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Bomgar ソフト ウェアのアップグレード
製品変更ログをご覧いただき、Bomgar のリモート サポート ソフト ウェアの各リリースの詳細を確認してください。

注：Bomgar ソフトウェアがしばらくアップデートされておらず、最新バージョンに 1 つ以上の改訂が存在する場合は、最新のソフトウェアをイ
ンストールする前に、まず中間バージョンをインストールする必要がある場合があります。詳細については、以下の三番目の説明を参照し
てください。

アップグレード の準備
l

l

l

l

l

l

l

l

アップグレード の前には、常に /login > 管理 > ソフト ウェア管理から設定と構成のバックアップを作成します。最適な方法として、SSL
証明書とプライベート キーのコピーをエクスポート し、さらにアップグレード に失敗した場合でも連続性を確保するために、これをローカル
に保存します。
主要なソフト ウェアリリースでは、現在保守契約のあるお客様はロールアウト スケジュールに組み込まれます。アップグレード の準備が
完了したら、Bomgar はこのアップデート 手順を開始する E メールを送信して通知します。
お使いのアプライアンスが、数ヵ月または数年以上アップデート されていない場合、1 回のインスト ールで直接 Bomgar の最新バージョ
ンにアップグレード できない可能性が高くなります。この場合、一部のアップグレード パッケージはグレー表示される場合があります。そ
の場合他のパッケージを先にインスト ールする必要があります。利用可能なパッケージでこのアップデート をインスト ールするを選択し、
依存するものを有効にします。
o

どれをどの順序でインスト ールすべきか分からない場合、お使いのアプライアンスの特定のアップデート を確定するためには、
/appliance > ステータス > 基本事項ページのスクリーンショット を添えて、help.bomgar.com から Bomgar 技術サポート まで
お問い合わせください。

o

中間の Bomgar アップデート が存在する場合は、それを最新バージョンの前にインスト ールする必要があり、中間アップデート
を取得する時間が与えられない限り、Bomgar ソフト ウェア クライアント の自動アップデート は正常に行われないことが予測され
ます。したがって、Bomgar では、「Bomgar」のプレフィックスが付いた各パッケージをインスト ールした後、24 時間以上待つこと
が推奨されます。

o

基本アップデート は待機期間を必要としませんが、通常「Bomgar」パッケージの前提条件となっています。そのため、基本アッ
プデート は、通常「Bomgar」パッケージの直前にインスト ールされます。

o

クライアント の自動アップグレード が完了するのを 24 時間待つことができない場合は、自動アップデート の代りとして、始めにサ
ポート 技術スタッフ コンソール、Jump Client、Jumpoints、Bomgar Button、接続エージェント を含む、すべての既存のクライ
アント ソフト ウェアを削除します。最新バージョンに到達するまで順番に各「Bomgar」と基本アップグレード をインスト ールしま
す。その後、手動ですべてのクライアント ソフト ウェアを再インスト ールします。

インスト ールには、通常 15 分から 1 時間程度かかります。ただし、アプライアンスに大量のデータを保存する場合( セッションの記録な
ど) 、インスト ールはこれよりもかなり長くかかる場合があります。
Bomgar では、スケジュールされたメンテナンス枠でアップグレード を行うことを推奨しています。アップグレード の最中、Bomgar サイト は
一時的に使用できなくなります。ログインしているすべてのユーザーおよびすべてのアクティブなセッションは終了します。
Bomgar では製品の使用前に、制御された環境内で更新のテスト を実施することも推奨しています。フェールオーバー関係にある 2
つのアプライアンスがあり、非同期でアップデート を行う場合に、テスト を行うことができます。( "検証とテスト " on page 16を参照) 。
Base の更新中に問題が発生した場合、Bomgar アプライアンスを再起動しないでください。Bomgar 技術サポート までお問い合わせ
ください。
フェールオーバー構成で 2 つの設定済みアプライアンスがある場合、アップデート を同期または非同期で行うか検討します。
o

同期アップデート を使用すると、プライマリ アプライアンスが最初に更新され、プライマリとしての役割が維持されます。この方法
は一定のダウンタイムを伴わない、アップデート 時にオフラインになることで影響を受けない、容易な導入およびシナリオ用に推
奨されます。
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o

非同期アップデート を使用すると、バックアップ アプライアンスが最初にアップデート され、プライマリの役割は維持されます。この
方法は最小限のダウンタイムを伴い、確実なアップタイムに依存する大規模な展開とシナリオに推奨されます。ネット ワーク
は、バックアップ アプライアンスにフェールオーバーするために変更されることがあり、一定の複雑性を伴います。

クライアント のアップグレード
更新用のクライアント ソフト ウェアが必要なのは、特定のアップグレード のみです。基本ソフト ウェアのアップデート およびライセンスのアド オンは、
クライアント ソフト ウェアの更新を必要としません。しかし、サイト バージョンの更新ではクライアント の更新が必要です。ほとんどのクライアント
更新は自動的に行われますが、クライアント のタイプごとに想定される更新手順が以下に記載されています。
l

l

l

インスト ールされたサポート 技術スタッフ コンソールは、サイト アップグレード の後にアップグレード する必要があります。通常、次回スタッ
フがサポート 技術スタッフ コンソールを実行した時に、これは自動的に行われます。
o

