
• WebSAM UMF Operations Manager_102

2.9.2 運用管理機能へのコードワード登録
運用管理機能へ登録したライセンスキーのコードワードを入手後、以下の手順でコードワー
ド登録を行います。
1.

管理サーバの監視端末を起動し、ログインします。

2.

SystemManager G, MCOperasions, NetvisorPro のコードワード登録を行います。
登録手順については、 「2.8.2 運用管理機能へのコードワード登録（41 ページ）」 を
参照してください。

2.9.3 広域管理サーバとの連携設定
以下の手順で、管理サーバと広域管理サーバを連携させるための設定を行います。
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1.

管理サーバの監視端末を起動します。
デ ス ク ト ッ プ に 作 成 さ れ た シ ョ ー ト カ ッ ト 「 WebSAM SystemManager G
Console__vDCMoMSvc」を実行します。

2. 「ログイン」画面が表示されます。以下の通り、初期設定されているパスワードで管理
者としてログインしてください。
• ログイン名: Administrator
• パスワード: websam
3.

プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードに切り
替えます。

4.

プルダウンメニューの[設定(S)]-[オプション(O)]をクリックします。

5.

[マネージャ連携機能]のタブを選択します。

6.

[マネージャ連携機能を使用する(U)]をチェックします。

7.

[OK]をクリックします。

8.

左側のツリービューに表示されている[マネージャ連携]を右クリックし[上位マネー
ジャの追加]をクリックします。

9. 「新規上位マネージャ」ダイアログが表示されるので以下の通り設定します。
設定値

設定項目名
上位マネージャ名

広域管理サーバのホスト名

上位マネージャホスト名

広域管理サーバのホスト名

ポート番号

12520（既定値）

10. [OK]をクリックします。
11. [マネージャ連携]の重要度色(アイコンの背景色)が「正常」となっていることを確認し
ます。
重要度色が「不明」の場合は、広域管理サーバの運用管理機能が起動していることを
確認し、管理サーバの運用管理機能を再起動してください。
(デフォルトの重要度色で「正常」時は下記のように表示されます)

2.10 サイレントインストールコマンド
サイレントインストールコマンドを使用すると、画面操作を行うことなく、コマンドライン
から統合インストーラを実行し、各機能をインストールすることができます。
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次項以降では、サイレントインストールコマンドで各機能をインストールする手順を説明し
ます。

2.10.1 サイレントインストールコマンドの構成
サイレントインストールコマンドの構成は以下の通りです。
インストール DVD:install\Windows
ファイル名
NWASilentInst.bat

概要
Network Automation サイレントインストールコマンド

インストール DVD:script\SilentInstall\Windows\NWA
ファイル名
SilentInstall_GM.ini

概要
Network Automation 広域管理サーバをインストールする際に使用する
サイレントインストール設定ファイルのサンプル
設定項目および設定値については、「2.5.5 広域管理サーバのインス
トール（24 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_GMSVC.ini

Network Automation 広域管理サーバ監視端末をインストールする際に
使用するサイレントインストール設定ファイルのサンプル
設定項目および設定値については、
「2.4.3 広域管理サーバ監視端末の
インストール（19 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_MoM.ini

Network Automation 管理サーバをインストールする際に使用するサイ
レントインストール設定ファイルのサンプル
設定項目および設定値については、
「2.7.5 管理サーバのインストール
（33 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_MoMSVC.ini

Network Automation 管理サーバ監視端末をインストールする際に使用
するサイレントインストール設定ファイルのサンプル
設定項目および設定値については、
「2.6.3 管理サーバ監視端末のイン
ストール（28 ページ）」 を参照してください。

注
サイレントインストール設定ファイルの文字コードは Shift-JIS、改行文字は CR+LF で指定してく
ださい。

2.10.2 サイレントインストールコマンドの使用条件
サイレントインストールコマンドを使用するには、以下の条件を満たしている必要がありま
す。
• 各機能をインストールする前に必要となるソフトウェアをインストールしてください。
• 各機能をインストールする前に必要となる設定を実施してください。
• サイレントインストールコマンドは、Administrator 権限を持つユーザで実行してくださ
い。
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注
各機能をインストールする前に必要となるソフトウェアおよび設定については、「2.2 事前にイン
ストールが必要なソフトウェア（6 ページ）」 および各機能の該当する節を参照してください。

2.10.3 サイレントインストール設定ファイルの編集
1. 「2.10.1 サイレントインストールコマンドの構成（48 ページ）」 に記載したサイレン
トインストール設定ファイルのサンプルを任意の場所にコピーします。
2.

サイレントインストール設定ファイルの各項目を環境に合わせて変更します。
設定項目および設定値については、各機能の該当する項を参照してください。

2.10.4 サイレントインストールコマンドの実行
1.

サイレントインストール設定ファイルの内容が正しいか確認するため、-v オプション
を指定して、サイレントインストールコマンドを確認モードで実行します。
> NWASilentInst.bat "サイレントインストール設定ファイル" -v

注

2.

•

サイレントインストール設定ファイルは絶対パスで指定してください。

•

ファイル名に空白を含む場合、"（ダブルクォート）で囲んでください。

サイレントインストール設定ファイルの内容が正しい場合、インストール設定の確認
画面が表示されます。
確認画面が表示されない場合、メッセージの内容に従い、サイレントインストール設
定ファイルを修正してください。
例：広域管理サーバの場合
------------------------------------------------------------------------------インストール対象機能: 広域管理サーバ
・インストール先フォルダ: C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM
・自ホスト名: GM-MANAGER
・管理サーバとの通信ポート: 12520
・監視端末との通信ポート: 12521
・データ領域を別フォルダにする: No
・アプリケーションサーバ種別: Tomcat
・アプリケーションサーバ設定 - HTTP ポート: 12080
・アプリケーションサーバ設定 - HTTPS ポート: 12443
・Tomcat 設定 - 管理ポート: 12005
・Tomcat 設定 - AJP/1.3 ポート: 12009
・WebService ポート: 8081
・データベース設定 - ホスト名: localhost
・データベース設定 - インスタンス名: FWCMDB
・データベース設定 - データベース名: GM_GMMANAGER
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・データベース設定 - 認証種別: Windows 認証
-------------------------------------------------------------------------------

3.

内容を確認し、サイレントインストールコマンドを実行します。
> NWASilentInst.bat "サイレントインストール設定ファイル"

4.

