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Pulse(パルス)とアラートメールの設定               2020 年 11 月版 

 

Nutanix クラスターには、クラスターの構成情報や統計情報など(Pulse データ)を送信する機能と、障害を

検知した際のアラートメールを送信する機能が備わっています。Nutanix サポートにこれらの情報を送信

することで、潜在的な問題や特定された問題が早急に解決できます。また、Nutanix Insights と連携し

て、サポートケースの自動作成、関連ログのリモート収集およびアップロードなど、サポートのエンゲー

ジメントプロセスの自動化を可能にします。 

 

以下に Pulse とアラートメールの特徴と設定方法などを説明します。 

Pulse とアラートメールの送信は Nutanix Default Tunnel と SMTP の二つの方式があります。 

 

Nutanix Default Tunnel 

 

デフォルトで使われる送信方式です。お客様環境のクラスターと Nutanix サポートセンター側のサーバ

との通信を HTTP トンネリングによって確立します。Nutanix Default Tunnel を使ってアラートメール

や Pulse データを送信するには、クラスター内のすべての CVM から下記 Nutanix 側のサーバへの通信

を許可する必要があります。(Firewall Requirements をご参照ください) 

 

 ・nsc01.nutanix.net（TCP：80、8443） 

 ・nsc02.nutanix.net（TCP：80、8443） 

 ・insights.nutanix.com（TCP：443） 

 

SMTP 

 

Nutanix クラスターがインターネットに接続していない、ないしはセキュリティ上 Firewall で通信を絞

ることが厳しい場合、社内の SMTP サーバ経由で送信することも可能です。これによってクラスターが

インターネット接続せずに送信することができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nutanix.com/jp/products/insights
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Acropolis-Upgrade-Guide-v5_18:wc-support-firewall-wc-c.html
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Pulse 

特徴 

 

Pulse を有効にすると、クラスターの構成情報や統計情報などが定期的に Nutanix サポートまで送付

されます。Pulse によって送られた情報が障害発生時の調査に役立てられて、Nutanix サポートが迅

速に調査を開始することができるようになります。詳細につきましては Nutanix Pulse and Remote 

Diagnostics をご参照ください。 

 

設定方法 

 

1. Prism Web Console にログインして、ギアアイコンから[Pulse]をクリックします。 

 

2. Pulse を有効にするには、[Enable]にチェックを入れます。 

3. [Additional Info]をクリックして、[Email Recipients]の配下の 

[Nutanix サポート(nos-asups@nutanix.com)]にチェックが入っていることを確認します。 

4. Pulse データを他のアドレスにも送信したい場合は、[Email Recipients]に他のメールアドレスを

追加します。コンマで区切ったら複数の受信者を追加可能です。 

5. [Save]をクリックして保存します。 

 

 

https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics:TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics
https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics:TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics
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Pulse 状態の確認  

 

Pulse を有効にしましたら、Pulse 設定画面の[PULSE CONNECTION STATUS]から状態を確認でき

ます。また、Nutanix ポータルの[Assets] - [Clusters] - [List]から、各クラスターの[Pulse Status]

からも確認できます。  

 

補足 

 

Pulse が取得するデータにつきましては KB2232 をご参照ください。 

ゲスト VM、ユーザデーター、IP アドレスやホスト名などの機密情報は取得されません。 

Pulse を使用する際のネットワーク要件につきましては、ご使用になられる AOS バージョンの

Firewall Requirements をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.nutanix.com/
https://portal.nutanix.com/kb/2232
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Acropolis-Upgrade-Guide-v5_18:wc-support-firewall-wc-c.html
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アラートメール 

特徴 

 

重大障害を検知した際に自動的にアラートメールを Nutanix サポート、または指定された宛先に送信

する機能です。Nutanix サポートがアラートメールを受信したら、アラート内容に応じてサポートケ

ースを自動的に発行することが出来ます。アラートによる自動ケース作成機能を利用することで、障

害発生した直後に Nutanix サポートより連絡をさせていただきますので、迅速に調査を開始すること

ができます。 

 

設定方法 

 

1． Prism Web Console にログインして、ギアアイコンの[Settings]から、[Alert Email Configuration]

をクリックします。 

 

2． アラートメールの送信内容、頻度を設定して、[Email Recipients]に受信者アドレスを追加します。 

3． 画面の下部にある [Tunnel Connection] は Default Nutanix Tunnel を利用する場合に表示されま

す。SMTP を利用する場合、SMTP の接続状態が表示されます。 

 

