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摘要

このガイドでは、HPE インフラストラクチャオーケストレーションの概要について説明します。
インフラストラクチャオーケストレーションは、マルチノード、マルチティアのインフラストラ
クチャサービスを対象にし、高度なテンプレートを使用した設計、プロビジョニング、および継
続的な操作を提供します。
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ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービス
に対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容
も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中
の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、
Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業
用コンピューター・ソフトウェア、コンピューター・ソフトウェア資料、および商業用製品の技術情報は、ベ
ンダー標準の商業用ライセンスのもとで米国政府に使用許諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett
Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外にある情報を管理する権限を持たず、
また責任を負いません。
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はじめに

HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Matrix Operating
Environment を拡張する製品で、Self Service Portal を使用して共有演算リソースプールからインフラストラ
クチャサービスのプロビジョニングや目的変更を迅速に実行できます。HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションは、次のような HPE プラットフォームを利用して構築されるマルチノード、マルチティ
アのインフラストラクチャサービスを対象として、高度なテンプレートを使用した設計、プロビジョニング、
および継続的な操作を提供します。

• HPE Insight Control（HPE Insight Control 仮想マシン管理を含む）

• HPE Virtual Connect Enterprise Manager
• HPE Matrix Operating Environment

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、以下のように、物理および仮想サーバーのグル
ープのライフサイクル管理を実現します。

• 設計ツール、リソース管理ツール、およびセルフサービスツール。それぞれ、IT サービスの設計者、管理
者、およびユーザーの主要な役割を支援します。

• テンプレート設計環境。サービス内のサーバーのプロビジョニングに使用するブループリントを定義しま
す。

• マルチテナンシ。各組織に仮想インフラストラクチャオーケストレーションシステムを提供することで、
異なる組織間でデータセンターのリソースを動的かつ安全に共有できます。

• 効率的なリソース利用。ユーザーに割り当てられるリソースプールからのリソースの自動割り当てにより
可能になります。

• 仮想サーバーおよび物理サーバーの自動プロビジョニング。たとえば、VM ホストとクラスター、ブレー
ドハードウェアと仮想マシン構成、SAN ブートのサポート、オペレーティングシステムの展開、およびオ
ペレーティングシステムのカスタマイズ（パーソナライズ）などが含まれる

• カスタマイズ可能な HPE Operations Orchestration ワークフロー。既存の IT プロセスを統合し、承認、オ
ペレーティングシステムの導入、ストレージのプロビジョニングを行います。

• プロビジョニングされたインフラストラクチャの継続的管理。インフラストラクチャサービスの拡張、ア
クティブ化、停止などの操作を行います。

• HPE Matrix Operating Environment との統合。プロビジョニングされ使用可能なインフラストラクチャサ
ービスの監視とメンテナンスを行います。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、以下のシナリオで使用できます。

• 標準化されたインフラストラクチャサービスのライブラリ作成のためのテンプレート設計

• 複雑なインフラストラクチャ設計の迅速なプロビジョニングおよびプロビジョニングの解除

• 既存の自動化されたタスクと手動タスクを HPE インフラストラクチャオーケストレーションの自動操作
内に含める IT プロセス統合

• プロジェクトの迅速な展開

• リソースの予約、スケジュール設定、リース期間を利用したインフラストラクチャリソースの利用効率の
改善

インフラストラクチャ設計のプロビジョニングと管理の自動化
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、インフラストラクチャサービスの展開を自動化
するために主に次の 4 つの作業を支援します。

設計

設計者はグラフィカルデザイナーを使用して、簡単なものから複雑なものまで、さまざまなインフラストラク
チャテンプレートを作成します。これらのテンプレートはテスト後に公開することができ、これらを基にして
インフラストラクチャサービスを作成することができます。

プロビジョニング
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セルフサービスユーザーまたは組織内のセルフサービスユーザーは、既存のテンプレートを選択し、そのテン
プレートに基づき割り当てられたリソースプールに対してインフラストラクチャのプロビジョニングを要求
します。サービスプロバイダーの管理者または組織の管理者は、この要求を承認または拒否でき、その進行状
況を監視することもできます。

操作

サービスプロバイダーの管理者または組織の管理者は、演算リソース、ネットワーク、ストレージプールの管
理、仮想マシンイメージとソフトウェア展開ジョブの定義、セルフサービスリクエストの実施の一環としての
手動プロビジョニングタスクの実行、HPE Insight Management を使用した管理対象環境の稼動状況および利
用状況の監視を行います。

統合

設計者と管理者は、HPE Operations Orchestration ワークフローを修正または作成して HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションの自動操作をカスタマイズすることで、HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションを既存の IT プロセスと統合します。また、承認プロセスへのリンクの作成、オペレ
ーティングシステム展開とサーバー構成の拡張、SAN 管理プロセスとサーバー展開の統合も行えます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE
Matrix Operating Environment ソリューション

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Matrix Operating Environment ソリューシ
ョンの一部です。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、設計者、管理者、ユーザー
の役割をサポートする 3 つのコンポーネントがあります。

• 設計者は、Designer を使用して、マルチサーバー、マルチティアのインフラストラクチャをドラッグアン
ドドロップ式のインターフェイスを用いて計画および設計できます。

• サービスプロバイダーの管理者は、コンソールを使用して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションの全体的な動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリソースを展開、管理、お
よび監視できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Matrix Operating Environment ソリューショ
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• 組織の管理者は、Organization Administrator Portal を使用して、その組織の HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションの動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリソースを展開、
管理、および監視できます。

• ユーザーは、Self Service Portal を使用して、公開されたテンプレートからインフラストラクチャサービ
スを作成できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユー
ザーとグループ

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは Active Directory と統合しているので、Windows
のユーザーグループや個々のローカルユーザーに対してリソースへのアクセス権を付与することができます。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションをインストールすると、3 つのローカルユーザーグ
ループ（HPIO_Administrators、HPIO_Architects、および HPIO_Users）が作成されます。

Windows CMS 管理者は、ローカルの Windows ユーザー、および Active Directory のユーザーまたはグループ
を HPIO_Administrators、HPIO_Architects、HPIO_Users に追加することによって、サービスプロバイダーロ
ールの内容を設定します。組織を作成すると、2 つのローカル Windows グループが組織の名前を示す記述を
使って作成されます。これらのローカルのグループの名前は、<organization_id>_Administrators、および
<organization_id>_Users という形式になります。

ユーザーは複数の HPE IO Windows グループに所属できます。つまり、複数の HPE IO 組織に所属できるこ
とになります。このようなユーザーは、組織の異なる、1 つ以上の「Organization Administrator Portal」に同
時にログインできます。ユーザーが組織から削除された場合、その削除は、ユーザーが Organization
Administrator Portal からログアウトした後に有効になります。

ユーザーのグループ（たとえば、Active Directory グループ）に対しては、ユーザーに対する承認と同じ方法
で、ライフサイクル操作の表示および実行を承認できます。たとえば、グループに所属するユーザーは、グル
ープに割り当てられたサーバープールの表示、グループのサーバープールへの割り当て、グループに割り当て
られているテンプレートの表示などの操作を行えます。サーバープールは、単独のグループにも複数のグルー
プにも割り当てることができます。

グループに所属するユーザーの承認は、そのグループが割り当てられている HPE IO 役割に基づいて行われま
す。あるユーザーが所属するグループに対して変更を行った場合、その新しいグループ割り当ては、ユーザー
が次に HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションにログインしたときに反映されます。

注記:

表示および割り当てできるのは、HPIO_* Windows グループ（HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションの役割（25 ページ）で説明します）に所属するように明示的に指名されたユーザーお
よびグループだけです。指名されたこれらのグループに含まれるユーザーやサブグループは表示するこ
とも、リソースに直接割り当てることもできません。

• アーキテクト

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer（グラフィカルデザイナー）を使用し
て、インフラストラクチャサービステンプレートを設計および公開します。このテンプレートは、インフ
ラストラクチャサービスのプロビジョニングの要件を取り込んでいます。設計者は、作成および設計中に、
必要な 小メモリサイズ、IP アドレス割り当て、ブートディスクで必要なソフトウェアなど、論理リソー
スの属性を指定します。また、HPE Operations Orchestration ワークフローを作成してテンプレートと結
合し、インフラストラクチャサービスのプロビジョニングや継続的な管理が行われている間に別の IT タス
クを自動で行うこともできます。

• 管理者

HPE Systems Insight Manager で HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを
使用して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの全体的な動作を管理します。たとえ
ば、HPE IO サーバープールの作成、組織の作成と管理、使用可能なネットワークとソフトウェアインベン
トリの管理、ユーザーリクエストの承認、必要に応じたユーザーのインフラストラクチャサービスの変更
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（物理環境でのメンテナンス操作をサポートするためのサーバーブレード間での論理サーバーの移行）を行
います。また、管理者は、一部自動化された処理の中で手作業が必要な部分も実行します。

• ユーザー

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal を使用して、テンプレートか
らインフラストラクチャサービスを作成します。ユーザーは、テンプレート設計を選択し、ユーザーが使
用できるように割り当てられた 1 つまたは複数のサーバープールを選び、リース期間とサービス名および
（テンプレートによっては）ホスト名完了文字列を指定して、新しいインフラストラクチャサービスの作成
を開始します。インフラストラクチャサービスが割り当てられプロビジョニングされると、ユーザーは、
リース期間が終わるまではそのインフラストラクチャを使用できます。この間、ユーザーは、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal を使用して、サービスを更新（HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションのリクエストを使用したサーバーやストレージの追加など）
できます。

ソフトウェアの展開とサービスのプロビジョニング
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、オペレーティングシステムソフトウェア展開の
ための以下のメカニズムをサポートします。

• 仮想サーバーから抽出されたイメージ（外部クラウドプロバイダーからのソフトウェアイメージを含む）

• HPE Insight Control サーバープロビジョニング OS ビルドプラン

• HPE Server Automation（SA）オペレーティングシーケンスまたは OS ビルドプラン

• Ignite-UX（IUX）ジョブ

• VMware ESXi Auto Deploy ジョブ（カスタム展開サービス経由）

各サブタイプは、物理または仮想サーバーに選択可能なソフトウェアを展開するための 1 つの方法を意味しま
す。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、システムソフトウェアの展開を簡単にするため
に、仮想マシンテンプレート、物理サーバー展開ジョブ、および HPE Operations Orchestration ワークフロー
を使用します。