インストールが始まり、インストール実行状況画面が表示されます。インストールが
完了すると、インストール結果が表示されます。
広域管理サーバの WebSAM SystemManager G Manager をインストール中です。
広域管理サーバの WebSAM SystemManager G Manager の後処理 1(設定ファイル更新)を
実施しています。
広域管理サーバの WebSAM SystemManager G Manager の後処理 2(トライアルライセンス
削除)を実施しています。
広 域 管 理 サ ー バ の WebSAM SystemManager G Manager の 後 処 理 3( ラ イ セ ン ス 登 録
(SystemManager G))を実施しています。
広 域 管 理 サ ー バ の WebSAM SystemManager G Manager の 後 処 理 4( ラ イ セ ン ス 登 録
(MCOperations))を実施しています。
広域管理サーバの WebSAM vDC Automation Manager をインストール中です。
広 域 管 理 サ ー バ の WebSAM vDC Automation Manager の 後 処 理 1( ラ イ セ ン ス 登 録
(MCOperations GM))を実施しています。
広 域 管 理 サ ー バ の WebSAM vDC Automation Manager の 後 処 理 2( ラ イ セ ン ス 登 録
(Network Automation))を実施しています。
広域管理サーバの WebSAM vDC Automation WebService View をインストール中です。
広域管理サーバの WebSAM vDC Automation WebService View の後処理 1(WebService
ポート設定)を実施しています。
広域管理サーバのデータベースをインストール中です。
広域管理サーバの Application Server をインストール中です。
広域管理サーバの WebSAM vDC Automation Service Governor をインストール中です。
広域管理サーバの WebSAM UMF Operations Manager_101 サービスを開始しています。
------------------------------------------------------------------------------広域管理サーバ : インストール成功
WebSAM SystemManager G Manager 7.0.0.0 : インストール成功
WebSAM vDC Automation Manager 4.0.0.0 : インストール成功
WebSAM vDC Automation WebService View 3.0.0.0 : インストール成功
Application Server 8.0.41.0 : インストール成功
WebSAM vDC Automation Service Governor 4.0.0.0 : インストール成功
-------------------------------------------------------------------------------

2.10.5 サイレントインストールコマンドの結果確認
インストールが成功した場合、サイレントインストールコマンドの戻り値は 0 です。
インストールが失敗した場合、サイレントインストールコマンドの戻り値は 0 以外です。
エラーの内容、原因、対処は以下の通りです。
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戻り値

原因 /対処

内容

1

内部エラー

2

引数不正

引数が正しくありません。正しい引数を指定しているかご
確認ください。

3

二重起動エラー

インストーラが二重に起動されました。他でインストール
操作が行われていないかをご確認ください。

4

サイレントインストール設
定ファイル不正

サイレントインストール設定ファイルの記載内容が正しく
ありません。設定ファイルの内容をご確認ください。

5

機能インストール済みのた
めインストール不可

機能やコンポーネントがインストール済みのため、インス
トールすることができません。

6

インストール失敗

全コンポーネントのインストールに失敗しています。エ
ラー原因を取り除き、再度インストールを行ってください。

7

インストール中断

一部のコンポーネントのインストールに失敗し、中断状態
となっています。エラー原因を取り除き、再度インストー
ルを行ってください。

「5.1.2 障害情報を採取する（83 ページ）」 の手順で障害情
報を採取し、お問い合わせ窓口までご相談ください。
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第3章
バージョンアップする
本章では、Network Automation の各機能をバージョンアップする手順について説明します。

目次
3.1 広域管理サーバをバージョンアップする.............................................................................53
3.2 広域管理サーバ監視端末をバージョンアップする .............................................................59
3.3 管理サーバをバージョンアップする.....................................................................................60
3.4 管理サーバ監視端末をバージョンアップする .....................................................................65
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注
vDC Automation の各機能を Network Automation でバージョンアップすることはできません。

3.1 広域管理サーバをバージョンアップする
注
<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストール先です。
デフォルトの場合は、「C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM」です。

3.1.1 サービス停止
以下の順番でサービスを停止します。
• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCGMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）
• WebSAM UMF Operations Manager_101

3.1.2 広域管理サーバのバージョンアップ
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。
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4.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

5.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動し、以下の画面が表示されま
す。
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6.

[インストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「構成方法およびインストールする製品の選択」画面が表示されます。

7.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• WebSAM SystemManager G Manager
• WebSAM vDC Automation Manager
• WebSAM vDC Automation WebService View
• Application Server
• WebSAM vDC Automation Service Governor

8.

[次へ(N)>]をクリックすると、「製品のインストール設定」画面が表示されます。
以下のコンポーネントに[更新]が付与されていることを確認してください。
• [Manager]-[サービス 101]配下の以下のコンポーネント
- WebSAM vDC Automation Manager
- WebSAM SystemManager G Manager
• [View]配下のサービスで、サービス識別子の設定内容が[vDCGMProxy]となってい
るサービス配下の以下コンポーネント
- WebSAM vDC Automation WebService View
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注
広域管理サーバと管理サーバと同一マシンにインストールした場合、「製品のインス
トール設定」画面に 「WebSAM vDC Automation WebService View」が二つ存在します。
広域管理サーバの場合は、サービス識別子の設定内容が[vDCGMProxy]となっているコ
ンポーネントを更新対象としてください。 サービス識別子は、左ツリーの[View]配下の
[サービス n]をクリックし、設定内容に表示されるサービス識別子の設定値です。

[WebSAM フレームワーク非対応製品]配下の以下のコンポーネントに[更新]が付与さ
れていることを確認してください。
• Application Server
• WebSAM vDC Automation Service Governor
上記以外のコンポーネントに[更新]が付与されている場合、対象コンポーネントを選
択し、[取消(R)]ボタンをクリックして更新対象から除外してください。
9.

[次へ(N)>]をクリックします。

10.「インストール確認」画面が表示されます。設定内容に問題が無いことを確認し、[開
始(S)]をクリックします。
11. インストール後、「完了」画面が表示されます。 表示されているメッセージから、全
てのコンポーネントのインストールが成功していることを確認し、[完了(E)]をクリッ
クします。 インストールに失敗しているコンポーネントが存在する場合は、
「5.1.1 インストール時にエラーが発生する（82 ページ）」 を参照して対処してくだ
さい。
12. [終了(E)]をクリックしてインストール作業を終了します。

3.1.3 データベース更新
3.1.3.1 ローカルデータベース更新
マネージャのサーバとデータベースサーバが同じサーバの環境の場合、以下の手順を実施し
ます。
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

データベース更新用スクリプトをコピーします。
コピー先

コピー元

< イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\Windows\Tools < イ ン ス ト ー ル フ ォ ル ダ >\FW\Manager
\sql_rupdate
\sql_rupdate

3.

以下のコマンドを実行し、データベースを更新します。

56

第 3 章 バージョンアップする

> cd <インストールフォルダ>\FW\Manager\sql_rupdate\sqlserver
> WfdbCmdbSetup.bat <データベース名> <DB サーバ名> <インスタンス名> <データ
ベースドライバ>

ヒント
•

途中で改行は入れないでください。

•

値に空白が含まれる場合、「"」で囲む必要があります。

•

指 定 す る 値 は 下 記 フ ァ イ ル に 記 載 さ れ た DATABASE_NAME, SERVER_NAME,
SQL_INSTANCE_NAME および DATABASE_DRIVER の値をご確認ください。
<インストールフォルダ>\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

4.

コマンド実行後、実行フォルダに実行ログが出力されますので、エラーがないことを
確認してください(ユーザ、ロール、データベースおよびスキーマが既に存在している
ことを示すエラーは問題ありません)。

3.1.3.2 リモートデータベース更新
マネージャのサーバとデータベースサーバが別サーバの環境（リモートデータベース環境）
の場合、データベースサーバ上でデータベース更新を実施してください（該当のデータベー
スにデータベース管理者として アクセスできるユーザでログインしてください）。
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

データベース更新用スクリプトをコピーします。
コピー先

コピー元

< イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\Windows\Tools <任意のフォルダ>\sql_rupdate
\sql_rupdate
例：C:\work\sql_rupdate

3.