Nutanix サポートにアラートメールを送信するには下記項目を有効にする必要があります。 

- Nutanix Support(nos-alerts@nutanix.com)にチェックが入っている 

- [Individual Alert]にチェックが入っている 

- TUNNEL、もしくは SMTP の Connection Status が「SUCCESS」である 
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テストメールの送信方法 

 

1． CVM に SSH でログインします。 

2． 下記コマンドでテストメールを送信します。 

nutanix@cvm$ ~/serviceability/bin/email-alerts --to_addresses="メールアドレス" --subject="表題" 

 

to_addresses にお客様のメールアドレスを入れて、テストすることもできますが、Nutanix までメ

ールが送信できるか確認するには、nutanix.com ドメインのメールアドレスが必要です。そのため事

前にサポートケースを作って、Nutanix サポートエンジニア宛にテストメールを送信していいか確認

してください。 

 

nutanix.comドメインの宛先を指定したメールがうまく送信できれば、「Nutanix Support(nos-

alerts@nutanix.com)」までも送信できるはずです。 

 

SMTPサーバーを利用する場合、[SMTPサーバー」からテストメールを送信することができます。 

Prism - ギアアイコン - SMTPサーバー - テスト（SMTP設定した場合のみ有効） 
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アラートメールによるケースの自動作成 

 

Nutanix Support(nos-alerts@nutanix.com)にアラートメールが届きますと、アラートの種類によっ

て自動的にサポートケースが作成されます。 

 

具体的にどのようなアラートがケースを作成するかにつきましては、下記のKBをご参照ください。 

https://portal.nutanix.com/kb/1959 

 

アラートケースが作成されるか確認するには、お客様の環境で KB1959 内のいずれかのアラートを発

生させる必要があります。下記の手順で、DiskSpaceUsageHigh というアラートを発信させることが

できて、Nutanix 側に届きましたら自動的にケースが作られます。 

 

1. Prism - ギアアイコン - Alert Policies を開きます。 

2. A1005 Data Disk Space Usage High というアラートのアクション(鉛筆アイコン)をクリックしま

す。 

3. 以下のように変更して Save で保存します。 

 

4. 25 分後にアラートが Prism に上がってきたことを確認します。 

 

データ用ディスクの使用量が Alert Policy で設定された閾値を超えた場合に DiskSpaceUsageHigh の

アラートが出ます。そのアラートが Nutanix に送信されて、自動的にサポートケースが作成される流

れとなります。作成されたケース番号はサポートポータルから確認できます。 

 

また、アラートケースが自動的に発行された場合、弊社サポート担当よりアセットやクラスターに登

録されたサポートコンタクトに連絡させていただきます。サポートコンタクトの登録方法について、

[Nutanix 機器の登録情報の管理]をご参照ください。 

 

 

https://portal.nutanix.com/kb/1959
https://portal.nutanix.com/kb/1959
https://go.nutanix.com/rs/031-GVQ-112/images/NTNXJP-003-SupportPortalContactRegistration.pdf
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参考情報 

 

[NUTANIX PULSE AND REMOTE DIAGNOSTICS] 

https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics:TN-

2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics 

 

[CONFIGURING PULSE] 

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-support-smart-

support-wc-t.html 

 

[CONFIGURING ALERT EMAILS] 

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-alert-email-enable-

wc-t.html 

 

[CONFIGURING AN SMTP SERVER] 

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-system-smtp-server-

wc-t.html 

 

[FIREWALL REQUIREMENTS] 

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Acropolis-Upgrade-Guide-v5_18:wc-support-firewall-wc-

c.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics:TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics
https://portal.nutanix.com/page/documents/solutions/details?targetId=TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics:TN-2133-Nutanix-Pulse-Remote-Diagnostics
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-support-smart-support-wc-t.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-support-smart-support-wc-t.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-alert-email-enable-wc-t.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-alert-email-enable-wc-t.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-system-smtp-server-wc-t.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v5_18:wc-system-smtp-server-wc-t.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Acropolis-Upgrade-Guide-v5_18:wc-support-firewall-wc-c.html
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Acropolis-Upgrade-Guide-v5_18:wc-support-firewall-wc-c.html

	また、アラートケースが自動的に発行された場合、弊社サポート担当よりアセットやクラスターに登録されたサポートコンタクトに連絡させていただきます。サポートコンタクトの登録方法について、[Nutanix機器の登録情報の管理]をご参照ください。

