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はじめに

対象読者と目的
本書は、vDC Automation のインストール、バージョンアップ、アップグレードインストー

ル、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、vDC Automation のインストール、バージョンアップ、アップグレードインストー

ル、およびアンインストールの手順を説明します。

vDC Automation Standard Edition については、『vDC Automation Standard Edition セットアップ

ガイド』をご参照ください。

次節以降では、vDC 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。

vDC 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。

vDC Automation をバージョンアップする場合は、 「第 4 章   バージョンアップする（154
ページ）」を参照し、 バージョンアップしてください。

Network Automation　を vDC Automation にアップグレードする場合は、 「第 5 章   Network
Automation からアップグレードする（198 ページ）」を参照し、 アップグレードインストー

ルしてください。

vDC Automation をアンインストールする場合は、 「第 6 章   アンインストールを実行する

（203 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。
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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)
< > 山かっこ

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"

<インストール DVD>
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第 1 章   
vDC Automation のインストールの概要
本章では、本書の読み方、および vDC Automation のインストール、アンインストールを行

う vDC Automation 統合インストーラについて説明します。

目次

1.1  vDC Automation 統合インストーラ ..........................................................................................2

1.2  vDC Automation の DVD 構成 ...................................................................................................2
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1.1   vDC Automation 統合インストーラ
vDC Automation は、vDC Automation 統合インストーラによりインストールができます。

vDC 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、VM 監視サーバ、VM 監視サーバ監視端末、ID 管理サーバ、 管
理対象マシン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。

• Windows Server 2008 の場合、「プログラムの追加と削除」を「プログラムと機能」と読み替え

てください。
 

1.1.1   vDC Automation 統合インストーラのインストールモード

vDC 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

vDC 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

vDC 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。

vDC 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 vDC
Automation のサーバ構成を変更する場合などに利用します。

注

vDC 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   vDC Automation の DVD 構成
vDC Automation 統合インストーラは、次の通り vDCA/NWA インストール DVD に収録され

ています。

vDCA/NWA インストール DVD

└ install

     ├ Windows

    ｜    └ vDCAInst.exe vDC Automation 統合インストーラ(Windows 版)
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vDCA/NWA インストール DVD

     └ Linux

         └ vDCAInst.sh vDC Automation 統合インストーラ(Linux 版)
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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、vDC 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。

vDC 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 .........................................................................10

2.3  広域管理サーバをインストールする.....................................................................................19

2.4  広域管理サーバ監視端末をインストールする .....................................................................26

2.5  管理サーバをインストールする ............................................................................................30

2.6  管理サーバ監視端末をインストールする .............................................................................39

2.7  VM 監視サーバをインストールする .....................................................................................43

2.8  VM 監視サーバ監視端末をインストールする......................................................................48

2.9  ID 管理サーバをインストールする .......................................................................................52

2.10  管理対象マシンをインストールする...................................................................................56

2.11  管理対象マシン（Windows）をインストールする ............................................................57

2.12  管理対象マシン（Linux）をインストールする..................................................................61

2.13  管理エージェントをインストールする ...............................................................................67

2.14  広域管理サーバの登録と設定 ..............................................................................................71

2.15  管理サーバの登録と設定 ......................................................................................................87

2.16  VM 監視サーバの登録と設定 ...............................................................................................94

2.17  管理エージェントの登録と設定 ..........................................................................................98

2.18  ID 管理サーバの登録と設定 ...............................................................................................101

2.19  管理対象マシンの設定 ........................................................................................................104

2.20  サイレントインストールコマンド(Windows) ...................................................................104

2.21  サイレントインストールコマンド(Linux).........................................................................108
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2.1   インストールする機能の種別
vDC 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   vDC 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

• VM 監視サーバ

• VM 監視サーバ監視端末

• ID 管理サーバ

• 管理対象マシン

- 物理マシン

- 仮想基盤

- 仮想マシン(VM)、仮想テンプレート

• 管理エージェント

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。
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• vDC Automation ポータルについては、『vDC Automation ポータル利用者マニュアル（インストー

ル編）』および 『vDC Automation ポータル利用者マニュアル（運用編）』を参照してください。
 

2.1.2   各機能の役割

各機能の役割は以下の通りです。

機能 役割

広域管理サーバ vDC Automation 内の全リソースを一元管理・監視します。

vDC Automation ポータルなどの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 ストレージ、ネットワーク仮想基盤、仮想マシン(VM)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。

VM 監視サーバ 仮想マシンを監視・制御機能を提供します。仮想マシン監視における、管理
サーバの負荷低減の役割を担います。

VM 監視サーバは IaaS 事業者が仮想マシンの詳細な監視を行う場合に設置し
ます。

VM 監視サーバ監視端末 VM 監視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。

ID 管理サーバ IaaS 事業者のログインアカウント、テナントに払い出した NW 機器へのログイ
ンアカウントを統一して管理する機能を提供します。

管理対象マシン 管理対象の仮想マシン、物理マシン上にインストールし、監視・制御する機能
を提供します。

管理エージェント 管理エージェントがインストールされたサーバ、管理対象のストレージ機器、
vCenter Server や ESXi、Hyper-V、KVM を監視する機能を提供します。

注

各機能のシステム要件は『vDC Automation ファーストステップガイド』の 『第 6 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 VM 監視サー
バ

ID 管理サー
バ

管理対象マシ
ン

広域管理サー
バ

- ○ × ○ ×*1

管理サーバ ○ - × ○ ×*1

VM 監視サー
バ

× × - ○ ×*1

ID 管理サー
バ

○ ○ ○ - ×*1

管理対象マシ
ン

×*1 ×*1 ×*1 ×*1 -
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*1 Ver2.1 より以前のバージョンでインストール済みの場合、同一マシンにインストール可能です。

 

○：同一マシンへのインストールは可能

×：同一マシンへのインストールは不可

2.1.4   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
る際の注意事項

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。

1. アプリケーションサーバと vDC Automation コンポーネントの内部通信用ポート

広域管理サーバ上のアプリケーションサーバは、広域管理サーバ上の vDC Automation
コンポーネントと、管理サーバ上の vDC Automation コンポーネントと内部通信を行い

ます。

これらの通信に使用される vDC Automation コンポーネントは、デフォルトで 8081 番が

使用されています。 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、どちらかの通信ポート番号を変更してください。

• アプリケーションサーバと vDC Automation コンポーネントの通信ポートを変更す

る場合

※「付録 C   ネットワークとプロトコル（245 ページ）」 広域管理サーバコンポーネ

ント、管理サーバコンポーネントの「vDC Automation WebService View」のポートを

指します。

- 広域管理サーバのインストール時に表示される「広域管理サーバ設定(S)」画面

において、「WebService ポート」を 8081 から変更します。 （インストーラの詳

細画面は 「2.3.5   広域管理サーバのインストール（21 ページ）」 をご参照くだ

さい。）

- 管理サーバのインストール時に表示される「管理サーバ設定(S)」画面において、

「WebService ポート」を 8081 から変更します。 （インストーラの詳細画面は

「2.5.8   管理サーバのインストール（34 ページ）」 をご参照ください。）

また、上記の変更に伴い、広域管理サーバ上のアプリケーションサーバの設定ファイル

を 「2.14.4   サービスガバナーの設定（74 ページ）」 を参考に、適切なポート番号を設

定してください。

2. 広域管理サーバと管理サーバの通信ポートもしくは管理サーバとエージェントの通信

ポート

広域管理サーバ上の vDC Automation コンポーネントと管理サーバ上の vDC Automation
コンポーネントの内部通信および管理サーバとエージェントとの通信は、 デフォルトで

12520 番が使用されています。 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、インストール時に広域管理サーバと管理サーバの通信ポートもしく
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は 管理サーバとエージェントの通信ポートどちらかの通信ポート番号を変更してくだ

さい。

• 広域管理サーバと管理サーバの通信ポートを変更する場合

- 広域管理サーバのインストール時に表示される「広域管理サーバ設定(S)」画面

において、 「管理サーバ/エージェントとの通信ポート」を 12520 から変更しま

す。 （インストーラの詳細画面は 「2.3.5   広域管理サーバのインストール（21
ページ）」 をご参照ください。）

- 管理サーバのインストール時に表示される「管理サーバ設定(S)」画面において、

「広域管理サーバとの通信ポート」を 12520 から変更します。 変更値は広域管理

サーバに設定した「管理サーバ/エージェントとの通信ポート」の値に合わせて

ください。 （インストーラの詳細画面は 「2.5.8   管理サーバのインストール

（34 ページ）」 をご参照ください。）

• 管理サーバと VM 監視サーバ/エージェントの通信ポートを変更する場合

- 管理サーバのインストール時に表示される「管理サーバ設定(S)」画面において、

「VM 監視サーバ/エージェントとの通信ポート」を 12520 から変更します。 （イ

ンストーラの詳細画面は 「2.5.8   管理サーバのインストール（34 ページ）」 を
ご参照ください。）

- VM 監視サーバのインストール時に表示される「VM 監視サーバ設定(S)」画面

において、 「管理サーバとの通信ポート」を 12520 から変更します。 （インス

トーラの詳細画面は 「2.7.5   VM 監視サーバのインストール（44 ページ）」 を
ご参照ください。）

- 管理対象マシンのインストール時に表示される「管理対象マシン設定(S)」画面

において、 Windows OS の場合は「マネージャとの通信ポート」を、Linux OS
の場合は「Manager port」を 12520 から変更します。 変更値は管理サーバに設定

した「VM 監視サーバ/エージェントとの通信ポート」の値に合わせてください。

（インストーラの詳細画面は 「2.11.3   管理対象マシン（Windows）のインストー

ル（57 ページ）」 もしくは 「2.12.3   管理対象マシン（Linux）のインストール

（62 ページ）」 をご参照ください。）

3. 広域管理サーバもしくは管理サーバの自ホスト名

広域管理サーバおよび管理サーバの自ホスト名はデフォルトでホスト名が指定されま

す。 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、重複を避け

るためインストール時に必ずどちらかの自ホスト名を変更してください。

• 広域管理サーバの自ホスト名を変更する場合

- 広域管理サーバのインストール時に表示される「広域管理サーバ設定(S)」画面

において、「自ホスト名」を変更します。  （インストーラの詳細画面は

「2.3.5   広域管理サーバのインストール（21 ページ）」 をご参照ください。）

- 管理サーバのインストール時に表示される「管理サーバ設定(S)」画面において、

「広域管理サーバのホスト名」を変更します。 変更値は広域管理サーバに設定し
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た「自ホスト名」の値に合わせてください。 （インストーラの詳細画面は

「2.5.8   管理サーバのインストール（34 ページ）」 をご参照ください。）

- 広域管理サーバ監視端末のインストール時に表示される「広域管理サーバ監視

端末設定(S)」画面において、「広域管理サーバのホスト名」を変更します。 変
更値は広域管理サーバに設定した「自ホスト名」の値に合わせてください。 （イ

ンストーラの詳細画面は 「2.4.3   広域管理サーバ監視端末のインストール（27
ページ）」 をご参照ください。）

• 管理サーバの自ホスト名を変更する場合

- 管理サーバのインストール時に表示される「管理サーバ設定(S)」画面において、

「自ホスト名」を変更します。 （インストーラの詳細画面は 「2.5.8   管理サーバ

のインストール（34 ページ）」 をご参照ください。）

- 管理対象マシンのインストール時に表示される「管理対象マシン設定(S)」画面

において、 Windows OS の場合は「マネージャのホスト名」を、Linux OS の場

合は「Manager hostname」を変更します。 変更値は管理サーバに設定した「自

ホスト名」の値に合わせてください。 （インストーラの詳細画面は 「2.11.3   管
理対象マシン（Windows）のインストール（57 ページ）」 もしくは 「2.12.3   管
理対象マシン（Linux）のインストール（62 ページ）」 をご参照ください。）

- 管理サーバ監視端末のインストール時に表示される「管理サーバ監視端末設定

(S)」画面において、「管理サーバのホスト名」を変更します。 変更値は管理サー

バに設定した「自ホスト名」の値に合わせてください。 （インストーラの詳細

画面は 「2.6.3   管理サーバ監視端末のインストール（40 ページ）」 をご参照く

ださい。）

4. 監視端末との通信ポート

広域管理サーバと広域管理サーバ監視端末の通信および管理サーバと管理サーバ監視

端末の通信は、デフォルトで 12521 番が使用されています。 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、どちらかの通信ポート番号を変更してくだ

さい。

• 広域管理サーバと広域管理サーバ監視端末の通信ポートを変更する場合

- 広域管理サーバのインストール時に表示される「広域管理サーバ設定(S)」画面

において、「監視端末との通信ポート」を変更します。 （インストーラの詳細画

面は 「2.3.5   広域管理サーバのインストール（21 ページ）」 をご参照くださ

い。）

- 広域管理サーバ監視端末のインストール時に表示される「広域管理サーバ監視

端末設定(S)」画面において、「広域管理サーバの通信ポート」を変更します。

変更値は広域管理サーバに設定した「監視端末との通信ポート」の値に合わせ

てください。 （インストーラの詳細画面は 「2.4.3   広域管理サーバ監視端末の

インストール（27 ページ）」 をご参照ください。）

• 管理サーバと管理サーバ監視端末の通信ポートを変更する場合
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- 管理サーバのインストール時に表示される「管理サーバ設定(S)」画面において、

「監視端末との通信ポート」を変更します。 （インストーラの詳細画面は

「2.5.8   管理サーバのインストール（34 ページ）」 をご参照ください。）

- 管理サーバ監視端末のインストール時に表示される「管理サーバ監視端末設定

(S)」画面において、「管理サーバの通信ポート」を変更します。 変更値は管理

サーバに設定した「監視端末との通信ポート」の値に合わせてください。 （イ

ンストーラの詳細画面は 「2.6.3   管理サーバ監視端末のインストール（40 ペー

ジ）」 をご参照ください。）

2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア
vDC 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

vDC 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。

広域管理サーバ 管理サーバ VM 監視サーバ

インターネットインフォメーションサー
ビス（IIS）

― 必須 ―

.NET Framework 3.5 Service Pack 1 必須*1 必須*1 必須*1

.NET Framework 4.7.2 ― 必須 ―

Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ ― 必須 ―

Visual C++ 2013(x86), 2017(x86) 再頒布可
能パッケージ

― 必須 ―

SQL Server／クライアントツール 必須*2 必須*2 必須*2

VMware vSphere PowerCLI ― オプション*3 ―

NFS 用サービス オプション*4 オプション*4*5 オプション*4

*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『vDC Automation ファーストステップガイ
ド』の 『6.10 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。

*3 仮想基盤に VMware を使用し、テンプレート共有機能を利用する場合に必要です。 VMware
vCenter Server や ESX/ESXi のバージョンに対応したバージョンの PowerCLI が必要です。詳細
は VMware のドキュメントを参照してください。

*4 ソフトウェアリポジトリ用ストレージを NFS 共有で構築する場合必要です。

*5 テンプレート共有機能の利用で、ファイルサーバと管理サーバ間の通信プロトコルに NFS を使
用する場合に必要です。 テンプレート共有機能を利用しない場合や通信プロトコルに CIFS を
使用する場合は不要です。
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管理対象マシン
(Windows)

管理対象マシン
(Linux)

仮想基盤 VMware
ESX 環境

ESMPRO/ServerAgent オプション*1 オプション*1 ―

ESMPRO/ServerAgent for VMware ― ― オプション*1

*1 ESMPRO/ServerManager を利用する場合のみ必要です。

 

監視端末（広域管理サーバ、管理サーバ、VM 監視サーバ）、ID 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。

ストレージアクセス時に必要なファイル共有ソフトウェアを次の表に示します。 (表中の

「-」は対象外を示します)

機能 VM テンプレート共有 GM からの SW/パッチ配布

使用するスト
レージと対応プ

ロトコル

○：対応

×：非対応

共有ディスク 各サーバのロー
カルディスク

NFS CIFS NFS CIFS FW 独自

○ ○ ○ ○

共有ディスクに
パスワードなし
で Guest アク
セス可能な設定

が必要

○

広域管理サーバ － － NFS 用サービス
必要

特に不要(標準
サポート)

特に不要(FW の
コアパスを使っ
て配布)

管理サーバ NFS 用サービス
必要

特に不要(標準
サポート)

NFS 用サービス
必要

特に不要(標準
サポート)

特に不要(FW の
コアパスを使っ
て配布)

VM 監視サーバ － － NFS 用サービス
必要

特に不要(標準
サポート)

特に不要(FW の
コアパスを使っ
て配布)

管理対象マシン － － 特に不要(FW の
コアパスを使っ
て配布)

特に不要(FW の
コアパスを使っ
て配布)

特に不要(FW の
コアパスを使っ
て配布)

2.2.2   インターネットインフォメーションサービス(IIS)をインス
トールする

1. Windows Server 2012 R2 の場合は、[スタート]メニューより[管理ツール]-[サーバー マ
ネージャー]の [役割と機能の追加]ウィザードより、[Web サーバ(IIS)]をインストールし

ます。

2.「サーバの役割の選択」画面で以下のチェックボックスをオンにし、インストールを行っ

てください。

• [Web サーバー] ‐ [HTTP 共通機能] ‐ [静的なコンテンツ]
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• [Web サーバー] ‐ [アプリケーション開発] ‐ [ASP.NET 4.5] (Windows Server 2012、
Windows Server 2012 R2 の場合)

• [Web サーバー] ‐ [アプリケーション開発] ‐ [ASP.NET 4.6] (Windows Server 2016
の場合)

• [管理ツール] ‐ [IIS 管理コンソール]

2.2.3   .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。

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

2.2.4   .NET Framework 4.7.2 をインストールする

注

Windows Server 2012 R2 の場合、本手順の実行前に Update (KB2919355)をインストールしておく必

要があります。 Update (KB2919355)をインストールしていない場合、.NET Framework 4.7.2 のイン

ストールがエラーになります。

以下の手順で、Update (KB2919355) が適用されているか確認してください。

Windows Server 2012 R2 の正確なバージョンを確認するために、Msinfo32.exe を実行します。

Windows Server 2012 R2 Update がインストールされている場合、ハードウェア アブストラクション

レイヤーの値は 6.3.9600.17031 です。

6.3.9600.17031 未満の場合は、Update (KB2919355) をインストールしてください。

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=42334

Windows Server 2016 以降の場合は既定でインストールされていますので、本手順は不要です。
 

1. 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。

> <インストール DVD>:\ssc\dotNet Framework472\NDP472-KB4054530-x86-x64-
AllOS-ENU.exe

.NET Framework 4.7.2 メンテナンス画面が表示された場合、インストールは不要です。
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キャンセルを選択し、次の手順を実施してください。

2. 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。

> <インストール DVD>:\ssc\dotNet Framework472\ja\ndp472-kb4054530-x86-
x64-allos-jpn.exe

.NET Framework 4.7.2 メンテナンス画面が表示された場合、インストールは不要です。

キャンセルを選択してください。

2.2.5   Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)をイ
ンストールする

管理サーバの動作には、Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)が必要です。

インストールされていない場合には、以下の手順でインストールを実施して下さい。

1. インストールプログラムの入手

Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)を Microsoft 社ダウンロードサイト

からダウンロードします。

2. インストールプログラムの実行

ダウンロードしたインストールプログラムを実行してください。

2.2.6   Visual C++ 2013(x86), 2017(x86) 再頒布可能パッケージ を
インストールする

Microsoft Visual C++ 2013(x86), 2017(x86) 再頒布可能パッケージを以下の手順でインストー

ルして下さい。

1. 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。

> <インストール DVD>:\ssc\DPM\Setup\VCRTL\vcredist_x86_2013.exe

2. 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。

> <インストール DVD>:\ssc\DPM\Setup\VCRTL\vcredist_x86_2017.exe

2.2.7   SQL Server をインストールする

vDC Automation では、広域管理サーバ、管理サーバ、VM 監視サーバで SQL Server を利用

します。

第 2 章   機能を選択してインストールを実行する

13



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 をイン

ストールします。 広域管理サーバ、管理サーバ、VM 監視サーバをインストールするマシン

には SQL Server 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 クライアントツールのインストールは不要です。

• SQL Server のインストール

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。 管理サーバの場合、インスタンス毎に計 3 回、本インストール作業

を実施してください。

1. Setup.exe を実行して SQL Server 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

選択する機能 インスタンス名

FWCMDB SSCCMDB DPMDBI

データベースエンジン
サービス

選択する 選択する 選択する

SQL Server レプリケー
ション

選択しない 選択しない 選択する

9. [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。
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表 2-2   作成するインスタンス名

マシンの種別 作成するインスタンス名

FWCMDB*1 SSCCMDB DPMDBI

広域管理サーバ 作成する 作成しない 作成しない

管理サーバ 作成する 作成する 作成する

VM 監視サーバ 作成する 作成しない 作成しない

*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、VM 監視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。

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 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 SSCCMDB DPMDBI

ログオンユーザ Local System NT Service\MSSQL
$SSCCMDB

(既定値)

NT Service\MSSQL
$DPMDBI
(既定値)

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。
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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 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

プロトコル名 インスタンス名

FWCMDB SSCCMDB DPMDBI

共有メモリ －*1 有効 有効

名前付きパイプ 有効 －*1 －*1

TCP/IP 有効 －*1 －*1

*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 の固定サーバーロールメンバーの追加

下記の SQL Server の「固定サーバーロールメンバーの追加」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 2-5   固定サーバーロールメンバーの追加

インスタンス名

FWCMDB SSCCMDB DPMDBI

固定サーバーロールメ
ンバーの追加

追加しない 追加する 追加する

1. コマンドプロンプトを開きます。
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2. 以下のコマンドを実行します。

> sqlcmd.exe -E -S ".\インスタンス名"

1> alter server role [sysadmin] add member [NT AUTHORITY\SYSTEM]
2> go
1> exit

3. 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。

a. 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。

b. [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 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。

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。
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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 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。

2.2.8   NFS 用サービスをインストールする

Windows Server 2016 の場合は、[スタート]メニューより[サーバー マネージャー]を起動し、

[サーバー マネージャー]の[役割と機能の追加]ウィザードより、[NFS サーバー]をインス

トールします。

Windows Server 2012 R2 の場合は、[スタート]メニューより[すべてのプログラム]-[管理ツー

ル]-[サーバー マネージャー]を起動し、 [サーバー マネージャー]の[役割と機能の追加]ウィ

ザードより、[NFS サーバー]をインストールします。

Windows Server 2008 R2 の場合は、[スタート]メニューより[すべてのプログラム]-[管理ツー

ル]-[サーバー マネージャー]を起動し、[サーバー マネージャー]の[役割の追加]ウィザードよ

り、 [ファイル サービス] をインストールします。「役割サービスの選択」では、[NFS(Network
File System)用サービス]を選択してください。

※ファイルサービスが既にインストール済みの場合は、[サーバー マネージャー]の左ペイン

で[ファイル サービス]を選択し、 [役割サービスの追加] ウィザードより、[NFS(Network
FileSystem)用サービス]を選択してください。

2.2.9   VMware vSphere PowerCLI をインストールする

注

仮想化基盤に VMware を使用し、テンプレート共有機能を利用する場合に必要です。
 

以下の URL から VMware vSphere PowerCLI をダウンロードしてインストールします。

https://www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/index.html
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※ VMware vSphere PowerCLI をダウンロードするためには、 My VMware への登録が必要で

す。

システム要件、およびインストール方法については VMware のドキュメントを参照し、イン

ストールしてください。

2.2.10   ESMPRO/ServerAgent をインストールする

EXPRESSBUILDER (NEC Express シリーズに同梱) よりインストールしてください。

2.2.11   ESMPRO/ServerAgent for VMware をインストールする

UL1032-102 ESMPRO/ServerAgent for VMware を別途ご購入ください。

2.3   広域管理サーバをインストールする
次項以降では、vDC 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

広域管理サーバをアップグレードする場合または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
 

2.3.1   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、『vDC Automation ファーストステップガイド』

の 『第 6 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

• WebSAM AsRiCommon Manager

• WebSAM AssetSuite Manager

• WebSAM vDC Automation WebService View

• WebSAM vDC Automation Service Governor

• Application Server*1*2
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• WebSAM vDC Automation Portal

*1 Java 8u192、Tomcat 8.5.37 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\vDCA\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。

 

2.3.2   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*1

• SQL Server *2

• SQL Server クライアントツール*2

• NFS 用サービス*3

*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、 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。

*3 ソフトウェアリポジトリ用ストレージを NFS 共有で構築する場合必要です。

 