以下のコマンドを実行し、データベースを更新します。
> cd <任意のフォルダ>\sql_rupdate\sqlserver
> WfdbCmdbSetup.bat <データベース名> <DB サーバ名> <インスタンス名>

ヒント
•

途中で改行は入れないでください。

•

値に空白が含まれる場合、「"」で囲む必要があります。

•

指定する値はマネージャサーバ上の下記ファイルに記載された R_DATABASE_NAME,
R_SERVER_NAME および R_SQL_INSTANCE_NAME の値をご確認ください。
<インストールフォルダ>\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

4.

コマンド実行後、コマンドプロンプトの標準出力に「指定されたパスが見つかりませ
ん。」というエラーメッセージが表示されますが、問題ありません。また、実行フォル
ダに実行ログが出力されますので、エラーがないことを確認してください(ユーザ、
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ロール、データベースおよびスキーマが既に存在していることを示すエラーは問題あ
りません)。

3.1.4 サービス起動
以下の順番でサービスを起動します。
• WebSAM UMF Operations Manager_101
• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCGMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）

3.1.5 標準ワークフローテンプレートの適用
1.

事前準備
• 広域管理サーバに対して監視端末を接続しログイン後、定義モードを取得します。
• バックアップを残す場合は、シナリオ制御ビューのシナリオをリネームしてくだ
さい。
バックアップを残さない場合は、削除してください。

2.

標準ワークフローテンプレートの適用
インストールディレクトリ配下からシナリオをインポートしてください。 インポー
トの方法は SystemManager G のオンライマニュアルの「シナリオ制御を使用する」「シナリオを定義する」-「シナリオを作成・保存する」-「シナリオ定義をインポート
する」を参照してください。
シナリオは、以下のパスに格納しています。
C:\Program
\vDCA

3.

Files

(x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\Svc\Common\sg\Scenario\Template

シナリオの有効化
インポートしたシナリオを有効化します。有効化の方法は以下の二通りがあります。
• シナリオ単位の有効化
インポートしたシナリオを右クリックして、
「有効」を選択します。シナリオの複
数選択はできません。
• 一括有効化
インポートしたシナリオを、コマンドにより一括して有効化します。以下のパス
へ移動し、コマンドを実行してください。
>cd "C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\bin"
> ScenarioCmd.exe ENABLE -E
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4.

DC リソース管理の設定ファイル更新
広域管理サーバ(GM)上の以下に示すファイルを開き、インポートしたシナリオの ID
を変更・追加します。
(インストール先がデフォルトの場合)
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\sg\RpResource\RpResourceMgr.ini
シナリオの ID はインポートしたシナリオをクリックして表示される「シナリオ制御
ビュー」画面の「プロパティビュー」タブにある「シナリオ ID」の値となります。

3.2 広域管理サーバ監視端末をバージョンアップす
る
3.2.1 広域管理サーバ監視端末のバージョンアップ
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

5.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動します。

6.

[インストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「構成方法およびインストールする製品の選択」画面が表示されます。

7.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• WebSAM SystemManager G View
• WebSAM vDC Automation View

8.

[次へ(N)>]をクリックすると、「製品のインストール設定」画面が表示されます。
[vDCGMSvc]のサービス配下の以下のコンポーネントに[更新]が付与されていること
を確認してください。
• WebSAM vDC Automation View
• WebSAM SystemManager G View
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[vDCGMSvc]のサービス配下以外のコンポーネントに[新規]、[更新]が付与されている
場合、対象コンポーネントを選択し、[取消(R)]ボタンをクリックして更新対象から除
外してください。
9.

[次へ(N)>]をクリックします。

10.「インストール確認」画面が表示されます。設定内容に問題が無いことを確認し、[開
始(S)]をクリックします。
11. インストール後、「完了」画面が表示されます。 表示されているメッセージから、全
てのコンポーネントのインストールが成功していることを確認し、[完了(E)]をクリッ
クします。 インストールに失敗しているコンポーネントが存在する場合は、
「5.1.1 インストール時にエラーが発生する（82 ページ）」 を参照して対処してくだ
さい。
12. [終了(E)]をクリックしてインストール作業を終了します。

3.3 管理サーバをバージョンアップする
3.3.1 サービス停止
以下の順番でサービスを停止します。
• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCMoMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）
• NvPRO ResourceManagerAPI Service
• NvPRO Base Manager
• WebSAM UMF Operations Manager_102
• FTBase service

3.3.2 管理サーバのバージョンアップ
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

5.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動します。
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6.

[インストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「構成方法およびインストールする製品の選択」画面が表示されます。

7.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• WebSAM SystemManager G Manager
• WebSAM NetvisorPro Manager
• WebSAM vDC Automation Manager
• WebSAM vDC Automation WebService View

8.

[次へ(N)>]をクリックすると、「製品のインストール設定」画面が表示されます。
以下のコンポーネントに[更新]が付与されていることを確認してください。
• [Manager]-[サービス 102]配下の以下のコンポーネント
- WebSAM NetvisorPro Manager
- WebSAM vDC Automation Manager
- WebSAM SystemManager G Manager
• [View]配下のサービスで、サービス識別子の設定内容が[vDCMoMProxy]となって
いるサービス配下の以下コンポーネント
- WebSAM vDC Automation WebService View

注
広域管理サーバと管理サーバと同一マシンにインストールした場合、「製品のインス
トール設定」画面に 「WebSAM vDC Automation WebService View」が二つ存在します。
管理サーバの場合は、サービス識別子の設定内容が[vDCMoMProxy]となっているコン
ポーネントを更新対象としてください。 サービス識別子は、左ツリーの[View]配下の
[サービス n]をクリックし、設定内容に表示されるサービス識別子の設定値です。

上記以外のコンポーネントに[新規]、[更新]が付与されている場合、対象コンポーネン
トを選択し、[取消(R)]ボタンをクリックして更新対象から除外してください。
9.

[次へ(N)>]をクリックします。

10.「インストール確認」画面が表示されます。設定内容に問題が無いことを確認し、[開
始(S)]をクリックします。
11. インストール後、「完了」画面が表示されます。 表示されているメッセージから、全
てのコンポーネントのインストールが成功していることを確認し、[完了(E)]をクリッ
クします。 インストールに失敗しているコンポーネントが存在する場合は、
「5.1.1 インストール時にエラーが発生する（82 ページ）」 を参照して対処してくだ
さい。
12. [終了(E)]をクリックしてインストール作業を終了します。
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3.3.3 データベース更新
データベースの設定により、手順が異なります。設定内容に応じた手順を実施します。
• マネージャのサーバとデータベースサーバが同じサーバで、インストール時の設定で
「 デ ー タ ベ ー ス 設 定 - NetvisorProV 独 自 DB 種 別 」 を 「 外 部 」 と し て い る 場 合 、
「3.3.3.1 ローカルデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=外部)（62 ページ）」
• マネージャのサーバとデータベースサーバが同じサーバで、インストール時の設定で
「 デ ー タ ベ ー ス 設 定 - NetvisorProV 独 自 DB 種 別 」 を 「 同 梱 」 と し て い る 場 合 、
「3.3.3.2 ローカルデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=同梱)（63 ページ）」
• マネージャのサーバとデータベースサーバが別サーバの環境（リモートデータベース環
境）で、インストール時の設定で 「データベース設定 - NetvisorProV 独自 DB 種別」を
「同梱」としている場合、 「3.3.3.3 リモートデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB
種別=同梱)（63 ページ）」

注
インストール時の設定で「データベース設定 - NetvisorProV 独自 DB 種別」を どちらの設定にして
いるかは、<インストールフォルダ>\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI に 記載された値を確認して
ください。
•

USE_DATABASE=SQL_SERVER の場合、「外部」

•

USE_DATABASE=POSTGRESQL_WIN の場合、「同梱」

3.3.3.1 ローカルデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=外
部)
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

データベース更新用スクリプトをコピーします。
コピー先

コピー元

< イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\Windows\Tools < イ ン ス ト ー ル フ ォ ル ダ >\FW\Manager
\sql_rupdate
\sql_rupdate

3.