ロックダウンされたコンピュータでMSIを使って以前展開されたサポート 技術スタッフ コンソールについては、アップグレード が完了
した後にもう一度展開する必要がある場合があります。

o

Bomgar 技術サポート によってお使いのサイト で抽出できるサポート 技術スタッフ コンソール機能が有効になっている場合、ア
プライアンスをアップグレード する前に、サポート 技術スタッフ コンソールを更新するために MSI インスト ーラをダウンロード するこ
とができます。これを実行するには、手動または自動的に新しい更新プログラムを確認します。展開用の MSI をダウンロード す
るには、サポート 技術スタッフ コンソール インスト ーラのリンクをクリックします。更新されたコンソールは、アプライアンスが更新さ
れるまでオンラインには表示されませんのでご留意ください。新たにコンソールを展開する前に、元のコンソールをアンインスト ー
ルしなくても、自動的に新しいものに置き換えられます。しかし、最適な方法として、アプライアンスが更新された後で、期限切
れのコンソールのインスト ールを削除するために過去の MSI インスト ーラのコピーを保存しておくには、この削除操作を実行す
る必要があります。新規の MSI では、これを実行できません。

アップグレード 後、展開した Jump Client は自動的にアップデート されます。
o

多数の Jump Client のアップデート を同時に試みた場合、利用可能な帯域幅とハード ウェアに応じて、アプライアンスおよび
ネット ワークの両方でアプライアンスが溢れ、重大な作業欠陥を及ぼす可能性があります。Jump Client のアップデート が消費
する帯域幅とリソース消費量量を調節するために、/login > Jump > Jump Client のページで、Jump Client 同時アップグ
レード の最大数を低い数値に設定します。

o

アクティブおよびパッシブの Jump Client は、アプライアンスのアップデート の後、アプライアンスの最初のチェックイン時にアップ
デート されます。これらのチェックイン イベント は、TCP ポート 443 を介した Jump Client ホスト からアプライアンスのアウト バウン
ド で定期的に発生します。アクティブな Jump Client は、アプライアンスでアップグレード が完了した直後にチェックインします。
パッシブな Jump Client は、起動時、サポート 技術スタッフ コンソールにより接続された時、システム ト レイ アイコンからチェック
インが指示された時、または 24 時間以内に一度チェックインを行います。

お使いの Bomgar アプライアンスがアップデート されておらず、最新のバージョンにアップデート するには、複数のリリース バージョンをイン
スト ールする必要があります。この場合 Bomgar では、Jump Client を 24 時間以上アップグレード を許可する状態にしておくことを推
奨しています。パッシブの Jump Client は、ホスト システムのオフライン状態の長さに応じて、さらに時間を要することがあります。
o

Jump Client がオンライン状態で、サポート 技術スタッフ コンソールまたは/login > ステータス > 情報 ページに表示されたら、正
常にアップデート が完了しています。システム内のすべての Jump Client を変更する権限を持つ管理ユーザーとしてサポート 技
術スタッフ コンソールにログインすることが、Jump Client が更新されたことを確認するための有効な手段となります。Jump
Client のリスト をエクスポート します。結果レポート で、ステータス詳細の順に Jump Client を並べ替え、Bomgar アプライアン
スの最終アップグレード の日付よりも、表示されたすべての日付の方が新しいことを確認してください。

o

Jump Client のアップグレード を許可する前に、あまりに多くのリリース バージョンを次から次へとインスト ールした場合、Jump
Client を手動で再配置する必要があることがあります。

l

アップグレード 後、Bomgar Button は、アップグレード 後に初めて使用する際に自動的にアップデート されます。

l

アップグレード 後、配置した Jumpoint は自動的にアップデート されます。

l

Bomgar 接続エージェント は、サイト のアップグレード 後も自動的に更新されます。

l

Bomgar 統合クライアント は、サイト のアップグレード 後も自動的には更新されません。統合クライアント は、手動で再インスト ールする
必要があります。統合クライアント のインスト ーラは、help.bomgar.com にある「ダウンロード 」ページから入手できます。
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l

アップグレード 時に、以前の Bomgar Button、Jump Client、およびサポート 技術スタッフ コンソール 用に作成されたインスト ーラ パッ
ケージを再び生成する必要があります。前述の通り、クライアント 自身が更新されます。ただし、それらを生成したアプライアンスがアッ
プグレード されると、インスト ーラ ファイルは無効になります。
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自動アップデート を使用して単一の Bomgar アプライアンスをアップグ
レードする
多くの場合、Bomgar のお客様は、Bomgar 技術サポート のアシスト なしでアップデート をダウンロード してインスト ールできます。アップグレード
を利用できるかどうかを確認するには Bomgar アプライアンス (/appliance) にログインします。「アップデート 」ページで「アップデート を確認す
る」をクリックします。