注記:

OS Build Plan カスタム属性をサポートする展開サーバーを使用する場合、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションのユーザー定義プロパティを使用して、属性を設定できます。使用可能な
カスタマイズには、以下が含まれます。

• IPv4 または IPv6 ネットワークの事前設定

• Windows Active Directory ドメインへの参加

• NIC チーミング

• VMware Auto Deploy を使用しない VMware ESXi ホストのプロビジョニング

詳しくは、高度なサーバーのカスタマイズの利用を参照してください。

プロビジョニングの実行中、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは各実行ポイントで関
連付けられた HPE Operations Orchestration ワークフローを実行します。HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションがリクエストの処理を完了した後、結果として生成されたサービスは物理および仮想リ
ソースのセットともにユーザーベースで保存されます。このサービスは、元のテンプレート設計を反映してい
ます。稼動中のインフラストラクチャサービスは、サーバーやデータディスクの追加など多くの点を変更でき
ます。
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注記:

HPE Insight Control サーバープロビジョニングは、HPE Insight Control サーバー配備の代わりに使用で
きる機能です。ただし、HPE Insight Control サーバー配備のインストールやアップグレードは、引き続
き可能です。HPE Insight Control サーバープロビジョニングは、推奨される HPE ProLiant 展開ソリュー
ションです。詳しくは、HPE Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイドおよび HPE Insight
Control サーバープロビジョニングインストールガイドを参照してください。どちらのガイドも、
Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトから入手できます。

HPE Operations Orchestration
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーション 7.6 には、7.5 リリースに含
まれる 9.07 バージョンからのアップグレードである HPE Operations Orchestration 10.60 が含まれます。こ
のバージョンの HPE Operations Orchestration ソフトウェアでは、使用制限付きのライセンスが供与され、
OSI（オペレーティングシステムインスタンス）ベースのライセンスキーが必要です。OSI ライセンスキー
は、HPE Matrix Operating Environment ソフトウェアがサーバーごとのライセンス契約の下でライセンスされ
ている場合でも提供されます。

インストールすると、90 日間の試用版をご使用いただけます。これには、ライセンス版と同じ機能が含まれ
ます。90 日間の試用期間が終了するまでにライセンスが構成されなかった場合は、HPE OO（HPE Operations
Orchestration）は動作を停止し、HPE OO ワークフローを使用する Matrix 機能も停止します（メールの送信、
静的サーバーの管理、ESXi クラスターのプロビジョニング、およびソリューションのカスタマイズ用に接続
されているワークフローの使用を含む）。この HPE Operations Orchestration OSI ベースのライセンスのアク
ティブ化とインストールを行う方法については、「HPE Operations Orchestration ライセンスのアクティブ
化とインストール」を参照してください。

機能

HPE Matrix OE に含まれる HPE Operations Orchestration の限定バージョンでのワークフローは、プロビジョ
ニング前および後のタスクに関連して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインター
フェイスからのみトリガーできます。HPE Helion CloudSystem Enterprise の完全バージョンにアップグレー
ドすると、HPE Matrix OE インターフェイス以外からワークフローを起動できます。

• HPE Operations Orchestration の限定バージョンでは、HPE Matrix OE を他の管理ソフトウェアと統合で
きます。ただし、これには HPE コンサルティングの追加サービスが必要です。

• HPE Matrix OE に含まれる HPE Operations Orchestration の限定バージョンでは、1 人の著者にライセン
スが適用されます。HPE Helion CloudSystem Enterprise の完全バージョンにアップグレードすると複数
の著者に適用できます。

• HPE Matrix OE に含まれる HPE Operations Orchestration Central のバージョンは、フローのトラブルシュ
ーティングにのみ使用できます。HPE Helion CloudSystem Enterprise にアップグレードすると、HPE
Operations Orchestration Central を使用し、HPE Matrix OE/HPE Insight Control の外部から HPE OO ワー
クフローを起動したり、起動をスケジュールしたりできます。

• HPE Matrix OE に含まれている HPE Operations Orchestration のバージョンは、HPE Operations
Orchestration の完全バージョンを実行している外部の HPE Operations Orchestration サーバーのリモー
ト使用をサポートします。詳しくは、次のホワイトペーパーを参照してください。Hewlett Packard
Enterprise Information Library で入手できる Upgrading HPE Operations Orchestration included
with Matrix OE to HPE Operations Orchestration 10.x（英語）

コンテンツ

限定バージョンに付属のコンテンツは、HPE Operations Orchestration の完全バージョンで使用可能なコンテ
ンツのサブセットであり、Infrastructure-as-a-Service ワークフローに関連しています。HPE Helion
CloudSystem Enterprise にアップグレードすると、HPE Live Network 経由の追加コンテンツを含む、HPE
Operations Orchestration の完全バージョンを無制限に使用できます。
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既存のサービスでの HPE Operations Orchestration ワークフローの編集

HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションは、サービスライフサイクル
操作（実行ポイント）に 1 つまたは複数の HPE Operations Orchestration ワークフロー呼び出しを結合する機
能を提供します。設計者または管理者は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer
でテンプレートを作成するときにこれらの結合を設定できます。サービス作成後の実行ポイントの編集も可
能です。

管理者は、CLI または SOAP API コマンドを使用して、既存のサービスに結合されているワークフローを追
加、削除、または変更できます。この変更は元のテンプレート、またはテンプレートが同じ他のサービスには
適用されません。サービスで要求が進行中の場合は、変更を実行できません。

既存の HPE Matrix IO サービスで HPE OO ワークフローを編集するには、次の CLI コマンドを使用します。

ioexec edit workflow -s <service_name> -f <input_file> [-g 
<logical_server_group>]
    
設定ファイルを XML で作成し、それを CLI コマンドの-fパラメーター（または SOAP API コマンドの

inputFileパラメーター）の引数として指定します。以下に、XML ファイルフォーマットの例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EditWorkflowParameters 
xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/InfrastructureUtilitySchema
     <Parameters>
          <Operation>REMOVE</Operation>
          <ActionLevel>SERVICE_ACTION</ActionLevel>
          <ExecutionPoint>DESTROY</ExecutionPoint>
          <When>SERVICE_END</When>
          <WorkflowName>Fix DNS</WorkflowName>
          <WorkflowPath>/Library/Hewlett Packard/Infrastructure 
orchestration/Service Actions/</WorkflowPath>
          <Ordinal>0</Ordinal>
     </Parameters> 
</EditWorkflowParameters>
      
パラメーターと値の完全なリストについては、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE
CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment 7.6 Integration Interfaces API and CLI Operations
Reference Guide を参照してください。

API および CLI のサポート
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、SOAP ベースのアプリケーションプログラミン
グインターフェイス（API）およびコマンドラインインターフェイス（CLI）（ioexec）をサポートしていま

す。

各操作において、API 呼び出しは語句を連続させたキャメルケースで指定されます。ioexecコマンドは分離

させた語句を使用して指定されます。たとえば、getOrganizationは API 呼び出しであり、get
organizationはコマンドです。

API および CLI を使用する場合は、ユーザー名とパスワードを提供する必要があります。

• 提示したユーザー名およびパスワードがサービスプロバイダー管理者の役割の Windows ユーザーに属し
ている場合、API および CLI はすべてのサービス上で操作できます。

• ユーザー名およびパスワードが組織の管理者の役割の Windows ユーザーに属している場合、API および
CLI はその組織が所有するサービス上でのみ操作できます。

• ユーザー名およびパスワードが設計者またはユーザーの役割の Windows ユーザーに属している場合、API
および CLI はその特定のユーザーが所有するサービス上でのみ操作できます。
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注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでのユーザー役割について詳しくは、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの役割（25 ページ）および Matrix HPE インフラ
ストラクチャオーケストレーションアプリケーションの使用（133 ページ）を参照してください。

手順

1. HPE インフラストラクチャオーケストレーション CLI はリモートで呼び出すことが可能です。詳しくは、
リモート CMS コマンドラインで「ioexec --help」と入力してください。

また、デフォルトの接続パラメーターを使用してリモート CMS から CLI を呼び出すには、以下の手順に
従ってください。

1. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\cliにある.zip ファイルを、

CLI の実行元となる CMS にコピーします。

2. sample-ioexec.propertiesを、ユーザーのホームディレクトリ（C:\users\Administratorなど）

にコピーします。

3. sample-ioexec.propertiesの名前を ioexec.propertiesに変更します。

4. ファイルを変更して、デフォルトのホスト、ユーザー名、パスワード、およびその他の値（必要に応じて）
を指定します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE CloudSystem Matrix/Matrix
Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations リファレンスガイドを参照してく
ださい。
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インストールと構成

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのイン
ストール

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Insight Management インストーラーからイ
ンストールされます。インストーラーを使用する場合は、必ず、必要なソフトウェアをすべて選択し、インス
トール中に HPE Insight Control と SMTP のパラメーターを使用できるようにしてください。詳しくは、HPE
Insight Management DVD に収録されている HPE Insight Management インストール/コンフィギュレーショ
ンガイドを参照してください。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを含む HPE Insight
Management をインストールおよび実行するためのハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの
小要件については、HPE Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

これらのドキュメントの 新バージョンを Web で探すには、Hewlett Packard Enterprise Information
Library に進んでください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのアッ
プグレード

完全なアップグレード手順については、HPE Insight Management DVD に収録されている HPE Insight
Management インストール/コンフィギュレーションガイドを参照してください。このドキュメントを探すに
は、インストーラーからドキュメントタブをクリックし、左側のナビゲーションウィンドウで HPE Matrix
Operating Environment を選択します。このドキュメントの 新バージョンは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library の Web サイトから入手できます。

HPE インフラストラクチャオーケストレーションのアンインス
トール

手順

1. Windows のコントロールパネルで、プログラムの追加と削除に進みます。

2. HPE Matrix infrastructure orchestration を選択します。

3. 削除オプションを選択し、HPE Matrix infrastructure orchestrationのデータベースを削除しま

すか?というメッセージが表示されたら、はいをクリックします。

4. HPE Matrix infrastructure orchestrationとその関連コンポーネントすべてを削除します。よ

ろしいですか?というメッセージが表示されたら、はいをクリックして削除プロセスを完了します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのライ
センス適用