以下のコマンドを実行し、データベースを更新します。
> cd <インストールフォルダ>\FW\Manager\sql_rupdate\sqlserver
> WfdbCmdbSetup.bat <データベース名> <DB サーバ名> <インスタンス名> <データ
ベースドライバ>

ヒント
•

途中で改行は入れないでください。

•

値に空白が含まれる場合、「"」で囲む必要があります。

•

指 定 す る 値 は 下 記 フ ァ イ ル に 記 載 さ れ た DATABASE_NAME, SERVER_NAME,
SQL_INSTANCE_NAME および DATABASE_DRIVER の値をご確認ください。
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<インストールフォルダ>\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

4.

コマンド実行後、実行フォルダに実行ログが出力されますので、エラーがないことを
確認してください(ユーザ、ロール、データベースおよびスキーマが既に存在している
ことを示すエラーは問題ありません)。

3.3.3.2 ローカルデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=同
梱)
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

データベース更新用スクリプトをコピーします。
コピー元

コピー先

< イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\Windows\Tools <任意のフォルダ>\sql_rupdate
\sql_rupdate
例：C:\work\sql_rupdate

3.

以下のコマンドを実行し、データベースを更新します。
> cd <任意のフォルダ>\sql_rupdate\sqlserver
> WfdbCmdbSetup.bat <データベース名> <DB サーバ名> <インスタンス名>

ヒント
•

途中で改行は入れないでください。

•

値に空白が含まれる場合、「"」で囲む必要があります。

•

指定する値はマネージャサーバ上の下記ファイルに記載された R_DATABASE_NAME,
R_SERVER_NAME および R_SQL_INSTANCE_NAME の値をご確認ください。
<インストールフォルダ>\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

4.

コマンド実行後、コマンドプロンプトの標準出力に「指定されたパスが見つかりませ
ん。」というエラーメッセージが表示されますが、問題ありません。また、実行フォル
ダに実行ログが出力されますので、エラーがないことを確認してください(ユーザ、
ロール、データベースおよびスキーマが既に存在していることを示すエラーは問題あ
りません)。

3.3.3.3 リモートデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=同
梱)
データベースサーバ上で以下の手順を実施します。
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

データベース更新用スクリプトをコピーします。
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コピー元

コピー先

< イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\Windows\Tools <任意のフォルダ>\sql_rupdate
\sql_rupdate
例：C:\work\sql_rupdate

3.

以下のコマンドを実行し、データベースを更新します。
> cd <任意のフォルダ>\sql_rupdate\sqlserver
> WfdbCmdbSetup.bat <データベース名> <DB サーバ名> <インスタンス名>

ヒント
•

途中で改行は入れないでください。

•

値に空白が含まれる場合、「"」で囲む必要があります。

•

指定する値はマネージャサーバ上の下記ファイルに記載された R_DATABASE_NAME,
R_SERVER_NAME, および R_SQL_INSTANCE_NAME の値をご確認ください。
<インストールフォルダ>\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

4.

コマンド実行後、コマンドプロンプトの標準出力に「指定されたパスが見つかりませ
ん。」というエラーメッセージが表示されますが、問題ありません。また、実行フォル
ダに実行ログが出力されますので、エラーがないことを確認してください(ユーザ、
ロール、データベースおよびスキーマが既に存在していることを示すエラーは問題あ
りません)。

3.3.4 サービス起動
以下の順番でサービスを起動します。
• FTBase service
• WebSAM UMF Operations Manager_102
• NvPRO Base Manager
• NvPRO ResourceManagerAPI Service
• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCMoMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）

3.3.5 標準ワークフローテンプレートの適用
「3.1.5 標準ワークフローテンプレートの適用（58 ページ）」を参照して、標準ワークフロー
テンプレートをインポートします。
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3.4 管理サーバ監視端末をバージョンアップする
3.4.1 管理サーバ監視端末のバージョンアップ
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

5.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動します。

6.

[インストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「構成方法およびインストールする製品の選択」画面が表示されます。

7.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• WebSAM SystemManager G View
• WebSAM NetvisorPro View
• WebSAM vDC Automation View

8.

[次へ(N)>]をクリックすると、「製品のインストール設定」画面が表示されます。
以下のコンポーネントに[更新]が付与されていることを確認してください。
• 管理サーバ監視端末のインストール時に指定したサービス識別子のサービス配下
の以下のコンポーネント
- WebSAM NetvisorPro View
- WebSAM vDC Automation View
- WebSAM SystemManager G View
対象サービス識別子のサービス配下以外のコンポーネントに[新規]、[更新]が付与され
ている場合、対象コンポーネントを選択し、[取消(R)]ボタンをクリックして更新対象
から除外してください。

注
•

管理サーバ監視端末のサービス識別子の既定値は[vDCMoMSvc]です。 サービス識別
子は、左ツリーの[View]配下の[サービス n]をクリックし、設定内容に表示されるサー
ビス識別子の設定値です。
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•

インストール時にサービス識別子を変更した場合、もしくは管理サーバ監視端末を複数
インストールした場合のサービス識別子は、 以下のように Network Automation 統合イ
ンストーラの「管理サーバ監視端末設定」画面で確認できます。

9.

[次へ(N)>]をクリックします。

10.「インストール確認」画面が表示されます。設定内容に問題が無いことを確認し、[開
始(S)]をクリックします。
11. インストール後、「完了」画面が表示されます。 表示されているメッセージから、全
てのコンポーネントのインストールが成功していることを確認し、[完了(E)]をクリッ
クします。 インストールに失敗しているコンポーネントが存在する場合は、
「5.1.1 インストール時にエラーが発生する（82 ページ）」 を参照して対処してくだ
さい。
12. [終了(E)]をクリックしてインストール作業を終了します。
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第4章
アンインストールを実行する
本章では、Network Automation の各コンポーネントのアンインストール手順について説明し
ます。

目次
4.1 アンインストールを始める前に ............................................................................................68
4.2 Windows にインストールした各機能をアンインストールする..........................................68

67

第 4 章 アンインストールを実行する

4.1 アンインストールを始める前に
各コンポーネントのアンインストールを始める前に本節をよく読んでください。

4.1.1 アンインストール実行前の注意
• アンインストールを始める前に、必ず使用しているアプリケーションおよび Web ブラ
ウザをすべて終了してください。
• アンインストールを行うと、設定ファイルが削除されます。必要に応じてバックアップ
してください。

4.2 Windows にインストールした各機能をアンイン
ストールする
以下の各項で、各コンポーネントのアンインストール方法を説明します。

4.2.1 広域管理サーバをアンインストールする
1.