ソフト ウェアのアップデート が利用できる場合、利用可能なアップデート に表示されます。このアップデート をインスト ールするをクリックすると、ア
プライアンスは新しいバージョンの Bomgarソフト ウェアをダウンロード し、自動的にインスト ールします。

注：一部のパッケージでは他のパッケージを先にインストールする必要があります。利用可能なパッケージをインストールして、依存するもの
を有効にします。
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動作するべき自動アップデート が失敗した場合は、www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377 にあるアップデート の確認 FAQ ト ラ
ブルシューティングを参照してください。引き続き自動アップデート が実行できない場合は、"手動アップデート を使用して単一の Bomgar アプラ
イアンスをアップグレード する" on page 8を参照してください。
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手動アップデート を使用して単一の Bomgar アプライアンスをアップグ
レードする
自動アップデート が利用できない場合は( 例：お使いのアプライアンスが制限付きネット ワーク上にある場合) 、手動でアップデート を実行しま
す。
Bomgar アプライアンスにログインして、アップデート ページへ進みます。Base 3.3.2 で開始するには、一意のアプライアンス キーを生成するた
めに「アプライアンスのダウンロード キー」のリンクをクリックします。Base 3.3.2 以前のバージョンでは、Bomgar 技術サポート にこのキーをリクエ
スト する必要があります。制限のないシステムから、update.bomgar.comよりそのキーを Bomgar のアップデート サーバーへ送信します。利用
可能なアップデート を取り外しのできる保存デバイスへダウンロード した後、そのアップデート をお使いのアプライアンスが管理できるシステムへ
転送します。
アップデート ページにある、手動インスト ールセクションでファイルを参照し、ソフト ウェアのアップデート ボタンをクリックしてインスト ールを完了し
ます。アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフト ウェアをインスト ールします。

注：ダウンロード 後にすぐソフトウェアアップデートを直接インストールできるよう準備をします。アップデートがインストールされると、利用可
能なアップデートのリストに表示されなくなります。アップデートを再度ダウンロード する必要がある場合は、Bomgar 技術サポートまでお問
い合わせください。

注：エラーが発生した場合、/appliance > ステータス > 基本事項ページに記載されている時間が正しいことを確認してください。アプライア
ンスのダウンロード キーを含む Bomgar アプライアンスのほとんどの機能は、この時間が正しくないと機能しません。時間が正しくない場
合、ネットワーク > IP 構成ページで NTP の設定を確認してください。
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フェールオーバーの構成で 2 つの Bomgar アプライアンスをアップグレー
ドする
重要！
Bomgar では、混んでいないトラフィック時間内にメンテナンス枠をスケジュールするように推奨しています。
フェールオーバー環境のアップグレード には 2 つのオプションがあります：同期アップグレード および非同期アップグレード 。
フェールオーバー関係にある 2 つのアプライアンス同期アップグレード
同期アップデート を使用すると、プライマリ アプライアンスが最初に更新され、プライマリとしての役割が維持されます。この方法は一定のダウン
タイムを伴わない、アップデート 時にオフラインになることで影響を受けない、容易な導入およびシナリオ用に推奨されます。
利点：フェールオーバーイベント がない。
欠点：実働サイト のダウンタイムが長い。
フェールオーバー関係にある 2 つのアプライアンス非同期アップグレード
非同期アップデート を使用すると、バックアップ アプライアンスが最初にアップデート され、プライマリの役割は維持されます。この方法は最小限
のダウンタイムを伴い、確実なアップタイムに依存する大規模な展開とシナリオに推奨されます。ネット ワークは、バックアップ アプライアンスに
フェールオーバーするために変更されることがあり、一定の複雑性を伴います。
利点：最小の実働ダウンタイム。
欠点：フェールオーバーアクティビティが必要。
注意事項
1. ダウンタイムおよびコミュニティのニーズに最もマッチしたフェールオーバーのアップグレード オ プションを選択します。
2. アップグレード を完了する 2 つの個別のメンテナンス枠をスケジュールします。
3. アップグレード プロセスには、両方のアプライアンスで同じ時間がかかります。
4. 実働環境において、新規ソフト ウェアバージョンを確認するのに十分な 2 つのメンテナンス枠の間で暫定期間を計画しますが、フェール
オーバー構成を持たない一時的な環境を最小限にするためになるべく短い期間にします。
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フェールオーバー関 係 にある 2 つのアプライアンス同 期 アップグレード
同期アップデート を使用すると、プライマリ アプライアンスが最初に更新され、プライマリとしての役割が維持されます。この方法は一定のダウン
タイムを伴わない、アップデート 時にオフラインになることで影響を受けない、容易な導入およびシナリオ用に推奨されます。
Bomgar では、スケジュールされたメンテナンス枠でアップグレード を行うことを推奨しています。アップグレード の最中、Bomgar サイト は一時的
に使用できなくなります。ログインしているすべてのユーザーおよびすべてのアクティブなセッションは終了します。アップグレード を完了する 2 つ
の個別のメンテナンス枠をスケジュールする必要があります。インスト ールには、通常 15 分から 1 時間程度かかります。ただし、アプライアンス
に大量のデータを保存する場合( セッションの記録など) 、インスト ールはこれよりもかなり長くかかる場合があります。実働環境において、新規
ソフト ウェアバージョンを確認するのに十分な 2 つのメンテナンス枠の間で暫定期間を計画しますが、フェールオーバー構成を持たない一時的
な環境を最小限にするためになるべく短い期間にします。Bomgar では製品の使用前に、制御された環境内で更新のテスト を実施することも
推奨しています。Base の更新中に問題が発生した場合、Bomgar アプライアンスを再起動しないでください。Bomgar 技術サポート までお
問い合わせください。
これらの手順では、アプライアンス (A) がプライマリアプライアンス( プライマリホスト 名が解決するアプライアンス) で、アプライアンス (B) はバック
アップアプライアンスであることを確認してください。
バックアップと同期
アップグレード 前に、現在お使いの Bomgar ソフト ウェア設定のバックアップを作成します。アプライアンス (A)より、/login > 管理 > ソフト ウェア
管理を選択します。