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションへのライセンス適用は、HPE Insight Managed
System Setup Wizard を使用したインストールおよび設定プロセス中に完了します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise Information Library の Web サイトで入手できる HPE Insight Management インストー
ル/コンフィギュレーションガイドを参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションからの Integrity サーバーのライセンス解除をサポートします。HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションの Integrity ライセンスを解除するには、次のように vselicenseコマンドを入力します。

% vselicense -r hpio -n <nodename>
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詳しくは、vselicenseに関するマンページを参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用したパブリッククラウドインスタンスのプロ
ビジョニングのライセンス要件は、HPE Matrix Operating Environment ハイブリッドクラウド管理ライセンス
要件でカバーされています。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library から入手できる
HPE Matrix Operating Environment お使いになる前にを参照してください。

ご使用の環境のライセンスについて詳しくは、当社の営業担当者にお問い合わせください。

ブラウザーの互換性
デフォルトでは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、自己署名証明書を使用するよ
うに構成されています。このため、 新のブラウザーを使用して HPE Systems Insight Manager/HPE Matrix
OE ツールメニューから HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを起動した場
合、エラーが発生する可能性があります。

SSL 証明書に証明書のロードが必要

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、SSL 証明書がブラウザーによって受け入れられ
たかどうかを検出します。証明書が受け入れられていない場合は、証明書をロードボタンと各ブラウザーの手
順を含む証明書が必要ですページが HPE Matrix IO に表示されます。以下の手順が完了すると、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションコンソールが自動的に起動します。

以下に、証明書が必要ですページの Google Chrome での表示例を示します。

Windows での HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションユーザーの設定

Insight Management インストーラーは、インストールを実行したユーザーを HPIO_Administrators グループ
に追加します。

Active Directory を Insight Management に統合するには、以下を実行します。

手順

1. CMS をホストするサーバーが Active Directory ドメイン（ワークグループではなく）に属していることを
確認します。

2. Active Directory で、すべての Insight Management サービスの実行に使用する非管理者ユーザーを作成し
ます。

3. この Active Directory ユーザーに CMS の管理者権限を付与します。

4. この Active Directory ユーザーで、Insight Management DVD を CMS にインストールします。
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• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーグループにローカルユーザーを追加
するには、コンピューターの管理または管理ツールを使用します。たとえば、Windows Server 2008 では、
スタート > 管理ツール  > コンピューターの管理の順に選択し、ローカルユーザーとグループを展開しま
す。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーグループに Active Directory ユーザー
およびグループを追加するには、コンピューターの管理または管理ツールを使用します。たとえば、
Windows Server 2008 では、スタート > プログラム > 管理ツールの順に選択し、Active Directory ユーザ
ーとコンピューターを展開します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの役割

サービスプロバイダーレベルでは HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの 3 つの役割が
あります。これらのクラスは、以下の Windows ユーザーグループとして表されます。

• HPIO_Users

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal（https://<cms-name-or-
ip>:51443/hpio/portal）にログインして、公開済みテンプレートを使用してプロビジョニングのリク

エストを開始できます。これらのリクエストには、管理者の承認が必要です。

• HPIO_Architects

HPIO_Users グループの権限を持ちます。さらに、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ン Designer（https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/designer）にアクセスして、テンプレート

を作成、修正、および公開できます。

• HPIO_Administrators

HPIO_Architects グループの権限を持ちます。承認不要のリクエストの開始、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーション設定項目の変更、ネットワークとプールの設定、ユーザーへの既存のリソー
スへのアクセス権の付与、リクエストの承認、拒否、続行、または取り消しを実行できます。

Systems Insight Manager を使用して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソー
ルにアクセスできます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer および HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーション Self Service Portal にログインできます。

任意の組織の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator
Portal、任意の組織の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal にログ
インできます。

組織レベルでは、以下の 2 つの役割があります。

• 組織のユーザー

<organization_id>_Users グループの権限を持ち、サービスプロバイダーの HPIO_Users 役割と同じような
機能を持ちます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal（https://<cms-name-or-
ip>:51443/ssp/<organization_name>）にログインできます。

注記:

デフォルトでは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal と
Organization Administrator Portal は、ポート 51443 を使用します。デフォルトの HTTPS ポート 443
など、異なるポートを使用するように IO を設定できます。

詳しくは、「インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal への
アクセス」を参照してください。

• 組織の管理者

<organization_id>_Administrators グループの権限を持ちます。
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リクエストの開始、プールの作成とユーザーへの割り当て、組織ユーザーからの一時停止されたリクエス
トの承認と拒否、および Organization Administrator Portal と Self Service Portal の外観のカスタマイズを
実行できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal（https://
<cms>:51443/oap/<organization_name>）にログインできます。

組織の Self Service Portal にアクセスできます。

組織の管理者およびユーザーについて詳しくは、「組織の概要」を参照してください。

注記:

新しいユーザーが作成され、Systems Insight Manager 監査ログへのアクセスが必要な場合、システム管
理者はログを表示するためのユーザー認証を与える必要があります。

ユーザーアカウントのグループへの追加

個々のユーザーを、その役割に応じて適切な Microsoft Windows グループに追加するには、以下の手順を行い
ます。

注記:

同じユーザーアカウントをプライマリ CMS と各セカンダリ CMS に作成し、連携 CMS 環境内のすべて
の CMS でユーザーアカウントが確実に同期されるようにしてください。詳しくは、連携 CMS 環境の設
定を参照してください。

手順

1. スタート > 管理ツール > コンピューターの管理の順に選択します。

2. ローカルユーザーとグループを展開します。

3. ユーザーアカウントを追加します。

4. 次に、各種ユーザーグループに対応するユーザー名の例を示します。

a. ユーザーを右クリックして、新しいユーザーを選択します。

b. IOAdmin ユーザーを作成します。

c. 手順 a と b を繰り返して IOArchitect ユーザーアカウントと IOUser ユーザーアカウントを作成します。

注記:

これらのユーザーアカウント名は、次のように、それぞれのユーザーグループに関連付けられます。

• IOAdmin と HPIO_Administrators グループ

• IOArchitect と HPIO_Architects グループ

• IOUser と HPIO_Users グループ

5. 作成したユーザーアカウントをそれぞれ次のグループに追加します。

a. グループを選択します。

b. HPIO_Administrators グループを右クリックして、グループに追加...を選択します。

c. 必要な認証レベルに合わせて、ユーザーをそのグループに追加します。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンのアクセス

所属するグループの要件 1

コンソール HPIO_Administrators

HPIO_Architects

Designer HPIO_Administrators

HPIO_Architects

Self Service Portal HPIO_Administrators

HPIO_Users

Organization Administrator Portal HPIO_Administrators2

HPIO_Users
1 これらのグループのメンバーでないユーザーは、Systems Insight Manager で設定されている権限にかかわ
らず、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用できません。

2 <組織 ID>_Administrator は、Organization administrator portal を管理します。

Microsoft Windows グループに追加されているユーザーは、Systems Insight Manager に明示的に追加する必
要はありません。これらのユーザーは、Systems Insight Manager に初めてログインするときに自動的に
Systems Insight Manager に追加され、所属するグループに割り当てられている認証が付与されます。
Systems Insight Manager の複数のグループに所属するユーザーは、メンバーになっているグループに割り当
てられている各権限を合計した権限を持ちます。

IO リソース権限を持つ Windows ユーザーの削除

CMS から Windows ユーザーを削除する前に、そのユーザーが使用を許可されている HPE インフラストラク
チャオーケストレーションリソースからその Windows ユーザーを削除し、さらにそのユーザーが割り当てら
れている HPIO_の各グループからそのユーザーを削除する必要があります。

手順

1. Resources (リソース)
a. テンプレートへのユーザーの割り当てを解除するか、テンプレートに割り当てられているグループから

ユーザーを削除します。

b. プールへのユーザーの割り当てを解除するか、プールに割り当てられているグループからユーザーを削
除します。

2. グループ

a. HPIO_Users グループから Windows ユーザーを削除します。

b. HPIO_Architect グループから Windows ユーザーを削除します。

c. HPIO_Administrators グループから Windows ユーザーを削除します。

Windows ユーザーを該当のすべてのリソースとグループから削除したら、そのユーザーを CMS から削除でき
ます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロ
パティファイルの変更

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、hpio.propertiesという管理者が変更可能

なプロパティファイルが含まれています。このファイルは、デフォルトでは、C:\Program Files\HP
\Matrix infrastructure orchestration\confにあります。
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hpio.propertiesファイルには、使用可能なプロパティに関する追加のドキュメントが含まれています。

これらのプロパティは、機能を有効および無効にしたり、タイムアウト、再試行、および他の機能を制御した
りするために使用されます。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを新しいバージョンにアップグレードした場
合、hpio.propertiesファイル内の個々のプロパティへの管理者による変更は新しいバージョンのフ

ァイルに移行されます。ただし、新しいバージョンでプロパティのデフォルト値が変更されている場合
は移行されません。この場合、プロパティの値は hpio.propertiesに含まれる新しいデフォルト値で

上書きされます。

たとえば、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの以前のバージョンでは、
timeout.get.vmhostの値は 4 分でしたが、以降のバージョンでのデフォルト値は 10 分です。以前

のバージョンのファイルで管理者がこの値を 12 分に設定していた場合、以降のバージョンでは新しい
値である 10 分に上書きされます。

一部の管理者が hpio.propertiesを変更すると HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション

の Windows サービスの再起動が必要になりますが、多くの管理者の場合、再起動は不要です。一般に、
hpio.propertiesファイルに変更を加えた後は、再起動することをおすすめします。

コンソールのホームページへのカスタムリンクの追加

hpio.propertiesファイルの次の設定を使用して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ

ンコンソールのホームタブに 2 つのカスタムリンクを追加することができます。リンクを表示するには、ラベ
ルと URL を定義する必要があります。

• console.home.link.1.label
• console.home.link.1.url
• console.home.link.2.label
• console.home.link.2.url

注記:

管理者は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal の
組織タブを使用して、サービスプロバイダーおよび各組織用のカスタムリンクを組織の Self Service
Portal に 大 4 個配置できます。詳しくは、Organization Administrator Portal および Self Service
Portal のカスタマイズを参照してください。

カスタムライセンス契約の要求の追加

管理者は、サービスをプロビジョニングするためのライセンス条件への同意をユーザーに要求できます
（hpio.propertiesファイルの user.license.agreementプロパティで、ライセンス条件の URL、リン