以下に示すサービスを事前に停止してください。
• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCGMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）
• WebSAM UMF Operations Manager_101

2.

以下のコマンドを実行し、データベースファイルを削除します。
> cd C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\sql\sqlserver
> WfdbDropDB.bat <データベース名> <DB サーバ名> FWCMDB <sa パスワード>

ヒント
<データベース名>, <DB サーバ名> は下記ファイルに記載された DATABASE_NAME

およ

び SERVER_NAME の値をご確認ください。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

3.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

4.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

5.

インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。
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6.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

7.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動し、以下の画面が表示されま
す。
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8.

[アンインストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「アンインストールする製品の選択」画面が表示されます。

9.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• [Manager]-[サービス 101]配下の以下のコンポーネント
- WebSAM SystemManager G Manager
- WebSAM vDC Automation Manager
• [View]配下のサービスで、サービス識別子の設定内容が[vDCGMProxy]となってい
るサービス配下の以下コンポーネント
- WebSAM vDC Automation WebService View

注
広域管理サーバと管理サーバと同一マシンにインストールした場合、「アンインストー
ルする製品の確認」画面に 「WebSAM vDC Automation WebService View」が二つ存在し
ます。 広域管理サーバの場合は、サービス識別子の設定内容が[vDCGMProxy]となって
いるコンポーネントにチェックを入れてください。 サービス識別子は、左ツリーの
[View]配下の[サービス n]をクリックし、設定内容に表示されるサービス識別子の設定
値です。
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• [WebSAM フレームワーク非対応製品]配下の以下のコンポーネント
- Application Server
- WebSAM vDC Automation Service Governor

注
[WebSAM vDC Automation Service Governor WebAPI Base Option]がインストール済みの
場合は、 『WebSAM vDC Automation ServiceGovernor WebAPI Base Option インストレー
ションガイド』を参照し、 先に[WebSAM vDC Automation Service Governor WebAPI Base
Option]をアンインストールしてください。
[WebSAM vDC Automation Service Governor WebAPI Base Option]をインストールしてい
ない場合は、 以下のファイルを削除してください。
-

<インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf\fwapi.properties

注
[WebSAM フレームワーク非対応製品]配下にコンポーネントが表示されない場合もあ
ります。 表示されない場合、以降の手順でアンインストールを行うため、問題ありま
せん。

10. [次へ(N)>]をクリックすると、「アンインストール確認」画面が表示されます。
11. [対象製品:]を確認し、[開始(S)]をクリックします。
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選択したコンポーネントのアンインストールが実行されます。アンインストールが完
了すると、「完了」画面が表示されます。
12. [完了(F)]をクリックします。
13. アプリケーションサーバ（Tomcat）のサービスを削除します。
「9.（70 ページ）」で [WebSAM フレームワーク非対応製品]配下のコンポーネントをア
ンインストールしている場合、本手順は不要です。
以下のコマンドを実行して、アプリケーションサーバ（Tomcat）のサービスを削除し
ます。
> set "CATALINA_HOME=<インストールフォルダ>\FW\Tomcat"
>
"< イ ン ス ト ー ル フ ォ ル ダ >\FW\Tomcat\bin\service.bat"
ServiceGovernor

remove

サービスの削除完了後に下記のフォルダも削除してください。
• C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tools
• C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM\FW\Tomcat

注
インストールした Java は、アンインストールされません。その他プログラムが使用していな
い場合は、アンインストールしてください。

14. 広域管理サーバのマシン上に SQL Server がインストールしてある環境で、 他のコン
ポーネント等で SQL Server を使用しない場合は、広域管理サーバのマシンから SQL
Server をアンインストールすることができます。 「4.2.6 SQL Server 2014 をアンイン
ストールする（79 ページ）」を参照し、 SQL Server をアンインストールしてくださ
い。
15. DBMS を広域管理サーバと別サーバ化していた場合に、広域管理サーバ上の他のコン
ポーネント等で SQL Server を使用しない場合は、 広域管理サーバのマシンから SQL
Server クライアントツールをアンインストールできます。 「4.2.5 SQL Server 2014 ク
ライアントツールをアンインストールする（78 ページ）」を参照し、 SQL Server クラ
イアントツールをアンインストールしてください。
16. 以下のレジストリを削除してください。
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\GM
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\APServer
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst
\ServiceGovernor
17. インストール時に設定した「インストール先フォルダ」が残っている場合があります。
不要であれば削除して下さい。
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4.2.2 広域管理サーバ監視端末をアンインストールする
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

5.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動します。

6.

[アンインストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「アンインストールする製品の選択」画面が表示されます。

7.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• [vDCGMSvc]のサービス配下の以下のコンポーネント
- WebSAM SystemManager G View
- WebSAM vDC Automation View

8.

[次へ(N)>]をクリックすると、「アンインストール確認」画面が表示されます。
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9.

[対象製品:]を確認し、[開始(S)]をクリックします。
選択したコンポーネントのアンインストールが実行されます。アンインストールが完
了すると、「完了」画面が表示されます。

10. [完了(F)]をクリックします。
11. 以下のレジストリを削除してください。
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\GM_SVC
12. インストール時に設定した「インストール先フォルダ」が残っている場合があります。
不要であれば削除して下さい。

4.2.3 管理サーバをアンインストールする
注
本手順を行う前に、『Network Automation コンフィグレーションガイド』の 『13.2 管理サーバを削
除する』の手順を実施してください。

1.

以下のサービスを以下の順で停止します。
• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCMoMProxy_n
（末尾の n は 1 以上の数字です。インストールの環境によって異なります。）
• NvPRO ResourceManagerAPI Service
• NvPRO Base Manager
• WebSAM UMF Operations Manager_102
• FTBase service

2.

以下のコマンドを実行し、データベースファイルを削除します。
> cd C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM\FW\Manager\sql\sqlserver
> WfdbDropDB.bat <データベース名> <DB サーバ名> FWCMDB <sa パスワード>

ヒント
<データベース名>, <DB サーバ名> は下記ファイルに記載された DATABASE_NAME

およ

び SERVER_NAME の値をご確認ください。
C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\MoM\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

インストール時の設定で「データベース設定 - NetvisorProV 独自 DB 種別」を「外部」
としている場合には以下のコマンドも実行してください。(デフォルトは「外部」とな
ります。)
> NvPRODropDB.bat nvprodb localhost FWCMDB
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3.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

4.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

5.

インストーラが起動します。

6.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

7.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動します。

8.

[アンインストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「アンインストールする製品の選択」画面が表示されます。

9.