「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 ページ）」 の手順を参照して、インス

トールしてください。

2.3.3   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。

詳細は「付録 C   ネットワークとプロトコル（245 ページ）」 を参照してください。
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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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類

を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.3.5   広域管理サーバのインストール

1. vDCA/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、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

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]チェックボックスにチェックを入れます。

広域管理サーバをインストールするマシンには、[VM 監視サーバ]および[管理対象マシ

ン]以外の機能がインストールできます。 その他の機能もインストールする場合は、

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 設定値

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\vDCA\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/エージェントとの通信ポー
ト

エージェント、下位マネージャ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。*7

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。*7

アプリケーションサーバ設定 - HTTPS
ポート

アプリケーションサーバの HTTPS ポート番号を指定しま
す。

既定値は 12443 です。*4*7

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。*7

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。*7

ポータル設定 - SQL Server のホスト名 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。*8

ポータル設定 - SQL Server のインスタ
ンス名

データベースのインスタンス名を指定します。

「2.2.7   SQL Server をインストールする（13 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。*8

ポータル設定 - SQL Server のポート番
号

データベースのポート番号を指定します。

既定値は 1433 です。*8
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設定項目名 設定値

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。*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。

「2.2.7   SQL Server をインストールする（13 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"GM_"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。

*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『vDC 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『vDC Automation クラスタ構
築ガイド』を参照してください。

*4 vCenter Server 5.5 は、 12443 のポートを利用しております。 同一サーバ内に vCenter Server
5.5 をインストールする場合は、WebAPI(https)に影響がありますので、ポート番号を変更し
てください。

*5 管理サーバおよび VM 監視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。

*6 コンピュータ名のハイフンは省略されます。

*7 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 WebSAM vDC Automation Portal 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。
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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。
 

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。
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11. [完了]をクリックします。

12. サーバを再起動します。

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（26 ページ）」を参照してください。 広域管理サーバの設定は、

「2.14   広域管理サーバの登録と設定（71 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、vDC 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

• WebSAM AsRiCommon View

• WebSAM AssetSuite View
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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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類

を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.4.3   広域管理サーバ監視端末のインストール

1. vDCA/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、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

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。

広域管理サーバ監視端末をインストールするマシンには、[管理対象マシン]以外の機能

がインストールできます。 その他の機能もインストールする場合は、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。

設定項目名 設定値

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\vDCA\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。

インストール設定の確認画面が表示されます。
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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   管理サーバをインストールする
次項以降では、vDC 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、vDC 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（「2.5.2   事前にインストールが必要なソフト

ウェア（31 ページ）」）

• DHCP サーバの構築

• Windows ファイアウォールの設定

• ESMPRO/ServerManager ユーザグループ設定に関する注意

• vDC Automation 管理サーバのインストールに関する注意

注

管理サーバをアップグレードする場合または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
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• NvPRO Base Manager

• WebSAM UMF Operations Manager_102

• FTBase service
 

注

SigmaSystemCenter マネージャがインストールされている環境に管理サーバを新規インストールす

る場合は、事前に SigmaSystemCenter マネージャのバージョンを 3.8 にしてください。
 

2.5.1   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、『vDC Automation ファーストステップガイド』の

『第 6 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

• SigmaSystemCenter マネージャ

注

マルチサイトの場合、ソフトウェア／パッチの共有と配布のため、広域管理サーバがあるサイトの

管理サーバ 1 台に管理対象マシン用のコンポーネントを導入する必要があります。

管理対象マシン用のコンポーネントの導入については 「2.11.3   管理対象マシン（Windows）のイ

ンストール（57 ページ）」 を参照してください。
 

2.5.2   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 4.7.2

• Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ

• Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ

• Microsoft Visual C++ 2017 再頒布可能パッケージ

• SQL Server *2

• SQL Server クライアントツール*2
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• NFS 用サービス*3

• インターネットインフォメーションサービス（IIS）

*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。

*3 テンプレート共有機能の利用で、ファイルサーバと管理サーバ間の通信プロトコルに NFS を使
用する場合に必要です。 テンプレート共有機能を利用しない場合や通信プロトコルに CIFS を
使用する場合は不要です。

また、ソフトウェアリポジトリ用ストレージを NFS 共有で構築する場合必要です。

 

「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 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   DHCP サーバの構築

仮想基盤サーバとして HYPER-V、KVM を利用時、及び、物理サーバプロビジョニングを利

用する際、 vDC Automation と同一のネットワーク内に DHCP サーバが必要です。

vDC Automation をインストールする前に DHCP サーバを準備してください。

DHCP サーバは管理サーバと同一のマシン上に設置することが可能です。 同一ネットワー

クセグメント内に複数の DHCP サーバが存在しても問題ありません。

DHCP サーバには、事業者管理 VLAN として使用予定の全ての IP サブネットに対する、ゲー

トウェイ、IP プールを設定して下さい。

ヒント

DHCP サーバの設定方法、および注意事項については、『DeploymentManager ファーストステップ

ガイド』の 『2.2.1 ネットワーク環境について』、および 『DeploymentManager インストレーション

ガイド』の 『1.2.2 DHCP サーバの設定をする』を参照してください。
 

注

• DHCP サーバを設定しない場合、DeploymentManager のバックアップ / リストア、ディスク複製

OS インストール、 OS クリアインストール、VM プロビジョニングを利用した機能が制限され

ます。
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• DC リソースを利用しない場合は、事業者管理 VLAN として使用予定の全ての IP サブネットに

対する、ルーティング設定も行ってください。
 

2.5.4   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（245 ページ）」 を参照してください。

2.5.5   ESMPRO/ServerManager ユーザグループ設定に関する注意

セキュリティ上の理由から、ESMPRO/ServerManager で Windows GUI を使用するユーザは

「ESMPRO ユーザグループ」と呼ばれるグループに属していなければなりません。

「ESMPRO ユーザグループ」は ESMPRO/ServerManager のインストール時に決定されます。

既定では Administrators グループが指定されます。

2.5.6   vDC Automation 管理サーバのインストールに関する注意

• vDC Automation 管理サーバのインストールを行う際には、管理用 LAN とのネットワー

クが接続されていることを確認して行ってください。

• vDC Automation 管理サーバの OS のネットワーク接続の IP アドレスは、DHCP による自

動取得ではなく、固定 IP アドレスに設定されていることを確認してください。

• OS の種類によっては、エフェメラルポートの影響で DeploymentManager が使用する

ポートと、他のサービスやアプリケーションで使用するポートが競合し

DeploymentManager のサービスが起動できない場合があります。 エフェメラルポート

の確認方法と対処方法について『DeploymentManager ファーストステップガイド』の

『2.2 システム構成に関する注意事項』を参照してください。

• その他の注意については、『DeploymentManager インストレーションガイド』の 『2.1
DPM サーバをインストールする』 および『DeploymentManager ファーストステップガ

イド』の 『2.2 システム構成に関する注意事項』を参照してください。

2.5.7   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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類
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を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.5.8   管理サーバのインストール

1. vDCA/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、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

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。

管理サーバをインストールするマシンには、[VM 監視サーバ]および[管理対象マシン]以
外の機能がインストールできます。 その他の機能もインストールする場合は、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。

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。
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• [広域管理サーバのホスト名] （例：vdca_gm）

8. 以下の項目は SigmaSystemCenter マネージャがインストールされていない場合に必須項

目となります。 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。

• [ESMPRO/ServerManager 設定 - アドミニストレータ名] （例：Administrator）

• [ESMPRO/ServerManager 設定 - パスワード] （例：Password）

9. 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 設定値

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\vDCA\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

VM 監視サーバ/エージェントとの通信
ポート

VM 監視サーバ、エージェント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 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。

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

広域管理サーバとの通信ポート 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 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。*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。

「2.2.7   SQL Server をインストールする（13 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。*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(vDC
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
DB ポート

「NetvisorProV 独自 DB 種別」で同梱を選択した場合に内部
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。

ESMPRO/ServerManager 設定 - アドミ
ニストレータ名

ESMPRO/ServerManager のアドミニストレータの名前を指

定します。*8

ESMPRO/ServerManager 設定 - パス
ワード

ESMPRO/ServerManager のパスワードを指定します。*8

DeploymentManager 設定 - 管理サーバ
IP アドレス

DPM サーバの IP アドレスを指定します。*8*9

*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『vDC 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」、「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『vDC 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\vDCA\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。
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*5 広域管理サーバおよび VM 監視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。

*6 コンピュータ名のハイフンは省略されます。

*7 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。

*8 SigmaSystemCenter マネージャ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。

*9 入力を省略した場合、管理サーバに搭載されているすべての LAN ボードを DPM サーバで
使用します。

 

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。
 

11. 内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。

12. 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。
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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。
 

13. 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。

SigmaSystemCenter マネージャがインストール済みの場合、SigmaSystemCenter マネー

ジャのインストール結果は「スキップ」と表示されます。
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14. [完了]をクリックします。

15. 再起動のメッセージが表示された場合は、[OK]をクリックします。

16. サーバを再起動します。

17. 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トー

ルする（39 ページ）」を参照してください。 管理サーバの設定は、 「2.15   管理サーバ

の登録と設定（87 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、vDC 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
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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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類

を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.6.3   管理サーバ監視端末のインストール

1. vDCA/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、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

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。

管理サーバ監視端末をインストールするマシンには、[管理対象マシン]以外の機能がイ

ンストールできます。 その他の機能もインストールする場合は、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。

設定項目名 設定値

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\vDCA\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 12521 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。

\ / : * ? " < > | ; , & ^
なお、\ は区切り文字としては使用できます。
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*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   VM 監視サーバをインストールする
次項以降では、vDC Automation VM 監視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

VM 監視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__vDCRMProxy_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_103
 

2.7.1   VM 監視サーバに導入するコンポーネント

VM 監視サーバのシステム要件については、『vDC Automation ファーストステップガイド』

の 『第 6 章 動作環境／システム要件』を参照してください。

VM 監視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

2.7.2   事前にインストールが必要なソフトウェア

VM 監視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

• SQL Server *2

• SQL Server クライアントツール*2

• NFS 用サービス*3

*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、 VM 監視
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。

*3 ソフトウェアリポジトリ用ストレージを NFS 共有で構築する場合必要です。

 

「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 ページ）」 の手順を参照して、インス

トールしてください。

2.7.3   Windows ファイアウォールの設定

VM 監視サーバにおいて Windows ファイアウォールの機能が有効な場合、VM 監視サーバが

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（245 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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類

を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.7.5   VM 監視サーバのインストール

1. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。
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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、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

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. [VM 監視サーバ]チェックボックスにチェックを入れます。

VM 監視サーバをインストールするマシンには、[広域管理サーバ]、[管理サーバ]および

[管理対象マシン]以外の機能がインストールできます。 その他の機能もインストール

する場合は、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。

[VM 監視サーバ設定(S)]画面が表示されます。

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。

設定項目名 設定値

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\vDCA\RM となります。
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設定項目名 設定値

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 VM 監視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

エージェントとの通信ポート 管理対象マシン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 VM 監視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。

管理サーバのホスト名 管理サーバのホスト名を指定します。*2*4

管理サーバとの通信ポート 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 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。*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。

「2.2.7   SQL Server をインストールする（13 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"RM_"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。

*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。
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*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『vDC 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」、「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『vDC 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。 管理サーバの[自ホスト名]の入力を省略した場合
は、管理サーバのホスト名はコンピュータ名となります。

管理サーバのホスト名は、  C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\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 広域管理サーバおよび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。

*6 コンピュータ名のハイフンは省略されます。

 

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。
 

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。
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インストールが始まります。

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、VM 監視サーバの設定を実施します。 ライセンスの登録は、

VM 監視サーバ監視端末のインストール後に行います。 「2.8   VM 監視サーバ監視端末

をインストールする（48 ページ）」を参照してください。  管理サーバの設定は、

「2.16   VM 監視サーバの登録と設定（94 ページ）」を参照してください。

2.8   VM 監視サーバ監視端末をインストールする
次項以降では、vDC Automation VM 監視サーバ監視端末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。

2.8.1   VM 監視サーバ監視端末に導入するコンポーネント

VM 監視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
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2.8.2   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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類

を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.8.3   VM 監視サーバ監視端末のインストール

1. vDCA/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、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

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. [VM 監視サーバ監視端末]チェックボックスにチェックを入れます。

VM 監視サーバ監視端末をインストールするマシンには、[管理対象マシン]以外の機能

がインストールできます。 その他の機能もインストールする場合は、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。

[VM 監視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。

[追加(A)]ボタンをクリックして VM 監視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 VM 監視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。

選択した設定項目の設定画面が開きます。

設定項目名 設定値

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\vDCA\RMView 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

VM 監視サーバのホスト名 VM 監視サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定しま

す。*2

VM 監視サーバ通信ポート VM 監視サーバの構成で[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。

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。

*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。
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*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。

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。
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13. [完了]をクリックします。

2.9   ID 管理サーバをインストールする
次項以降では、vDC Automation ID 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。

2.9.1   ID 管理サーバに導入するコンポーネント

ID 管理サーバのシステム要件については、『vDC Automation ファーストステップガイド』の

『第 6 章 動作環境／システム要件』を参照してください。

ID 管理サーバのインストールにより導入するコンポーネントは以下の通りです。

• WebSAM SECUREMASTER

2.9.2   事前にインストールが必要なソフトウェア

ID 管理サーバの動作には、Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ(x64)が必要

です。 インストールされていない場合には、以下の手順でインストールを実施して下さい。

1. インストールプログラムの入手

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ(x64)を Microsoft 社ダウンロードサ

イトからダウンロードします。

2. インストールプログラムの実行
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ダウンロードしたインストールプログラムを実行してください。

また、Windows Server 2012 R2 の場合、Windows Server 2012 R2 の更新プログラム KB2919355
のインストールが必要です。 以下の記載に従ってインストールしてください。

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355/ja

2.9.3   Windows ファイアウォールの設定

ID 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、ID 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（245 ページ）」 を参照してください。

2.9.4   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。

リモートデスクトップサービスを利用しているマシンで ID 管理サーバをインストールする

場合は、以下の方法(Windows Server 2008 R2 の場合)でインストールを実施してください。

1. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2. [スタート] メニューから[コントロールパネル(C)] － [リモートデスクトップサーバーへ

のアプリケーションのインストール] を選択します。

3.「フロッピーディスクまたは CD-ROM からのインストール」画面が表示されます。[次へ

(N)] をクリックします。

4.「インストールプログラムの実行」画面が表示されます。以下の vDC Automation のイン

ストーラを指定し、[次へ(N)] をクリックします。

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

vDC Automation のインストールウィザードが起動します。

5. 以降、通常と同じ手順でインストールを実行します。

既に ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)がインストールされている環境で、ID 管理

サーバをバージョンアップする場合には、 「4.8   ID 管理サーバをバージョンアップする

（181 ページ）」の手順に従って下さい。

2.9.5   ID 管理サーバのインストール

1. vDCA/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、vDC
Automation 統合インストーラを起動します。
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> <インストール DVD>:\install\Windows\vDCAInst.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. [ID 管理サーバ]チェックボックスにチェックを入れます。

ID 管理サーバをインストールするマシンには、[管理対象マシン]以外の機能がインス

トールできます。 その他の機能もインストールする場合は、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。

[ID 管理サーバ設定]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。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 設定値

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\vDCA\SM となります。

フォルダのパスは 96 文字以内で指定します。*1

シャットダウンポート SECUREMASTER シャットダウンポートを指定します。

既定値は 12636 です。

Web 画面（HTTP）ポート SECUREMASTER Web 画面ポート番号を指定します。

既定値は 12637 です。
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設定項目名 設定値

Web 画面（AJP）ポート SECUREMASTER Web 画面ポート番号を指定します。

既定値は 12638 です。

Web 画面（HTTPS）ポート SECUREMASTER Web 画面(SSL)ポート番号を指定します。

既定値は 12639 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。

 

8. [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。
 

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。

第 2 章   機能を選択してインストールを実行する

55



12. ID 管理サーバの設定を実施します。 「2.18   ID 管理サーバの登録と設定（101 ページ）」

を参照してください。

注

ID 管理サーバのインストールに失敗した場合は、再度 ID 管理サーバのインストールを実行する前

に 「6.2.7   ID 管理サーバをアンインストールする（222 ページ）」 の手順に従い、ID 管理サーバの

再インストール作業を実施してください。
 

2.10   管理対象マシンをインストールする
次項以降では、管理対象マシン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。

それぞれの仮想基盤において導入するコンポーネントについて説明します。

注

• 以降の表にてオプションと記載されているコンポーネントは、vDC Automation の利用する機能

範囲において、必須ではありません。固有の機能を利用したい場合は、インストールしてくだ

さい。

• DPM クライアント、SystemManager G エージェントは、vDC Automation 統合インストーラで管

理対象マシンをインストールすることにより利用できます。
 

2.10.1   VMware ESXi 仮想基盤

VMware ESXi 仮想基盤を利用する場合は、以下のコンポーネントをインストールします。

管理対象マシン ESMPRO/ServerAgent DPM クライアント SystemManager G エー
ジェント

VMware ESXi 仮想基盤 不要 不要 不要

Windows 管理対象マシン
（ 物理／仮想マシン）

オプション 必要 必要

Linux 管理対象マシン
（物理／仮想マシン）

オプション 必要 必要

2.10.2   Hyper-V 仮想基盤

Hyper-V 仮想基盤を利用する場合は、以下のコンポーネントをインストールします。

管理対象マシン ESMPRO/ServerAgent DPM クライアント SystemManager G エー
ジェント

Hyper-V 仮想基盤 オプション オプション 不要

Windows 管理対象マシン
（ 物理／仮想マシン）

オプション 必要 必要
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2.10.3   KVM 仮想基盤

KVM 仮想基盤を利用する場合は、以下のコンポーネントをインストールします。

管理対象マシン ESMPRO/ServerAgent DPM クライアント SystemManager G エー
ジェント

KVM 仮想基盤 必要 必要 不要

Linux 管理対象マシン
（物理／仮想マシン）

オプション 必要 必要

2.11   管理対象マシン（Windows）をインストールす
る

2.11.1   事前にインストールが必要なソフトウェア

管理対象マシンのコンポーネントのインストールを開始する前に、必要に応じて、以下のソ

フトウェアのインストールが必要です。

• ESMPRO/ServerAgent

「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 ページ）」 の手順を参照して、インス

トールしてください。

2.11.2   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。

Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類が [無効] に設定され

ている場合、 エラーコード 65 にてインストールが失敗する場合があります。 本エラーが発

生する場合は、一旦 Application Experience (AeLookupSvc) サービスのスタートアップの種類

を [手動] に変更し、 インストールの後に、再度、Application Experience (AeLookupSvc) サー

ビスのスタートアップの種類を [無効] に変更してください。

2.11.3   管理対象マシン（Windows）のインストール

1. vDCA/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、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

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。
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「インストール機能選択」画面が表示されます。

5. [管理対象マシン]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。

[管理対象マシン設定(S)]画面が表示されます。

実行する環境によっては「Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ(x86)」の

インストールが必要な場合があります。 画面に従って「Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再
頒布可能パッケージ(x86)」をインストールしてください。

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。
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設定項目名 設定値

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\vDCA\Agent 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

テンプレート/イメージ 管理対象マシンのマシン種別を指定します。

既定値は Yes です。仮想マシンテンプレートを作成する場
合は Yes を指定します。

自ホスト名 管理対象マシン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：AGENT）となります。
*2*3

新規インストール時に「テンプレート/イメージ」で No を
選択した場合、末尾に__UUID が自動的に設定されます。
UUID の値は「インストール設定確認」画面で確認できま
す。

マネージャのホスト名 上位マネージャの IP アドレスまたはホスト名を指定しま

す。*2*3

マネージャとの通信ポート 広域管理サーバの構成で[管理サーバ/エージェントとの通
信ポート]、 管理サーバの構成で[VM 監視サーバ/エージェ
ントとの通信ポート]、 VM 監視サーバの構成で[エージェン
トとの通信ポート]に指定したポート番号を指定します。

既定値は 12520 です。

エージェント内部通信用ポート エージェント内部通信用のポート番号を指定します。

既定値は 25570 です。

テナント ID 管理対象マシンを所属させるテナントのテナント ID を指

定します*3

新規インストール時にサービスを起動
する

新規インストール後に、SystemManager G エージェントの
サービス（WebSAM UMF Operations Agent_104）を起動する
かどうかを指定します。

「テンプレート/イメージ」で No を選択した場合の既定値は

Yes です。*3*4

DeploymentManager クライアントをイ
ンストールする

DeploymentManager クライアントをインストールするかど
うかを指定します。

既定値は Yes（インストールする）です。

DeploymentManager 設定 - 管理サーバ
IP アドレス

DeploymentManager 管理サーバの IP アドレス

（xxx.xxx.xxx.xxx 形式）を指定します。*5*6

*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。

*3「テンプレート/イメージ」で No を選択した場合に指定することができます。

*4 上書きインストールの際は、本設定は有効になりません。上書きインストール実行前の
サービス状態を維持します。

*5 入力を省略した場合、インストール完了後、自動的に管理サーバを検索します。
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*6「DeploymentManager クライアントをインストールする」で Yes を選択した場合に指定する
ことができます。

 

9. [次へ(N)>]をクリックします。

「インストール設定確認」画面が表示されます。

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。

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。
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13. [完了]をクリックします。

14. 管理対象マシンの設定を実施します。 管理対象マシンの設定は、 「2.19   管理対象マシ

ンの設定（104 ページ）」を参照してください。

2.12   管理対象マシン（Linux）をインストールする

2.12.1   事前にインストールが必要なソフトウェア

管理対象マシンのコンポーネントのインストールを開始する前に、必要に応じて、以下のソ

フトウェアのインストールが必要です。

• ESMPRO/ServerAgent

「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 ページ）」 の手順を参照して、インス

トールしてください。

注

『vDC Automation ファーストステップガイド』の 『付録 C. 管理対象ゲスト OS にインストールする

パッケージ』を参照し、 必須パッケージおよびライブラリをインストールしてください。必須パッ

ケージがインストールされていない場合は、正常に動作しません。
 

2.12.2   インストールを実行する前の注意

実行する環境によっては、vDCA/NWA インストール DVD 上のファイルに実行権限がないた

め、実行できない場合があります。
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このような場合、以下に示すコマンドを実行して vDCA/NWA インストール DVD の fw/
Linux ディレクトリ、Install/Linux ディレクトリをハードディスクの任意のディレクトリ配下

にコピーし、 chmod コマンドですべてのファイルの実行権限を与えてから install/Linux/
vDCAInst.sh を起動してください。

# mkdir -p /tmp/media
# cd /mnt/dvd
# tar cvf - ./fw/Linux | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# tar cvf - ./install/Linux | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# tar cvf - ./ssc | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# cd /tmp/media
# chmod 755 -R .
# cd ./install/Linux
# ./vDCAInst.sh

2.12.3   管理対象マシン（Linux）のインストール

管理対象マシン（Linux）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。

1. root アカウントでシステムにログインします。

2. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

3. 以下のコマンドを実行し、DVD をマウントします。

この例では、マウントポイントを「mnt/dvd」としています。

# mount /mnt/dvd

4. カレントディレクトリを変更します。

# cd /mnt/dvd/install/Linux

5. vDCAInst.sh を実行します。

# ./vDCAInst.sh

6. vDC Automation 統合インストーラが起動し、以下のような画面が表示されます。

注

インストール画面が乱れる場合、環境変数 TERM を vt100 に設定してインストーラを起動しな

おしてください。また、必要に応じて端末の表示サイズを拡大してください。
 

*************************************
vDC Automation Installer
*************************************

Welcome to vDC Automation installer.

1. Typical : installs all products necessary to the function type

第 2 章   機能を選択してインストールを実行する

62



of WebSAM vDC Automation you select.(Recommendation)

2. Custom : allows you to install the necessary products to the
function type of WebSAM vDC Automation separately.

Please select the operation.
(1:Typical 2:Custom q:quit program):

1[Enter]を入力します。

(1:Typical 2:Custom q:quit program):1

7. 引き続き vDC Automation 統合インストーラの以下のような画面が表示されます。

*************************************
Welcome to WebSAM vDC Automation !!
*************************************

This program will install/uninstall products.