クラベルの名前、および同意用チェックボックスの文言を指定します）。

この機能は、条項および条件の明示的な同意を確認することを必要とするサービスプロバイダー環境で価値が
ある可能性があります。この機能が有効な場合、ユーザーまたは管理者は同意ボックスにチェックを付けずに
サービスをプロビジョニングすることはできません。ボックスにチェックが付けられ、条項に同意されたこと
をリクエストの詳細が反映するまで、発行ボタンは無効です。

• user.license.agreement.url
は、ユーザーがリンクをクリックしたときにロードする Web ページを定義します。

• user.license.agreement.url.display.name
は、リンクのテキストラベルを定義します。

• user.license.agreement.label
は、チェックボックスのラベルを定義します。
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例：

• user.license.agreement.url = http://myhost/agreement.pdf
• user.license.agreement.url.display.name = License Agreement
• user.license.agreement.label = I accept

論理サーバー用のカスタムコンソールリンクの追加または編集

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、各論理サーバーのコンソールアクセスセクショ
ンに表示される 大 3 つのカスタムコンソールリンクをサポートします。これらのリンクを使用して、SSH、
VNC、または RDP などのツールを起動して、サーバーコンソールにリモートアクセスすることができます。

注記:

Telnet を起動するリンクはデフォルトで無効になりますが、再び有効にすることができます。詳しくは、
Telnet リンクの再有効化を参照してください。

2 つのプロパティを使用して、hpio.propertiesファイルでこれらのカスタムコンソールリンクを定義でき

ます。リンクを指定するプロパティとリンク表示名を指定するプロパティです。ユーザーがコンソールリン
クをクリックすると、ブラウザーはサーバーにアクセスするための適切なコンソールツールを起動するために
登録済みの URL プロトコルハンドラーを使用します。

次の例では、SSH および VNC リンクを設定するために hpio.propertiesファイルで使用されるデフォル

ト値を示します。コンソールリンクの URL には、サーバーの実際の名前または IP アドレスを表す、<host>
を含めることができます。

• custom.console.link.1 = ssh://<host>
• custom.console.link.display.name.1 = SSH
• custom.console.link.2 = vnc://<host>
• custom.console.link.display.name.2 = VNC

注記:

コンソールリンクの使用では、必要なコンソールアクセスの種類（SSH、VNC、または RDP）によっ
て、リモートアクセスツールのインストールや、URI プロトコルの再登録が必要となる場合があります。
この処理はカスタマイズされたコンソールリンクを使用する前に行う必要があります。

たとえば、PuTTY を実行するように SSH URL プロトコルハンドラーを定義することができます。詳し
くは、次の Web サイトにあるナレッジベース記事を参照してください。

http://kb.mozillazine.org/Register_protocol

Telnet リンクの再有効化

hpio.propertiesファイル内の関連プロパティ定義をコメントアウトすることによって telnet リンクが無

効になっています。telnet リンクを再度有効にするには、プロパティのコメントを解除します。

• custom.console.link.3 = telnet://<host>
• custom.console.link.display.name.3 = TEL

未使用の FlexNIC の非表示

Virtual Connect FlexFabric 構成によって様々な FlexNIC が定義されますが、必ずしもすべての FlexNIC が OS
で使用されるとはかぎりません。そのまま管理ソリューションに表示しながら、未使用の FlexNIC を OS から
非表示にすることができます。未使用の FlexNIC を OS から見えないようにするためのサポートは、HPE
Virtual Connect Domain Group がそれをサポートする（HPE Virtual Connect 4.10 以降が必要です）場合はデ
フォルトで有効になります。未使用の FlexNIC を非表示にするためのサポートは、Matrix OE 内の論理サーバ
ーごとに、論理サーバーを変更することによって制御できます（詳しくは、HPE Matrix Operating Environment
論理サーバー管理ユーザーガイドを参照してください）。未使用の FlexNIC を非表示にする機能をすべての
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サービスで無効にするには、hpio.propertiesファイルで hide.unused.flexnics = falseを設定し

ます。

Hyper-V VM ゲストの MAC 割り当てタイプに関連する設定

HPE Matrix OE 7.6 以降のリリースでは、Hyper-V ゲストに接続されているネットワークインターフェイスの
MAC アドレスタイプの指定がサポートされています。この設定は、設計者が HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーション Designer UI の Configure Sever Group ダイアログのネットワーク設定タブで行うこ
とができます。静的、動的、または未指定を選択します。未指定がデフォルトです。

サービスがプロビジョニングされると、次のプロパティに従って、MAC アドレスタイプが未指定の Hyper-V
ゲストインターフェイスに MAC アドレスタイプが指定されます。

use.static.mac.address.for.hyperv
このプロパティを trueにすると、プロビジョニングされたすべての Hyper-V ネットワークインターフェイス

の MAC アドレスタイプが静的になります。このプロパティを falseにすると、このようなすべてのインタ

ーフェイスの MAC アドレスタイプが動的になります。デフォルト値は falseです。

注記:

この設定によって、既存のサービスの MAC アドレスタイプは変更されません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、ネットワークインターフェイスの追加 UI ダイ
アログと ioexec CLI の両方で、Hyper-V ゲストに接続されている追加ネットワークインターフェイスの
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MAC アドレスタイプの指定もサポートされています。この設定へのアクセスは、次のプロパティで制限され
ます。

allow.user.set.mactype.add.network.interface
このプロパティを trueにすると、すべてのユーザーが追加ネットワークインターフェイスの MAC アドレス

タイプを指定できます。falseにすると、管理者ユーザーのみが追加ネットワークインターフェイスの MAC
アドレスタイプを指定できます。

注記:

MAC アドレスタイプが未指定の（またはユーザーが指定できない）追加インターフェイスに、

use.static.mac.address.for.hyperv
プロパティの設定に従って MAC アドレスタイプが構成されます。

カスタマイズ可能なテンプレートによるユーザーの設定の変更

テンプレートにカスタマイズ可能のマークが付いている場合は、サービスを作成する前に、サービスの新規作
成ダイアログの編集ボタンを使用して、特定の属性を変更できます。カスタマイズできる属性について詳しく
は、サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズを参照してください。

カスタマイズ可能オプションは、テンプレート内のカスタマイズ可能なすべての属性に適用されます。テンプ
レートで 小値と 大値を同じ値に定義した場合、メモリと CPU の属性のカスタマイズは無効です。その他
の属性のカスタマイズは、次の場所にある hpio.propertiesファイルのプロパティによって制御されます。

C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties
• software.access.restricted = true

このプロパティが true に設定されている場合、サービスの作成時にユーザーは、カスタマイズ（パーソナ
ライズ）された属性として指定されたソフトウェアへのアクセス権を持つ必要があります。

このプロパティが false に設定されている場合、ソフトウェアのカスタマイズ（パーソナライズ）を行う際
にソフトウェアの選択に制限は加えられません。

注記:

このプロパティは、カスタマイズされた属性として指定されているソフトウェアにのみ影響します。
テンプレートで指定されているソフトウェアに対する権限は必要ありません。

• allow.customize.template.network = false
このプロパティが true に設定されている場合、サービスの作成時にユーザーは、カスタマイズ可能なテン
プレートで名前付きのネットワークの定義の変更が許可されます。

マルチテナンシ環境でこのプロパティが true に設定されている場合、
customize.template.network.inclusion.listで、ネットワークの変更を許可される組織を指定

する必要があります。

このプロパティが false に設定されている場合、ネットワークのカスタマイズは許可されません。

• customize.template.network.inclusion.list =
このプロパティでは組織を指定します。サービスの作成時にカスタマイズ可能なテンプレートで名前付き
のネットワークの選択の変更を許可されるユーザーは、ここで指定する組織に属する必要があります。

このプロパティは、

allow.customize.template.network
が trueに設定されている場合にのみ有効です。

たとえば、管理者が次の各プロパティを設定すると、以下のルールが適用されます。
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allow.customize.template.network =
truecustomize.template.network.inclusion.list = Service Provider,orgA, orgB
サービスプロバイダー、orgA、および orgB のユーザーだけがネットワークをカスタマイズできる。他の
ユーザーは変更を加えることができない。

指定できる値は、組織名または ID です。ID を使用することにより、組織名が変更された場合に設定が不
適切になることを防止できます。

包含リストでサービスプロバイダーを指定すると、組織に割り当てられていないユーザーがネットワーク
を変更できます。

• サービスの作成時に指定するメモリサイズおよびプロセッサー数の値は、定義されている 小および 大
の範囲内でなければなりません。つまり、 小および 大に同じ値を設定することによって、これらの属
性のカスタマイズを無効にすることができます。

• allow.customize.disk.size
デフォルトでは、このプロパティは有効ですが、false に設定すると、サービス作成時にディスクサイズの
カスタマイズが無効になります。

注記:

ディスクが VM テンプレートで定義されている場合は、ディスクサイズを変更できません。

• allow.customize.user.defined.properties
デフォルトでは、このプロパティは有効ですが、false に設定すると、サービス作成時にユーザー定義のプ
ロパティのカスタマイズが無効になります。

• hyperv.allow.customize.mactype = false（デフォルト設定）

このプロパティは、Hyper-V VM にのみ適用されます。このプロパティを true に設定すると、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションコンソールおよび HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーション Organization Portal のユーザーはサービスの作成時に、カスタマイズ可能なテンプレート
用に MAC アドレスタイプをカスタマイズできます。

• hyperv.allow.user.set.mactype.add.interface = false（デフォルト設定）

このプロパティは、Hyper-V VM にのみ適用されます。このプロパティを trueに設定し、

hyperv.allow.customize.mactypeを trueに設定すると、ユーザーポータルのユーザーはサービス

の作成時に、カスタマイズ可能なテンプレート用に MAC アドレスタイプをカスタマイズできます。

• allow.customize.mactype
このプロパティを true にすると、コンソールの管理者ユーザーは Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイ
ズできます。このプロパティを false にすると、ユーザーは Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズでき
ません。このプロパティのデフォルト値は false です。詳しくは、Hyper-V VM ゲストの MAC 割り当てタ
イプに関連する設定を参照してください。

• allow.user.customize.mactype
このプロパティを trueにして、allow.customize.mactypeを trueに設定すると、Self Service Portal
および Organization Administrator Portal のユーザーは Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズできま
す。このプロパティを false にすると、HPE Matrix IO Self Service Portal と Organization Administrator
Portal のユーザーは Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズできません。このプロパティのデフォルト
値は falseです。詳しくは、Hyper-V VM ゲストの MAC 割り当てタイプに関連する設定を参照してくだ