以下のコンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• [Manager]-[サービス 102]配下の以下のコンポーネント
- WebSAM SystemManager G Manager
- WebSAM NetvisorPro Manager
- WebSAM vDC Automation Manager
• [View]配下のサービスで、サービス識別子の設定内容が[vDCMoMProxy]となって
いるサービス配下の以下コンポーネント
- WebSAM vDC Automation WebService View

注
広域管理サーバと管理サーバと同一マシンにインストールした場合、「アンインストー
ルする製品の確認」画面に 「WebSAM vDC Automation WebService View」が二つ存在し
ます。 管理サーバの場合は、サービス識別子の設定内容が[vDCMoMProxy]となってい
るコンポーネントにチェックを入れてください。 サービス識別子は、左ツリーの[View]
配下の[サービス n]をクリックし、設定内容に表示されるサービス識別子の設定値です。

10. [次へ(N)>]をクリックすると、「アンインストール確認」画面が表示されます。
11. [対象製品:]を確認し、[開始(S)]をクリックします。
選択したコンポーネントのアンインストールが実行されます。アンインストールが完
了すると、「完了」画面が表示されます。
12. [完了(F)]をクリックします。
13. 管理サーバのマシン上に SQL Server がインストールしてある環境で、他のコンポーネ
ント等で SQL Server を使用しない場合は、管理サーバのマシンから SQL Server をアン
インストールすることができます。 「4.2.6 SQL Server 2014 をアンインストールする
（79 ページ）」を参照し、 SQL Server をアンインストールしてください。
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14. DBMS を管理サーバと別サーバ化していた場合に、管理サーバ上の他のコンポーネン
ト等で SQL Server を使用しない場合は、 管理サーバのマシンから SQL Server クライ
アントツールをアンインストールできます。 「4.2.5 SQL Server 2014 クライアント
ツールをアンインストールする（78 ページ）」を参照し、 SQL Server クライアント
ツールをアンインストールしてください。
15. 以下のレジストリを削除してください。
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\MOM
16. インストール時に設定した「インストール先フォルダ」が残っている場合があります。
不要であれば削除して下さい。

4.2.4 管理サーバ監視端末をアンインストールする
1.

NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2.

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、Network
Automation 統合インストーラを起動します。
> <インストール DVD>:\install\Windows\NWAInst.exe

3.

インストーラが起動します。

4.

[カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

5.

[WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。
WebSAM フレームワークメディアインストーラが起動します。

6.

[アンインストール]ラジオボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。
「アンインストールする製品の選択」画面が表示されます。
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7.

管理サーバ監視端末のインストール時に指定したサービス識別子のサービス配下にあ
る 以下コンポーネントのチェックボックスにチェックを入れます。
• WebSAM SystemManager G View
• WebSAM NetvisorPro View
• WebSAM vDC Automation View

注
•

管理サーバ監視端末のサービス識別子の既定値は[vDCMoMSvc]です。 サービス識別
子は、左ツリーの[View]配下の[サービス n]をクリックし、設定内容に表示されるサー
ビス識別子の設定値です。

•

インストール時にサービス識別子を変更した場合、もしくは管理サーバ監視端末を複数
インストールした場合のサービス識別子は、 以下のように Network Automation 統合イ
ンストーラの「管理サーバ監視端末設定」画面で確認できます。
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8.

[次へ(N)>]をクリックすると、「アンインストール確認」画面が表示されます。

9.

[対象製品:]を確認し、[開始(S)]をクリックします。
選択したコンポーネントのアンインストールが実行されます。アンインストールが完
了すると、「完了」画面が表示されます。

10. [完了(F)]をクリックします。
11. 以下のレジストリを削除してください。
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst
\MOM_SVC_<サービス識別子>

注
管理サーバ監視端末のサービス識別子の既定値は[vDCMoMSvc]です。 インストール時に
サービス識別子を変更した場合、もしくは管理サーバ監視端末を複数インストールした場合
は、 上記の手順で確認したサービス識別子を指定してください。

12. インストール時に設定した「インストール先フォルダ」が残っている場合があります。
不要であれば削除して下さい。

4.2.5 SQL Server 2014 クライアントツールをアンインストールす
る
広域管理サーバ、管理サーバをインストールする際に、DBMS を別サーバ化した場合に行い
ます。
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他のコンポーネントから SQL Server 2014 を使用しない場合に、SQL Server 2014 クライアン
トツールを削除します。 以下に SQL Server 2014 クライアントツールのアンインストール
方法を示します。
1. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面のリストで[Microsoft SQL Server
2014]を選択し、[アンインストール]をクリックします。
2.

表示された画面で[削除]をクリックします。
「セットアップ サポート ルール」画面が表示されます。

3.

[OK]をクリックします。
「機能の選択」画面が表示されます。

4.

[すべて選択]をクリックし、[次へ(N)>]をクリックします。
「削除ルール」画面が表示されます。

5.

[次へ(N)>]をクリックします。
「削除の準備完了」画面が表示されます。

6.

[削除(R)]をクリックします。
「完了」画面が表示されます。

7.

[閉じる]をクリックします。

8.

[プログラムのアンインストールまたは変更]画面で、以下のプログラムをアンインス
トールします。
• Microsoft SQL Server 2008 R2 管理オブジェクト
• Microsoft SQL Server 2014 Native Client
• Microsoft SQL Server System CLR Types

4.2.6 SQL Server 2014 をアンインストールする
広域管理サーバ、管理サーバから SQL Server 2014 を削除します。 また、DBMS を別サーバ
上にインストールした場合に、DB サーバから SQL Server 2014 を削除します。 以下に SQL
Server 2014 のアンインストール方法を示します。
1. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面のリストで[Microsoft SQL Server
2014]を選択し、[アンインストール]をクリックします。
2.

表示された画面で[削除]をクリックします。
「セットアップ サポート ルール」画面が表示されます。

3.

[OK]をクリックします。
「インスタンスの選択」画面が表示されます。

79

第 4 章 アンインストールを実行する

4.

[機能を削除するインスタンス:]ドロップダウンリストで[FWCMDB]を選択し、[次へ
(N)>]をクリックします。
「機能の選択」画面が表示されます。

5.

[すべて選択]をクリックし、[次へ(N)>]をクリックします。
「削除ルール」画面が表示されます。

6.

[次へ(N)>]をクリックします。
「削除の準備完了」画面が表示されます。

7.

[削除(R)]をクリックします。
「完了」画面が表示されます。

8.

[閉じる]をクリックします。

9.

[プログラムのアンインストールまたは変更]画面で、以下のプログラムをアンインス
トールします。
• Microsoft SQL Server 2008 セットアップ サポート ファイル
• Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom
• Microsoft SQL Server 2014 セットアップ（日本語）
• SQL Server 2014 用 SQL Server Browser
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第5章
トラブルシューティング
本章では、Network Automation のインストール、アップグレードインストール、 およびアン
インストール中に問題が起こった際の対処方法について説明します。

目次
5.1 インストーラのトラブルシューティング.............................................................................82
5.2 運用管理機能のトラブルシューティング.............................................................................83
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5.1 インストーラのトラブルシューティング
5.1.1 インストール時にエラーが発生する
インストールが失敗した場合、インストール終了画面にエラーコードを表示(err=xxx)しま
す。
エラーの内容、原因、対処は以下の通りです。
エラーコード