1. Install

Please select the operation.
(1:install q:quit program):

1[Enter]を入力します。

(1:install q:quit program):1

8. インストール可能なコンポーネントの一覧が表示されます。

--------
Products
--------

1 [ ] WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0

--------------------------------------------
Please select product(s) by entering numbers separated by commas.
[Example: 1, 3, 4]
(b:back q:quit program):

以下の通り、WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 を選択しま

す。

(b:back q:quit program):1

9. インストールするコンポーネントの確認画面が表示されます。

------------
Confirmation
------------
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1 [*] WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0

--------------------------------------------
These product(s) will be installed, OK to continue?
(default:y y:yes n:no q:quit program):

y[Enter]を入力して続行します。

(default:y y:yes n:no q:quit program):y

10. インストールするコンポーネントの構成設定画面が表示されます。

---------------------
Installation settings
---------------------

Other
(*)1 WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0
   2 New Product

--------------------------------------------
(*) marked products or services objects require specific settings 
before
installation.
--------------------------------------------
Please select operation to perform from following commands.
[Example: 's1' configure settings for first service listed above.]

(r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back q:quit program):

[Agent]-[Service1]の設定を行うため、「s1」を入力します。

(r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back q:quit 
program):s1

11. 設定項目毎に入力を促されます。以下の通り設定します。

設定項目名 設定値

Install directory path インストール先ディレクトリをフルパスで指定します。

既定値は /opt/NEC/vDCA/Agent です。

ディレクトリパスは 123 文字以内で指定します。*1

Template/Image 管理対象マシンのマシン種別を指定します。

既定値は [y]（Yes）です。仮想マシンテンプレートを作成す
る場合は Yes を指定します。

Self hostname 管理対象マシンのコンピュータ名を指定します。入力を省
略すると、ホスト名（例：agent.domain.net.jp）が自動的に

設定されます。*2*3

新規インストール時に指定した文字数が 26 文字以下の場
合、末尾に__UUID が自動的に設定されます。UUID の値は
設定内容表示画面で確認できます。

Manager hostname 上位マネージャの IP アドレスまたはホスト名を指定しま

す。*2*3
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設定項目名 設定値

Manager port 広域管理サーバの構成で[管理サーバ/エージェントとの通
信ポート]、管理サーバの構成で[VM 監視サーバ/エージェン
トとの通信ポート]、 VM 監視サーバの構成で[エージェント
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 12520 となります。

Port for Agent Internal Communication エージェント内部通信用のポート番号を指定します。

既定値は 25570 となります。

Tenant ID 管理対象マシンを所属させるテナントのテナント ID を指

定します*3

Start service 新規インストール時に[WebSAM SystemManager G Agent]、
[WebSAM AsRiCommon Agent]のサービス（WebSAM UMF
Operations Agent_104）を起動するかどうかを指定します。

既定値は [y]（Yes）です。*3*4

(Optional) Install DPM Client DeploymentManager クライアントをインストールするかど
うかを指定します。

既定値は [y]（Yes）です。

(Optional) IP address of the DPM
management server

DeploymentManager 管理サーバの IP アドレス

（xxx.xxx.xxx.xxx 形式）を指定します。*5*6

*1 [Install directory path]には日本語などマルチバイト文字を入力しないでください。使用でき
る文字は区切り文字の / に加えて以下になります。

半角英数字 . _ - + ,
*2「Self hostname」と「Manager hostname」は名前解決できることを確認してください。 完全

修飾形（FQDN）(例：manager.domain.net.jp)や、IP アドレスを指定することを推奨します。

*3「Template/Image」で[y]を指定した場合、入力画面は表示されません。

*4 上書きインストールの際は、本設定は有効になりません。上書きインストール前のサービ
ス状態を維持します。

*5 入力を省略した場合、インストール完了後、自動的に管理サーバを検索します。

*6「(Optional) Install DPM Client」で[n]を指定した場合、入力画面は表示されません。

 

12. すべての設定項目の入力が完了すると設定内容が表示されます。

「Self hostname」の長さが 26 文字以内の場合、__UUID が自動的に設定されます。

------------
Confirmation
------------
Install directory path: /opt/NEC/vDCA/Agent
Template/Image: No
Self hostname: redhat56.localdomain__UUID
Manager hostname: <マネージャホスト名>
Manager port: 12520
Port for Agent Internal Communication: 25570
Tenant ID: <テナント ID>
Start service: Yes
(Optional) Install DPM Client: Yes
(Optional) IP address of the DPM management server:

--------------------------------------------
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Are these settings correct?
(default:y y:yes n:no q:quit program):

設定内容に問題がないことを確認して、y[Enter]を入力します。

(default:y y:yes n:no q:quit program):y

13. インストールするコンポーネントの構成設定画面に戻ります。

e[Enter]を入力します。

(a[n]:add r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back 
e:execute q:quit program):e

14. インストール確認画面が表示されます。

------------------
Final confirmation
------------------

Other
  1 WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0

-------------------------------------------
Is it OK to start installation?
(default:y y:yes n:no q:quit program):

y[Enter]を入力します。

(default:y y:yes n:no q:quit program):y

15. インストール状況が表示され、 後にインストール結果が表示されます。エラーが発生

していないことを確認します。

WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 Preparing 
for Installation (1/1)
WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 Installation 
in progress (1/1)
Check rcfile

=============================================================
Installation of WebSAM SystemManager G Agent was successful.
Installation of WebSAM AsRiCommon Agent was successful.
=============================================================

WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 was 
successfully installed (1/1)

-------------------
Installation result
-------------------
1 WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 (Success)
-------------------
Success:1, Failure:0
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注

インストールエラーが発生した場合は、インストール途中のメッセージに

"Installation of <製品名> was failure.[エラー番号]"

が表示されます。本メッセージが表示されていないことを確認してください。
 

16. 管理対象マシンの設定を実施します。 管理対象マシンの設定は、 「2.19   管理対象マシ

ンの設定（104 ページ）」を参照してください。

2.13   管理エージェントをインストールする
次項以降では、vDC Automation 管理エージェント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。

2.13.1   管理エージェントに導入するコンポーネント

管理エージェントのシステム要件は『vDC Automation ファーストステップガイド』の 『第

6 章 動作環境／システム要件』を確認してください。

管理エージェントのインストールにより導入するコンポーネントは以下の通りです。

• WebSAM SystemManager G Agent

注

管理エージェントをご利用の場合、「基盤エージェント 監視オプションライセンス」のご購入が必

要となります。
 

2.13.2   事前にインストールが必要なソフトウェア

管理エージェント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。

• Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ(x86)

• .Net Framework 3.5 (Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 の場合)

2.13.3   Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージをインストール

インストール手順は以下の通りです。

1. vDCA/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、エクスプローラで下記のファイルを実行し、インストーラ

を起動します。

> < イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\tools\Microsoft
\2005\vcredist_x86\vcredist_x86.exe
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3. 画面の指示に従ってインストールを実行してください。

2.13.4   .Net Framework 3.5 Service Pack1 をインストールする

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 の場合、下記の URL に従ってインストールを

行ってください。

http://support.microsoft.com/kb/2734782/ja

2.13.5   管理エージェントのインストール

1. vDCA/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、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

3. インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

4. [カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
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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。

6. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。
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7.「コンポーネントの選択」画面が表示されます。以下の全てのコンポーネントを選択し

ます。

• 製品名：WebSAM SystemManager G

• タイプ： Agent

8. [次へ(N) >]をクリックします。

「製品のインストール設定」画面が表示されます。

[WebSAM フレームワーク対応製品]-[Agent]-[サービス 1] 選択して、以下の項目を設定し

ます。

（他コンポーネントのインストール状況によっては、[サービス 1]ではなく、[サービス

2]のような構成名になる場合があります。その場合は適宜読み替えてください。）

設定項目名 設定値

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 32bit 環境では %Program Files%\NEC\UMF
\Operations となります。

既定値は 32bit 環境では %Program Files (x86)%\NEC\UMF
\Operations となります。

フォルダのパスは 90 文字以内で指定します。

自ホスト名 SystemManager G がエージェントを識別するための名前を
指定します。

大桁数は 64 文字です。また、コンピュータ名とは独立し
て指定することができます。

省略時はコンピュータ名が設定されます。

マネージャのホスト名 マネージャのホスト名または IP アドレスを指定します。

マネージャとの通信ポート マネージャへの接続に利用する、マネージャ側のポート番
号を指定します。

既定値は 12520 となります。

サービス識別子 エージェントのインスタンスが複数になった際に利用する
識別子です。インスタンスが 1 つの場合は指定不要です。

大桁数：16 文字

使用可能文字：半角英数字 _ - 全角文字

エージェント内部通信用ポート エージェント内部通信用のポートです。

通常は既定値から変更不要です。

サービス番号 省略可能です。（既定値）

指定する場合は、他のエージェントの構成で指定している
サービス番号と重複しないように数値を指定します。指定
した数値は、Windows サービス名の末尾に追加されます。

利用可能な数値は 1 から 999 となります。省略した場合
は、自動的に数値が割り振られます。

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。
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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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

2.14   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。

2.14.1   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。 『vDC 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。

#
# 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: VDC0600-SMGB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<MCOperations>
 ProductCode: VDC0600-MCOB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<AssetSuite>
 ProductCode: VDC0600-ASNB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

第 2 章   機能を選択してインストールを実行する

71



<MCOperations_GM>
 ProductCode: VDC0600-GMGB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<Network Automation>
 ProductCode: VDC0600-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、AssetSuite、Network Automation 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。

[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。
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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。『vDC 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。

2.14.2   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、AssetSuite、Network Automation のライセンスキーに

ついても同手順を実施します。

2.14.3   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。

• WebSAM vDC Automation ネットワークオートメーションオプション 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。

• WebSAM vDC Automation 性能分析オプション
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登録が必要なライセンスキーは 1 つです。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。 登録手順は「2.15.2   運用

管理機能へのライセンス登録（88 ページ）」 および「2.15.3   運用管理機能へのコード

ワード登録（89 ページ）」を参照してください。

• WebSAM vDC Automation 基盤エージェント 監視オプション 1 監視対象ライセンス

登録が必要なライセンスキーは３つです。コードワード申請用紙を３枚送付させてい

ただきます。コードワード申請用紙に記載される製品名ごとに以下の作業を行ってく

ださい。

ライセンスキーごとに登録が必要な機能が異なりますのでご注意ください。

- WebSAM vDC Automation 基盤エージェント 監視オプション 1 監視対象ライセンス

(MCOperation)

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。 登録手順は広域管

理サーバで監視する場合は 「2.14.1   運用管理機能へのライセンス登録（71 ページ）」

および「2.14.1   運用管理機能へのライセンス登録（71 ページ）」を参照してくださ

い。

管理サーバで監視する場合は「2.15.2   運用管理機能へのライセンス登録（88 ペー

ジ）」 および「2.15.3   運用管理機能へのコードワード登録（89 ページ）」を参照し

てください。

VM 監視サーバで監視する場合は「2.16.1   運用管理機能へのライセンス登録（94
ページ）」 および「2.16.2   運用管理機能へのコードワード登録（95 ページ）」を参

照してください。

- WebSAM vDC Automation 基盤エージェント 監視オプション 1 監視対象ライセンス

(AssetSuite)

資産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。  登録手順は

「2.14.1   運用管理機能へのライセンス登録（71 ページ）」 および「2.14.1   運用管理

機能へのライセンス登録（71 ページ）」を参照してください。

2.14.4   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\vDCA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat createkey <UserName> -description "<Description>"
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※ <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\vDCA\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.

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
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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 /
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。
 

2.14.5   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。

• 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。
 

1. 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。

第 2 章   機能を選択してインストールを実行する

76



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（253 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\vDCA\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

※<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（253 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\vDCA\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
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4. サービスの再起動

「Apache Tomcat 8.5 ServiceGovernor」サービスを再起動してください。

2.14.6   サービスガバナーのプロパティファイル設定

サービスガバナーのプロパティを設定します。

プロパティの設定ファイルは、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

内の <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf\vdcapi.properties です。

各パラメータの説明と、設定例を示します。

• パラメータの説明

パラメータ名 説明

proxysvc.gm 広域管理サーバのプロキシ SVC のホスト名とポート番号を指定します。

既定値は、http://localhost:8081, localhost です。

vdc.manager(n).host 管理サーバおよび VM 監視サーバのプロキシ SVC の URL とポート番号を指定
します。 このパラメータは必ず指定しなければなりません。 また、このパラ
メータで名前解決出来る必要があります。

パラメータの書式は次の通りです。

vdc.manager{n}.host={URL},{MCO SelfHost},{SSC Port},{SSC AccessKey},{SSC
SecretKey},{Alias},{vDC Version}
ポート番号の既定値は 8081 です。

• vdc.manager(n).host パラメータの書式

vdc.manager{n}.host キー文字列の、{n}には、通番を入力します。管理サーバが 2 台の場

合、以下のように設定します。

vdc.manager1.host={URL},{MCO SelfHost},{SSC Port},{SSC AccessKey},{SSC SecretKey},
{Alias},{vDC Version}

vdc.manager2.host={URL},{MCO SelfHost},{SSC Port},{SSC AccessKey},{SSC SecretKey},
{Alias},{vDC Version}

設定値には、以下の要素を設定します。各要素のセパレータには、カンマ(,)を使用しま

す。

設定要素 設定値

{URL} http://<管理サーバ名>:8081
上記 URL を指定します。8081 は,SystemManager G WebService との内部通信用
ポートです。

{MCO SelfHost} <管理サーバ名>を指定します。

ここに記載する管理サーバ名は、管理サーバのインストール先フォルダ配下に
ある以下のファイルに設定されている [SelfNode]セクションの HostName プロ
パティと同じ必要があります。 また、このパラメータで名前解決出来る必要が
あります。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\SysMonMgr.ini
[SelfNode]
HostName=MOM01
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設定要素 設定値

{SSC Port} 管理サーバの SysMonMgr.ini ファイルに記載された[SSCAPI]セクションの
ServerPort と同じポート番号を指定します。

[SSCAPI]
ServerPort=26105
VM 監視サーバの場合、空文字を指定してください。

{SSC AccessKey} 管理サーバの SysMonMgr.ini ファイルに記載された[SSCAPI]セクションの
AccessKeyId と同じ文字列を指定します。

[SSCAPI]
AccessKeyId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VM 監視サーバの場合、空文字を指定してください。

{SSC SecretKey} 管理サーバの SysMonMgr.ini ファイルに記載された[SSCAPI]セクションの
SecretAccessKey と同じ文字列を指定します。

[SSCAPI]
SecretAccessKey=yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
VM 監視サーバの場合、空文字を指定してください。

{Alias} その管理サーバを一意に識別する別名を指定します。 半角英数字のみです。

※サービスガバナーでは各管理サーバに属するリソースを一意に識別するため
に、識別子を付与します。 識別子は本項で設定された別名が付与されます。

{vDC Version} 当該の MoM にインストールされている vDC Automation のバージョンを記載し
ます。

• 設定例

proxysvc.asset.timeout=2100
proxysvc.mco.timeout=2100
response.stacktrace.enable=false
proxysvc.gm=http://localhost:8081,localhost
#vdc.manager{n}.host={URL},{MCO SelfHost},{SSC Port},{SSC AccessKey},
{SSC SecretKey},{vDC Version}
vdc.manager1.host=http://
mom03:8081,mom03,26105,SiwVT4jiK2FddOaMwoJ7sF18sYeO5SeIngYYUSIUXsg=,sL
k4/X6bdQAkAstqfdM7Hb56vFlpodfW2g3CWWSTWMo=,mom3,3.0
vdc.manager2.host=http://
mom04:8081,mom04,26105,7wkfthHUCahf4zNXcRCv0K6yLW48eyHs4RcDLgw
+eY4=,yhZigmZngjFO8ZsXkcKDIFLQH2qGwMfbB2dQcSOGHFc=,mom4,2.2
vdc.manager3.host=http://rm01:8081,rm01,,,,rm1,3.0
mom.info.prefix=%a
mom.info.prefix.start=(*
mom.info.prefix.end=*)
job.id.separator=|

• 設定の反映

広域管理サーバ上で、以下のコマンドを実行し、変更したプロパティを反映させます。

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、変更したプロパティを反映します。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat properties reload
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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. PropertyFile(vdcapi.properties) was reload.

-------------------------------------------------------------
COMMAND SUCCEEDED.
HTTP STATUS: 200
SUCCEEDED.

command exit code:0
COMMAND SUCCEEDED.

注

広域管理サーバのインストール手順で[サービスガバナー設定－HTTP ポート]を変更している

場合、以下のエラーメッセージが出力されます。

Abort Connection Error :IO error has happened. http response cord can't be 
received.

指定したポート番号と vDCTool.bat バッチファイル内のポート番号を合わせる必要がありま

す。 既定値（12080）から変更している場合は、vDCTool.bat バッチファイル内の以下パラメー

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。
 

以下のコマンドを実行して、読み込まれたプロパティ値を確認します。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat properties show

標準出力に以下のように表示されたことを確認します。

proxysvc.asset.timeout=2100
proxysvc.mco.timeout=2100
response.stacktrace.enable=false
proxysvc.gm=http://localhost:8081,localhost
vdc.manager1.host=http://MOM3:8081,MOM3,26105,8c
+8ZS0zgKC3risK7J83OqC1KIICzplAk8HiNRWnVgA=,i/
yQbtBRIQ2tR9RrHAzWjpVSCjH2uq45T1S5FXJR6L8=,MOM3,3.0
vdc.manager2.host=http://
MOM4:8081,MOM4,26105,eTU4Iadq24oSi4ma8zZ9D6px/f+bQKbkVC
+sFJ3g8Ws=,XxzoJeX3UfYwORnCNVf5oHJyalEpwFzqRi/V/wA3Ef8=,MOM4,2.2
mom.info.prefix=%a
mom.info.prefix.start=(*
mom.info.prefix.end=*)
job.id.separator=|
------------------------------------------------------------

HTTP STATUS: 200
SUCCEEDED.

command exit code:0
COMMAND SUCCEEDED.
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また、「Apache Tomcat 8.5 ServiceGovernor」を再起動することでも、プロパティが反映さ

れます。

2.14.7   資産管理機能の初期設定

管理対象マシンをインストールした仮想マシンを管理するため、資産管理機能の初期設定を

行う必要があります。 「2.14.7.1   会社の新規登録（81 ページ）」から 「2.14.7.2   エージェ

ント環境設定（82 ページ）」までの項で説明します。

管理対象マシンをインストールした仮想マシンを管理するためには、 低 1 つ以上の「会

社」を作成する必要があります。 「会社」については『vDC Automation ファーストステッ

プガイド』の 『第 3 章 システム設計』の説明を参照してください。

本節では、会社の登録からエージェント環境設定を設定するまでの手順を説明します。 操
作は全て AssetSuite 監視端末から実施します。以下の手順で AssetSuite 監視端末を起動し、

定義モードに切り替えます。

1. 資産管理機能の監視端末を起動するため、デスクトップに作成されたショートカット

「WebSAM AssetSuite Console」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。

2.14.7.1   会社の新規登録

以下の手順で会社を登録します。

1. ツリービューの[資産管理]ノードを右クリックし、[会社登録]をクリックします。

2.「会社の新規登録」画面が表示されます。「会社名」を入力し[OK]をクリックします。
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設定項目の詳細については『AssetSuite 管理者マニュアル』の『3.1.1 会社の登録』を参

照してください。

2.14.7.2   エージェント環境設定

「2.14.7.1   会社の新規登録（81 ページ）」で登録した「会社」について、エージェント環境

設定を行います。
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1. 登録した会社ノードを右クリックし、[エージェント環境設定(V)]をクリックします。

2.「エージェント環境設定」画面が表示されます。[OS 種別]として[Windows]を選択しま

す。

3. 以下の通り設定します。
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タブ 設定項目名 設定値

エージェント共通 SG 配信間隔 240 分（既定値）

タスクトレイメッセージ表示レ
ベル

すべてのチェックを外す。

タスクトレイ履歴ファイル管理
日数

14 日（既定値）

資産管理 収集スケジュール*1 [システム起動]および[毎週]にチェックす
る。

[毎週]の[月曜日]～[日曜日]すべてにチェッ
クし、[開始時刻]には構成情報の収集を開始
する時刻を設定する。

*1 vDC Automation では、仮想マシンの作成や変更により、構成情報が更新されるケースが頻
繁に発生するため、 システム起動時および定期的（1 日 1 回）に構成情報収集を行う必要
があります。 したがって[収集スケジュール]は必ず設定値に記載されている通りに設定し
てください。

 

4. [OK]をクリックします。

5. 再度、登録した会社ノードを右クリックし、[エージェント環境設定(V)]をクリックしま

す。

6.「エージェント環境設定」画面が表示されます。[OS 種別]として[Linux]を選択します。

7. 以下の通り設定します。

タブ 設定項目名 設定値

エージェント共通 SG 配信間隔 240 分（既定値）

資産管理 収集スケジュール [システム起動]および[毎週]にチェックす
る。

[毎週]の[月曜日]～[日曜日]すべてにチェッ
クし、[開始時刻]には構成情報の収集を開始
する時刻を設定する。

8. [OK]をクリックします。

2.14.8   運用管理機能の初期設定

管理対象マシンの監視を行うための初期設定として、性能監視機能の設定とメッセージ監視

機能の無効化を行います。 設定は運用管理機能の監視端末上で実施します。

1. 運用管理機能の監視端末を起動するため、デスクトップ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.「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
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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. [性能監視機能]のタブを選択します。

6. [監視間隔(I)]の値として 300 秒を指定します。

ヒント

設定値を変更する場合は『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の  『9.3.1.
SystemManager G の監視設定を行う際の諸元について』を参照し、監視間隔を決定してくださ

い。
 

7. [OK]をクリックします。

8. 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。

9. [メッセージ監視機能]のタブを選択します。

10. [メッセージ監視を使用する(U)]のチェックを外します。
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11. [OK]をクリックします。

2.14.9   リソース管理機能トレースログの設定変更

本項は、リソース管理機能のトレースログファイルサイズを変更するための手順です。デ

フォルトサイズの場合は、障害発生時に情報が不足する可能性があるため、以下の手順によ

りトレースログファイルサイズを拡張しておくことを推奨します。

1. 以下のファイルをテキストエディタで修正します。

<インストール先フォルダ>\FW\Manager\sg\RpResource\RpResourceMgr.ini

<インストール先フォルダ>は「2.3.5   広域管理サーバのインストール（21 ページ）」に

記載されている手順 7 の[インストール先フォルダ]で指定したフォルダになります。

デフォルトの場合は C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sg\RpRes
ource\RpResourceMgr.iniとなります。

トレースログに関するセクションのキーの値を以下の様に変更し、上書き保存してくだ

さい。

• [Trace]セクションのキー「Size」を 1048576 に、キー「MaxBufferTrace」を 256 に変

更する。

• [TraceLog] 、[TraceRes]セクションを以下の修正後のイメージの通りに追加する。

修正後のイメージは以下の通りです。

[Trace]
Size=1048576
QueueSize=100
Level=0
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MaxBufferTrace=256

[TraceLog] 
Size=104857600
QueueSize=10000
Level=0
WriteLevel=3
MaxBufferTrace=1024

[TraceRes]
Size=104857600
QueueSize=5000
Level=0
WriteLevel=3
MaxBufferTrace=1024
            

2.14.10   サービスガバナーの冗長構成について

通常、広域管理サーバとサービスガバナーは、一緒にインストールされますが、サービスガ

バナーを別の複数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。 複数の

サービスガバナー端末を、ロードバランサによって処理を振り分けることで負荷分散するこ

とができます。

サービスガバナーを冗長構成にする手順は、 「3.1   サービスガバナーを冗長構成にする

（113 ページ）」を参照してください。

2.15   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。

2.15.1   SigmaSystemCenter 機能へのライセンス登録

以下に、SSC 用のライセンス登録手順を説明します。 SSC 用のライセンスは、WebSAM vDC
Automation エージェント基本ライセンスとインストール媒体内のライセンスの 2 種類あり

ます。

WebSAM vDC Automation エージェント基本ライセンスは、事前に購入をしてください。

インストール媒体内のライセンスについては、<インストール DVD>:\ssc\licensekey.txt を開

くと  以下のようなライセンスキーが記載されていますので、このライセンスキーを

SigmaSystemCenter へ登録します。

なお、SSC のすべての機能が利用できる評価用ライセンスがデフォルトで登録されており、

60 日間有効です。 エージェント基本ライセンス、インストール媒体内のライセンスを登録

する際は評価用ライセンスを削除してください
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# This file contains a license key for SigmaSystemCenter.
# The use of this license key other than as vDC Automation is strictly 
prohibited.
# Please consult with the EULA for more information.
#
AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE

1. SystemProvisioning Web Console を起動します。

[スタート]メニューより、[SigmaSystemCenter]-[SystemProvisioning Web Console]を起動し

ます。 Web ブラウザが起動し、SigmaSystemCenter のログイン画面が表示されます。

2. ユーザ名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

初期状態ではユーザ名「admin」、パスワード「admin」でログインすることができます。

3. [管理]をクリックします。

4. [ライセンス]をクリックします。

5. SigmaSystemCenter インストール時に登録されているライセンスキーを削除します。

6. [ライセンスキー]に前述のライセンスキーを入力します。

7. [追加]をクリックします。

8. 以下の手順を繰り返して、全ての WebSAM vDC Automation エージェント基本ライセン

スについても登録します。

a. [ライセンスキー]に WebSAM vDC Automation エージェント基本ライセンスのライ

センスキーを入力します。

b. [追加]をクリックします。

9. 以下のサービスを再起動します。

• PVMService

2.15.2   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。 『vDC 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_MoM.txt を開きます。
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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: VDC0600-SMGB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<MCOperations>
 ProductCode: VDC0600-MCOB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<NetvisorPro>
 ProductCode: VDC0600-NPVB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

登録手順については、 「2.14.1   運用管理機能へのライセンス登録（71 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

2.15.3   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、 「2.14.2   運用管理機能へのコードワード登録（73 ページ）」 を
参照してください。

2.15.4   SSC の WebAPI の設定

管理サーバのサーバ証明書と SSC API Key を作成します。

Web API を利用するためにはサーバ証明書を用意する必要があります。サーバ証明書の購

入方法、 IIS へのインストール方法に関しては、サーバ証明書の発行会社に確認してくださ

い。 ここでは自己証明書を利用してサーバ証明書の設定を行う方法を説明します。
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SSC API Key は統合インストーラで管理サーバのインストールにより、管理サーバ上で自動

生成されます。

1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーを開きます。

2. 左ペインのサーバ名をクリックして右ペインに表示される[サーバー証明書]をダブルク

リックします。

3. [操作]で[自己署名入り証明書の作成]をクリックします。

4. [証明書のフレンドリ名を指定してください(Y):]テキストボックスに「ssc」と入力し、

[OK]をクリックします。

5. 左ペインのサーバ名をクリックして表示される[サイト]をクリックし、右ペインに表示

される[Default Web Site]を選択します。

6. [操作]で[バインド...]をクリックします。

7.「サイト バインド」画面で[追加]をクリックします。

8.「サイト バインドの追加」画面で以下の通り設定し、[OK]をクリックします。

設定項目名 設定値

種類 https

IP アドレス 未使用の IP アドレスすべて

ポート 26105

SSL 証明書 ssc

9.「サイト バインド」画面で[閉じる]をクリックします。

10. 左ペインのサーバ名をクリックして右ペインに表示される[サーバー証明書]をダブルク

リックします。

11. 右ペインの[ssc]をダブルクリックします。

12.「証明書」画面で[詳細]タブを選択し、[ファイルにコピー(C)...]をクリックします。

13. [次へ(N)>]をクリックします。

14.「秘密キーのエクスポート」画面で[いいえ、秘密キーをエクスポートしません(O)]ラジ

オボタンを選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

15.「エクスポート ファイルの形式」画面で[Base 64 encoded X509 (.CER)(S)]ラジオボタンを

選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

16. [ファイル名(F):]テキストボックスにファイルの保存先のフルパスとファイル名を入力

するか、または、[参照]をクリックしてファイル名と保存先を指定します。

注

ファイル名は任意ですが、先ほどメモしたサブジェクト名にすることを推奨します。
 

17. [次へ(N)>]をクリックします。
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18.「証明書のエクスポート ウィザードの完了」画面で[完了]をクリックし、表示されるメッ

セージで[OK]をクリックします。

19. SSC API Key を広域管理サーバにコピーし、インポートします。 SSC API Key は、管理

サーバの SysMonMgr.ini の AccessKeyId キー、SecretAccessKey キーの値です。

「2.14.4   サービスガバナーの設定（74 ページ）」、 「2.14.6   サービスガバナーのプロパ

ティファイル設定（78 ページ）」を参照して、 広域管理サーバへ、SSC API Key をイン

ポートしてください。

2.15.5   運用管理機能の初期設定

管理対象マシンの監視を行うための初期設定として、性能監視機能の設定とメッセージ監視

機能の無効化を行います。 設定は運用管理機能の監視端末上で実施します。

手順は、「2.14.8   運用管理機能の初期設定（84 ページ）」を参照してください。

管理サーバの場合は、運用管理機能の監視端末を「 WebSAM SystemManager G
Console__vDCMoMSvc」に読み替えて操作してください。

2.15.6   管理サーバ性能監視の監視定義設定

管理サーバの性能を監視するための監視定義を設定します。VM 監視サーバで監視定義を

設定する場合は、必須ではありません。

1. 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__vDCMoMSvc」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. 管理サーバ監視端末のトポロジビューで[Automation]グループノード右クリックして表

示されるショートカットメニューで[監視設定のインポート]を選択します。

4.「監視設定項目のインポート」画面の[参照]をクリックして表示される画面で、インポー

トファイルを選択します。 インポートの際、直接 vDCA/NWA インストール DVD のイ

ンポートファイルは指定できません。 以下のフォルダにあるインポートファイルを一

旦、管理サーバのローカルドライブにコピーして選択してください。

<インストール DVD>:\fw\tools\SysMgrG\Template\Performance

5. インポートファイルに合わせて OS 種別（Windows または Linux）を選択し、[OK]をク

リックします。 OS 種別（Windows または Linux）それぞれについて同様の設定をして

ください。
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2.15.7   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。

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。

設定項目名 設定値

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)
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2.15.8   統計情報の蓄積期間設定

管理対象マシンの統計情報を蓄積する期間を設定します。

1. 設定ファイルを編集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\PerfStatisticsMgr.ini を メモ帳等の

テキストエディタで開き、下記の設定値を指定します。

インストール先フォルダのパスは環境に合わせて読み替えてください。

[AutoMakeCounter195]
HistoryDuration=8

なお、統計情報の蓄積期間には以下を指定することができます。

設定値 説明

0 無制限

1 1 週間

2 2 週間

3 1 ヶ月

4 2 ヶ月

5 3 ヶ月

6 6 ヶ月

7 9 ヶ月

8 1 年

2. 編集終了後、以下のサービスを再起動します。

• WebSAM UMF Operations Manager_102

注

蓄積期間の設定変更は、統計情報の収集時に使用するディスクサイズを計算し、必要に応じて実施

してください。

使用するディスクサイズの計算方法については、『SystemManager G リリースメモ』の以下を参照

してください。

• 『11.12. 統計データの蓄積について』

なお、vDC Automation では、10 分・1 時間・1 日の統計情報のみ作成しています。 作成する統計

情報を変更したい場合は、以下の設定ファイルをメモ帳で開いて編集してください。 60(秒)で割り

切れる値を 60～86400(秒)の範囲で指定します。カンマ区切りで複数指定可能です。

インストール先フォルダのパスは環境に合わせて読み替えてください。

• vDC Automation の基本監視(サービスポータルを介してテナント管理者に性能情報を開示)を行

う場合

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\PerfStatisticsMgr.ini

[AutoMakeCounter195]
Interval=600,3600,86400
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• 統合トポロジビューの物理ビューからストレージの性能を表示する場合

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\IpPerformanceMgr.ini

[Create]
DataInterval=600,3600,86400

• マルチグラフビューもしくは印刷ビューを利用する場合

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\PerfGraphMgr.ini

[Create]
DataInterval=600,3600,86400

また、性能情報の蓄積期間およびディスクサイズの変更を行う場合は、『SystemManager G リリー

スメモ』の以下を参照してください。

• 『11.11. 収集された性能データの蓄積について』
 

2.16   VM 監視サーバの登録と設定
本節では、vDC Automation VM 監視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、VM 監視サーバの設定を説明します。

2.16.1   運用管理機能へのライセンス登録

VM 監視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 VM 管理サーバ毎に異なる内容で発行されます。 『vDC 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_RM.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 のライセンス

登録を行います。

#
# This file contains a license key for vDC Automation VM Monitoring 
Server.
# The use of this license key other than as vDC Automation is 
strictly prohibited.
# Please consult with the EULA for more information.
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#

<SystemManager G>
 ProductCode: VDC0600-SMGB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<MCOperations>
 ProductCode: VDC0600-MCOB00
 LicenseKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

登録手順については、 「2.14.1   運用管理機能へのライセンス登録（71 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_103

2.16.2   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. VM 監視サーバの監視端末にログインして、VM 監視サーバのコードワード登録を行い

ます。

2. SystemManager G, MCOperasions のコードワード登録を行います。

登録手順については、 「2.14.2   運用管理機能へのコードワード登録（73 ページ）」 を
参照してください。

2.16.3   運用管理機能の初期設定

管理対象マシンの監視を行うための初期設定として、性能監視機能の設定とメッセージ監視

機能の無効化を行います。 設定は運用管理機能の監視端末上で実施します。

手順は、「2.14.8   運用管理機能の初期設定（84 ページ）」を参照してください。

2.16.4   管理サーバとの連携設定

以下の手順で、VM 管理サーバと管理サーバを連携させるための設定を行います。

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__vDCRMSvc」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
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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。

設定項目名 設定値

上位マネージャ名 管理サーバのホスト名

上位マネージャホスト
名

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)

2.16.5   シナリオの削除

VM 監視サーバで利用しないシナリオ定義を削除します。

1. 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__vDCRMSvc」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。
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4. [シナリオ制御ビュー]-[Automation]グループ配下のすべてのシナリオを、以下のいずれ

かの方法で無効化します。

• 各シナリオノードを選択し、右クリックメニューから[有効(B)]のチェックを外しま

す。

• 以下のコマンドを実行します。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW\Manager\bin"
> ScenarioCmd.exe ENABLE -D

5. [Automation]グループを選択し、右クリックメニューから[削除(D)]を選択します。

6. 確認ダイアログが表示されるので[はい]をクリックします。

2.16.6   VM 監視サーバ性能監視の監視定義設定

VM 監視サーバの性能を監視するための監視定義を設定します。

1. 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__vDCRMSvc」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. VM 管理サーバ監視端末のトポロジビューで[Automation]グループノード右クリックし

て表示されるショートカットメニューで[監視設定のインポート]を選択します。

4.「監視設定項目のインポート」画面の[参照]をクリックして表示される画面で、インポー

トファイルを選択します。 インポートの際、直接 vDCA/NWA インストール DVD のイ

ンポートファイルは指定できません。 以下のフォルダにあるインポートファイルを一

旦、管理サーバのローカルドライブにコピーして選択してください。

<インストール DVD>:\fw\tools\SysMgrG\Template\Performance

5. インポートファイルに合わせて OS 種別（Windows または Linux）を選択し、[OK]をク

リックします。 OS 種別（Windows または Linux）それぞれについて同様の設定をして

ください。

2.16.7   統計情報の蓄積期間設定

管理対象マシンの統計情報を蓄積する期間を設定します。

設定手順は、 「2.15.8   統計情報の蓄積期間設定（93 ページ）」 を参照してください。

なお、設定ファイルのパスは以下に読み替えてください。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW\Manager\sg
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2.17   管理エージェントの登録と設定
本節では、vDC Automation 管理エージェントのコンポーネントをインストールした後に実施

する管理対象の VM サーバおよびストレージの登録について説明します。

2.17.1   VM サーバの登録

構成情報を収集する VM サーバの設定を管理エージェント上の次のファイルへ記述します。

C:\Program Files (x86)\NEC\UMF\Operations\Agent\sg\iNvmCODC\iVMCollectInfoHost.ini

設定ファイルの記述方法は次の通りです。

iVMCollectInfoHost.ini の設定例

[HOST]
HOSTTYPE=ESX

IPADDRESS=192.168.1.1
USERNAME=user
PASSWORD=password

項目 設定項目名 設定値

HOSTTYPE 装置種別 以下を記述可能です。

• ESX
• ESXi
• HyperV
• KVM

IPADDRESS 装置の IP アド
レス

IPADRESS を記述します。

IPv4 を記載してください。

PORT PORT 装置種別が KVM の場合のみ有効です。

ssh で使用するポート番号を記述します。

省略時の規定値：22

USERNAME ユーザ名 装置アクセス用のユーザ名を記述します。

装置種別が HyperV の場合、以下の記述をします。

• ドメインユーザの場合：

ドメイン名\ユーザ名

• ワークグループユーザの場合：

IPADDRESS\ユーザ名

PASSWORD パスワード パスワードを記述します。

装置種別が KVM の場合で、認証方式が公開鍵認証を使用する場合は
設定不要です。

この場合に、PASSWORD を設定した場合、パスフレーズとして使用
します。

AUTHTYPE 認証方式 装置種別が KVM の場合のみ有効です。

ssh で使用する認証方式を指定します。

• 0： パスワード認証

• 1： 公開鍵認証 (規定値)
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項目 設定項目名 設定値

OpenSSH を使用しています。

KVM サーバ上で、ssh-keygen コマンドを使用し、鍵を作成してくだ
さい。

KEYFILE 秘密鍵ファイル 装置種別が KVM の場合で、認証方式に公開鍵認証を指定した場合の
み有効です。

秘密鍵ファイルを 絶対パスで指定します。

複数の VM サーバ設定時には次のように[Host]セクションを複数記載してください。

iVMCollectInfoHost.ini の設定例

[HOST]
HOSTTYPE=ESX
IPADDRESS=192.168.1.1
USERNAME=user
PASSWORD=password

[HOST]
HOSTTYPE=HyperV
IPADDRESS=192.168.1.3
USERNAME=domain\user
PASSWORD=password

[HOST]
HOSTTYPE=KVM
IPADDRESS=192.168.1.10
USERNAME=user
AUTHTYPE=1
PORT=22
KEYFILE=C:\Users\UserName\Documents\id_rsa

2.17.2   ストレージの登録

構成情報を収集するストレージの設定を管理エージェント上の次のファイルへ記述します。

C:\Program Files (x86)\NEC\UMF\Operations\Agent\sg\Storage\StorageArrayInfoCmd.ini

設定ファイルの記述方法は次の通りです。

StorageArrayInfoCmd.ini の設定例

[ArrayInfo]
EMC1.Name=cs1
EMC1.IP=192.168.1.1
EMC1.Auth=-User admin -Password admin -Scope 1
EMC1.PerfCollect=No
EMC2.Name=cs2
EMC2.IP=192.168.1.2
EMC2.Auth=-secfilepath C:\EMC_SEC
EMC2.PerfCollect=YES
NetApp1.Name=FAS1
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NetApp1.IP=192.168.1.2
NetApp1.User=root
NetApp1.Password=password
NetApp1.PerfCollect=Yes
iStorage1.Name=iStorageArray1
iStorage1.PerfCollect=Yes
[Path]
iStorage=C:\Program Files (x86)\NEC\iSMsvr\

• 装置種別が EMC の場合

Navisphere/Unisphere CLI をインストールしたマシンで、設定ファイルに下記内容を設定

すると、ストレージ情報を収集することができます。

- EMC1.Name

EMC 装置の名前を Unisphere と一致するよう設定します。

- EMC1.IP

EMC 装置の SP の IP アドレスを設定します。

- EMC1.Auth

Navisphere/Unisphere CLI を EMC 装置に実行するときの認証用引数を設定します。

- EMC1.PerfCollect

性能情報を収集する場合 Yes を設定します。

※2 台目の EMC 装置を登録する場合、EMC2 と記載します。

※性能情報を収集する EMC 装置には、PerformanceAnalyer ライセンスが必要です。

※性能情報を収集するには、予め Unisphere で性能情報の蓄積する必要があります。

• 装置種別が NetApp の場合

設定ファイルに下記内容を設定すると、ストレージ情報を収集することができます。

OnCommand Unified Manager と同一マシンに管理エージェントをインストールすると、

性能情報を収集することができます。

- NetApp1.Name

NetApp 装置の名前(Hostname)を設定します。

- NetApp1.IP

NetApp 装置の IP アドレスを設定します。

- NetApp1.User

NetApp 装置に接続するユーザを設定します。

- NetApp1.Password

NetApp 装置に接続するパスワードを設定します。

- NetApp1.PerfCollect
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性能情報を収集する場合 Yes を設定します。

※2 台目の NetApp 装置を登録する場合、NetApp2 と記載します。

※性能情報を収集するには、予め OnCommand Unified Manager で性能情報を蓄積する必

要があります。

• 装置種別が iStorage の場合

iStorageManager と同一マシンに、管理エージェントをインストールすると、ストレージ

情報を収集することができます。

下記設定をすると、性能情報を収集することができます。

- iStorage1.Name

iStorage 装置の装置名を設定します。

- iStorage1.PerfCollect

性能情報を収集する場合 Yes を設定します。

- iStorage

iStorageManager のインストールパスを設定します。

※2 台目の iStorage 装置を登録する場合、iStorage2 と記載します。

※性能情報を収集する iStorage 装置には、PerforMate ライセンスが必要です。

※iStorageManager で、iStorage 装置の性能情報の蓄積する必要があります。

2.18   ID 管理サーバの登録と設定
本節では、ID 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 ID 管理サーバ

の設定を説明します。

2.18.1   サービスの設定

[スタート]->[コントロールパネル]、[管理ツール]->[サービス]を選択し、 [サービス]画面か

ら以下のサービスのスタートアップの種類を「自動」に設定してください。

また以下のサービスが開始していない場合は開始します。

• EDS Protocol Server

• Apache Tomcat ForEIM

2.18.2   管理者ユーザのパスワードの変更

1. ID 管理サーバでコマンドプロンプトを開きます。
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2. 以下のコマンドを実行し、管理者ユーザ(2 つ)のパスワードを変更します。 2 つの管理

者ユーザともに同じパスワードを設定します。管理者ユーザのパスワードに使用可能

な文字については 「管理者ユーザのパスワードに使用可能な文字」を参照してくださ

い。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\BIN"
> edpasswd -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -w 
adminpwd -u uid=eidmadministrator,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP
このユーザのパスワードを入力してください : ********
もう一度、同じパスワードを入力してください : ********
成功しました.

> edpasswd -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -w 
adminpwd -u cn=ldapadministrator,c=JP
このユーザのパスワードを入力してください : ********
もう一度、同じパスワードを入力してください : ********
成功しました.

3. 以下のコマンドを実行し、暗号化された userPassword を出力します。

> edsearch -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -b 
uid=eidmadministrator,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP -s 0 -attr 
userpassword
password? ********* ※2.で設定した ID 管理サーバの管理者ユーザのパスワード
# uid=eidmadministrator,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP
version: 1
dn: uid="eidmAdministrator" , ou="user" , ou="tenant0" , 
ou="edseidm" , c="JP"
userPassword: {x-eds-crypt}xxxxxxx
search entry count: 1

4. %windows%\EIDM\eidmcommon.conf をメモ帳で開き、eidmPassword:項目の値を、 3.で出

力された暗号化された userPassword {x-eds-crypt}xxxxxxxx で置き換え、上書き保存しま

す。

eidmPassword: {x-eds-crypt} xxxxxxxx

5. 以下のサービスを再起動します。

• Apache Tomcat ForEIM

※管理者ユーザのパスワードに使用可能な文字

管理者ユーザのパスワードは 1 文字以上 128 文字以下で、利用可能な文字は以下です。

• 半角英数字：a-z、A-Z、0-9

• 半角記号

- !（エクスクラメーションマーク）

- "（ダブルクォート）

- #（シャープ）
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- $（ダラー）

- %（パーセント）

- &（アンパサンド）

- '（シングルクォート）

- (（左カッコ）

- )（右カッコ）

- *（アスタリスク）

- +（プラス）

- ,（カンマ）

- -（マイナス）

- .（ドット）

- /（スラッシュ）

- :（コロン）

- ;（セミコロン）

- <（小なり）

- =（イコール）

- >（大なり）

- ?（クエスチョンマーク）

- @（アットマーク）

- [（左大カッコ）

- ]（右大カッコ）

- ^（ハット）

- _（アンダースコア）

- `(バッククォート)

- {(左中カッコ)

- |(パイプ)

- }(右中カッコ)

- ~(チルダ)
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2.18.3   ID 管理サーバの利用

ID 管理サーバへのユーザ登録、ID 管理サーバを利用した認証の設定については、 『vDC
Automation コンフィグレーションガイド』の 『第 8 章 ID 管理サーバの設定』を参照してく

ださい。

2.19   管理対象マシンの設定
本節では、vDC Automation 管理対象マシンのコンポーネントをインストールした後に実施す

る管理対象マシンの設定を説明します。

2.19.1   管理対象マシンの VM テンプレートの作成

管理対象マシンにコンポーネントをインストールした後、必要に応じて Windows のマスタ

VM および Linux のマスタ VM を VM テンプレートにします。

VM テンプレート作成については、『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の 『第

7 章 VM テンプレート作成』を参照してください。

管理対象マシンを VM テンプレート化しない場合は、本項の設定は不要です。

2.20   サイレントインストールコマンド(Windows)
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。

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。

2.20.1   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(Windows)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 概要

vDCASilentInst.bat vDC 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\vDCA

ファイル名 概要

SilentInstall_GM.ini vDC 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、「2.3.5   広域管理サーバのインス
トール（21 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_GMSVC.ini vDC 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
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ファイル名 概要

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（27 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_MoM.ini vDC 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、「2.5.8   管理サーバのインストール
（34 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_MoMSVC.ini vDC 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（40 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_RM.ini vDC Automation VM 監視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   VM 監視サーバのインス
トール（44 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_RMSVC.ini vDC Automation VM 監視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、「2.8.3   VM 監視サーバ監視端末の
インストール（49 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_SM.ini vDC Automation ID 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、「2.9.5   ID 管理サーバのインス
トール（53 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_AG_TMPIMG_Yes.ini vDC Automation 管理対象マシン(Windows)をテンプレート/イメージ
=Yes の設定で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、「2.11.3   管理対象マシン
（Windows）のインストール（57 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_AG_TMPIMG_No.ini vDC Automation 管理対象マシン(Windows)をテンプレート/イメージ
=No の設定で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、「2.11.3   管理対象マシン
（Windows）のインストール（57 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。
 

2.20.2   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（10 ページ）」 および各機能の該当する節を参照してください。
 

2.20.3   サイレントインストール設定ファイルの編集

1.「2.20.1   サイレントインストールコマンドの構成（104 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。

2.20.4   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。

> vDCASilentInst.bat "サイレントインストール設定ファイル" -v

注

• 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。
 

2. 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\vDCA\GM
・自ホスト名: GM-MANAGER
・管理サーバ/エージェントとの通信ポート: 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
・ポータル設定 - SQL Serverのホスト名: localhost
・ポータル設定 - SQL Serverのインスタンス名: FWCMDB
・ポータル設定 - SQL Serverのポート番号: 1433
・WebServiceポート: 8081
・データベース設定 - ホスト名: localhost
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・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
・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。

> vDCASilentInst.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 AsRiCommon Managerをインストール中です。
広域管理サーバの WebSAM AssetSuite Managerをインストール中です。
広域管理サーバの WebSAM AssetSuite Managerの後処理 1(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 AssetSuite Manager の後処理 2(ライセンス登録
(AssetSuite))を実施しています。
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 vDC Automation Portal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 AsRiCommon Manager 3.2.1.19 : インストール成功
 WebSAM AssetSuite Manager 3.2.1.17 : インストール成功
 WebSAM SystemManager G Manager 9.0.0.0 : インストール成功
 WebSAM vDC Automation Manager 6.0.0.0 : 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 8.5.37.0 : インストール成功
 WebSAM vDC Automation Service Governor 6.0.0.0 : インストール成功
 WebSAM vDC Automation Portal 6.0.0.0 : インストール成功
----------------------------------------------------------------------
----------
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2.20.5   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。

戻り値 内容 原因 /対処

1 内部エラー 「7.2.3   障害情報を採取する（238 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。

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。

2.21   サイレントインストールコマンド(Linux)
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、管理対象マシンをインストールすることができます。

次項以降では、サイレントインストールコマンドで管理対象マシンをインストールする手順

を説明します。

2.21.1   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(Linux)の構成は以下の通りです。

インストール DVD:install\Linux

ファイル名 概要

Setup vDC 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\Linux

ファイル名 概要

SilentInstall_AG_TMPIMG_Yes.ini vDC Automation 管理対象マシン(Linux)をテンプレート/イメージ=Yes
の設定で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
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ファイル名 概要

設定項目および設定値については、「2.12.3   管理対象マシン（Linux）
のインストール（62 ページ）」 を参照してください。

SilentInstall_AG_TMPIMG_No.ini vDC Automation 管理対象マシン(Linux)をテンプレート/イメージ=No
の設定で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、「2.12.3   管理対象マシン（Linux）
のインストール（62 ページ）」 を参照してください。