バックアップのダウンロード ボタンをクリックして、安全な場所にバック
アップ ファイルを保存します。

/login > 管理 > フェールオーバーに移動し、今すぐ同期をクリックし
て同期が完了するまで待ちます。
同期が終了したら、「フェールオーバー関係を遮断する」をクリックし
ます。

アプライアンス (A) のアップデート
自動または手動で、アプライアンス (A) をアップデート します。
自動
多くの場合、Bomgar のお客様は、Bomgar 技術サポート のアシスト なしでアップデート をダウンロード してインスト ールできます。利用できる
アップグレード があるかを確認するには、/appliance > アップデート へ進みます。
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アップデート を確認するをクリックします。

ソフト ウェアのアップデート が利用できる場合、利用可能なアップ
デート に表示されます。このアップデート をインスト ールするをクリック
すると、アプライアンスは新しいバージョンの Bomgarソフト ウェアをダ
ウンロード し、自動的にインスト ールします。

注：一部のパッケージでは他のパッケージを先にインストールす
る必要があります。利用可能なパッケージをインストールして、
依存するものを有効にします。
動作するべき自動アップデート が失敗した場合は、
help.bomgar.com/SSC/Main.aspx?rurl=377 にあるアップデート の
確認 FAQ ト ラブルシューティングを参照してください。
手動
自動アップデート が利用できない場合は( 例：お使いのアプライアンスが制限付きネット ワーク上にある場合) 、手動でアップデート を実行しま
す。
/appliance > アップデート へ進みます。

Base 3.3.2 で開始するには、一意のアプライアンス キーを生成する
ために「アプライアンスのダウンロード キー」のリンクをクリックします。
Base 3.3.2 以前のバージョンでは、Bomgar 技術サポート にこの
キーをリクエスト する必要があります。制限のないシステムから、
update.bomgar.comよりそのキーを Bomgar のアップデート サー
バーへ送信します。利用可能なアップデート を取り外しのできる保
存デバイスへダウンロード した後、そのアップデート をお使いのアプラ
イアンスが管理できるシステムへ転送します。
アップデート ページにある、手動インスト ールセクションでファイルを
参照し、ソフト ウェアのアップデート ボタンをクリックしてインスト ールを
完了します。アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフト ウェ
アをインスト ールします。

注：ダウンロード 後にすぐソフトウェアアップデートを直接インス
トールできるよう準備をします。アップデートがインストールされ
ると、利用可能なアップデートのリストに表示されなくなりま
す。アップデートを再度ダウンロード する必要がある場合は、
Bomgar 技術サポートまでお問い合わせください。
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検証とテスト
アップグレード プロセスの完了後に、アップデート が正常に完了し、お使いのソフト ウェアが正常に動作していることを確認します。インスト ール
されたサポート 技術スタッフ コンソールは、サイト アップグレード の後にアップグレード する必要があります。通常、次回スタッフがサポート 技術ス
タッフ コンソールを実行した時に、これは自動的に行われます。コンソールを実行しているソフト ウェアのビルド を確認するには、コンソールにロ
グインし、次にヘルプ > バージョン情報をクリックします。また、セッションを介して、リモート コンピュータに接続できることを確認します。

注：ロックダウンされたコンピュータでMSIを使って以前展開されたサポート技術スタッフ コンソールについては、アップグレード が完了した後
にもう一度展開する必要がある場合があります。Bomgar 技術サポートによってお使いのサイトで抽出できるサポート技術スタッフ コン
ソール機能が有効になっている場合、アプライアンスをアップグレード する前に、サポート技術スタッフ コンソールを更新するために MSI イン
ストーラをダウンロード することができます。これを実行するには、手動または自動的に新しい更新プログラムを確認します。展開用の MSI
をダウンロード するには、サポート技術スタッフ コンソール インストーラのリンクをクリックします。更新されたコンソールは、アプライアンスが更
新されるまでオンラインには表示されませんのでご留意ください。新たにコンソールを展開する前に、元のコンソールをアンインストールしなく
ても、自動的に新しいものに置き換えられます。しかし、最適な方法として、アプライアンスが更新された後で、期限切れのコンソールのイ
ンストールを削除するために過去の MSI インストーラのコピーを保存しておくには、この削除操作を実行する必要があります。新規の MSI
では、これを実行できません。