原因 / 対処

内容

51

管理者権限なし

実行ユーザに管理者権限がありません。管理者権限のある
ユーザで実行してください。

52

二重起動エラー

インストーラが二重に起動されました。他でインストール
操作が行われていないかをご確認ください。

54

起動時リカバリ失敗

起動時の復旧処理に失敗しました。お問い合わせ窓口まで
ご相談ください。

55

テンポラリフォルダのアク
セスエラー

テンポラリフォルダ（ 環境変数%TMP%または%TEMP%）
にアクセスできません。 テンポラリフォルダが存在し、書
き込み可能であることをご確認ください。

56

インストール先フォルダへ
のアクセスエラー

インストール先フォルダにアクセスできません。インス
トール先フォルダが書き込み可能であることをご確認くだ
さい。

57

ファイルの展開失敗

ファイルの展開処理に失敗しました。テンポラリフォルダ
に空き容量が十分あるか確認してください。

59

インストール先パスが不正

インストール先のパスが不正です。正しいドライブおよび
フォルダを指定していることをご確認ください。

61

バージョンダウンエラー

より新しいバージョンの製品がインストールされていま
す。製品のインストール状況をご確認ください。

63

サービス停止エラー

サービスの停止に失敗しました。一定時間おくか、対象の
サービスを停止して再試行してください。

65

インストール先へのファイ
ルコピー失敗（ファイルビ
ジー）

インストール先フォルダのファイルがビジー状態です。一
定時間おくか、サービスを停止して再試行してください。

66

テンポラリへのファイルコ
ピー失敗（ディスクフル）

テンポラリフォルダの容量が不足しています。空き容量を
確認してください。

67

インストール先へのファイ
ルコピー失敗（ディスクフ
ル）

インストール先フォルダの容量が不足しています。空き容
量を確認してください。

68

テンポラリへのファイルコ
ピー失敗

テンポラリフォルダの空き容量が不足しているか、または
アクセスできません。テンポラリフォルダが存在し、書き
込み可能であることを確認してください。

69

インストール先へのファイ
ルコピー失敗

インストール先フォルダの空き容量が不足しているか、ま
たはアクセスできません。インストール先フォルダが書き
込み可能であることを確認してください。

他

－

「5.1.2 障害情報を採取する（83 ページ）」 の手順で障害情
報を採取し、お問い合わせ窓口までご相談ください。
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5.1.2 障害情報を採取する
インストール実施時に、本書に記載のないエラーが発生した場合は、以下の手順で障害情報
を採取し、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
なお、Windows にてリモートデスクトップ接続を利用してインストールを実施している場合
は、エラーが発生したセッションを切らずに本手順を実施してください。
セッションを切断した場合は、障害情報が削除される場合がありますのでご注意ください。
• 標準モードの場合
1.

エクスプローラで以下のパスを開きます。
インストール先フォルダの一階層上のフォルダ
例：C:\Program Files (x86)\NEC\NWA\GM の場合、C:\Program Files (x86)\NEC\NWA
となります。
複数機能を同時インストールした場合、最初にインストールが行われた機能のイ
ンストール先フォルダとなります。

2.

開いたフォルダ配下に存在する、inst_log フォルダを右クリックし、[送る(N)]-[圧
縮（zip 形式）フォルダ]を選択します。

3.

作成された inst_log.zip を採取します。

4.

採取したファイルをお問い合わせ時に送付してください。

• カスタムモードの場合
1.

エクスプローラで以下のパスを開きます。
%TEMP%

2.

開いたフォルダ配下に存在する、NWAInstall.log と WEBSAM_FW_LOG フォルダ
を右クリックし、 [送る(N)]-[圧縮（zip 形式）フォルダ]を選択します。

3.

作成された WEBSAM_FW_LOG.zip を採取します。

4.

採取したファイルをお問い合わせ時に送付してください。

5.2 運用管理機能のトラブルシューティング
5.2.1 監視端末が起動できない
• [現象]
運用管理機能の監視端末起動時に下図のようなダイアログが表示され、監視端末が起動
できない。ログイン画面が表示されない。
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• [原因]
以下の原因が考えられます。
- 監視端末のインストール時に指定した「マネージャのホスト名」または「マネー
ジャとの通信ポート」が誤っている。
- Windows ファイアウォールにより通信が遮断されている。
- マネージャサービスが起動していない。

5.2.2 監視端末の起動とともにエラーダイアログが表示される
• [現象]
運用管理機能の監視端末起動時に以下のエラーダイアログが表示される。

• [原因]
以下のサービスが起動していない可能性があります。サービスが起動しているか確認
してください。
- NvPRO Base Manager
上記サービスは、データベースの設定が正しく行われていない場合、正常に起動しませ
ん。

5.2.3 障害情報を採取する
運用管理機能に関して、本書に記載のないエラーが発生した場合は、NWA インストール
DVD に 同梱されている情報採取ツールを利用し、障害情報を採取してください。
Ver4.0 を新規インストールした環境の場合、共有ディスクを指定して情報を採取してくださ
い。
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• [Windows 用情報採取ツール]
<インストール DVD>:\fw\tools\dawebsaminfo\Windows\
使用方法については同梱されている relmemo_sjis.txt（または relmemo_euc.txt）を参照してく
ださい。
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第6章
注意事項
• アップグレード、バージョンアップに関する注意事項
- Network Automation Ver4.0 か ら vDC Automation へ の ア ッ プ グ レ ー ド お よ び
Network Automation Ver 3.0 以前から Ver4.0 へのバージョンアップを行う場合は、弊
社サポート窓口に個別にお問い合わせください。
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付録 A. 改版履歴

付録 A. 改版履歴
• 第 1 版 (2017.9): 新規作成
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付録 B. ライセンス情報

付録 B. ライセンス情報
本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアの
ライセンス条件の詳細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してくださ
い。 また、LGPL に基づきソースコードを開示しています。 当該オープンソースソフト
ウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合わせください。
<インストール DVD>:\oss_license
• PXE Software Copyright (C) 1997 - 2000 Intel Corporation.
• 本製品には、Oracle Corporation が無償で配布している JRE (Java Runtime Environment) を
含んでいます。 使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細
につきましては、以下の LICENSE ファイルを参照してください。
<JRE をインストールしたフォルダ>:\LICENSE
• Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a
Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ for
more details.
• This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.
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付録 C. ネットワークとプロトコル
Network Automation のコンポーネントは既定で以下のネットワークポートを使用するよう
設定してあります。 広域管理サーバ、管理サーバや管理対象マシンを含むシステム環境で
Windows Firewall などのファイアウォール機能が有効な場合、以下のポートを開いてくださ
い。

注
広域管理サーバと管理サーバを同一マシンにインストールする場合は、使用するポート番号が重複
しないように注意する必要があります。
詳細は、
「2.1.3 同一マシンに機能を複数インストールする際の注意事項（6 ページ）」 を参照して
ください。

• 広域管理サーバコンポーネント
コンポーネン
ト

項目

SystemManager マネージャと
G マネージャ 管理サーバ間
の通信
vDC
Automation マ
ネージャ

マネージャと
監視端末間の
通信

プログラム名

プロト 接続先
コル ポート
番号

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\GM\FW
\Manager\bin
TCP
\SysMonMgr.ex
e