SilentUnInstall_AG.ini vDC Automation 管理対象マシン(Linux)をアン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

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 UTF-8、改行文字は LF で指定してください。
 

2.21.2   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、root アカウントで実行してください。

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（10 ページ）」、 「2.12.1   事前にインストールが必要なソフトウェ

ア（61 ページ）」、 「2.12.2   インストールを実行する前の注意（61 ページ）」 を参照してくださ

い。
 

2.21.3   サイレントインストール設定ファイルの編集

1.「2.21.1   サイレントインストールコマンドの構成（108 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。

2.21.4   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。

# Setup -silent -f "サイレントインストール設定ファイル" -v
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注

• 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。
 

2. 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。

------------
Confirmation
------------
Install directory path: /opt/NEC/vDCA/Agent
Template/Image: Yes
Self hostname:
Manager hostname:
Manager port: 12520
Port for Agent Internal Communication: 25570
Tenant ID:
Start service: No
(Optional) Install DPM Client: Yes
(Optional) IP address of the DPM management server:

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。

# Setup -silent -f "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。

------------
Confirmation
------------
Install directory path: /opt/NEC/vDCA/Agent
Template/Image: Yes
Self hostname:
Manager hostname:
Manager port: 12520
Port for Agent Internal Communication: 25570
Tenant ID:
Start service: No
(Optional) Install DPM Client: Yes
(Optional) IP address of the DPM management server:

WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 Preparing 
for Installation (1/1)
WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 Installation 
in progress (1/1)
check rcfile

============================================================
 Installation of WebSAM SystemManager G Agent was successful.
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 Installation of WebSAM AsRiCommon Agent was successful.
 Installation of DeploymentManager Client was successful.
============================================================

WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 was 
successfully installed (1/1)

--------------------------------------------
Installation result
--------------------------------------------
1 WebSAM vDC Automation Managed machine components 6.0.0.0 (Success)
--------------------------------------------
Success:1, Failure:0

2.21.5   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。

戻り値 内容 原因 /対処

1 警告 インストーラが使用する一時ディレクトリの削除に失敗し
ています。インストール自体は成功しています。

2 ユーザ権限エラー、二重起動
エラー

実行ユーザの権限が正しくないか、インストーラが二重に
起動されました。ユーザの権限および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。

3 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。

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。
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第 3 章   
目的に応じてインストールを実行する
本章では、vDC Automation の各コンポーネントを構成によって個別にインストールする手順

について説明します。

目次

3.1  サービスガバナーを冗長構成にする...................................................................................113

3.2  SystemManager G WebConsole Option をインストールする ...............................................124
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3.1   サービスガバナーを冗長構成にする
通常、広域管理サーバとサービスガバナーは、一緒にインストールされますが、サービスガ

バナーを別の複数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。 複数の

サービスガバナー端末を、ロードバランサによって処理を振り分けることで負荷分散するこ

とができます。

3.1.1   サービスガバナーをインストールする

広域管理サーバとは別に、サービスガバナーコンポーネントを負荷分散させたいマシンに個

別にインストールします。

1. vDCA/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、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

3. インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

4. [カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。
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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。

6. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。
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7. [Application Server] 、[WebSAM vDC Automation Service Governor]にチェックして[次へ(N)
>]をクリックします。
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8. [Application Server]を選択し、アプリケーションサーバの構成を設定します。

[構成一覧]の[WebSAM フレームワーク非対応製品]- [Application Server]について、以下の

項目を設定します。

設定項目名 設定値

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\vDCA です。

アプリケーションサーバ 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。

HTTP ポート番号 サービスガバナーを提供する HTTP ポート番号を指定しま
す。

既定値は 12080 です。

HTTPS ポート番号 サービスガバナーを提供する HTTPS ポート番号を指定し
ます。

既定値は 12443 です。

Tomcat の管理ポート番号 Tomcat の管理ポート番号を指定します。

既定値は 12005 です。

Tomcat の AJP/1.3 ポート番号 Tomcat の AJP/1.3 ポート番号を指定します。

既定値は 12009 です。

9. [次へ[N] >]をクリックします。「インストール確認」画面が表示されます。

設定内容に不備がないことを確認し、「開始(S)」をクリックします。
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注

インストールを開始すると中断できません。
 

10.「完了」画面で、インストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をクリック

します。

11. 以下の通りファイルおよびディレクトリをコピーします。

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcalog.properties

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcapi.properties

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\cDCApiKey.jks

※ファイルパスは環境に合わせて読み替えてください。

12. 広域管理サーバから、コピーした設定ファイル vdcapi.properties を編集します。

a. 冗長構成用サービスガバナーのコピーした以下のファイルを編集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcapi.properties

b. proxysvc.gm プロパティを編集します。

proxysvc.gm プロパティには、広域管理サーバへアクセスする URL を設定します。

既定値では、以下のように、localhost が設定されていますので、広域管理サーバの

ホスト名に変更します。

proxysvc.gm=http://localhost:8081,localhost

設定値には、以下の要素を設定します。各要素のセパレータには、カンマ(,)を使用

します。

第 3 章   目的に応じてインストールを実行する

117



設定要素 設定値

http://localhost:8081 http://<広域管理サーバ名>:8081
上記 URL を指定します。8081 は,SystemManager G
WebService との内部通信用ポートです。

広域管理サーバホスト名もしくは、IP アドレスを指定し
ます。

localhost <広域管理サーバ名>を指定します。

広域管理サーバホスト名もしくは、IP アドレスを指定し
ます。

以下は設定例です。

proxysvc.gm=http://GM:8081,GM

注

proxysvc.gm プロパティ以外は編集しないでください。その他のプロパティについては、

広域管理サーバのサービスガバナーの設定と同じ必要があります。
 

c. 下記のコマンドを広域管理サーバ上で実行して変更を反映してください。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tools"
> vDCTool.bat properties reload

13. 冗長構成用サービスガバナーの SSL 設定

冗長構成するサービスガバナーに SSL 設定をする場合は、別途、 「2.14.5   アプリケー

ションサーバの SSL 設定（76 ページ）」 に記載されている手順を実施します。

3.1.2   サービスガバナーをアンインストールする

1. vDCA/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、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

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. [アンインストール(U)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. [WebSAM vDC Automation Service Governor]にチェックして[次へ(N) >]をクリックしま

す。
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8.「開始(S)」をクリックします。

9.「完了」画面で、アンインストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をク

リックします。
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10. 1~6 の手順を再度実施し、[Application Server]にチェックして[次へ(N) >]をクリックしま

す。

11.「開始(S)」をクリックします。
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12.「完了」画面で、アンインストールが正常に完了していることを確認します。[完了[F]]を
クリックします。
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3.2   SystemManager G WebConsole Option をインス
トールする

監視ポータル機能を使用する場合は、SystemManager G WebConsole Option が必要です。

以下に記載の手順に従い、必要コンポーネントのインストールを実施してください。

3.2.1   広域管理サーバへの SystemManager G WebConsole Option
インストール

広域管理サーバに SystemManager G WebConsole Option をインストールします。

詳細は、『SystemManager G WebConsole Option インストールガイド』をご参照ください。

1. vDCA/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から以下のコマンドを実行し、Visual Studio VC++ Redistributable の
インストールを行います。

> < イ ン ス ト ー ル DVD>:\fw\tools\SysMgrG\WebConsole\Microsoft
\Install_RequiredPackages.bat

注

Windows Server 2012 R2 以前の場合、本手順の実行前に Update (KB2999226)をインストールし

ておく必要があります。

インストールされていない場合は、次の Microsoft 公開情報を参照し、KB2999226 を適用して

下さい。

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2999226/
 

3. 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、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

4. インストーラが起動します。

5. [カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

6. [WebSAM メディア]を選択して、[実行(R)]をクリックします。

WebSAM メディアインストーラが起動します。

7. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

8. [SystemManager G WebConsole Option]にチェックして[次へ(N) >]をクリックします。
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9.「製品のインストール設定」画面が表示されます。[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。内容を確認し[開始(S)]をクリックします。
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11. WebConsole Option の必須ソフトウェアをインストールします。

WebConsole Option をインストールするマシンに、インストールされていない必須パッ

ケージの一覧が表示されます。 内容を確認後、[インストール]をクリックします。

12. 表示されるダイアログに従い、インストールを完了してください。
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13. WebConsole Option のインストール開始画面が表示されます。[次へ(N)>]をクリックし

ます。

14.「セットアップタイプ」の選択画面が表示されたら、[カスタム(S)]を選択し、[次へ(N)>]
をクリックします。

第 3 章   目的に応じてインストールを実行する

127



15.「カスタムセットアップ」画面が表示されたら、[Web GUI Component]を選択し、[この機

能を使用できないようにします。]を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

16. [インストール[I]]をクリックし、表示されるダイアログに従い、インストールを進めま

す。
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17.「インストール完了」画面が表示されたら、[完了[F]]をクリックします。

18.「完了」画面で、インストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をクリック

します。
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3.2.2   広域管理サーバへの ServiceGovernor WebAPI Base Option
インストール

広域管理サーバに ServiceGovernor WebAPI Base Option をインストールします。

詳細は、『WebSAM vDC Automation Service Governor WebAPI Base Option インストレーション

ガイド』をご参照ください。

1. vDCA/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、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

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 メディアインストーラが起動します。

6. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. [WebSAM WebAPI BASE Option]にチェックして[次へ(N) >]をクリックします。
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8.「製品のインストール設定」画面が表示されます。[次へ[N] >]をクリックします。

9.「インストール確認」画面が表示されます。内容を確認し[開始(S)]をクリックします。
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10.「完了」画面で、インストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をクリック

します。

3.2.3   VM 監視サーバへの SystemManager G インストール

VM 監視サーバに SystemManager G Manager を別サービスとしてインストールします。
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1. vDCA/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、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

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 メディアインストーラが起動します。

6. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. [WebSAM SystemManager G Manager]にチェックして[次へ(N) >]をクリックします。

8.「製品のインストール設定」画面が表示されます。

[新しいサービス]を選択し、[追加(A)]をクリックします。
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9.「製品の追加」画面が表示されます。[WebSAM SystemManager G Manager]にチェックし

て[OK]をクリックします。

10. 追加されたサービスを選択し、設定項目を入力します。

第 3 章   目的に応じてインストールを実行する

134



• 「エージェントとの通信ポート」は既存のサービスと重複しないように変更してくだ

さい。

• 「監視端末との通信ポート」は既存のサービスと重複しないように変更してくださ

い。

• 「サービス識別子」には監視用であることがわかる任意の文字を入力してください。

注

設定したポートは Windows ファイアウォールの機能が有効な場合、ポートを開く必要があり

ます。 また、エージェントとの通信ポート」バックエンドファイアウォールに設定する必要

があります。 設定方法は、『vDC Automation ネットワーク機器セットアップガイド ファイア

ウォール FortiGate 版』の 『3.1.2 バックエンド VDOM の作成 - 3. ファイアウォールオブジェ

クトの作成』を参照してください。
 

11. [更新]と表示されているサービスを選択し[取り消し(R)]をクリックした後、[次へ(N) >]
をクリックします。
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12.「インストール確認」画面で内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。
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13.「完了」画面で、インストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をクリック

します。

同様の手順で、VM 監視サーバに SystemManager G View を別サービスとしてインストールし

ます。

1. vDCA/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、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

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 メディアインストーラが起動します。

6. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. [WebSAM SystemManager G View]にチェックして[次へ(N) >]をクリックします。
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8.「製品のインストール設定」画面が表示されます。

[新しいサービス]を選択し、[追加(A)]をクリックします。
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9.「製品の追加」画面が表示されます。[WebSAM SystemManager G View]にチェックして

[OK]をクリックします。

10. 追加されたサービスを選択し、設定項目を入力します。

• 「マネージャとの通信ポート」は[WebSAM SystemManager G Manager]で設定した値

と同じにしてください。

• 「サービス識別子」には監視用であることがわかる任意の文字を入力してください。
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11. [更新]と表示されているサービスを選択し[取り消し(R)]をクリックした後、[次へ(N) >]
をクリックします。
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12.「インストール確認」画面で内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。

13.「完了」画面で、インストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をクリック

します。
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3.2.4   管理対象マシン(VM テンプレート)への SystemManager G
インストール

管理対象マシン(VM テンプレート)に SystemManager G Agent を別サービスとしてインス

トールします。

Windows OS の場合は、以下の手順を実施してください。

1. vDCA/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、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

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 メディアインストーラが起動します。

6. [インストール(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. [WebSAM SystemManager G Agent]にチェックして[次へ(N) >]をクリックします。

8.「製品のインストール設定」画面が表示されます。

[新しいサービス]を選択し、[追加(A)]をクリックします。
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9.「製品の追加」画面が表示されます。[WebSAM SystemManager G Agent]にチェックして

[OK]をクリックします。

10. 追加されたサービスを選択し、設定項目を入力します。
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• 「マネージャとの通信ポート」は[WebSAM SystemManager G Manager]インストール

時の [エージェントとの通信ポート]と同じ値にしてください。

• 「エージェントと内部通信ポート」は既存のサービスと重複しないように変更してく

ださい。

• 「サービス識別子」には監視用であることがわかる任意の文字を入力してください。

注

設定したポートは Windows ファイアウォールの機能が有効な場合、ポートを開く必要があり

ます。
 

11. [更新]と表示されているサービスを選択し[取り消し(R)]をクリックした後、[次へ(N) >]
をクリックします。
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12.「インストール確認」画面で内容を確認し、[開始(S)]をクリックします。
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13.「完了」画面で、インストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をクリック

します。

14. 以下のサービスのスタートアップの種類を「手動」に設定変更します。

• WebSAM UMF Operations Agent__<設定したサービス識別子>_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。）
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Linux OS の場合は、以下の手順を実施してください。

1. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2. DVD をマウントし、以下のコマンドを実行します。

この例では、マウントポイントを「mnt/dvd」としています。

# cd /mnt/dvd/install/Linux
# ./vDCAInst.sh

3. インストーラが起動しますので、[2:Custom]を選択します。

   *************************************
         vDC Automation Installer
   *************************************

   Welcome to vDC Automation installer.

   1. Typical : installs all products necessary to the function type
                of WebSAM vDC Automation you select.(Recommendation)
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   2. Custom  : allows you to install the necessary products to the
                function type of WebSAM vDC Automation separately.

   Please select the operation.
   (1:Typical 2:Custom q:quit program):2

4. [WebSAM メディア]を選択します。

WebSAM メディアインストーラが起動します。

   *************************************
         vDC Automation Installer
   *************************************

   Please select the product which you'd like to install, and then
   the product installation programs which you select starts.

   1. WebSAM Media

   2. SigmaSystemCenter Client

   Please select the operation.
   (1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):1

5. [インストール(I)]を選択します。

   *************************************
       Welcome to WebSAM Media !!
   *************************************

   This program will install/uninstall products.

   1. Install
   2. Uninstall

   Please select the operation.
   (1:install 2:uninstall q:quit program): 1

6. [WebSAM SystemManager G Agent]にチェックします。

   --------
   Products
   --------

  **************************************************************
  * 1 [ ] WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]     *
  * 2 [ ] WebSAM SystemManager G Logical Agent Agent 8.0.0.0   *
  * 3 [ ] WebSAM SystemManager G OracleEM Linker Agent 8.0.0.0 *
  * 4 [ ] WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 [ 3.2.1.17 ]        *
  *                                                            *
  *                                                            *
  **************************************************************
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   --------------------------------------------

   Please select product(s) by entering numbers separated by commas.
   [Example: 1, 3, 4]
   (b:back q:quit program): 1

7.「確認」画面が表示されたら、インストールを開始します。

   ------------
   Confirmation
   ------------

  **************************************************************
  * 1 [*] WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]     *
  * 2 [ ] WebSAM SystemManager G Logical Agent Agent 8.0.0.0   *
  * 3 [ ] WebSAM SystemManager G OracleEM Linker Agent 8.0.0.0 *
  * 4 [ ] WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 [ 3.2.1.17 ]        *
  *                                                            *
  *                                                            *
  **************************************************************

   --------------------------------------------

   These product(s) will be installed, OK to continue?
   (default:y y:yes n:no q:quit program): y

8.「インストール設定」画面で新しいサービスを追加します。

   ---------------------
   Installation settings
   ---------------------

  ************************************************************
  * Agent                                                    *
  *   1 Service104                                           *
  *         WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17                 *
  *    1.1  WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0 [ 8.0.0.0 ] *
  *   2 New Service                                          *
  * RelayManager                                             *
  *   3 New Service                                          *
  ************************************************************
   
----------------------------------------------------------------------
-------
-  (*) marked products or services require specific settings before 
installation
.  
----------------------------------------------------------------------
-------
-  Please select operation to perform from following commands.
   [Example: 's1' configures settings for first service listed above.]
   (a[n]:add r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back 

第 3 章   目的に応じてインストールを実行する

149



e:execute q:qui
t program): a2

9. [WebSAM SystemManager G Agent]を追加します。

   --------
   Products
   --------

  ************************************************************
  *  1 WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0                  *
  *                                                          *
  *                                                          *
  *                                                          *
  ************************************************************

   --------------------------------------------
   Please select the product by entering number. [Example: 1]
   (b:back, q:quit program): 1

10. 追加されたサービスのインストール設定を行います。

   ---------------------
   Installation settings
   ---------------------

  ************************************************************
  * Agent                                                    *
  * (*) 1 Service104                                         *
  *       WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17                   *
  *  1.1  WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]   *
  * (*) 2 Service1                                           *
  *  2.1  WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0               *
  *          3 New Service                                   *
  ************************************************************
   
----------------------------------------------------------------------
-------
-  (*) marked products or services require specific settings before 
installation
.  
----------------------------------------------------------------------
-------
-  Please select operation to perform from following commands.
   [Example: 's1' configures settings for first service listed above.]
   (a[n]:add r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back 
q:quit program): s2

• 「マネージャとの通信ポート」は[WebSAM SystemManager G Manager]インストール

時の [エージェントとの通信ポート]と同じ値にしてください。

• 「エージェントと内部通信ポート」は既存のサービスと重複しないように変更してく

ださい。
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• 「サービス識別子」には監視用であることがわかる任意の文字を入力してください。

11.「インストール確認」画面で内容を確認します。

   ------------
   Confirmation
   ------------
   Install directory path: /opt/SystemManagerG
   Self hostname: RHELServer
   Manager hostname: 172.16.0.1
   Manager port: 12522
   Change Data Directory: No
   Service Identifier: WebConsoleOption
   Service number:
   Port for Agent Internal Communication: 12570

   --------------------------------------------
   Are these settings correct?
   (default:y y:yes n:no q:quit program): y

12.「インストール設定」画面で、[更新]となっているサービスの取り消しを行います。

   ---------------------
   Installation settings
   ---------------------

  ************************************************************
  * Agent                                                    *
  * (*) 1 Service104                                         *
  *       WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17                   *
  *  1.1  WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]   *
  *     2 Service1                                           *
  *  2.1  WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0               *
  *     3 New Service                                        *
  ************************************************************
   
----------------------------------------------------------------------
-------
-  (*) marked products or services require specific settings before 
installation
.  
----------------------------------------------------------------------
-------
-  Please select operation to perform from following commands.
   [Example: 's1' configures settings for first service listed above.]
   (a[n]:add r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back 
q:quit program): r1.1

13.「 終確認」画面で内容を確認し、インストールを開始します。

   ------------------
   Final confirmation
   ------------------
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  ************************************************************
  *   Agent                                                  *
  *         2 Service1                                       *
  *               2.1  WebSAM SystemManager G Agent 8.0.0.0  *
  *                                                          *
  *                                                          *
  ************************************************************
   --------------------------------------------
   Is it OK to start installation?
   (default:y y:yes n:no q:quit program): y

14. 以下のサービスの自動起動設定を「OFF」に変更します。

• UMFOperationsAgent__<設定したサービス識別子>_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。）

RHEL7.4 の場合の例：

# systemctl disable UMFOperationsAgent__WebConsoleOption_1

3.2.5   SystemManager G WebConsole Option のアンインストール

SystemManager G WebConsole Option をアンインストールする場合は、以下の手順を実施して

ください。

詳細は、『SystemManager G WebConsole Option インストールガイド』をご参照ください。

1. vDCA/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、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

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 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(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. [SystemManager G WebConsole Option]にチェックして[次へ(N) >]をクリックします。

8.「アンインストール確認」画面が表示されます。内容を確認し[開始(S)]をクリックしま

す。

9.「完了」画面で、アンインストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をク

リックします。
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3.2.6   ServiceGovernor WebAPI Base Option のアンインストール

ServiceGovernor WebAPI Base Option をアンインストールする場合は、  『WebSAM vDC
Automation Service Governor WebAPI Base Option インストレーションガイド』の 『第 5 章
WebAPI Base Option のアンインストール』をご参照ください。

3.2.7   SystemManager G のアンインストール

別サービスとしてインストールした SystemManager G をアンインストールする場合は、以下

の手順を実施してください。

1. vDCA/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、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

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 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(I)]が選択されていることを確認して[次へ(N) >]をクリックします。

7. インストール時に作成したサービスにチェックして[次へ(N) >]をクリックします。

8.「アンインストール確認」画面が表示されます。内容を確認し[開始(S)]をクリックしま

す。

9.「完了」画面で、アンインストールが正常に完了していることを確認し、[完了[F]]をク

リックします。
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第 4 章   
バージョンアップする
本章では、vDC 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。 ま
た、<インストール DVD>:\patch が存在する場合は、パッチ内の Release.txt を参照して適用

してください。

目次

4.1  バージョンアップ用 Ansible playbook .................................................................................155

4.2  広域管理サーバをバージョンアップする ...........................................................................155

4.3  広域管理サーバ監視端末をバージョンアップする ...........................................................165

4.4  管理サーバをバージョンアップする...................................................................................166

4.5  管理サーバ監視端末をバージョンアップする ...................................................................174

4.6  VM 監視サーバをバージョンアップする ...........................................................................176

4.7  VM 監視サーバ監視端末をバージョンアップする ............................................................180

4.8  ID 管理サーバをバージョンアップする..............................................................................181

4.9  管理対象マシンをバージョンアップする ...........................................................................185
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4.1   バージョンアップ用 Ansible playbook
vDC Automation のバージョンアップを行う Ansible playbook 群を提供します。 playbook の

使用方法については、以下の README を参照してください。

インストール DVD:script\vDCA_6-0-0-0_playbook

4.2   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\vDCA\GM」です。
 

4.2.1   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

バージョン 2.2 より前の環境の場合、以下のサービスを停止し、「スタートアップの種類」

を「手動」に変更します。

• WebOTX AS Agent Service

4.2.2   サービスガバナーのバックアップ

v2.2 以降の環境の場合、本手順は不要です

以下のファイルを任意の場所にバックアップしてください。

• 非クラスタの場合：

- <インストールフォルダ>\FW\WebOTX\domains\domain1\config\vdcplugins

- <インストールフォルダ>\FW\WebOTX\domains\domain1\config\vdcapi.properties

- <インストールフォルダ>\FW\WebOTX\domains\domain1\vDCApiKey.jks

• クラスタの場合：

- S:\vDCA\domains\domain1\config\vdcplugins

- S:\vDCA\domains\domain1\config\vdcapi.properties

- S:\vDCA\domains\domain1\vDCApiKey.jks
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4.2.3   広域管理サーバのバージョンアップ

1. vDCA/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、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

3. インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

4. [カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

第 4 章   バージョンアップする

156



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。

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。
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「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 AsRiCommon Manager

• WebSAM AssetSuite Manager

• WebSAM SystemManager G Manager

• WebSAM vDC Automation Manager

• WebSAM vDC Automation WebService View

• Application Server

• WebSAM vDC Automation Service Governor

• WebSAM vDC Automation Portal

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 AsRiCommon Manager

- WebSAM AssetSuite 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、「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。
 

バージョン 4.0 より前の環境の場合、[Manager]-[サービス 101]配下の以下のコンポーネ

ントに[新規]が付与されていることを確認してください。

• WebSAM SystemManager G Manager

バージョン 4.0 以降の環境の場合、[Manager]-[サービス 101]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 SystemManager G Manager

v2.2 より前の環境の場合、[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[新規]が付与されていることを確認してください。
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• Application Server