さい。

注記:

カスタマイズ内容は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのリクエスト
タブのリクエスト詳細セクションで説明されています。カスタマイズした内容は、必要な場合、承認電
子メールにも表示されます。
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カスタムサーバーアクションの定義

管理者は、hpio.propertiesファイルの oo.custom.server.actionプロパティを使用してメニューラ

ベルおよび呼び出すワークフローを指定することで、 大 3 つの HPE Operations Orchestration ワークフロー
をサーバーアクションメニューに追加できます。例：

• oo.custom.server.action.workflow.1 = /Library/Hewlett-Packard/Infrastructure
orchestration/Install database

• oo.custom.server.action.workflow.2 = /Library/Hewlett-Packard/Infrastructure
orchestration/Enable VPN

• oo.custom.server.action.workflow.3 = /Library/Hewlett-Packard/Infrastructure
orchestration/Sync database

• oo.custom.server.action.display.name.1= Install database
• oo.custom.server.action.display.name.2= Enable VPN
• oo.custom.server.action.display.name.3= Sync database

注記:

指定するワークフローは、有効な既存の HPE OO ワークフローである必要があります。そうでない場合
は、メニューオプションは表示されません。詳しくは、カスタム HPE OO ワークフローメニュー項目が
サーバーアクションメニューに表示されない（358 ページ）を参照してください。

サーバーアクションメニューからカスタムサーバーアクションの実行を選択し、目的のアクションを選択し
て、カスタムサーバーアクションを実行します。サーバーアクションメニューは HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションコンソール、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self
Service Portal、または HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator
Portal で利用可能です。API/CLI を使用してカスタムサーバーアクションを実行することもできます。

注記:

API/CLI について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の HPE CloudSystem
Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations Reference Guide を
参照してください。

サービス作成時にユーザー定義のプロパティのカスタマイズを許可

ユーザー定義のプロパティを定義する場合、設計者はユーザーがサービス作成時にプロパティをカスタマイズ
できるようにするかどうかを定義し、有効な値のセットを定義します。

ユーザー定義のプロパティのカスタマイズは、デフォルトでは許可されていますが、hpio.propertiesフ

ァイルの allow.customize.user.defined.propertiesプロパティの設定を falseに編集することに

よって、グローバルに無効にすることができます。

詳しくは、サービス作成時のユーザー定義プロパティのカスタマイズ（219 ページ）を参照してください。

HPE Matrix Operating Environment の外部で行われたディスクサイズの変更の検
出

HPE Matrix Operating Environment は、外部で行われた仮想および物理ディスクのサイズの変更を検出し、表
示される情報とチャージバックデータをそれに応じて更新します。管理者は、hpio.propertiesファイル

の external.storage.growth.chargeback.enabledプロパティを falseに設定することによって、

HPE Matrix OE の外部で行われるディスク拡張のチャージバック調整を無効にすることができます。
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注記:

チャージバックが無効の場合（hpio.propertiesファイルの

external.storage.growth.chargeback.enabled = falseの設定により）、GUI、API、および

CLI は新しいディスクサイズを報告しません。

注記:

Add data disk to disk group を使用して同じサイズ/タイプのディスクを既存ディスクとして HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスに追加する場合、使用されるディスク属性
（サイズを含む）は、設計者によって 初に指定されたものです（インフラストラクチャのピクチャービ
ューに表示されます）。HPE Matrix OE 外部でディスクのサイズが変更された場合、ピクチャービューは
新しいディスクに対して設計者が指定したサイズを意図的に保持します。HPE Matrix OE 外部で拡張さ
れたディスクのサイズと一致させることが適切な場合は、HPE Matrix OE 外部で新しいディスクを変更
できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのディスクの編集の拡張操作を使
用して、すべてのディスクを現在の 大ディスクサイズよりも大きいサイズへと拡張できます。

HPE Operations Orchestration の設定
HPE Operations Orchestration ソフトウェアエンジンは、HPE Matrix Operating Environment に組み込まれて
います。HPE Operations Orchestration Software Studio を使用すると、カスタムワークフロープロセスを作成
できます。作成したワークフロープロセスは、HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションの
プロビジョニングプロセス内の適切に定義されたポイント（インフラストラクチャコンポーネントのプロビジ
ョニング前および後など）でテンプレートに接続できます。HPE Matrix OE によってプロビジョニングされた
サーバーのワークフローを呼び出すように 大 3 つのカスタムサーバーアクションを定義することもできま
す。詳しくは、カスタムサーバーアクション定義を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Operations Orchestration ワークフローの統
合ポイントを定義します。このワークフローは、操作に含まれるテンプレートやインフラストラクチャサービ
スとは関係なく、特定の操作が起動されるたびに実行されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションは、これらの操作の一部について基本またはサンプルの HPE Operations Orchestration ワークフ
ローを提供します。一方、これらの操作についてワークフローの変更や新しいワークフローの作成を行い、
HPE Matrix IO をビジネスプロセスに統合することもできます。

注記:

バンドルされている HPE Operations Orchestration ワークフローには、電源操作、消費電力上限の取得/
設定、RIBCL スクリプトの実行などの iLO ワークフローが含まれています。

テンプレートの設計者は、1 つまたは複数の HPE Operations Orchestration ワークフローを特定のテンプレー
トに関連付けることができます。これらのワークフローは、特定のライフサイクル操作の前または後に実行で
きるため、ターゲットサーバーまたはその他のインフラストラクチャ要素について対応する調整を行うことが
できます（たとえば、統合された構成管理データベースを更新したり、SAN ゾーニングを自動化するスクリ
プトを実行したりできます）。

詳しくは、<IM-DVD-INSTALLATION-FOLDER>\Operations Orchestration 10\docsまたは Hewlett
Packard Enterprise Information Library で入手できる HPE Operations Orchestration ソフトウェアガイド
を参照してください。

HPE Operations Orchestration ライセンスのアクティブ化とインストール

始める前に
HPE Operations Orchestration のライセンスを取得する

新規インストールの場合は、MyEnterpriseLicense.hpe.com でライセンスをアクティブ化します。
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1.（電子または書面の）注文書と共に提供された使用許諾書から取得できる契約注文番号（EON）を入力しま
す。

2. ライセンスのアクティブ化操作中に、ロック ID を入力する必要があります。

3. バンドルされている HPE OO の実行時に、CMS（中央管理サーバー）の IP アドレスを入力します。Matrix
では、個別にライセンスされる外部の HPE OO の構成もサポートされています。

アップグレードの場合は、http://www.hpe.com/downloads/software でライセンスをアクティブ化します。
HPE Matrix OE ソフトウェア SKU が含まれているサポート契約 ID（SAID）を入力します。

HPE Operations Orchestration ライセンスをインストールする

手順

1. 次の URL を使用して、HPE Operations Orchestration を開きます。

https://<CMS-IP>:8443/oo
2. 次の認証情報を使用して、HPE Operations Orchestration 管理者アカウントにログインします。

ユーザー名：admin

パスワード：インストール中に指定した Insight Management サービスアカウントのパスワード

3. System Configuration を選択してから、System Settings を選択して License をクリックします。

4. ライセンスファイルをブラウズしてから、OK をクリックします。

HPE Operations Orchestration のライセンスをアップデートする

HPE Operations Orchestration のライセンスは、IP アドレスでロックされています。CMS の IP アドレスが
（mxreconfig ツールを使用して）変更されている場合は、元の IP アドレスから新しい IP アドレスへのライセ
ンスの再ホスティングを実行するために、カスタマーポータルにアクセスする必要があります。

HPE Operations Orchestration システムプロパティの設定

HPE Operations Orchestration は、HPE Matrix Operating Environment の新規インストール、および HPE
Matrix OE 7.6 へのアップグレードで自動的にインストールされます。特定のバージョンについては、Hewlett
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/insightmanagement/docs）で入手できる
HPE Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

インストールまたはアップグレードの後で、HPE Operations Orchestration のシステムプロパティがすべて正
しく設定されていることを確認する必要があります。

手順

1. ブラウザーから HPE Operations Orchestration Central にアクセスします。https:// <cms-name-or-ip>:
8443/oo に移動します。ログインプロンプトが表示されます。

2. 次の認証情報を使用して、HPE Operations Orchestration 管理者アカウントにログインします。

• ユーザー名：admin
• パスワード：インストール中に指定した HPE Insight Management サービスアカウントのパスワード

HPE Insight Management サービスアカウントのパスワードが Systems Insight Manager の Reconfigure
CMS Tools（mxreconfig）を使用して後から変更された場合、変更された Insight Management サービス

アカウントのパスワードは、HPE Operations Orchestration Central およびデータベースには反映されませ
ん。HPE Operations Orchestration Central およびデータベースのパスワードは、http://www.hpe.com/
info/insightmanagement/docs の HPE Systems Insight Manager ユーザーガイドに説明されているとお
り、CMS Reconfigure Tools を使用して手動で変更します。

3. 左側のタブで Content Management メニューをクリックし、上部タブで Configuration Items メニューをク
リックして、Configuration フォルダーを展開した後、System Properties フォルダーを展開します。
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4. システムプロパティのいずれかをクリックし、そのプロパティの詳細を確認します。

5. HpioCmsIP プロパティが、CMS の IP アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）に設定されているこ
とを確認します。IP アドレスまたは FQDN が設定されていない場合や正しく設定されていない場合は、編
集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックして、正しい IP アドレスまたは FQDN を入力します。保存をクリ
ックします。

6.（オプション）電子メールアドレスの設定

Insight Management のインストール処理の中で、すべての電子メールメッセージについて送信元と送信先
の電子メールアドレスフィールドに 1 つ以上の電子メールアドレスを指定できます。Operations
Orchestration のシステムプロパティ画面には、インフラストラクチャオーケストレーション（Hpio*Sender
および Hpio*Recipients）によって送信される電子メールの全種類が表示されます。それぞれを設定して、
別のアドレスに届くように設定できます。複数のアドレスを指定する場合は、セミコロン（;）をアドレス
の区切り記号として使用します。

注記:

後にはセミコロンを使用しません。たとえば、電子メールアドレスを 1 つだけ設定する場合は、
email@address.comと指定します。複数のアドレスを設定する場合は、

email1@address.com;email2@address.comと指定します。

7. HPE Operations Orchestration の追加要件については、「SMTP の認証情報およびシステムプロパティの指
定」を参照してください。

SMTP の認証情報およびシステムプロパティの指定

HPE Operations Orchestration Central を使用するには、SMTP サーバーが必要です。HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションリクエストの実行中に HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションは、HPE Operations Orchestration を使用して、承認、オペレーティング
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システムの手動展開、ストレージの手動プロビジョニング、ディスクスクラブ、ストレージの削除、通知な
ど、ユーザーに HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロセスの進捗状況を通知します。
これらの通知を送信するには、HPE Operations Orchestration ワークフローを設定して電子メールの送信を可
能にします。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが電子メール通知を送信できるようになるに
は、事前に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションおよび HPE Operations
Orchestration がインストールされている CMS または CMS からアクセスできるサーバー上に SMTP サ
ーバーをインストールして設定する必要があります。

HPE Insight Management のインストール時に指定された SMTP 認証情報は、HpioSmtpCredentialsプロ

パティに追加されます。この認証情報が指定されていない場合、ユーザー名フィールドには「username」と
いう文字列が格納されパスワードフィールドは空白になります。

SMTP サーバーが認証を要求する場合、HpioSmtpCredentialsのユーザー名とパスワードが使用されま

す。SMTP サーバーが認証を要求しない場合、ユーザー名とパスワードは無視されます。

CMS 上の HPE Operations Orchestration で、該当する SMTP の値を使用して次の HPE Operations
Orchestration システムプロパティを設定してください。

名前 例 注記

HpioSmtpHost 127.0.0.1 SMTP を別のサーバーにインストールする場合は、
127.0.0.1 ではなくサーバーの IP アドレスを使用し
ます。

HpioSmtpPort 25 SMTP ポートが「25」以外の場合は、「25」の代わり
にそのポート番号を使用します。

HpioSmtpCredentials Administrator/パスワード デフォルトでは、インストール時に指定された SMTP
認証情報が使用されます。これらの値が指定されて
いない場合、ユーザー名フィールドには「username」
という文字列が格納されパスワードフィールドは空
白になります。

HPE Insight Management のインストール時に SMTP 認証情報が指定されなかった場合は、HPE OO Central
で入力します。System Accounts フォルダーを展開し、HpioSmtpCredentials を選択します。編集ボタン（鉛
筆アイコン）をクリックし、SMTP サーバーアカウントのユーザー名とパスワード（オプション）を入力しま
す。保存をクリックします。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者に送られる承認の電子メールには URL が
含まれ、管理者はこの URL をたどって承認を行えます。URL をたどることができるのは 1 回だけです。ただ
し、承認が必須の HPE Operations Orchestration ワークフローとして実行されないようにするには、..
\Program Files\HP\Matrix HP infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesファ

イルを編集して、oo.service.approval.action.enabled=trueを

oo.service.approval.action.enabled=falseに変更します。URL の削除など、承認の電子メールの

内容を変更するには、「Approval/Email/Send Approval Email」ワークフローを変更します。「Send Approval
Email」ノードの「body」フィールドを変更して、電子メールに記載したい内容が含まれるようにします。

HPE Operations Orchestration へのアクセス

HPE Operations Orchestration Studio は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer
のワークフロータブからダウンロードできます。また、HPE Operations Orchestration には、Insight
Management のインストール時の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに関する部分で
入力したユーザー名「admin」とパスワードを使用してデスクトップからアクセスできます。

HPE Operations Orchestration Studio にアクセスするには、Windows のスタートボタンをクリックして、す
べてのプログラム > Hewlett-Packard > Operations Orchestration > HPE Operations Orchestration
Studio の順に選択します。

注記:

HPE Operations Orchestration は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内からはア
クセスできません。デスクトップから HPE Operations Orchestration にアクセスしてください。同時に
接続できるのは、1 人の HPE Operations Orchestration ユーザーのみです。
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HPE Operations Orchestration Studio の設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration Central がインス
トールされている CMS から HPE Operations Orchestration Studio をダウンロードし、次に別のコンピュータ
ーに Operations Orchestration Studio をインストールできます。

注記:

HPE Operations Orchestration CMS には、一度に HPE Operations Orchestration Studio の 1 つのインス
タンスのみが接続できます。

HPE Operations Orchestration Studio のダウンロード

HPE Operations Orchestration Studio をダウンロードするには、以下を実行します。

手順

1. HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer にログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、既存のテンプレートエリアからテンプレートを選択します。

3. ワークフローをクリックします。

4. ワークフローダイアログで、右上部にあるギアアイコンをクリックして、HPE Operations Orchestration
Studio のダウンロードを開始します。

注記:

HPE Operations Orchestration Studio インストーラーは 64 ビットオペレーティングシステムでのみ
利用できます。

5. 保存ラジオボタンを選択し、保存をクリックしてハードディスクドライブにファイルを保存します。

HPE Operations Orchestration Studio のリモートインスタンスのインストール

HPE Operations Orchestration Studio の 10.x バージョンをリモートコンピューターにインストールできま
す。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある、Matrix OE および HPE Operations
Orchestration の構成とバージョンのアップグレードに関するホワイトペーパーを参照してください。

手順

1. アプリケーションを保存したディレクトリに移動し、installer-win64-studio.exe をダブルクリックしてイ
ンストーラーを起動します。

2. Welcome で、Next をクリックしてインストールを開始します。
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3. License Agreement 画面で、I accept the agreement が選択されていることを確認し、Next をクリック
します。

4. HPE Operations Orchestration Studio をインストールする場所まで移動し、Next をクリックします。

5. Studio オプションが選択されていることを確認し、Next をクリックします。

6. コンテンツパックを自動的にインポートする場合、コンテンツパックを配置するフォルダーの場所を選択
し、Next をクリックします。それ以外の場合、Next を単にクリックします。

7. 言語を選択し、Next をクリックします。

8. 概要画面で、すべてが正しいことを確認し、インストールをクリックします。

HPE Operations Orchestration Studio への HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションプロジェクトのインポート

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE OO Studio を使用して編集できるいくつか
の HPE OO ワークフローを含むコンテンツパックを提供します。元のプロジェクトは、<IO installation
folder>\OO\OO 10\OO 10 IO ESA Flows.zip ファイルで提供されます。ZIP ファイルの内容を解凍します。プ
ロジェクトは oo10-io_esa フォルダーにあります。

手順

1. HPE OO Studio を開きます。

2. 作業領域を選択します（デフォルトは、Windows ユーザーフォルダー)。
3. ファイルを選択し、Import Content Pack をクリックします。

4. zip ファイルから抽出したプロジェクトフォルダーを選択します。
HPE Matrix IO プロジェクトは他の 3 つのコンテンツパックに依存します。これらは、2 枚目の Insight
Manager DVD の Matrixio\content_packs フォルダーに提供されています。依存関係をインポートするに
は、次の手順を実行します。

a. ファイルをクリックして、Import Project をクリックします。

b. コンテンツパックのフォルダーを選択し、次の.jar ファイルを選択します。

• oo10-base-cp-1.8.0
• oo10-databases-cp-1.2.0
• oo10-hpe-solutions-cp-1.8.2

ワークフローのカスタマイズ

HPE Operations Orchestration 9.x とは異なり、HPE Operations Orchestration Central と Studio 10.x は統合
されていません。Studio のワークフローで行った変更を適用するには、コンテンツパックを作成してから、そ
れを Central で展開する必要があります。

HPE Operations Orchestration Studio でコンテンツパックを作成するには

1. 左側のパネルでプロジェクトフォルダーを選択します。

2. ファイル→Create Content Pack...の順に選択します。

3. コンテンツパックに関連する情報を更新し、次へをクリックします

4. ワークフローが他のコンテンツパックに依存する場合は依存関係を更新または追加し、Create CP をクリ
ックします。

5. 完了すると、コンテンツパックへのパスが表示されます。

HPE Operations Orchestration Central で新しいコンテンツパックを展開するには

1. ブラウザーから HPE Operations Orchestration Central にアクセスします。https:// <cms-name-or-ip>:
8443/oo に移動します。ログインプロンプトが表示されます。

2. 次の認証情報を使用して、HPE Operations Orchestration 管理者アカウントにログインします。

• ユーザー名：admin
• パスワード：インストール中に指定した HPE Insight Management サービスアカウントのパスワード

40  HPE Operations Orchestration Studio への HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロ
ジェクトのインポート



3. 左側のタブにある Content Management メニューにアクセスします。

4. Content Management ページがロードされたら、 上部のタブにある Content Packs メニューにアクセス
します。

5. Content Pack ページがロードされたら、+アイコン（Deploy New Content）が付いたメニューをクリック
します。

6. Content Pack ページ上に新しいページが開きます。このページで+アイコン（Add files for deployment）を
クリックし、展開するコンテンツパック（jar ファイル）を選択します。コンテンツパックが検証された
ら、Deploy ボタンをクリックします。

7. コンテンツパックが展開されたら、閉じるボタンをクリックします。

HPE Operations Orchestration Central システムの履歴データのプルーニング

HPE Operations Orchestration Central データベースはすべてのフロー実行手順に関する情報を保存します。
このデータは、HPE OO レポーティングの目的で使用されます。データベース管理者はデータベースから履
歴データを切り取り、データベースを適切なサイズに保つようにします。通常のデータベースプルーニングで
は、ディスクスペースの 小化による中断を 小限に抑えるか、大規模なデータベースのプルーニングを行い
ます。データベースから削除されたフローに関するデータは、レポートには表示できなくなっていることに注
意してください。

スクリプトに基づいた SQL クエリーにより、データベース管理者は、履歴をデータベースに保持する実行日
数を指定できます。

詳しくは、CMS 上の<IM DVD Installation folder>\Operations Orchestration 10\docsフォ

ルダーにある HPE Operations Orchestration データベースガイドを参照してください。

連携 CMS 環境の設定
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの連携 CMS 環境とは、複数の管理サーバーが連携し
て役割を分担し、単一のサーバーでは管理不可能な大量のリソースを管理するための環境です。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの新規インストールは、プライマリ CMS として設定
され、セカンダリ CMS がインストールおよび設定されるときに連携 CMS 環境を制御できるように準備され
ます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの連携 CMS 環境：