マネージャと
Web 監視端末
との通信

接続元対象

接続元 ポート
ポート 番号変
番号 更可否

12520

管理サーバの
マネージャ

自動

可

12521

広域管理サー
バの監視端末

自動

可

TCP

8080

Web 監視端末

自動

可

自動

不可

vDC
Automation
WebService
View

vDC
Automation
WebService
View（サービス
ガバナーとの
内部通信用）

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\GM
\FWAP\Svc\bin
\SysMonSvc.exe

8081

内部

Application
Server

Apache Tomcat

Program Files
(x86)\NEC
\NWA\GM\FW
\Tomcat\JRE
\JavaHome\bin
\javaw.exe

TCP

12080

RESTFul API
自動
クライアント
※http 通信利用
時

可

TCP

12443

RESTFul API
クライアント
※https 通信利
用時

自動

可

TCP

12005

Tomcat の管理
ポート番号

自動

可

TCP

12009

Tomcat の
AJP/1.3 ポート
番号

自動

可

(OS の環境に
よてパスは異
なります。)

• 管理サーバコンポーネント
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コンポーネン
ト

項目

SystemManager マネージャと
G マネージャ 監視端末間の
NetvisorPro マ 通信

接続元対象

接続元 ポート
ポート 番号変
番号 更可否

12531

管理サーバの
監視端末

自動

可

マネージャと
Web 監視端末
との通信

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\MoM
\FW\Manager
\bin
\SysMonMgr.ex
e

8080

Web 監視端末

自動

可

監視端末から
マネージャへ
の通信
（NetvisorPro 基
盤サービス）

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\MoM
\FW\Manager
\bin
\NvPROBaseMg
r.exe

12537

管理サーバの
監視端末

自動

不可

監視端末から
マネージャへ
の通信（リモー
トログイン
サービス）

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\MoM
\FW\Manager
\bin
\NvPROrmapisr
v.exe

12539

管理サーバの
監視端末

自動

不可

監視端末から
マネージャへ
の通信（ファイ
ル転送サービ
ス）

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA
\MoMView
\FTBase\ftbs.exe

4135

管理サーバの
監視端末

自動

不可

vDC
Automation
WebService
View（サービス
ガバナーとの
内部通信用）

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\MoM
\FWAP\Svc\bin
\SysMonSvc.exe

8082

広域管理サー
バのサービス
ガバナー

自動

不可

vDC
Automation マ
ネージャ

vDC
Automation
WebService
View

プロト 接続先
コル ポート
番号

Program Files
TCP
(x86)\NEC
\NWA\MoM
\FW\Manager
\bin
\SysMonMgr.ex
e

ネージャ

NetvisorPro マ
ネージャ

プログラム名

• DB サーバ
DBMS を別サーバ化した場合に対応が必要となります。
DBMS サーバ側でファイアウォールの設定を行ってください。広域管理サーバ、管理
サーバをインストールしたマシン側では設定は不要です。
また、DBMS を別サーバ化しない場合も設定は不要となります。
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コンポーネン
ト
SQL Server

項目

DBMS クライ
アントとの通
信

プログラム名

プロト 接続先
コル ポート
番号

Program Files
TCP /
(x86)\Microsoft UDP
SQL Server
\MSSQL11.SQL
EXPRESS2014\
MSSQL\Binn
\sqlservr.exe

接続元対象

接続元 ポート
ポート 番号変
番号 更可否

全ての 広域管理サー 自動
ポート バ、管理サーバ
をインストー
ルしたマシン
の DBMS クラ
イアント

不可

1433 /
1434

不可

(インストール
時の設定に
よってパスは
異なります。)
SQL Server
Browser

DBMS クライ
アントとの通
信

Program Files
(x86)\Microsoft
SQL Server
\110\Shared
\sqlbrowser.exe
(インストール
時の設定に
よってパスは
異なります。)
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TCP /
UDP

広域管理サー 自動
バ、管理サーバ
をインストー
ルしたマシン
の DBMS クラ
イアント
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付録 D. SSL 設定における証明書について
• はじめに
サーバ証明書は主に 2 通りの種類があります。
1 つは公的な認証局を利用してサーバ証明書を作成する方法です。
もう 1 つは自己発行の自己署名証明書を作成する方法です。
後者は一般的に不特定多数からのアクセスは受け付けない（会社内や特定のメンバー内
だけで利用するサーバなど）の場合に利用します。
どちらの証明書を利用するかで、SSL 設定の方法が変わるため、双方の手順の一例を記
載します。
なお、本書に記載する手順はあくまで一例であるため、内容を保証するものではありま
せん。
確認のうえ参考にしてください。
• 公的な認証局を利用したサーバ証明書
1.

キーストアに秘密鍵を作成します。
> keytool.exe -genkey -alias < 任 意 の エ イ リ ア ス >
keystore <キーストアファイル名> -storepass changeit

-keyalg

RSA

-

コマンド実行後に入力を求められる事項については、任意の値を設定してくださ
い。
なお、鍵のパスワードについては changeit を指定してください。

注
-

鍵のパスワードを changeit から変更する場合は、キーストアのパスワードと同じ
パスワードにしてください。

-

CN は、クライアントからアクセスするときのホスト名または、IP アドレスを指定
してください。

2.

サーバ証明書発行要求を作成します。
> keytool.exe -certreq -alias <任意のエイリアス> -keystore <キーストア
フ ァ イ ル 名 > -file < 任 意 の サ ー バ 証 明 書 発 行 要 求 書 名 >.csr -storepass
changeit

3.

公的な認証局にサーバ証明書を発行してもらいます。
サーバ証明書の発行依頼の方法などは利用するプロバイダに問い合わせてくださ
い。

4.

中間 CA 証明書のインストールをします。
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> keytool.exe -import -noprompt -trustcacerts -alias <任意の CA 証明
書のエイリアス> -file <中間 CA 証明書>.pem -keystore <キーストアファイル名
> -storepass changeit

5.

サーバ証明書をインポートします。
> keytool.exe -import -v -trustcacerts -alias <任意のエイリアス> file <サーバ証明書>.csr -keystore <キーストアファイル名> -storepass
changeit

• 自己発行の自己署名証明書
ここでは openssl を利用した方法を例示します。
1.

秘密鍵を作成します。
> openssl genrsa -aes128 1024 > <任意の秘密鍵名>.key

2.

サーバ証明書発行要求を作成します。
> openssl req -new -key <任意の秘密鍵名>.key > <任意のサーバ証明書発行要
求書名>.csr

注
-

鍵のパスワードを changeit から変更する場合は、キーストアのパスワードと同じ
パスワードにしてください。

-

Common Name は、クライアントからアクセスするときのホスト名または、IP アド
レスを指定してください。

3.

サーバ証明書を作成します。
> openssl x509 -in <任意のサーバ証明書発行要求書名>.csr -days <有効日数>
-req -signkey <任意の秘密鍵名>.key > <任意の証明書名>.crt

4.

pkcs12 形式に変換します。
> openssl pkcs12 -export -in <任意の証明書名>.crt -inkey <任意の秘密鍵
名>.key -out <任意の証明書名>.p12 -name <任意の証明書のエイリアス名>

5.

サーバ証明書をインポートします。
> keytool.exe -importkeystore -srckeystore < 任 意 の 証 明 書 名 >.p12 destkeystore "< キ ー ス ト ア フ ァ イ ル 名 >" -srcstoretype pkcs12 deststoretype JKS
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