• WebSAM vDC Automation Service Governor

• WebSAM vDC Automation Portal

v2.2 以降の環境の場合、[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

• WebSAM vDC Automation Portal

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. v2.2 より前の環境の場合、必要に応じてアプリケーションサーバの構成を設定します。

[構成一覧]の[WebSAM フレームワーク非対応製品]- [Application Server]について、以下の

項目を設定します。

設定項目名を選択し、[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。

設定項目名 設定値

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\vDCA です。

注

広域管理サーバを既定値で新規インストールした際
の Tomcat インストール先は C:\Program Files
(x86)\NEC\vDCA\GM\FW です。 必要に応じて、規定
値のインストール先フォルダを変更してください。

 

アプリケーションサーバ 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。

HTTP ポート番号 サービスガバナーを提供する HTTP ポート番号を指定しま
す。

既定値は 12080 です。

HTTPS ポート番号 サービスガバナーを提供する HTTPS ポート番号を指定し
ます。

既定値は 12443 です。

Tomcat の管理ポート番号 Tomcat の管理ポート番号を指定します。

既定値は 12005 です。

Tomcat の AJP/1.3 ポート番号 Tomcat の AJP/1.3 ポート番号を指定します。

既定値は 12009 です。

10. v2.2 より前の環境の場合、必要に応じて vDC Automation ポータルの構成を設定します。

[構成一覧]の[WebSAM フレームワーク非対応製品]- [WebSAM vDC Automation Portal]に
ついて、以下の項目を設定します。

設定項目名を選択し、[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。
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設定項目名 設定値

DB サーバのホスト名または IP アドレ
ス

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。

DB のインスタンス名 データベースのインスタンス名を指定します。

「2.2.7   SQL Server をインストールする（13 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。

DB のポート番号 データベースのポート番号を指定します。

既定値は 1433 です。

11. [次へ(N)>]をクリックします。

12.「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。

13. 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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 ページ）」 を参照して対処してください。

14. [終了(E)]をクリックしてインストール作業を終了します。

4.2.4   リソース管理機能トレースログの設定変更

本項は、リソース管理機能のトレースログファイルサイズを変更するための手順です。デ

フォルトサイズの場合は、障害発生時に情報が不足する可能性があるため、以下の手順によ

りトレースログファイルサイズを拡張しておくことを推奨します。また、バージョンアップ

によりトレースログファイル名が変更になるため、旧バージョンのトレースログファイルを

手動削除してください。

1. 以下のファイルをテキストエディタで修正します。

<インストール先フォルダ>\FW\Manager\sg\RpResource\RpResourceMgr.ini

<インストール先フォルダ>は「4.2.3   広域管理サーバのバージョンアップ（156 ペー

ジ）」に記載されている手順 9 の[インストール先フォルダ]で指定したフォルダになりま

す。

デフォルトの場合は C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sg\RpRes
ource\RpResourceMgr.iniとなります。

トレースログに関するセクションのキーの値を以下の様に変更し、上書き保存してくだ

さい。

• [Trace]セクションのキー「Size」を 1048576 に、キー「MaxBufferTrace」を 256 に変

更する。

• [TraceLog] 、[TraceRes]セクションを以下の修正後のイメージの通りに追加する。
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修正後のイメージは以下の通りです。

[Trace]
Size=1048576
QueueSize=100
Level=0
MaxBufferTrace=256

[TraceLog] 
Size=104857600
QueueSize=10000
Level=0
WriteLevel=3
MaxBufferTrace=1024

[TraceRes]
Size=104857600
QueueSize=5000
Level=0
WriteLevel=3
MaxBufferTrace=1024
            

2. 以下のトレースログファイルは、バージョンアップによりトレースログファイル名が変

更になるため、使用されなくなります。不要な場合は削除してください。

フォルダ：<インストール先フォルダ>\FW\Manager\log

• RpResourceMgr.trc

• RpResourceMgr1.trc

<インストール先フォルダ>は「4.2.3   広域管理サーバのバージョンアップ（156 ペー

ジ）」に記載されている手順 9 の[インストール先フォルダ]で指定したフォルダになりま

す。

デフォルトの場合は C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\log\RpRe
sourceMgr.trcとなります。

4.2.5   データベース更新

4.2.5.1   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. vDCA/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
\sql_rupdate

<インストールフォルダ>\FW\Manager\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。

<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)。

4.2.5.2   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. vDCA/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
\sql_rupdate

<任意のフォルダ>\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
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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)。

4.2.6   サービスガバナーのバージョンアップ

1. SSL 設定の反映

バージョン 2.2 以前の環境からバージョンアップした場合、SSL の再設定が必要です。

「2.14.5   アプリケーションサーバの SSL 設定（76 ページ）」を参照し SSL の再設定を実

施します。

また、「2.14.5   アプリケーションサーバの SSL 設定（76 ページ）」で設定したキースト

アファイルが <インストールフォルダ>\Tomcat 配下かつ、 <インストールフォルダ>
\Tomcat\conf では無い場合は、 キーストアファイルを元の位置にコピーしなおしてくだ

さい。

2. 設定ファイルの反映

バージョン 2.2 以降の環境の場合、本手順は不要です

「4.2.2   サービスガバナーのバックアップ（155 ページ）」で 任意の場所にバックアップ

したファイルを上書きします。

• 非クラスタの場合：

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf\vdcplugins\default.plugins

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

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\vDCApiKey.jks

• クラスタの場合：

[現用系]、[待機系]の双方で設定ファイルの上書きを行ってください。

4.2.7   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。）

4.2.8   標準ワークフローテンプレートの適用

1. 事前準備
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• 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 Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\Svc\Common\sg\Scenario\Template
\vDCA

3. 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\vDCA\GM\FW\Manager\bin"
> ScenarioCmd.exe ENABLE -E

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\vDCA\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。
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4.3   広域管理サーバ監視端末をバージョンアップす
る

4.3.1   広域管理サーバ監視端末のバージョンアップ

1. vDCA/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、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

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 AsRiCommon View

• WebSAM AssetSuite View

• 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 AsRiCommon View

• WebSAM AssetSuite View

• WebSAM vDC Automation View

バージョン 4.0 より前の環境の場合、[vDCGMSvc]のサービス配下の以下のコンポーネ

ントに[新規]が付与されていることを確認してください。

• WebSAM SystemManager G View

バージョン 4.0 以降の環境の場合、[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 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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

4.4   管理サーバをバージョンアップする

4.4.1   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

4.4.2   管理サーバのバージョンアップ

1. vDCA/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、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

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

• [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。
 

バージョン 4.0 より前の環境の場合、以下のコンポーネントに[新規]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 SystemManager G Manager

バージョン 4.0 以降の環境の場合、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 SystemManager G Manager

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。
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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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

4.4.3   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、

「4.4.3.1   ローカルデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=外部)（168 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、

「4.4.3.2   ローカルデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種別=同梱)（169 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、 「4.4.3.3   リモートデータベース更新(NetvisorProV 独自 DB 種
別=同梱)（170 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」
 

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

1. vDCA/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
\sql_rupdate

<インストールフォルダ>\FW\Manager\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。
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> 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)。

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

1. vDCA/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
\sql_rupdate

<任意のフォルダ>\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)。
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4.4.3.3   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. vDCA/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
\sql_rupdate

<任意のフォルダ>\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)。

4.4.4   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。）
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4.4.5   標準ワークフローテンプレートの適用

「4.2.8   標準ワークフローテンプレートの適用（163 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。

4.4.6   SigmaSystemCenter のバージョンアップ

注

SigmaSystemCenter のバージョンアップを始める前、および完了した後の注意事項、設定がありま

す。 ご使用の環境に応じて、「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」の 「3.2. インストー

ル (アップグレード) を始める前に」、 および「3.5. 管理サーバコンポーネントを アップグレードイ

ンストールした後に」を参照してください。
 

1. vDCA/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、

vDCAutomation 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

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. [SigmaSystemCenter マネージャ]を選択して、[実行(R)]をクリックします。

6.「SigmaSystemCenter セットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。

7. [次へ(N)>] をクリックします。

インストールするコンポーネントを選択する画面が表示されます。
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8. インストールするコンポーネントとして以下のすべてにチェックを入れ、[次へ(N) >] を
クリックします。

• SigmaSystemCenter

• ESMPRO/ServerManager 6.24

• DPM サーバ 6.8

• SystemMonitor 性能監視 5.12

• SystemProvisioning 6.8

「インストール先フォルダの選択」画面が表示されます。

9. コンポーネントのインストール先フォルダを、アップグレードインストール前に使用し

ていたパスに変更し、[次へ(N)>] をクリックします。

コンポーネントのインストール先フォルダの既定値は「C:\Program Files (x86)\NEC
\vDCA\MoM\SSC」です。
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「Windows ファイアウォールの指定」画面が表示されます。

10. Windows ファイアウォールの指定について、いずれかのラジオボタンを選択し、[次へ

(N) >] をクリックします。

「SigmaSystemCenter のインストール」画面が表示されます。

11. [インストール] をクリックします。

すべてのコンポーネントのインストール後、「完了」画面が表示されます。
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12. [今すぐ再起動する] を選択し、[完了(F)] をクリックします。システムが再起動されま

す。

4.4.7   SigmaSystemCenter のライセンス登録

「2.15.1   SigmaSystemCenter 機能へのライセンス登録（87 ページ）」  を参照して、

SigmaSystemCenter のライセンスを登録しなおしてください。

4.5   管理サーバ監視端末をバージョンアップする

4.5.1   管理サーバ監視端末のバージョンアップ

1. vDCA/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、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

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。
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• 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

バージョン 4.0 より前の環境の場合、以下のコンポーネントに[新規]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 SystemManager G View

バージョン 4.0 以降の環境の場合、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 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。

• 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 vDC 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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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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

4.6   VM 監視サーバをバージョンアップする

4.6.1   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__vDCRMProxy_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_103

4.6.2   VM 監視サーバのバージョンアップ

1. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。
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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、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

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 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。

• [View]配下のサービスで、サービス識別子の設定内容が[vDCRMProxy]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

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。
 

バージョン 2.2 より前の環境の場合、以下のコンポーネントに[新規]が付与されている

ことを確認してください。

• [Manager]-[サービス 103]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM vDC Automation Manager

バージョン 2.2 以降の環境の場合、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 103]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM vDC Automation Manager

バージョン 4.0 より前の環境の場合、以下のコンポーネントに[新規]が付与されている

ことを確認してください。

• [Manager]-[サービス 103]配下の以下のコンポーネント
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- WebSAM SystemManager G Manager

バージョン 4.0 以降の環境の場合、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 103]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM SystemManager G Manager

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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

4.6.3   データベース更新

4.6.3.1   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. vDCA/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
\sql_rupdate

<インストールフォルダ>\FW\Manager\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)。

4.6.3.2   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. vDCA/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
\sql_rupdate

<任意のフォルダ>\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)。

4.6.4   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_103

• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCRMProxy_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。）
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4.7   VM 監視サーバ監視端末をバージョンアップする

4.7.1   VM 監視サーバ監視端末のバージョンアップ

1. vDCA/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、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

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

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。

バージョン 4.0 より前の環境の場合、VM 監視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コンポーネントに[新規]が付与されていることを

確認してください。

バージョン 4.0 以降の環境の場合、VM 監視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。

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

• VM 監視サーバ監視端末のサービス識別子の既定値は[vDCRMSvc]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 VM 監視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 vDC Automation 統合インス

トーラの「VM 監視サーバ監視端末設定」画面で確認できます。
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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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

4.8   ID 管理サーバをバージョンアップする
ID 管理サーバ WebSAM SECUREMASTER のバージョンアップは、既存データの抽出、現

バージョンの ID 管理サーバのアンインストール、 新バージョンの ID 管理サーバのインス

トール、既存データの反映の手順で行います。

4.8.1   既存データの抽出

ID 管理サーバ上で、管理者権限でコマンドプロンプトを起動します。

edconfig コマンドでアクセス制御設定を OFF にします。 パスワードには ID 管理サーバ

(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードを入力します。 その後、作業用

ディレクトリを作成し、そのディレクトリに移動します。以下では、C:\tmp\sm ディレクト

リを作業用ディレクトリとします。
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> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -replace 
ldapAccessControl:OFF -apply
password? ******** ※(ID管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワー
ド)

-----------------------
コンフィグ情報を更新しました
replace ldapAccessControl:OFF

コマンドプロンプトから作業用ディレクトリで edmgrt コマンドを実行します。対話形式で

データの抽出を行います。 以下、対話形式での入力箇所※及び入力値を記載します。

> mkdir c:\tmp\sm
> cd /d c:\tmp\sm
> edmgrt
1: output directory data
2: input directory data
No.?(default: 1) ※1

### output work ###

hostname? (default: xxxx) localhost ※2
LDAP port (default: 389) 1389 ※3
Prefer IPv6?(y/n default:n) ※4
DN of root entry (default: c=JP ) ※5
Login DN (default: cn=ldapAdministrator,c=JP) ※6

password? ******** ※7

select configuration item
1: minimum
2: select
3: all
No.? (default: 1) ※8

output file path (default: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp
\1\edsldif)
C:\tmp\sm ※9

All directory data was outputted.

Now,would you like to load directory data?
(y/n)? (default: y) n ※10

Hit Any Key. ※11

番号 項目 値

1 No.? 何も入力せず Enter (デフォルト)

2 hostname? localhost

3 LDAP Port 1389

4 Prefer IPv6? 何も入力せず Enter (デフォルト)

5 DN of root entry 何も入力せず Enter (デフォルト)

6 Login DN 何も入力せず Enter (デフォルト)
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番号 項目 値

7 password? 現 ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者
ユーザのパスワード

8 select configuration item 1 (デフォルト)

9 output file path 作業用ディレクトリのフルパス

10 Now,would you like to load
directory data?

n

11 Hit Any Key. 何も入力せず Enter

コマンドプロンプトから作業用ディレクトリで以下のコマンドを実行します。パスワード

には ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードを入力しま

す。

> move old-entry.ldif old-entry.ldif.bk
    1 個のファイルを移動しました。
> edsearch -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -b c=JP -
s 2 -c 1.2.392.200003.2.3.6.15 -attr * -o old-entry.ldif
password? ********
 search entry count: xxxx

4.8.2   現バージョンの ID 管理サーバのアンインストール

「6.2.7   ID 管理サーバをアンインストールする（222 ページ）」 の手順に従って、WebSAM
SECUREMASTER のアンインストールを行います。

4.8.3   新バージョンの ID 管理サーバのインストール

「2.9.5   ID 管理サーバのインストール（53 ページ）」  の手順に従って、WebSAM
SECUREMASTER のインストールを行います。

「2.18.2   管理者ユーザのパスワードの変更（101 ページ）」 の手順に従って、新バージョン

の ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードを変更します。

管理者ユーザのパスワードは、アンインストールした ID 管理サーバ (WebSAM
SECUREMASTER)の管理者ユーザの同じパスワードにして変更して下さい。

注

新バージョンの ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードが、 アン

インストールした ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードと異な

る場合、次節の手順が正常に実施できません。 パスワードは同じものに変更して下さい。
 

4.8.4   既存データの反映

ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)上で、管理者権限でコマンドプロンプトを起動

し、 「4.8.1   既存データの抽出（181 ページ）」で作成した作業用ディレクトリに移動しま

す。 以下の手順では、作業用ディレクトリを C:\tmp\sm と想定します。
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> cd /d c:\tmp\sm

コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行します。パスワードには ID 管理サーバ

(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードを入力します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -replace 
ldapAccessControl:OFF -apply
password? ******** ID管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワード

-----------------------
コンフィグ情報を更新しました
replace ldapAccessControl:OFF

コマンドプロンプトから作業用ディレクトリで edmgrt コマンドを実行します。対話形式で

データの反映を行います。 以下、対話形式での入力箇所※及び入力値を記載します。

> edmgrt

1: output directory data
2: input directory data
No.?(default: 1) 2 ※1

### input work ###

hostname? (default: xxxx) localhost ※2
LDAP port (default: 389) 1389 ※3
Prefer IPv6?(y/n default:n) ※4
DN of root entry (default: c=JP ) ※5
Login DN (default: cn=ldapAdministrator,c=JP) ※6

password? ******** ※7
input file path (default: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1\edsldif)
c:\tmp\sm ※8

Completed. All directory data was inputted.

Hit Any Key. ※9

番号 項目 値

1 No.? 2

2 hostname? localhost

3 LDAP Port 1389

4 Prefer IPv6? 何も入力せず Enter (デフォルト)

5 DN of root entry 何も入力せず Enter (デフォルト)

6 Login DN 何も入力せず Enter (デフォルト)

7 password? 現 ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者
ユーザのパスワード

8 input file path 作業用ディレクトリのフルパス

9 Hit Any Key. 何も入力せず Enter
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コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行します。パスワードには ID 管理サーバ

(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワードを入力します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -replace 
ldapAccessControl:ON -apply

password? ******** ID管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)の管理者ユーザのパスワード

 コンフィグ情報を更新しました
 replace ldapAccessControl:ON

ID 管理サーバ(WebSAM SECUREMASTER)のビルトイン SSL 証明書以外の SSL 証明書を利

用している場合、当該 SSL 証明書の情報は上記手順では移行されません。 新 ID 管理サーバ

(WebSAM SECUREMASTER)において『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の

『8.2.4 SSL 証明書の設定』の手順従って、SSL 証明書の設定を行って下さい。

4.9   管理対象マシンをバージョンアップする
注

vDC Automation からすでに払い出している VM については、VM を管理する管理サーバをバージョ

ンアップ後、バージョンアップしてください。
 

4.9.1   管理対象マシン（Windows）

4.9.1.1   サービス停止

サービスが起動している場合、サービスを停止します。

• WebSAM UMF Operations Agent_104

4.9.1.2   管理対象マシン（Windows）のバージョンアップ

1. vDCA/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、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

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 Agent

• WebSAM AsRiCommon Agent

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。

• [Agent]-[サービス 104]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM AsRiCommon Agent

バージョン 4.0 より前の環境の場合、以下のコンポーネントに[新規]が付与されている

ことを確認してください。

• [Agent]-[サービス 104]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM SystemManager G Agent

バージョン 4.0 以降の環境の場合、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。

• [Agent]-[サービス 104]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM SystemManager G Agent

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、 「7.2.2   インス

トール時にエラーが発生する（237 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。

4.9.1.3   DPM クライアント（Windows）のバージョンアップ

注

DeploymentManager クライアントをインストールしていない場合、本章の手順は不要です。
 

1. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。
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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、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

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. [SigmaSystemCenter クライアント]を選択して、[実行(R)]をクリックします。

「SigmaSystemCenter セットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。

6. [次へ(N)>]をクリックします。

インストールするコンポーネントを選択する画面が表示されます。
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7. インストールするコンポーネントとして以下の全てにチェックを入れ、[次へ(N) >]をク

リックします。

• SigmaSystemCenter

• DPM クライアント 6.8

「Windows ファイアウォールの設定」画面が表示されます。

8. Windows ファイアウォールの指定について、いずれかのラジオボタンを選択し、[次へ

(N) >]をクリックします。

「DPM クライアント の設定」画面が表示されます。

9. DeploymentManager 管理サーバの IP アドレスを入力し、[次へ(N) >]をクリックします。

入力を省略した場合、インストール完了後、自動的に管理サーバを検索します。
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「SigmaSystemCenter のインストール」画面が表示されます。

10. [インストール]をクリックします。

すべてのコンポーネントのインストール後、「完了」画面が表示されます。

11. [完了(F)]をクリックします。

4.9.1.4   サービス起動

バージョンアップ前に以下のサービスが起動していた場合、サービスを起動します。

• WebSAM UMF Operations Agent_104

4.9.2   管理対象マシン（Linux）

4.9.2.1   サービス停止

サービスが起動している場合、サービスを停止します。

• WebSAM UMF Operations Agent_104

4.9.2.2   バージョンアップを実行する前の注意

実行する環境によっては、vDCA/NWA インストール DVD 上のファイルに実行権限がないた

め、実行できない場合があります。

このような場合、以下に示すコマンドを実行して vDCA/NWA インストール DVD の fw/
Linux ディレクトリ、Install/Linux ディレクトリをハードディスクの任意のディレクトリ配下

にコピーし、 chmod コマンドですべてのファイルの実行権限を与えてから install/Linux/
vDCAInst.sh を起動してください。
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# mkdir -p /tmp/media
# cd /mnt/dvd
# tar cvf - ./fw/Linux | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# tar cvf - ./install/Linux | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# tar cvf - ./ssc | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# cd /tmp/media
# chmod 755 -R .
# cd ./install/Linux
# ./vDCAInst.sh

4.9.2.3   管理対象マシン（Linux）のバージョンアップ

1. root アカウントでシステムにログインします。

2. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

3. 以下のコマンドを実行し、DVD をマウントします。

この例では、マウントポイントを「mnt/dvd」としています。

# mount /mnt/dvd

4. カレントディレクトリを変更します。

# cd /mnt/dvd/install/Linux

5. vDCAInst.sh を実行します。

# ./vDCAInst.sh

6. vDC Automation 統合インストーラが起動し、以下のような画面が表示されます。

注

インストール画面が乱れる場合、環境変数 TERM を vt100 に設定してインストーラを起動しな

おしてください。また、必要に応じて端末の表示サイズを拡大してください。
 

*************************************
vDC Automation Installer
*************************************

Welcome to vDC Automation installer.

1. Typical : installs all products necessary to the function type
of WebSAM vDC Automation you select.(Recommendation)

2. Custom : allows you to install the necessary products to the
function type of WebSAM vDC Automation separately.

Please select the operation.
(1:Typical 2:Custom q:quit program):
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2[Enter]を入力します。

(1:Typical 2:Custom q:quit program):2

7. 引き続き vDC Automation 統合インストーラの以下のような画面が表示されます。

*************************************
      vDC Automation Installer
*************************************

Please select the product which you'd like to install, and then
the product installation programs which you select starts.

1. WebSAM Media

2. SigmaSystemCenter Client

Please select the operation.
(1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):

1[Enter]を入力します。

(1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):1

8. 引き続き WebSAM メディアインストーラの以下のような画面が表示されます。

*************************************
    Welcome to WebSAM Media !!
*************************************

This program will install/uninstall products.

1. Install
2. Uninstall

Please select the operation.
(1:install 2:uninstall q:quit program):

1[Enter]を入力します。

(1:install 2:uninstall q:quit program):1

9. インストール可能なコンポーネントの一覧が表示されます。

--------
Products
--------

1 [ ] WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]
2 [ ] WebSAM SystemManager G Logical Agent Agent 9.0.0.0
3 [ ] WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 [ 3.2.1.17 ]

--------------------------------------------

第 4 章   バージョンアップする

191



Please select product(s) by entering numbers separated by commas.
[Example: 1, 3, 4]
(b:back q:quit program):

以下のコンポーネントを選択します。

• WebSAM SystemManager G Agent

• WebSAM AsRiCommon Agent

(b:back q:quit program):1, 3

10. インストールするコンポーネントの確認画面が表示されます。

------------
Confirmation
------------

1 [*] WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]
2 [ ] WebSAM SystemManager G Logical Agent Agent 9.0.0.0
7 [*] WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 [ 3.2.1.17 ]

--------------------------------------------
These product(s) will be installed, OK to continue?
(default:y y:yes n:no q:quit program):

y[Enter]を入力して続行します。

(default:y y:yes n:no q:quit program):y

11. インストールするコンポーネントの構成設定画面が表示されます。

---------------------
Installation settings
---------------------

Agent
      1 Service104
             1.1  WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]
             1.2  WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 [3.2.1.17]
      2 New Service
RelayManager
      3 New Service
Manager
      4 New Service
Other( Not Framework )
      5 WebSAM vDC Automation Managed machine components  5.0.0.0
      6 New Product

--------------------------------------------
(*) marked products or services objects require specific settings 
before
installation.
--------------------------------------------
Please select operation to perform from following commands.
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[Example: 's1' configure settings for first service listed above.]