アプライアンス (B) のアップデート
自動または上記に定義されているように手動にて、アプライアンス (B) をアップデート します。その後、アップデート が正常に完了したことを検証
およびテスト します。
フェールオーバー関係の再構築
アプライアンス (A)より、/login > 管理 > フェールオーバーを選択します。

注：有効な接続を設定するには、両方のアプライアンスが同一の内部アプライアンス キーを持っている必要があります。各アプライアンス
キーを確認するには、/login > 管理 > セキュリティ ページを参照してください。
アプライアンス (B) をアプライアンスのバックアップおよび保持として、
アプライアンス (A) をプライマリアプライアンスとして、フェールオーバー
関係を再構築します。
2 つのアプライアンス間の関係の確立は、プライマリ アプライアンスに
するフェールオーバーのページで行います。ここに入力されたアド レス
は関係を確立し、アプライアンスがいつでも互いに接続できるように
します。このページのフィールド は、「新しいバックアップ サイト の接続
詳細」と呼ばれ、バックアップ アプライアンスとなるアプライアンスに接
続する方法をプライマリ アプライアンスに指示します。このフィールド
は、このプライマリ サイト のリバース接続詳細と呼ばれ、バックアップ
アプライアンスに付与され、このプライマリ アプライアンスに再接続す
る方法を支持します。これらのフィールド には、有効なホスト 名または IP アド レス、および TLS ポート 番号を使用する必要があります。これらす
べてのフィールド が設定された後、関係の確立ボタンをクリックして、関係確立を試行します。

注：Bomgar は、これらの設定を構成する際に、できる限り各アプライアンスの固有 IP アド レスを使用することを推奨しています。
関係が確立された後、不要なタブはバック アップサイト から削除されます。最初のデータ同期の開始に約 60 秒かかりますが、今すぐ同期ボタ
ンをクリックして同期を強制し、プライマリ アプライアンスからバックアップ アプライアンスのメモリに最新の情報を取得することもできます。同期自
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体は、同期する必要のあるデータ量に応じて数秒から数時間かかることがあります。同期が完了すると、「フェールオーバー」のページに、最後
に行われたデータ同期の日付と時刻が一覧表示されます。
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フェールオーバー関 係 にある 2 つのアプライアンス非 同 期 アップグレード
非同期アップデート を使用すると、バックアップ アプライアンスが最初にアップデート され、プライマリの役割は維持されます。この方法は最小限
のダウンタイムを伴い、確実なアップタイムに依存する大規模な展開とシナリオに推奨されます。ネット ワークは、バックアップ アプライアンスに
フェールオーバーするために変更されることがあり、一定の複雑性を伴います。
Bomgar では、スケジュールされたメンテナンス枠でアップグレード を行うことを推奨しています。アップグレード の最中、Bomgar サイト は一時的
に使用できなくなります。ログインしているすべてのユーザーおよびすべてのアクティブなセッションは終了します。アップグレード を完了する 2 つ
の個別のメンテナンス枠をスケジュールする必要があります。インスト ールには、通常 15 分から 1 時間程度かかります。ただし、アプライアンス
に大量のデータを保存する場合( セッションの記録など) 、インスト ールはこれよりもかなり長くかかる場合があります。実働環境において、新規
ソフト ウェアバージョンを確認するのに十分な 2 つのメンテナンス枠の間で暫定期間を計画しますが、フェールオーバー構成を持たない一時的
な環境を最小限にするためになるべく短い期間にします。Bomgar では製品の使用前に、制御された環境内で更新のテスト を実施することも
推奨しています。Base の更新中に問題が発生した場合、Bomgar アプライアンスを再起動しないでください。Bomgar 技術サポート までお
問い合わせください。
これらの手順では、アプライアンス (A) がプライマリアプライアンス( プライマリホスト 名が解決するアプライアンス) で、アプライアンス (B) はバック
アップアプライアンスであることを確認してください。
バックアップと同期
アップグレード 前に、現在お使いの Bomgar ソフト ウェア設定のバックアップを作成します。アプライアンス (A)より、/login > 管理 > ソフト ウェア
管理を選択します。

バックアップのダウンロード ボタンをクリックして、安全な場所にバック
アップ ファイルを保存します。

/login > 管理 > フェールオーバーに移動し、今すぐ同期をクリックし
て同期が完了するまで待ちます。
同期が終了したら、「フェールオーバー関係を遮断する」をクリックし
ます。

アプライアンス (B) のアップデート
アプライアンス (B) を、自動または手動にてアップデート します。
自動
多くの場合、Bomgar のお客様は、Bomgar 技術サポート のアシスト なしでアップデート をダウンロード してインスト ールできます。利用できる
アップグレード があるかを確認するには、/appliance > アップデート へ進みます。
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アップデート を確認するをクリックします。