(r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back q:quit program):

e[Enter]を入力します。

(a[n]:add r[n.n]:remove s[n]:setting v[n]:view c:clear b:back 
e:execute q:quit program):e

12. インストール確認画面が表示されます。

------------------
Final confirmation
------------------

Agent
      1 Service104
             1.1  WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 [ 8.0.0.0 ]
             1.2  WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 [ 3.2.1.17 ]

-------------------------------------------
Is it OK to start installation?
(default:y y:yes n:no q:quit program):

y[Enter]を入力します。

(default:y y:yes n:no q:quit program):y

13. インストール状況が表示され、 後にインストール結果が表示されます。エラーが発生

していないことを確認します。

WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 Preparing for Installation (1/2)
WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 Installation in progress (1/2)
check rcfile
WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 was successfully installed (1/2)
WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 Preparing for Installation (2/2)
WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 Installation in progress (2/2)
check rcfile
WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 was successfully installed (2/2)

--------------------------------------------
Installation result
--------------------------------------------
1 WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0 (Success)
2 WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17 (Success)
--------------------------------------------
Success:2, Failure:0

第 4 章   バージョンアップする

193



4.9.2.4   DPM クライアント（Linux）のバージョンアップ

注

DeploymentManager クライアントをインストールしていない場合、本章の手順は不要です。
 

1. root アカウントでシステムにログインします。

2. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

3. 以下のコマンドを実行し、DVD をマウントします。

この例では、マウントポイントを「mnt/dvd」としています。

# mount /mnt/dvd

4. カレントディレクトリを変更します。

# cd /mnt/dvd/install/Linux

5. vDCAInst.sh を実行します。

# ./vDCAInst.sh

6. vDC Automation 統合インストーラが起動し、以下のような画面が表示されます。

注

インストール画面が乱れる場合、環境変数 TERM を vt100 に設定してインストーラを起動しな

おしてください。また、必要に応じて端末の表示サイズを拡大してください。
 

*************************************
vDC Automation Installer
*************************************

Welcome to vDC Automation installer.

1. Typical : installs all products necessary to the function type
of WebSAM vDC Automation you select.(Recommendation)

2. Custom : allows you to install the necessary products to the
function type of WebSAM vDC Automation separately.

Please select the operation.
(1:Typical 2:Custom q:quit program):

2[Enter]を入力します。

(1:Typical 2:Custom q:quit program):2

7. 引き続き vDC Automation 統合インストーラの以下のような画面が表示されます。
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*************************************
      vDC Automation Installer
*************************************

Please select the product which you'd like to install, and then
the product installation programs which you select starts.

1. WebSAM Media

2. SigmaSystemCenter Client

Please select the operation.
(1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):

2[Enter]を入力します。

(1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):2

8. インストール状況が表示されます。

Start DPM Client Installer.

Stopping depagtd services:                                 [  OK  ]
Client service was stopped.
Service registration was canceled.
The starting script was deleted.
The countdown cancel command was deleted.
Uninstallation of client service was completed.

9. DeploymentManager 管理サーバの IP アドレス入力要求が表示されます。入力を省略し

た場合、インストール完了後、自動的に管理サーバを検索します。

Enter the IP address of the management server.
(If you omit the IP address, the DPM client service searches the 
management server automatically, but it might take some time.)
>

DeploymentManager 管理サーバの IP アドレス[Enter]を入力します。

Starting depagtd services:                                 [  OK  ]
Installation of client service was completed.

10. 管理対象マシンの設定を実施します。 管理対象マシンの設定は、 「2.19   管理対象マシ

ンの設定（104 ページ）」を参照してください。

4.9.2.5   サービス起動

バージョンアップ前に以下のサービスが起動していた場合、サービスを起動します。

• WebSAM UMF Operations Agent_104
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4.9.3   管理対象マシン（仮想基盤 VMware ESX 環境）

4.9.3.1   サービス停止

サービスが起動している場合、サービスを停止します。

• WebSAM UMF Operations Agent_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。）

4.9.3.2   管理対象マシン（仮想基盤 VMware ESX 環境）

vDC Automation 統合インストーラを起動し、[カスタム(C)]を選択して、WebSAM フレーム

ワークメディアインストーラを起動します。

WebSAM フレームワークメディアインストーラより、[インストール(I)]を選択し、「コンポー

ネントの選択」画面で下記製品を選択します。

製品名 タイプ

WebSAM SystemManager G Agent

バージョン 4.0 より前の環境の場合、「製品のインストール設定」画面にて、選択した製品

名に[新規]が付与されていることを確認し、インストールを行ってください。

バージョン 4.0 以降の環境の場合、「製品のインストール設定」画面にて、選択した製品名

に[更新]が付与されていることを確認し、インストールを行ってください。

インストール手順の詳細は、 「2.13.5   管理エージェントのインストール（68 ページ）」 を
参照してください。

4.9.3.3   サービス起動

バージョンアップ前に以下のサービスが起動していた場合、サービスを起動します。

• WebSAM UMF Operations Agent_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。）

4.9.4   管理対象マシン（仮想基盤 Hyper-V 環境）

4.9.4.1   サービス停止

サービスが起動している場合、サービスを停止します。

• WebSAM UMF Operations Agent_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。）
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4.9.4.2   管理対象マシン（仮想基盤 Hyper-V 環境）

vDC Automation 統合インストーラを起動し、[カスタム(C)]を選択して、WebSAM フレーム

ワークメディアインストーラを起動します。

WebSAM フレームワークメディアインストーラより、[インストール(I)]を選択し、「コンポー

ネントの選択」画面で下記製品を選択します。

製品名 タイプ

WebSAM SystemManager G Agent

バージョン 4.0 より前の環境の場合、「製品のインストール設定」画面にて、選択した製品

名に[新規]が付与されていることを確認し、インストールを行ってください。

バージョン 4.0 以降の環境の場合、「製品のインストール設定」画面にて、選択した製品名

に[更新]が付与されていることを確認し、インストールを行ってください。

インストール手順の詳細は、 「2.13.5   管理エージェントのインストール（68 ページ）」 を
参照してください。

4.9.4.3   サービス起動

バージョンアップ前に以下のサービスが起動していた場合、サービスを起動します。

• WebSAM UMF Operations Agent_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。）
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第 5 章   
Network Automation からアップグレード
する
本章では、Network Automation から vDC Automation へ各機能をアップグレードする手順につ

いて説明します。

目次

5.1  広域管理サーバをアップグレードする...............................................................................199

5.2  広域管理サーバ監視端末をアップグレードする ...............................................................200

5.3  管理サーバをアップグレードする.......................................................................................200

5.4  管理サーバ監視端末をアップグレードする .......................................................................202

5.5  ID 管理サーバをアップグレードする .................................................................................202
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5.1   広域管理サーバをアップグレードする

5.1.1   事前準備

vDC Automation の広域管理サーバとして動作に必要な事前準備をします。

詳細は、 「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 ページ）」、 「2.3.1   広域管

理サーバに導入するコンポーネント（19 ページ）」～ 「2.3.3   Windows ファイアウォールの

設定（20 ページ）」を参照してください。

既に設定済みの内容については、再設定は不要です。

5.1.2   アップグレードライセンスの登録

vDC Automation ご購入時に送付されている vDC Automation アップグレードライセンスの、

ライセンスキーを運用管理機能へ登録します。 コードワード申請については、アップグ

レード後に実施してください。

5.1.3   広域管理サーバのアップグレード

広域管理サーバのアップグレードは、Network Automation 統合インストーラで各コンポーネ

ントのバージョンアップ後、 vDC Automation 統合インストーラで上書きインストールする

ことで行います。

1. Network Automation 統合インストーラを起動し、広域管理サーバをバージョンアップし

てください。

詳細は、『Network Automation インストレーションガイド』の 『3.1 広域管理サーバを

バージョンアップする』を参照してください。

2. vDC Automation 統合インストーラを起動し、インストール機能選択画面で[広域管理

サーバ]を選択し、 [各機能を構成するコンポーネントの上書きインストールを実施す

る]のチェックボックスにチェックを入れて、インストールを行ってください。

詳細は、「2.3.4   インストールを実行する前の注意（21 ページ）」、 「2.3.5   広域管理サー

バのインストール（21 ページ）」を参照してください。

5.1.4   広域管理サーバの登録と設定

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アップグレードインストール後に行いま

す。

必ず「2.14.7.1   会社の新規登録（81 ページ）」 の実施より前にライセンスの登録を実施して

ください。

「5.2   広域管理サーバ監視端末をアップグレードする（200 ページ）」を参照してください。
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「4.2.8   標準ワークフローテンプレートの適用（163 ページ）」を参照して標準ワークフロー

テンプレートを登録してください。

広域管理サーバの設定は、「2.14   広域管理サーバの登録と設定（71 ページ）」を参照して以

下の設定を行ってください。

• 「2.14.7   資産管理機能の初期設定（81 ページ）」

• 「2.14.7.1   会社の新規登録（81 ページ）」

• 「2.14.7.2   エージェント環境設定（82 ページ）」

• 「2.14.8   運用管理機能の初期設定（84 ページ）」

ライセンス登録、及び、コードワード申請については、AssetSuite と、アップグレード前に

事前に登録したアップグレードライセンスのみ実施してください。

5.2   広域管理サーバ監視端末をアップグレードする

5.2.1   広域管理サーバ監視端末のアップグレード

広域管理監視端末サーバのアップグレードは、Network Automation 統合インストーラで各コ

ンポーネントのバージョンアップ後、 vDC Automation 統合インストーラで上書きインス

トールすることで行います。

1. Network Automation 統合インストーラを起動し、広域管理サーバ監視端末をバージョン

アップしてください。

詳細は、『Network Automation インストレーションガイド』の 『3.2 広域管理サーバ監視

端末をバージョンアップする』を参照してください。

2. vDC Automation 統合インストーラを起動し、インストール機能選択画面で[広域管理

サーバ監視端末]を選択し、 [各機能を構成するコンポーネントの上書きインストールを

実施する]のチェックボックスにチェックを入れて、インストールを行ってください。

詳細は、「2.4.2   インストールを実行する前の注意（27 ページ）」、 「2.4.3   広域管理サー

バ監視端末のインストール（27 ページ）」を参照してください。

5.3   管理サーバをアップグレードする

5.3.1   事前準備

vDC Automation の管理サーバとして動作に必要な事前準備をします。

詳細は、 「2.2   事前にインストールが必要なソフトウェア（10 ページ）」、 「2.5   管理サー

バをインストールする（30 ページ）」～ 「2.5.7   インストールを実行する前の注意（33 ペー

ジ）」を参照してください。
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既に設定済みの内容については、再設定は不要です。

5.3.2   管理サーバのアップグレード

管理サーバのアップグレードは、Network Automation 統合インストーラで各コンポーネント

のバージョンアップ後、 vDC Automation 統合インストーラで上書きインストールすること

で行います。

1. Network Automation 統合インストーラを起動し、管理サーバをバージョンアップしてく

ださい。

詳細は、『Network Automation インストレーションガイド』の 『3.3 管理サーバをバー

ジョンアップする』を参照してください。

2. vDC Automation 統合インストーラを起動し、インストール機能選択画面で[管理サーバ]
を選択し、 [各機能を構成するコンポーネントの上書きインストールを実施する]の
チェックボックスにチェックを入れて、インストールを行ってください。

詳細は、「2.5.7   インストールを実行する前の注意（33 ページ）」、 「2.5.8   管理サーバ

のインストール（34 ページ）」を参照してください。

なお、アップグレードインストール時は、下記設定項目について設定可能です。必要に応じ

て設定をしてください。

• VM 監視サーバ/エージェントとの通信ポート

• ESMPRO/ServerManager 設定 - アドミニストレータ名

• ESMPRO/ServerManager 設定 - パスワード

• DeploymentManager 設定 - 管理サーバ IP アドレス

5.3.3   管理サーバの登録と設定

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アップグレードインストール後に行います。

「5.4   管理サーバ監視端末をアップグレードする（202 ページ）」を参照してください。

標準ワークフローテンプレートをインポートしてください。

管理サーバの設定は、「2.15   管理サーバの登録と設定（87 ページ）」を参照して以下の設定

を行ってください。

• 「2.15.5   運用管理機能の初期設定（91 ページ）」

• 「2.15.6   管理サーバ性能監視の監視定義設定（91 ページ）」

• 「2.15.8   統計情報の蓄積期間設定（93 ページ）」

ライセンス登録については、SigmaSystemCenter 機能のみ実施してください。
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5.4   管理サーバ監視端末をアップグレードする

5.4.1   管理サーバ監視端末のアップグレード

管理監視端末サーバのアップグレードは、Network Automation 統合インストーラで各コン

ポーネントのバージョンアップ後、 vDC Automation 統合インストーラで上書きインストー

ルすることで行います。

1. Network Automation 統合インストーラを起動し、管理サーバ監視端末をバージョンアッ

プしてください。

詳細は、『Network Automation インストレーションガイド』の 『3.4 管理サーバ監視端末

をバージョンアップする』を参照してください。

2. vDC Automation 統合インストーラを起動し、インストール機能選択画面で[管理サーバ

監視端末]を選択し、 [各機能を構成するコンポーネントの上書きインストールを実施す

る]のチェックボックスにチェックを入れて、インストールを行ってください。

詳細は、「2.6.2   インストールを実行する前の注意（40 ページ）」、 「2.6.3   管理サーバ

監視端末のインストール（40 ページ）」を参照してください。

5.5   ID 管理サーバをアップグレードする

5.5.1   レジストリの変更

以下のレジストリキーの InstType の値を NWA から VDCA へ変更します。

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\SecureMaster
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第 6 章   
アンインストールを実行する
本章では、vDC 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

6.1  アンインストールを始める前に ..........................................................................................204

6.2  Windows にインストールした各機能をアンインストールする........................................204

6.3  Linux にインストールした機能をアンインストールする .................................................227
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6.1   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。

6.1.1   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。

• Windows Server 2008 上でアンインストールを実行すると、「ユーザ アカウント制御」画

面が表示される場合があります。その場合、[許可]をクリックして続行してください。

6.2   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。

6.2.1   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\vDCA\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\vDCA\GM\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI
 

3. vDCA/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、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
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5. インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

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、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 AsRiCommon Manager

- WebSAM AssetSuite Manager

- WebSAM SystemManager G Manager

- WebSAM vDC Automation Manager

- WebSAM MCOperations Manager

（WebSAM MCOperations Manager は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョン

アップした場合のみ表示されます。）

• [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
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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。
 

• [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

- WebSAM vDC Automation Portal

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。
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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. アプリケーションサーバ（Tomcat）のサービスを削除します。

「9.（206 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" remove 
ServiceGovernor

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\vDCA\GM\FW\Tools

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\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. バージョン 2.2 より前の環境をバージョンアップしている場合、コントロールパネルの

[プログラムと機能]で、 以下のコンポーネントをアンインストールします。

• WebOTX Application Server Express
WebOTX 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\vDCA\GM\FW\Tools

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\WebOTX

15. 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。 「6.2.11   SQL Server をアンインストー

ルする（226 ページ）」を参照し、 SQL Server をアンインストールしてください。

16. 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。 「6.2.10   SQL Server クライア

ントツールをアンインストールする（225 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。

17. 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
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• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\APServer

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\Portal

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst
\ServiceGovernor

18. 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。

6.2.2   広域管理サーバ監視端末をアンインストールする

1. vDCA/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、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

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. 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 AsRiCommon View

- WebSAM AssetSuite View

- WebSAM SystemManager G View

- WebSAM vDC Automation View

- WebSAM MCOperations View

（WebSAM MCOperations View は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョン

アップした場合のみ表示されます。）

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\GM_SVC
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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。

6.2.3   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、『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の 『16.2 管理サーバを削除す

る』の手順を実施してください。
 

1. DeploymentManager のすべてのサービスを停止します。

2. コントロールパネルの[プログラムと機能]で [SigmaSystemCenter]を選択し、[アンインス

トールと変更]をクリックします。

「SigmaSystemCenter アンインストールウィザードへようこそ」画面が表示されます。

3. [次へ(N)>]をクリックします。

アンインストールするコンポーネントを選択する画面が表示されます。
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4. アンインストールするコンポーネントとして以下の全てにチェックを入れ、[次へ(N) >]
をクリックします。

• SigmaSystemCenter

• SystemProvisioning 6.8

• SystemMonitor 性能監視 5.12

• DPM サーバ 6.8

• ESMPRO/ServerManager 6.35

「SystemProvisioning の設定」画面が表示されます。

5. Windows ファイアウォールの例外リストからのポート削除について、どちらかのラジオ

ボタンを選択し、[次へ(N) >]をクリックします。
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「ESMPRO/ServerManager の設定」画面が表示されます。

6. 更新パッケージ保存フォルダの削除について、どちらかのラジオボタンを選択し、[次へ

(N) >]をクリックします。

「SigmaSystemCenter のアンインストール」画面が表示されます。

7. [アンインストール(U)]をクリックします。

すべてのコンポーネントのアンインストール後、「完了」画面が表示されます。

注

ESMPRO/ServerManager のアンインストール完了後、環境によっては 「このプログラムは正し

くアンインストールされなかった可能性があります」というメッセージが表示される場合があ

ります。 アンインストールは正常に完了していますので、[このプログラムは正しくアンイン

ストールされました]、または[キャンセル]をクリックして終了してください。
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8. システムの再起動を促すダイアログボックスが表示された場合は、システムを再起動し

ます。

9. 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

10. 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\vDCA\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\vDCA\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

11. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

12. 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、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

13. インストーラが起動します。

14. [カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

15. [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。

16. [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。

17. 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。
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• [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

- WebSAM MCOperations Manager

（WebSAM MCOperations Manager は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョン

アップした場合のみ表示されます。）

• [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。
 

18. [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。

19. [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。

20. [完了(F)]をクリックします。

21. 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。 「6.2.11   SQL Server をアンインストールする（226
ページ）」を参照し、 SQL Server をアンインストールしてください。

22. 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。 「6.2.10   SQL Server クライアントツールをア

ンインストールする（225 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。

23.「2.14.6   サービスガバナーのプロパティファイル設定（78 ページ）」 で設定した当該の

管理サーバの設定項目を削除し、下記のコマンドを広域管理サーバ上で実行して変更を

反映してください。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat properties reload
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24. 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

25. 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。

6.2.4   管理サーバ監視端末をアンインストールする

1. vDCA/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、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

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

• WebSAM MCOperations View

（WebSAM MCOperations View は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョンアップ

した場合のみ表示されます。）

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 vDC 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。

 

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。
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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。

6.2.5   VM 監視サーバをアンインストールする

注

本手順を行う前に、『vDC Automation コンフィグレーションガイド』の 『16.4 VM 監視サーバを削

除する』の手順を実施してください。
 

1. 以下のサービスを停止します。

• WebSAM UMF Operations Web Service__vDCRMProxy_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_103

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\vDCA\RM\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>

3. vDCA/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、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

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。
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• [Manager]-[サービス 103]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM SystemManager G Manager

- WebSAM vDC Automation Manager

- WebSAM MCOperations Manager

（WebSAM MCOperations Manager は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョン

アップした場合のみ表示されます。）

• [View]配下のサービスで、サービス識別子の設定内容が[vDCRMProxy]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

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. VM 監視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。 「6.2.11   SQL Server をアンインストールする

（226 ページ）」を参照し、 SQL Server をアンインストールしてください。

14. DBMS を VM 監視サーバと別サーバ化していた場合に、VM 監視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、 VM 監視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。 「6.2.10   SQL Server クライア

ントツールをアンインストールする（225 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.「2.14.6   サービスガバナーのプロパティファイル設定（78 ページ）」 で設定した当該の

VM 監視サーバの設定項目を削除し、下記のコマンドを広域管理サーバ上で実行して変

更を反映してください。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat properties reload

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\RM
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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。

6.2.6   VM 監視サーバ監視端末をアンインストールする

1. vDCA/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、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

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. VM 監視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
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• WebSAM MCOperations View

（WebSAM MCOperations View は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョンアップ

した場合のみ表示されます。）

「アンインストール確認」画面が表示されます。

注

• VM 監視サーバ監視端末のサービス識別子の既定値は[vDCRMSvc]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 VM 監視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 vDC Automation 統合インス

トーラの「VM 監視サーバ監視端末設定」画面で確認できます。

 

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\RM_SVC_<
サービス識別子>
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注

VM 監視サーバ監視端末のサービス識別子の既定値は[vDCRMSvc]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 VM 監視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。

6.2.7   ID 管理サーバをアンインストールする

• リモートデスクトップセッションホストサーバとなっているマシンで ID 管理サーバを

アンインストールする場合

ヒント

[コントロール パネル]-[プログラム]画面を確認し、「リモート デスクトップ サーバーへのアプ

リケーションのインストール」が存在しない場合、リモート デスクトップ サービスが構成さ

れておりません。 「リモートデスクトップセッションホストサーバとなっていないマシンで

ID 管理サーバをアンインストールする場合」の手順を実施してください。
 

(以下は Windows Server 2008 R2 の場合の例です)

1. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

2. [スタート] メニューから[コントロールパネル(C)] － [リモートデスクトップサー

バーへのアプリケーションのインストール] を選択します。

3.「フロッピーディスクまたは CD-ROM からのインストール」画面が表示されます。

[次へ(N)] をクリックします。

4.「インストールプログラムの実行」画面が表示されます。以下のコマンドを指定し、

[次へ(N)] をクリックします。

> <インストール DVD>:\securemaster\sminstaller.exe -v -uninstall vdc

5. アンインストール処理が開始されます。以下のメッセージが表示されれば完了で

す。

Reading ini file...
Checking ini file...
Uninstalling EIM...
Uninstalling EFT...
Uninstalling EDS...

• リモートデスクトップセッションホストサーバとなっていないマシンで ID 管理サーバ

をアンインストールする場合

1. vDCA/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を開き、以下のコマンドを実行します。
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> <インストール DVD>:\securemaster\sminstaller.exe -v -uninstall vdc
3. アンインストール処理が開始されます。以下のメッセージが表示されれば完了で

す。

Reading ini file...
Checking ini file...
Uninstalling EIM...
Uninstalling EFT...
Uninstalling EDS...

アンインストール処理が完了したら以下を実施してください。

1.「2.9.5   ID 管理サーバのインストール（53 ページ）」 で指定した ID 管理サーバ WebSAM
SECUREMASTER のインストールフォルダを削除します。 デフォルトのインストール

フォルダは以下です。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM

2. 以下のレジストリを削除してください。

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\vDCAInst\SecureMaster

6.2.8   管理対象マシンをアンインストールする

注

DeploymentManager クライアントをインストールしている場合は手順１から、インストールしてい

ない場合は手順 5 から始めてください。
 

1. コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]で [DeploymentManager]を選択し、アン

インストール操作を開始します。

2. [DeploymentManager セットアップタイプ]画面が表示されますので、[アンインストール]
を選択して[次へ(N)>]をクリックします。

3. 確認ダイアログが表示されるので[OK]をクリックし、アンインストールを開始します。

4. 完了メッセージが表示されるとアンインストールは完了です。

5. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

6. 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、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

7. インストーラが起動します。

8. [カスタム(C)]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

9. [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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10. [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。

11. 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。

• [Agent]-[サービス 104]配下の以下のコンポーネント

- WebSAM SystemManager G Agent

- WebSAM AsRiCommon Agent

- WebSAM MCOperations Agent

（WebSAM MCOperations Agent は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョン

アップした場合のみ表示されます。）

12. [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。

13. [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。

14. [完了(F)]をクリックします。

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\AG

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。

注

この仮想マシンを再度 vDC Automation に VM イメージとして持ち込む場合は、アンインストール

後に残る以下のファイル(.WebSAMUMFID)を削除する必要があります。

• 32 ビット環境の場合

%CommonProgramFiles%\NEC\WebSAM\Framework\.WebSAMUMFID

• 64 ビット環境の場合

%CommonProgramFiles(x86)%\NEC\WebSAM\Framework\.WebSAMUMFID
 

6.2.9   管理エージェントをアンインストールする

1. vDCA/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、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

3. インストーラが起動します。
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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。

• WebSAM SystemManager G Agent

• WebSAM MCOperations Agent

（WebSAM MCOperations Agent は、バージョン 4.0 より前の環境をバージョンアップ

した場合のみ表示されます。）

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. 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。

注

この仮想マシンを再度 vDC Automation に VM イメージとして持ち込む場合は、アンインストール

後に残る以下のファイル(.WebSAMUMFID)を削除する必要があります。

• 32 ビット環境の場合

%CommonProgramFiles%\NEC\WebSAM\Framework\.WebSAMUMFID

• 64 ビット環境の場合

%CommonProgramFiles(x86)%\NEC\WebSAM\Framework\.WebSAMUMFID
 

6.2.10   SQL Server 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、VM 監視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。

他のコンポーネントから SQL Server を使用しない場合に、SQL Server 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。
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「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

6.2.11   SQL Server をアンインストールする

広域管理サーバ、管理サーバ、VM 監視サーバから SQL Server 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 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。

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。
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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

6.2.12   VMware vSphere PowerCLI をアンインストールする

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 [VMware vSphere
PowerCLI]を選択し、[アンインストール]をクリックします。

2. アンインストールの確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

3.「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[VMware VIX]を選択し、

[アンインストール]をクリックします。

4. アンインストールの確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

6.3   Linux にインストールした機能をアンインストー
ルする

6.3.1   アンインストールを実行する前の注意

実行する環境によっては、vDCA/NWA インストール DVD 上のファイルに実行権限がないた

め、実行できない場合があります。

このような場合、以下に示すコマンドを実行して vDCA/NWA インストール DVD の fw/
Linux ディレクトリ、 Install/Linux ディレクトリをハードディスクの任意のディレクトリは

以下にコピーし、 chmod コマンドですべてのファイルの実行権限を与えてから install/Linux/
vDCAInst.sh を起動してください。

# mkdir -p /tmp/media
# cd /mnt/dvd
# tar cvf - ./fw/Linux | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# tar cvf - ./install/Linux | (cd /tmp/media; tar vxf -)
# cd /tmp/media
# chmod 755 -R .
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# cd ./install/Linux
# ./vDCAInst.sh

6.3.2   管理対象マシンのアンインストール

管理対象マシン（Linux）のコンポーネントをアンインストールする手順を説明します。

1. root アカウントでシステムにログインします。

2. vDCA/NWA インストール DVD を DVD ドライブに挿入します。

3. 以下のコマンドを実行し、DVD をマウントします。

この例では、マウントポイントを「mnt/dvd」としています。

# mount /mnt/dvd

4. カレントディレクトリを変更します。

# cd /mnt/dvd/install/Linux

5. vDCAInst.sh を実行します。

# ./ vDCAInst.sh

6. インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

注

インストール画面が乱れる場合、環境変数 TERM を vt100 に設定してインストーラを起動しな

おしてください。
 

*************************************
vDC Automation Installer
*************************************

Welcome to vDC Automation installer.

1. Typical : installs all products necessary to the function type
             of WebSAM vDC Automation you select.(Recommendation)

2. Custom : allows you to install the necessary products to the
            function type of WebSAM vDC Automation separately.

Please select the operation.
(1:Typical 2:Custom q:quit program):

1[Enter]を入力します。

(1:Typical 2:Custom q:quit program):1

7. 以下のような画面が表示されます。
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*************************************
Welcome to WebSAM vDC Automation !!
*************************************

This program will install/uninstall products.

2. Uninstall

Please select the operation.
(2:uninstall q:quit program):

2[Enter]を入力します。

(2:uninstall q:quit program):2

8. インストールされているコンポーネントの一覧が表示されます。

-----------------
Installed products
-----------------
    Agent
        1 Service104
        1.1 WebSAM SystemManager G Agent 9.0.0.0
        1.2 WebSAM AsRiCommon Agent 3.2.1.17
    Other
        2 WebSAM vDC Automation Managed machine components
--------------------------------------------
Please select product(s) by entering numbers separated by commas.
[Example: 1.1, 2.1]
(v[n]:view b:back q:quit program):

以下の通り、WebSAM vDC Automation Managed machine components を選択します。

(v[n]:view b:back q:quit program):2

注

Service 104 配下に WebSAM MCOperations Agent が表示される場合があります。 表示された場

合、「10.（230 ページ）」以降の手順も実施してください。
 

9. アンインストールするコンポーネントの確認画面が表示されます。

------------------
Final confirmation
------------------
    Other
        2 WebSAM vDC Automation Managed machine components
-------------------------------------------
Is it OK to start uninstallation?
(y:yes n:no q:quit program):

y[Enter]を入力します。
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(y:yes n:no q:quit program):

選択したコンポーネントがアンインストールされます。

注

この仮想マシンを再度 vDC Automation に VM イメージとして持ち込む場合は、アンインス

トール後に残る以下のファイル(.WebSAMUMFID)を削除する必要があります。

/var/opt/WebSAM/Framwork/.WebSAMUMFID
 

10. バージョン 4.0 より前の環境をバージョンアップし、 「8.（229 ページ）」で Service 104
配下に WebSAM MCOperations Agent が表示されていた場合、vDCAInst.sh を実行しま

す。 バージョン 4.0 以降の環境を新規インストールし、Service 104 配下に WebSAM
MCOperations Agent が表示されていなかった場合、以降の手順は不要です。

# ./ vDCAInst.sh

11. インストーラが起動し、以下の画面が表示されます。

注

インストール画面が乱れる場合、環境変数 TERM を vt100 に設定してインストーラを起動しな

おしてください。
 

*************************************
vDC Automation Installer
*************************************

Welcome to vDC Automation installer.

1. Typical : installs all products necessary to the function type
             of WebSAM vDC Automation you select.(Recommendation)

2. Custom : allows you to install the necessary products to the
            function type of WebSAM vDC Automation separately.

Please select the operation.
(1:Typical 2:Custom q:quit program):

2[Enter]を入力します。

(1:Typical 2:Custom q:quit program):2

12. 引き続き vDC Automation 統合インストーラの以下のような画面が表示されます。

*************************************
      vDC Automation Installer
*************************************

Please select the product which you'd like to install, and then
the product installation programs which you select starts.

1. WebSAM Media
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2. SigmaSystemCenter Client

Please select the operation.
(1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):

1[Enter]を入力します。

(1:WebSAM Media 2:SigmaSystemCenter q:quit program):1

13. 引き続き WebSAM メディアインストーラの以下のような画面が表示されます。

*************************************
    Welcome to WebSAM Media !!
*************************************

This program will install/uninstall products.

1. Install
2. Uninstall

Please select the operation.
(1:install 2:uninstall q:quit program):

2[Enter]を入力します。

(1:install 2:uninstall q:quit program):2

14. インストールされているコンポーネントの一覧が表示されます。

-----------------
Installed products
-----------------
    Agent
        1 Service104
        1.1 WebSAM MCOperations Agent 4.3.0.1

--------------------------------------------
Please select product(s) by entering numbers separated by commas.
[Example: 1.1, 2.1]
(v[n]:view b:back q:quit program):

以下の通り、WebSAM MCOperations Agent を選択します。

(v[n]:view b:back q:quit program):1

15. アンインストールするコンポーネントの確認画面が表示されます。

------------------
Final confirmation
------------------
    Agent
        1 Service
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        1.1 WebSAM MCOperations Agent 4.3.0.1
-------------------------------------------
Is it OK to start uninstallation?
(y:yes n:no q:quit program):

y[Enter]を入力します。

(y:yes n:no q:quit program):

選択したコンポーネントがアンインストールされます。
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第 7 章   
トラブルシューティング
本章では、vDC 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

7.1  SigmaSystemCenter のトラブルシューティング .................................................................234

7.2  インストーラのトラブルシューティング ...........................................................................235

7.3  運用管理機能、資産管理機能のトラブルシューティング................................................239
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7.1   SigmaSystemCenter のトラブルシューティング

7.1.1   ESMPRO/ServerManager インストール / アンインストール
時のメッセージについて

• [現象]

Windows Server 2008 R2 において ESMPRO/ServerManager のインストールまたはアンイ

ンストールを実行すると、 エクスプローラが動作を停止したとのメッセージが表示され

る場合があります。

• [メッセージ]

エクスプローラは動作を停止しました

• [原因]

インストールソフトウェアとの互換問題により発生します。

• [対処方法]

対処は必要ありません。インストールまたはアンインストールは正常に完了しており、

システムに影響はありません。

7.1.2   ESMPRO/ServerManager アンインストール後のメッセージ
について

• [現象]

ESMPRO/ServerManager のアンインストール後、初回再起動時に以下のエラーメッセー

ジが表示される場合があります。

• [メッセージ]

'setup.exe' が見つかりません。名前を正しく入力したかどうかを確認してから、やり直し

てください。 ファイルを検索するには、[スタート] をクリックしてから、[検索] をク

リックしてください。

• [原因]

InstallShield 2008 の不具合により発生します。

• [対処方法]

対処は必要ありません。アンインストールは正常に完了しており、システムに影響はあ

りません。
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7.1.3   Windows Server 2008 管理サーバにインストール後、Web コ
ンソールが起動できない

• [現象]

Windows Server 2008 管 理 サ ー バ に vDC Automation を イ ン ス ト ー ル 後 、

SystemProvisioning Web コンソールが起動できない場合がある。

• [メッセージ]

ご使用のブラウザは JavaScript が無効に設定されています。

• [原因]

vDC Automation のインストール前に、「Web サーバー (IIS)」の [役割サービス] に [静的

なコンテンツ] を追加しなかったことで、 IIS にデプロイされた vDC Automation Web コ
ンソール向けの StaticFile のハンドラが適切に設定されないため。

• [対処方法]

初に、「Web サーバー (IIS)」の [役割サービス] で、[静的なコンテンツ] がインストー

ル済みとなっていることを確認してください。 インストールされていない場合は、[役
割サービスの追加] をクリックして、[静的なコンテンツ] のインストールを実施してく

ださい。

次に、以下の手順に従って StaticFile のハンドラを追加してください。

1. [スタート] メニューから [管理ツール] － [インターネットインフォメーションサー

ビス(IIS) マネージャー] を選択し、インターネットインフォメーションサービス

(IIS) マネージャーを起動します。

2. 左側のツリービューで [(既定値: マシン名)] ノードから、 [サイト] － [Default
WebSite] － [Provisioning] を選択して、「/Provisioning ホーム」を開きます。

3. [ハンドラマッピング] アイコンをダブルクリックして開きます。

4. [StaticFile] をダブルクリック、もしくは右クリックし [編集(E)…] をクリックする

と、「モジュールマップの編集」画面が表示されます。

5.「モジュールマップの編集」画面の [モジュール(M):] に、"StaticFileModule" があるか

確認します。ない場合は追加します。

6. [OK] をクリックします。

7.2   インストーラのトラブルシューティング

7.2.1   管理サーバのインストールで再起動を要求される

• [現象]

管理サーバのインストール中にシステム再起動を要求される。
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• [原因]

管理サーバの SigmaSystemCenter コンポーネントのインストールにおいては、再起動が

必要なケースがあるため。

• [対処方法]

.Net Framework 4.7.2 がインストールできているか確認してください。 .Net Framework
4.7.2 のインストールについては 「2.2.4   .NET Framework 4.7.2 をインストールする（12
ページ）」 を参照してください。

.Net Framework 4.7.2 のインストールを行った後に、再度、vDC Automation 統合インス

トーラを起動して、管理サーバのインストールを行ってください。

• [現象]

管理サーバのインストール中にシステム再起動を要求される。
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• [原因]

管理サーバの SigmaSystemCenter コンポーネントのインストールにおいては、再起動が

必要なケースがあるため。

• [対処方法]

システム再起動を行った後に、再度、vDC Automation 統合インストーラを起動して、管

理サーバのインストールを行ってください。

7.2.2   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。

SigmaSystemCenter と DeploymentManager ク ラ イ ア ン ト の エ ラ ー に つ い て は 、

『SigmaSystemCenter インストレーションガイド』を参照してください。

エラーコード 内容 原因 / 対処

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。
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エラーコード 内容 原因 / 対処

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 － 「7.2.3   障害情報を採取する（238 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。

7.2.3   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。

• [Windows での手順]

- 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\vDCA\GM の場合、C:\Program Files (x86)\NEC
\vDCA となります。
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複数機能を同時インストールした場合、 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、vDCAInstall.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。

• [Linux での手順]

1. システムに root でログインします。

2. 以下のコマンドを実行します。

# cd /tmp
# tar czvf WEBSAM_FW_LOG.tar.gz WEBSAM_FW_LOG

3. 作成された/tmp/WEBSAM_FW_LOG.tar.gz 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。

7.3   運用管理機能、資産管理機能のトラブルシュー
ティング

7.3.1   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。

7.3.2   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。

7.3.3   [資産管理]ノードのコンテキストメニューが表示されない

• [現象]

資産管理機能の監視端末起動後、ツリービューの[資産管理]ノードを右クリックしても、

コンテキストメニューが表示されない。
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• [原因]

以下の原因が考えられます。それぞれの原因に対する対処が必要となります。

- データベースの設定が完了していない。

- データベースへの接続がタイムアウトしている。

環境によってはデータベースへの接続処理がタイムアウトしている可能性がありま

す。この場合は、以下の手順でタイムアウト設定を調整してください。

1. 設定ファイルを編集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sg\AsTopology
\AsTopologyMgr.ini を メモ帳等のテキストエディタで開き、下記の設定値を変更

します。

[DBReConnect]
RetryConnectCount=1
RetryWaitTime=10000

2. 各設定項目について説明します。

設定項目 説明

RetryConnectCou
nt

データベースへの接続に失敗した際のリトライ回数を指定します。既定
値は 1 です。

RetryWaitTime 接続処理がタイムアウトするまでの待ち時間を設定します。 設定値を
大きくしすぎると、起動が遅くなる可能性があります。既定値は 10000
で、単位はミリ秒です。
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3. 編集終了後、以下のサービスを再起動します。

* WebSAM UMF Operations Manager_101

- SQL Server の「認証モード」として「Windows 認証」が選択されている。

「2.2.7   SQL Server をインストールする（13 ページ）」 の『SQL Server 2014 のインス

トール』の手順 8 で混合モードを選択していない可能性があります。 SQL Server の
設定を確認してください。

7.3.4   障害情報を採取する

運用管理機能、資産管理機能に関して、本書に記載のないエラーが発生した場合は、vDCA/
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。

Ver3.0 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。

• [Windows 用情報採取ツール]

<インストール DVD>:\fw\tools\dawebsaminfo\Windows\

• [Linux 用情報採取ツール]

<インストール DVD>:\fw\tools\dawebsaminfo\UNIX\

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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付録 A   改版履歴
• 第 1 版 (2019.4): 新規作成
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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
vDC 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、VM 監視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。

ヒント

• SigmaSystemCenter のコンポーネント（SystemProvisioning、DeploymentManager、ESMPRO/
ServerManager、SigmaSystemCenter、SystemMonitor）については、 『SigmaSystemCenter インス

トレーションガイド』の 『付録 B ネットワークとプロトコル』、 『SigmaSystemCenter リファ

レンスガイド データ編』の 『付録 A ネットワークポートとプロトコル一覧』も合わせて参照

して設定してください。

• SystemManager G のコンポーネントについては、 『SystemManager G リリースメモ』の 『11.2.12
通信ポート一覧』、 『SystemManager G WebConsole Option リリースメモ』の 『4.7 通信ポート

一覧』も合わせて参照して設定してください。
 

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 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SystemManager
G マネージャ

vDC
Automation マ
ネージャ

AssetSuite マ
ネージャ

AsRiCommon
マネージャ

マネージャと
エージェント
間の通信

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

TCP 12520 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 可

マネージャと
管理サーバ間
の通信

TCP 12520 管理サーバの
マネージャ

自動 可

マネージャと
監視端末間の
通信

TCP 12521 広域管理サー
バの監視端末

自動 可

マネージャと
Web 監視端末
との通信

TCP 8080 Web 監視端末 自動 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
(x86)\NEC
\vDCA\GM
\FWAP\Svc\bin
\SysMonSvc.exe

TCP 8081 内部 自動 不可
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コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

Application
Server

Apache Tomcat Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\GM\FW
\Tomcat\JRE
\JavaHome\bin
\javaw.exe
(OS の環境に
よてパスは異
なります。)

TCP 12080 RESTFul API
クライアント
※http 通信利用
時

自動 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

• 管理サーバコンポーネント

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SystemManager
G マネージャ

NetvisorPro マ
ネージャ

マネージャと
エージェント
間の通信

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

TCP 12520 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 可

マネージャと
VM 監視サー
バ間の通信

TCP 12520 VM 監視サー
バのマネー
ジャ

自動 可

マネージャと
監視端末間の
通信

TCP 12521 管理サーバの
監視端末

自動 可

マネージャと
エージェント
間の通信（個性
反映）

TCP 12521 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 可

マネージャと
エージェント
間の通信（個性
反映）

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin
\SendRouteInfo.
exe

TCP 12515 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 不可

マネージャと
Web 監視端末
との通信

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

TCP 8080 Web 監視端末 自動 可

NetvisorPro マ
ネージャ

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

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin

TCP 12537 管理サーバの
監視端末

自動 不可
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コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

\NvPROBaseMg
r.exe

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
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin
\NvPROrmapisr
v.exe

TCP 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
(x86)\NEC
\vDCA
\MoMView
\FTBase\ftbs.exe

TCP 4135 管理サーバの
監視端末

自動 不可

TFTP サービス Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin
\NvPROrmapisr
v.exe

UDP 69 管理サーバの
監視端末

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
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FWAP\Svc\bin
\SysMonSvc.exe

TCP 8081 広域管理サー
バのサービス
ガバナー

自動 不可

DeploymentMan
ager サーバ*1

電源 ON/OFF
状態の確認

- ICMP
Echo
Reques
t

- 管理対象マシ
ン

- 不可

ネットワーク
ブート

- UDP 67,
4011

管理対象マシ
ン

68 不可

UDP 4011 管理対象マシ
ン

4011 不可

UDP 69 管理対象マシ
ン

自動 不可

TCP 26502-
26503

管理対象マシ
ン

26502-
26503

可

マネージャと
クライアント
間の通信

- TCP 26504-
26508

管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 不可

TCP 26501 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

26501 可

UDP 67 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

68 不可
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コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

UDP 69 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

68 不可

ESMPRO/
ServerManager*
2

マネージャと
エージェント
間の通信
（SNMP）

- UDP 自動 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

161 不可

マネージャと
エージェント
間の通信
（SNMP Trap）

- UDP 162 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 不可

*1 詳細は『DeploymentManager リファレンスガイド』の 『付録 D ネットワークポートとプロ
トコル一覧』を参照して下さい

*2 詳細は『ESMPRO/ServerManager インストレーションガイド』の 『付録 利用ポート/プロト
コル』を参照して下さい。

 

• VM 監視サーバコンポーネント

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SystemManager
G マネージャ

マネージャと
エージェント
間の通信

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

TCP 12520 管理対象マシ
ンのエージェ
ント

自動 可

マネージャと
監視端末間の
通信

TCP 12521 VM 監視サー
バの監視端末

自動 可

マネージャと
Web 監視端末
との通信

TCP 8080 Web 監視端末 自動 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
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FWAP\Svc\bin
\SysMonSvc.exe

TCP 8081 広域管理サー
バのサービス
ガバナー

自動 不可

• 管理対象マシンコンポーネント

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SystemManager
G エージェン
ト(Windows)

マネージャと
エージェント
間の通信（個性
反映）

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\Agent
\FW\Agent\bin
\ReceiveRouteIn
fo.exe

UDP 12515 管理サーバの
マネージャ

自動 不可
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コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SystemManager
G エージェン
ト(Linux)

マネージャと
エージェント
間の通信（個性
反映）

/opt/NEC/
vDCA/
Agent/FW/
Agent/bin/
ReceiveRouteInf
o.exe

UDP 12515 管理サーバの
マネージャ

自動 不可

DeploymentMan
ager サーバ*1

電源 ON/OFF
状態の確認

- ICMP
Echo
Reques
t

- 管理対象マシ
ン

- 不可

ネットワーク
ブート

- UDP 68,
4011

管理サーバの
マネージャ

67 不可

UDP 自動 管理サーバの
マネージャ

69 不可

マネージャと
クライアント
間の通信

- TCP 26530 管理サーバの
マネージャ

26530 可

TCP 26510-
26511

管理サーバの
マネージャ

自動 不可

UDP 26529 管理サーバの
マネージャ

自動 不可

UDP 68 管理サーバの
マネージャ

67 不可

UDP 自動 管理サーバの
マネージャ

69 不可

ESMPRO/
ServerManager*
2

マネージャと
エージェント
間の通信
（SNMP）

- UDP 161 管理サーバの
マネージャ

自動 不可

*1 詳細は『DeploymentManager リファレンスガイド』の 『付録 D ネットワークポートとプロ
トコル一覧』を参照して下さい

*2 詳細は『ESMPRO/ServerManager インストレーションガイド』の 『付録 利用ポート/プロト
コル』を参照して下さい。

 

• 管理エージェントコンポーネント

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SystemManager
G エージェン
ト

管理サーバと
管理エージェ
ント間の通信

Program Files
(x86)\NEC
\UMF
\Operations
\Agent\bin
\SysMonAgt.exe

TCP 12520 管理エージェ
ント

自動 可

管理サーバと
NetApp スト
レージ間の通
信

Program Files
(x86)\NEC
\UMF
\Operations

TCP 8080 管理エージェ
ント

自動 可
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コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

\Agent\bin
\StorageArrayInf
oCmd.exe

• ID 管理サーバ

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

WebSAM
SECUREMAST
ER

LDAP 通信 Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\SM
\SECUREMAS
TER\EDS\bin
\edldapd.exe

TCP 1389 広域管理サー
バ、管理サー
バ、VM 監視
サーバ、Ldap 認
証を行うネッ
トワーク機器

自動 可

LDAPS 通信 TCP 1636 自動 可

LDAP サーバ
管理用

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\SM
\SECUREMAS
TER\EDS\bin
\edlagent.exe

TCP 11007 内部 自動 可

LDAP サーバ
状態監視用

TCP 11008 内部 自動 可*1

ID 申請 http 通
信

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\SM
\SECUREMAS
TER\EIDM
\WEBAP
\TOMCAT\bin
\tomcat7.exe

TCP 12637 ID 申請を行う
端末

自動 可

ID 申請 https 通
信

TCP 12639 ID 申請を行う
端末

自動 可

ID 申請 AJP 通
信

TCP 12638 内部 自動 可

ID 申請シャッ
トダウン通信

TCP 12636 内部 自動 可

LDAP サーバ状態監視用の接続先ポート番号は LDAP サーバ管理用の接続先ポート番号＋ 1
です。

 

• 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。

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

SQL Server
2014

DBMS クライ
アントとの通
信

Program Files
(x86)\Microsoft
SQL Server
\MSSQL11.SQL
EXPRESS2014\

TCP /
UDP

全ての
ポート

広域管理サー
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

自動 不可

付録 C   ネットワークとプロトコル

250



コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

MSSQL\Binn
\sqlservr.exe
(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。)

TCP /
UDP

1433 /
1434

広域管理サー
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

自動 不可

• その他

コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

Service Manager インシデント
登録※連携機
能利用時のみ

- TCP 12690 Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin
\SysMonMgr.ex
e

自動 不可

VMware
vCenter Server

VM テンプ
レート共有

- TCP 443 Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin\Scenario
\SWRepository
\PS
\ImportVM_VM
ware.ps1、
GetTemplateLoc
ation.ps1、
RegisterTemplat
e.ps1

自動 可

Hypervisor(ESX
/ESXi)

VM テンプ
レート共有

- TCP 902 Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin\Scenario
\SWRepository
\PS
\ImportVM_VM
ware.ps1、
CopyTemplate_
VMware.ps1

自動 可
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コンポーネン
ト

項目 プログラム名 プロト
コル

接続先
ポート
番号

接続元対象 接続元
ポート
番号

ポート
番号変
更可否

Hypervisor(Hyp
er-V)

VM テンプ
レート生成

- TCP 135 番
および
RPC
動的
ポート

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin\Scenario
\SWRepository
\PS
\GetOSName_H
yper-V.ps1

自動 可

ファイルサー
バ(VM テンプ
レート格納用)

VM テンプ
レート共有

※VM テンプ
レート共有機
能使用時のみ

※NFS 共有時
のみ

- TCP /
UDP

111
2049
動的
ポート

Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin\Scenario
\SWRepository
\PS
\CopyTemplate_
VMware.ps1

自動 不可

VM テンプ
レート共有

※VM テンプ
レート共有機
能使用時のみ

※CIFS 共有時
のみ

- TCP 445 Program Files
(x86)\NEC
\vDCA\MoM
\FW\Manager
\bin\Scenario
\SWRepository
\PS
\CopyTemplate_
VMware.ps1

自動 不可

ファイルサー
バ(ソフトウェ
ア/パッチ格納
用)

ソフトウェア/
パッチ配布

※ソフトウェ
ア/パッチを共
有ディスクに
格納する場合
のみ

※NFS 共有時
のみ

- TCP /
UDP

111
2049
動的
ポート

広域管理サー
バ、管理サー
バ、VM 監視
サーバ

自動 不可

ソフトウェア/
パッチ配布

※ソフトウェ
ア/パッチを共
有ディスクに
格納する場合
のみ

※CIFS 共有時
のみ

- TCP 445 広域管理サー
バ、管理サー
バ、VM 監視
サーバ

自動 不可
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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 > -keyalg RSA -
keystore <キーストアファイル名> -storepass changeit

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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