ソフト ウェアのアップデート が利用できる場合、利用可能なアップ
デート に表示されます。このアップデート をインスト ールするをクリック
すると、アプライアンスは新しいバージョンの Bomgarソフト ウェアをダ
ウンロード し、自動的にインスト ールします。

注：一部のパッケージでは他のパッケージを先にインストールす
る必要があります。利用可能なパッケージをインストールして、
依存するものを有効にします。
動作するべき自動アップデート が失敗した場合は、
help.bomgar.com/SSC/Main.aspx?rurl=377 にあるアップデート の
確認 FAQ ト ラブルシューティングを参照してください。
手動
自動アップデート が利用できない場合は( 例：お使いのアプライアンスが制限付きネット ワーク上にある場合) 、手動でアップデート を実行しま
す。
/appliance > アップデート へ進みます。

Base 3.3.2 で開始するには、一意のアプライアンス キーを生成する
ために「アプライアンスのダウンロード キー」のリンクをクリックします。
Base 3.3.2 以前のバージョンでは、Bomgar 技術サポート にこの
キーをリクエスト する必要があります。制限のないシステムから、
update.bomgar.comよりそのキーを Bomgar のアップデート サー
バーへ送信します。利用可能なアップデート を取り外しのできる保
存デバイスへダウンロード した後、そのアップデート をお使いのアプラ
イアンスが管理できるシステムへ転送します。
アップデート ページにある、手動インスト ールセクションでファイルを
参照し、ソフト ウェアのアップデート ボタンをクリックしてインスト ールを
完了します。アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフト ウェ
アをインスト ールします。

注：ダウンロード 後にすぐソフトウェアアップデートを直接インス
トールできるよう準備をします。アップデートがインストールされ
ると、利用可能なアップデートのリストに表示されなくなりま
す。アップデートを再度ダウンロード する必要がある場合は、
Bomgar 技術サポートまでお問い合わせください。
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検証とテスト
アップグレード プロセスの完了後に、アップデート が正常に完了し、お使いのソフト ウェアが正常に動作していることを確認します。
アプライアンス (B) にアクセスできる少なくとも 2 つのローカルマシンで、お使いのサイト のホスト 名が、アプライアンス (B) の IP アド レスに解決さ
れるよう、ホスト ファイルを編集します。1 台のコンピュータ上で、サポート 技術スタッフ コンソールを実行します。インスト ールされたサポート 技
術スタッフ コンソールは、サイト アップグレード の後にアップグレード する必要があります。通常、次回スタッフがサポート 技術スタッフ コンソールを
実行した時に、これは自動的に行われます。コンソールを実行しているソフト ウェアのビルド を確認するには、コンソールにログインし、次にヘル
プ > バージョン情報をクリックします。また、セッションを介して、リモート コンピュータに接続できることを確認します。

注：ロックダウンされたコンピュータでMSIを使って以前展開されたサポート技術スタッフ コンソールについては、アップグレード が完了した後
にもう一度展開する必要がある場合があります。Bomgar 技術サポートによってお使いのサイトで抽出できるサポート技術スタッフ コン
ソール機能が有効になっている場合、アプライアンスをアップグレード する前に、サポート技術スタッフ コンソールを更新するために MSI イン
ストーラをダウンロード することができます。これを実行するには、手動または自動的に新しい更新プログラムを確認します。展開用の MSI
をダウンロード するには、サポート技術スタッフ コンソール インストーラのリンクをクリックします。更新されたコンソールは、アプライアンスが更
新されるまでオンラインには表示されませんのでご留意ください。新たにコンソールを展開する前に、元のコンソールをアンインストールしなく
ても、自動的に新しいものに置き換えられます。しかし、最適な方法として、アプライアンスが更新された後で、期限切れのコンソールのイ
ンストールを削除するために過去の MSI インストーラのコピーを保存しておくには、この削除操作を実行する必要があります。新規の MSI
では、これを実行できません。

アプライアンス (B) をプライマリ アプライアンスに設定
アプライアンス (B) を、フェールオーバー計画で事前に定義された手順に従い、プライマリ ロール：共有 IP スイッチ、DNS スイング、または NAT
スイングに設定します。

注：Bomgar 統合クライアントを使用しており、ホスト名ではなく IP アド レスで構成している場合、アプライアンス ( B) をプライマリ アプライ
アンスとしてを定義した後、アプライアンス (B) からデータを抽出できることを確認します。

注：Bomgar バージョン 10.6 以降では、フェールオーバーが無効の間どちらかのアプライアンスで完了したリモート サポート セッションからの
データは、フェールオーバー関係が再構築された後に自動的に同期されます。Bomgar 10.6 より前のバージョンでは、非同期的なアプライ
アンスのアップグレード は、サポートセッションデータにギャップが生じる可能性があります。Bomgar 10.6 より前のバージョンで実行されるア
プライアンスの非同期的アップグレード で、確実にすべてのセッションデータが維持され利用可能となるようにするためには、統合クライアント
または API を使用し、アプライアンス( B) がプライマリ アプライアンスに設定される直前に、アプライアンス ( A) から任意のセッションデータ
を抽出します。
共有 IP スイッチ
アプライアンス (A)で、/appliance > ネット ワーク > IP 構成を選択します。

共有 IP アド レスをクリックし、「有効」ボックスのチェックを外して編集
を行ないます。「変更の保存」をクリックします。
すぐにアプライアンス (B) で、/appliance > ネット ワーク > IP 構成に
移動します。このページを前もって別のブラウザ タブで開いておくと便
利です。
共有 IP アド レスをクリックし、「有効」ボックスにチェックを入れて編集
を行ないます。「変更の保存」をクリックします。
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切り替えが行われるとすぐに、通常の活動を再開することができます。サイト へのすべてのリクエスト は、アプライアンス (B)にて保存されます。
DNS スイング
DNS コント ローラにアクセスし、Bomgar サイト の DNS エント リを検索します。アプライアンス (B) の IP アド レスを指定するために、エント リを編
集します。DNS エント リが伝達された後、通常の活動を再開することができます。サイト へのすべてのリクエスト は、アプライアンス (B)にて保存
されます。
NAT スイング
NAT コント ローラにアクセスし、Bomgar サイト の NAT エント リを検索します。アプライアンス (B) の IP アド レスを指定するために、エント リを編
集します。切り替えが行われるとすぐに、通常の活動を再開することができます。サイト へのすべてのリクエスト は、アプライアンス (B)にて保存さ
れます。
アプライアンス (A) のアップデート
自動または上記に定義されている手動にて、アプライアンス (A) をアップデート します。その後、アップデート が正常に完了したことを検証および
テスト します。
フェールオーバー関係の再構築
アプライアンス (B) より、/login > 管理 > フェールオーバーを選択します。

注：有効な接続を設定するには、両方のアプライアンスが同一の内部アプライアンス キーを持っている必要があります。各アプライアンス
キーを確認するには、/login > 管理 > セキュリティ ページを参照してください。
アプライアンス (A) をバックアップアプライアンスとして、アプライアンス
(B) をプライマリアプライアンスとして、フェールオーバーを再構築しま
す。
2 つのアプライアンス間の関係の確立は、プライマリ アプライアンスに
するフェールオーバーのページで行います。ここに入力されたアド レス
は関係を確立し、アプライアンスがいつでも互いに接続できるように
します。このページのフィールド は、「新しいバックアップ サイト の接続
詳細」と呼ばれ、バックアップ アプライアンスとなるアプライアンスに接
続する方法をプライマリ アプライアンスに指示します。このフィールド
は、このプライマリ サイト のリバース接続詳細と呼ばれ、バックアップ
アプライアンスに付与され、このプライマリ アプライアンスに再接続す
る方法を支持します。これらのフィールド には、有効なホスト 名または IP アド レス、および TLS ポート 番号を使用する必要があります。これらす
べてのフィールド が設定された後、関係の確立ボタンをクリックして、関係確立を試行します。

注：Bomgar は、これらの設定を構成する際に、できる限り各アプライアンスの固有 IP アド レスを使用することを推奨しています。
関係が確立された後、不要なタブはバック アップサイト から削除されます。最初のデータ同期の開始に約 60 秒かかりますが、今すぐ同期ボタ
ンをクリックして同期を強制し、プライマリ アプライアンスからバックアップ アプライアンスのメモリに最新の情報を取得することもできます。同期自
体は、同期する必要のあるデータ量に応じて数秒から数時間かかることがあります。同期が完了すると、「フェールオーバー」のページに、最後
に行われたデータ同期の日付と時刻が一覧表示されます。
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Bomgar ハードウェアのアップグレード
Bomgar アプライアンスを、物理アプライアンスから他のアプライアンスへアップグレード する、または物理アプライアンスと仮想アプライアンスの間
でアップグレード する場合、両方に新しいアプライアンスをインスト ールして、元のアプライアンスからデータを転送する必要があります。
1. 適切なセット アップ ガイド に従い、新しいアプライアンスをインスト ールします。
l
l

Bomgar 仮想アプライアンスのインスト ール：www.bomgar.com/docs/remote-support/getting-started/deployment/virtual
Bomgar アプライアンス ハード ウェアのインスト ール：www.bomgar.com/docs/remote-support/gettingstarted/deployment/hardware

2. 現在のアプライアンス ソフト ウェア設定のバックアップを行います。
a. 現在のアプライアンスで、/login > 管理 > ソフト ウェア管理へ進みます。
b. 「ソト ウェア :: バックアップの設定」セクションで、「バックアップのダウンロード 」ボタンをクリックします。
c. 安全な場所にバックアップ ファイルを保存します。
3. 新しいアプライアンスに、既存の SSL 証明書チェーンをインポート します。

注：SSL 証明書と Bomgar に関する詳細は、www.bomgar.com/docs/remote-support/how-to/sslcertificates を参照してくださ
い。
a. 現在のアプライアンスで、/appliance > セキュリティ > 証明書へ進みます。
b. 「セキュリティ :: 証明書 」セクションで、アクティブ IP アド レスに割り当てられている証明書の横にあるチェックボックスにチェックを
入れます。次に、このセクションのページの上にあるド ロップダウン リスト から、「エクスポート 」を選択します。

注：証明書をエクスポートすることで、アプライアンスから証明書が削除されることはありません。
c. 「セキュリティ :: 証明書 :: エクスポート 」ページで、証明書、秘密キー、証明書チェーンを含めるためにオプションにチェックを入
れます。秘密キーのパスフレーズを設定することが強く推奨されます。
d. 現在のアプライアンスで、/appliance > セキュリティ > 証明書へ進みます。
e. セキュリティ :: 証明書のインスト ールのセクションで、「インポート 」ボタンをクリックします。
f. 前回エクスポート した証明書ファイルを参照し、「アップロード 」をクリックします。
4. IP アド レスを証明書に割り当てます。
a. 現在のアプライアンスで、/appliance > セキュリティ > 証明書へ進みます。
b. セキュリティ :: 証明書のセクションで、SSL 証明書のエント リを見つけます。通常は、アプライアンスの完全修飾ド メイン名を含
む「発行先」フィールド があります( 例えば、site.example.com) 。
c. 新しい証明書の警告が表示されていないことを確認します。警告が表示されている場合は、この警告の解決方法に関する
詳細は、Bomgar テクニカル サポート のセルフ サービス センターの FAQ 755 を参照してくださ
い：help.bomgar.com/ssc/SolutionFAQ.aspx?id=755。
d. すべての警告が解決したら、証明書の行で割り当てる IP リンクをクリックします。ページの下部で割り当てる IP アド レスを確認
し、「構成の保存」ボタンをクリックします。
5. 新しいソフト ウェア パッケージをインスト ールします。
a. 新しいアプライアンスで、/appliance > アップデート へ進みます。
b. 「アップデート を確認する」をクリックする、または「アプライアンス ダウンロード キー」を画面上の指示に従って使用します。
c. 「この更新プログラムをインスト ールする」をクリックします。インスト ールの前に EULA に署名する必要があります。
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6. 元のアプライアンスから、ソフト ウェアの構成設定をインポート します。
a. 新しいアプライアンスの /login インタ フェースにログインします。初回のログイン資格情報は、「admin」と「password」です。
b. /login > 管理 > ソフト ウェア管理へ進みます。
c. 「ソフト ウェア :: 設定の復元」のセクションで、以前ダウンロード したバックアップ ファイルを参照し、「バックアップのアップロード 」
をクリックして新しいアプライアンスのバックアップを復元します。
この時点で、DNS サーバーを更新して新しいアプライアンスの IP アド レスのト ラフィックへダイレクト し、新しいアプライアンスのリモート サポート
のテスト を開始することができます。正常に機能していることを確認した後、元のアプライアンスが物理アプライアンスの場合は返品することがで
き、仮想アプライアンスの場合は削除することができます。物理アプライアンスを返品する場合は、次の手順に従います：
1. 元のアプライアンスの/appliance Web インターフェイスにログインします。
2. ステータス > 基本事項ページを参照し、「アプライアンスを出荷時の既定値にリセット する」をクリックします。
3. リセット が完了するまで待ち、その後「このアプライアンスをシャット ダウン」をクリックします。
4. アプライアンスを配送するために梱包します。
5. Bomgar の返品配送ラベルを箱の外側に貼り、運送会社に集荷を依頼します。配送ラベルを持っていない場合は、Bomgar 技術サ
ポート に問い合わせてください。
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免責条項、ライセンシングの制限 & テクニカル サポート
免責条項
本文書は、情報の提供のみを目的としています。Bomgar Corporation は、告知することなく、本文書の内容を変更することがあります。本
文書は、エラーを含まない完全な状態を保証するものではありません。または商品の適格性、特定目的との適合性、明示または法による黙
示の保証をすることなく提供されるものです。Bomgar Corporation は本文書に関する責任を負うものではなく、契約上の義務は、この文書
により直接的にも間接的にも生じないものとします。本文書に記載された技術、機能性、サービス、プロセスは予告なく変更される場合があり
ます。
BOMGAR、BOMGAR BOX、mark B、JUMP、UNIFIED REMOTE SUPPORT は、Bomgar Corporation の登録商標です。表示されてい
るその他の登録商標は、それぞれの所有者の資産です。

ライセンシングの制限
一つの Bomgar のリモート サポート ライセンスでは、一度に一人のサポート 技術スタッフが対応できるリモート コンピュータは、使用者が不在
の場合にも台数に限りはありません。同じライセンスに複数のアカウント が存在することもありますが、複数のカスタマー サポート 技術スタッフを
同時にト ラブルシューティングに対応させるには、2 つ以上のライセンス( 同時に必要なカスタマーサポート 技術スタッフごとに 1 つ) が必要になり
ます。

テクニカル サポート
Bomgar では、当社のお客様が生産性を最大限に向上させながら、操作に必要なあらゆる要素を自在に扱えるように、最高の品質サービス
の提供に向けて取り組んでいます。ご質問等は、Bomgar 技術サポート help.bomgar.com までお問い合わせください。
技術サポート は、年間メンテナンス プランをご購入いただいてのご提供となります。
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