• サービスカタログに基づく自動プロビジョニングのスケーラビリティを向上できます（プライマリおよび
セカンダリ CMS リソースプール全体で 大 12,000 個の HPE ProLiant 管理対象ノード（HPE Integrity 用
は 6,000 個））。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを実行する 1 つのプライマリ CMS と、HPE
Matrix Operating Environment を実行する 1 つ以上のセカンダリ CMS を含みます（HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションはセカンダリ CMS にはインストールできません）。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、CMS の数にかかわらず、デフォルトで連
携を許可するように設定されています。これは、連携を無効にすると、CMS の名前の解決で問題が発生
する場合があるためです。この構成は変更しないことをおすすめします。

1 つの連携環境では 大 5 個の CMS を含むことができます。推奨される構成は次のとおりです。

• 1 つの CMS に対して 3,500。

プライマリ CMS は、クラスター化して可用性を高めることができます。

• 管理対象ノードの数が多い場合の連携構成：

◦ すべての論理サーバーが HPE ProLiant 管理対象ノードの場合の制限：

– プライマリ CMS は 1 つ、セカンダリ CMS は 大 4 つ

– 各セカンダリ CMS に対して 3,500 ノード
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– プライマリ CMS に対して 2,500 ノード

– プライマリおよびセカンダリ CMS リソースプール全体で 大 12,000 ノード

◦ すべての論理サーバーが Integrity 管理対象ノードの場合の制限：

– プライマリ CMS は 1 つ、セカンダリ CMS は 大 4 つ

– 各セカンダリ CMS に対して 1,500 ノード

– プライマリ CMS に対して 700 ノード

– プライマリおよびセカンダリ CMS リソースプール全体で 大 6,000 ノード

プライマリ CMS は、すべての CMS のリソースを集約して管理します。HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションは、このサーバーにのみインストールする必要があります。セカンダリ CMS とは、連携
に参加する CMS のことで、リソースが存在し、HPE Matrix IO からのプロビジョニングが行われます。ただ
し、セカンダリ CMS 上で HPE Matrix IO が直接実行されることはありません。

プライマリ CMS の HPE Matrix IO は、複数の CMS にまたがって HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションのプロビジョニングを実行するために、セカンダリ CMS の論理サーバー管理、VMM（仮想マシ
ン管理）、およびサポートするその他のソフトウェアレイヤーを使用します。

新規インストール時の連携 CMS の手動での有効化

連携 CMS 環境は、新規インストール時にデフォルトで有効になります。ただし、インストール処理中に CMS
の IP アドレスが完全修飾ドメイン名（FQDN）に解決されない場合は、以下のようなエラーが表示されます。

Failed to enable HPE Insight Orchestration Federated mode.
HPE Matrix OE infrastructure orchestration was successfully installed but the 
federated CMS feature was not enabled.
HPE Insight Management の新規インストールを実行しており、インストール時に連携 CMS が正常に有効化
されなかった場合は、連携 CMS 環境を設定します。

警告:

以前のリリースから HPE Insight Management 7.6 にアップグレードしている場合は、連携 CMS を手動
で有効または無効にしないでください。現在の環境にすでに HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションサービスが存在する場合、アップグレードの後で連携 CMS を手動で有効または無効に
すると、それらの既存のサービスが失敗します。アップグレードプロセスは、アップグレード前のステ
ータスに基づいて適切な連携値（有効または無効）を自動的に設定します。

7.6 へのアップグレード後の連携 CMS の有効化については、当社にお問い合わせください。

手順

1. プライマリ CMS とセカンダリ CMS の DNS をセットアップし、確認します。

連携環境では、ドメインネームサービス（DNS）を使用して、CMS のホスト名が IP アドレスに解決され
ます。

• プライマリ CMS では、各システムの FQDN を使って正引きおよび逆引きの DNS 検索で各セカンダリ
CMS を解決できる必要があります。

• プライマリ CMS が静的 IP アドレスで設定されている場合は、ホスト名に DNS サフィックスを設定し
ます。

a. Windows システムで、コンピューターのプロパティ（設定の変更）を編集します。

b. コンピューター名を変更します。

c. 詳細をクリックします。

d. プライマリ DNS サフィックスを含めます。
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デフォルトで、コンピューターの FQDN のプライマリ DNS サフィックスは、コンピューターが参加し
ている Active Directory ドメインと同じです。

e. 保存し、マシンを再起動します。

2. 連携 CMS を hpio.propertiesファイルで有効化します。

a. プライマリ CMS において、Windows エクスプローラーで、C:\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\confに移動します。

b. hpio.propertiesを編集します。

c. federated.ioプロパティを federated.io=trueに変更し、ファイルを保存します。

3. HPE Systems Insight Manager 連携 CMS リストをプライマリ CMS で設定します。

a. プライマリ CMS において、HPE Systems Insight Manager で、オプション > 連携 CMS 構成…の順に
選択します。

連携内の CMS のリストが表示されます。

b. プライマリ CMS が連携の一部としてリストされない場合は、CMS の追加…をクリックし、指示に従い
ます。

4. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを再起動します。

連携の設定

連携 CMS 環境を設定するには、以下の手順が必要になります。次の手順を実行します。

• 新しい HPE Insight Management のインストール時に、連携 CMS が自動的に有効になった後

• HPE Insight Management の新規インストールで連携 CMS が正常に有効化されなかった場合は、インスト
ール後に手動で連携 CMS を有効化した後

重要:

連携 CMS 環境では、いずれのセカンダリ CMS についても完全修飾ドメイン名（FQDN）を変更できま
せん。（CMS Reconfigure Tool を使用して）プライマリ CMS の IP アドレスまたは FQDN を変更した場
合は、各セカンダリ CMS の信頼済みリストを再設定します（下の手順 1 に説明しています）。

手順

1. セカンダリ CMS を設定します。

完了すると、この手順により、プライマリ CMS で HPE Systems Insight Manager の連携 CMS リストが構
成され、プライマリ CMS とセカンダリ CMS の間で証明書が交換され、セカンダリ CMS でプライマリ
CMS が信頼済みとして構成され、新しく追加された CMS が HPE Systems Insight Manager に表示されま
す。

a. プライマリ CMS において、Systems Insight Manager で、オプション > 連携 CMS 構成…の順に選択し
ます。

b. CMS の追加…をクリックします。

c. CMS 名で、セカンダリ CMS の FQDN を入力し、次へをクリックします。

d. リモート CMS 証明書を確認で、証明書を確認して、次へをクリックします。

e. リモート CMS を構成で、Systems Insight Manager のユーザー名およびパスワードを入力し、終了をク
リックします。

f. 各セカンダリ CMS について、手順 b～e を繰り返します。

2. 論理サーバー管理を備えた HPE ビジュアル化を設定してメモリ割り当てを増やします。

プライマリまたはセカンダリ CMS が 1000 を超えるノードを管理する場合は、論理サーバー管理 JVM の
ヒープサイズを増やしてください。
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a. 1000 個を超えるノードを管理するように設定する予定の各 CMS において、Windows エクスプローラ
ーで..\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsaに移動します。

b. hp_lsa_service.confを編集します。

c. wrapper.java.maxmemory=1024を、wrapper.java.maxmemory=2048に変更して、ファイルを

保存します。

3. 各セカンダリ CMS で、影響を受けるサービスを再起動します。

a. セカンダリ CMS のデスクトップで、スタート > 管理ツール > サービスを選択します。

b. HPE Global Workload Manager Central Management Server を選択し、操作 > 再起動を選択します。

c. HPE Logical Server Automation を選択し、操作 > 再起動を選択します。

d. 各セカンダリ CMS について、手順 a～c を繰り返します。

4. 連携に追加された新しい CMS に関する情報を HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
に提供します。

a. プライマリ CMS で、プロンプトダイアログを開きます。

b. 連携に追加された CMS ごとに、以下を入力します。

ioexec add cms -C <cms-FQDN>
ここで、<cms-FQDN>は、上記の手順 1c で指定したセカンダリ CMS FQDN 名と同一です。

5. クラスター化され、高可用性（HA）を備える連携 CMS 環境の場合は、hpio.confの

wrapper.java.additional.15プロパティをコメント解除し、指定します。

クラスター化された高可用性環境では、各 CMS に複数の IP アドレスが存在し、CMS 名がコンピューター
名と異なることがあります。以下のプロパティをコメント解除し、CMS の FQDN または IP アドレスを指
定します。

たとえば、"CMS-blue.hp.com"という名前の CMS の場合は以下のように変更します。

#wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=[FQDN or IP] を

wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=CMS-blue.hp.com
6. ホスト名およびプライマリ CMS の FQDN の確認します。

a. プライマリ CMS で、プロンプトダイアログを開きます。

b. mxgethostnameと入力して、返されるホスト名と FQDN を書き留めます。

c. HPE Systems Insight Manager で、オプション > 連携 CMS 構成…の順に選択します。プライマリ CMS
の FQDN は、mxgethostnameによって返される FQDN と同じである必要があります。

CMS 連携のローリングアップグレードのサポート

HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションでは、連携 CMS 環境のローリングアップグレー
ドがサポートされています。ローリングアップグレードでは、アップグレードプロセス中、異なるバージョン
の HPE Matrix OE を実行する CMS を含む連携が一時的に許可されます。

ローリングアップグレード中に、 新バージョンの HPE Matrix OE を実行している CMS は、以前のバージョ
ンの HPE Matrix OE を実行しているセカンダリ CMS に対する基本操作をサポートしています。新機能には、
以前のバージョンの CMS では動作しないものがあります。

重要:

プライマリ CMS を 初にアップグレードする必要があります。

サポートされていない新機能については、Hewlett Packard Enterprise Information Library から入手できる
該当するバージョンの HPE Matrix Operating Environment リリースノートを参照してください。

注記:

ローリングアップグレード処理時は、セカンダリ CMS にあるリソースでリモートコピーグループ名の
カスタマイズが機能しません。この機能を使用するには、すべての CMS が 7.6 である必要があります。
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セカンダリ CMS でのユーザーグループの作成

すべてのセカンダリ CMS で、手動で IO ユーザーグループを作成します。

手順

1. スタート > 管理ツール > コンピューターの管理の順に選択します。

2. ローカルユーザーとグループを展開します。

3. ユーザーグループを追加します。

a. グループを右クリックします。

b. 新しいグループを選択して、HPIO_Administrators グループを作成します。

c. 手順 a と b を繰り返し、HPIO_Architects と HPIO_Users も作成します。

注記:

同じユーザーアカウントをプライマリ CMS と各セカンダリ CMS に作成し、連携 CMS 環境内のすべて
の CMS でユーザーアカウントが確実に同期されるようにしてください。

セカンダリ CMS でのリソース設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロビジョニングはプライマリ CMS によって管理
され、連携 CMS 環境のすべての CMS にわたって実行されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションコンソールはプライマリ CMS 上で実行され、プライマリ CMS 上のリソースを管理します。す
べてのクラウドキャパシティプールはプライマリ CMS で設定する必要があります。

セカンダリ CMS で設定しなければならないリソースには、次の 2 つのタイプがあります。

• 連携 CMS 環境内のすべての CMS は、それぞれのストレージプールを管理します。各 CMS で、その CMS
が管理しているポータビリティグループに関して、ストレージプールエントリーを作成する必要がありま
す。

• Hyper-V 仮想マシンによってサービスを展開する HPE Matrix IO では、Hyper-V 仮想マシン用の HPE
Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成する必要があります。この設定は、必ず、Hyper-V VM
ホストを管理する CMS で行います。Hyper-V VM ホストがセカンダリ CMS によって管理される Hyper-V
VM ホストである場合は、セカンダリ CMS で仮想マシン管理テンプレートを作成する必要があります。

連携 CMS 環境では、IO サービステンプレートおよびサービスはプライマリ CMS で作成され、管理されま
す。

重要:

連携 CMS 環境で使用するようにセカンダリ CMS を設定した場合は、SAN ストレージボリュームがそ
れぞれ 1 つの HPE Storage Provisioning Manager（SPM）によってのみ管理されるようにします。スト
レージアレイは複数の SPM によって共有することができます。

サービステンプレートで物理ストレージを設定するときは、HPE Matrix Default Storage Template を
選択し、オプションで追加の属性を定義することをおすすめします。

CMS はそれぞれが個別の HPE Matrix Default Storage Template を持っており、各テンプレートは独立し
ています。HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer で表示されるデフォルトストレ
ージテンプレートは、プライマリ CMS のデフォルトストレージテンプレートです。ただし、ストレー
ジのプロビジョニングはテンプレートを展開する CMS 上で検出されたテンプレートに基づいて行われ
ます。

HPE Matrix Default Storage Template ではなく、ユーザー定義のストレージテンプレートを選択する場
合は、同じ SPM サーバーがすべてのボリューム定義に使用されます。1 つの SAN ストレージボリュー
ムを複数の SPM または CMS によって管理すると、予測不可能な結果が生じる場合があります。
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注記:

7.6 リリースよりも前に使用されていた HPE Matrix Default Storage Template は HPE Matrix Default
Storage Template として名前変更されました。7.6 アップグレードよりも前のすべてのユーザーの編集
は保持されます。

HPE OO バージョン 9.x からの HPE Operations Orchestration
ワークフローの移行

変更されていない既存の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションまたは ESA ワークフロー
は、HPE Operations Orchestration の新しいバージョンに自動的に移行され、HPE OO Central に展開されま
す。HPE OO 9.x で作成されたその他のワークフローは、手動で移行する必要があります。

HPE OO Studio 9 の以前のバージョンで作成された HPE Operations Orchestration プロジェクトは、HPE OO
Studio 10.60 によって HPE OO 10.60 のフォーマットに変換されます。HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションが提供する HPE Matrix IO または ESA HPE OO ワークフローパッケージも、同じように
変換します。HPE Matrix IO または ESA HPE OO ワークフローのいずれかが以前のバージョンの HPE OO
10 Studio で編集されている場合は、Hewlett Packard Enterprise Information Library にあるホワイトペー
パー HPE Matrix OE and HPE Operations Orchestration Configurations and Version Upgrades の指示に従い
ます。

注記:

これらの手順は、ワークフローが HPE OO 9 で作成されている場合、または HPE Matrix IO または ESA
HPE OO ワークフローが以前のバージョンの HPE OO Studio 10 で直接変更されている場合にのみ必要
です。HPE Matrix IO または ESA HPE OO ワークフローが使用（ドラッグおよびドロップ）されたが、
変更されていない場合は、HPE Matrix IO および ESA HPE OO ワークフローを、インストールされた
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション 7.6 で提供される新しいバージョンに置き換
えます。

展開サーバーの設定
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プロビジョニング用に次のサーバー展開プラッ
トフォームをサポートしています。

• HPE Insight Control サーバープロビジョニング（物理および仮想プロビジョニング）

• Ignite-UX（物理および仮想プロビジョニング）

• HPE Server Automation（SA）（物理および仮想プロビジョニング）

注記:

Insight Control サーバープロビジョニングは、HPE Insight Control サーバー配備の代わりに使用できる
機能です。ただし、Insight Control サーバー配備のインストールやアップグレードは、引き続き可能で
す。Insight Control サーバープロビジョニングは、推奨される HPE ProLiant 展開ソリューションです。
詳しくは、HPE Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイドおよび HPE Insight Control サー
バープロビジョニングインストールガイドを参照してください。どちらのガイドも、Hewlett Packard
Enterprise Information Library の Web サイトから入手できます。

HPE Insight Control サーバー配備は DVD メディアから削除されており、利用するには別途ダウンロー
ドして購入する必要があります。

注記:

HPE Server Automation（SA）サーバーと HPE Insight Control サーバープロビジョニングサーバーを同
時に登録することはできません。
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展開サーバーの登録

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが使用する展開サーバーのホスト IP アドレスと認
証情報は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール時に入力される必要があ
ります。

Insight Management インストーラーでは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバ
ー展開オプションを設定するときに、Insight Control サーバー配備または HPE Server Automation（SA）と
Insight Control サーバープロビジョニングとの両方を選択することはできません。ただし、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションは Insight Control サーバー配備と、Insight Control サーバープロビジョ
ニングまたは HPE Server Automation（SA）の両方を使用するように設定できます。この設定は、インスト
ールが完了した後に行う必要があります。詳しくは、Insight Control サーバープロビジョニングのオンライン
ヘルプ、および Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトで入手できるホワイトペー
パー Integrating HPE Server Automation with HPE CloudSystem Matrix を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール後に展開サーバーを追加するには、
CMS で以下のコマンドを入力します。

注記:

このコマンドをコピーして貼り付ける場合は、ダッシュ（マイナス）キーの入力に注意してください。
場合によって、コピーして貼り付けると、同じであるように見えても不正な文字になっていることがあ
ります。

• Insight Control サーバープロビジョニング

mxnodesecurity -a -p dsc_sas -c username:password -t on -n <ipaddress of
server provisioning server>

• HPE Server Automation（SA）

mxnodesecurity –a –p dsc_sas –c username:password -t on -n <ipaddress of HPE
Server Automation server>

• Ignite-UX
mxnodesecurity -a -p dsc_ignite -c username:password -t on -n <ipaddress of
Ignite server>

HPE Insight Control サーバープロビジョニングの設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用するための HPE Insight Control サーバープロ
ビジョニングの設定に関する詳細は、HPE Insight Control サーバープロビジョニングのオンラインヘルプおよ
び Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる HPE Insight Control サーバープロビジョ
ニング管理者ガイドを参照してください。

高度なサーバーのカスタマイズの利用

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザー定義プロパティは、OS ビルドプランで使
用されるカスタム属性を設定するためのカスタム属性をサポートする展開サーバーで使用できます。これに
より、OS のインストール中とインストール後の両方でのサーバーのカスタマイズの可能性が非常に大きくな
ります。例：IPv4 または IPv6 ネットワークの事前設定、Windows Active Directory ドメインへの参加、NIC
チーミング、VMware Auto Deploy なしの VMware ESXi ホストのプロビジョニングなど。HPE Insight Control
サーバープロビジョニングを使用する場合、Matrix は、OS がインストールされる前にネットワーク情報のカ
スタマイズを可能にし、スクリプトを使用して特定の OS 環境（Windows、Linux、および ESXi）用の機能を
有効にすることができます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使った展開サーバーのカスタ
ム属性の設定

一部の展開サーバー（HPE Server Automation（SA）、HPE Insight Control サーバープロビジョニング）は、
カスタム属性の使用をサポートしています。カスタム属性は、展開サーバーで OS ビルドプラン内からアクセ
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ス可能な変数です。一部のカスタム属性はよく知られています。Windows 2012 Standard edition の
Microsoft プロダクトキーを指定する ProductKey_Win2012-Std-x 64、Proliant ドライバーの場所を指定する
SystemDrive などです。他はユーザー定義で、展開サーバーでの手順またはスクリプトの変更によってのみ利
用できます。

注記:

Insight Control サーバー配備および Ignite-UX は、カスタム属性をサポートしません。

カスタム属性は、サーバーグループの構成ダイアログボックスプロパティタブの HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションテンプレート内のユーザー定義プロパティから作成されます。以下の例で、プロ
ダクトキーのユーザー定義プロパティは、Windows 2012 x 64 Standard を展開するときにカスタム属性のデ
フォルトのプロダクトキーを置き換えます。

重要:

ユーザー定義のプロパティは、要求 XML に含められ、HPE Operations Orchestration ワークフローに渡
されます。カスタム属性に機密情報を含める前に、セキュリティを考慮してください。HPE では、間接
的に機密情報を示すことを提唱しています。たとえば、外部システムの認証情報を指定する代わりに、
以下の疑似コードのように、認証情報をスクリプトに保存し、サーバーの FQDN または IP アドレスで
認証情報を決定することができます。

IF ip=’11.22.33.44’ THEN password = ‘Secret123!’
ELSE IF ip=’55.66.77.88’ THEN password =’DontTell123!’
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重要:

カスタム属性名は、大文字と小文字が区別されます。

カスタム属性値のサイズは 1024 バイトに制限されます。さらに多くの情報が必要な場合、HPE では、
カスタム属性をメディアサーバー上のファイルのポインターとして使用するか、情報を分割して複数の
カスタム属性にすることを提唱しています。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによってカスタム属性を作成する機能により、OS の
インストール中とインストール後の両方でのサーバーのカスタマイズの可能性が非常に大きくなります。カ
スタム属性の名前と値はテンプレートを設計する設計者の制御下にあることに注意してください。サーバー
グループ内のすべてのサーバーはユーザー定義プロパティから定義された同じカスタム属性を持ちますが、異
なるサーバーグループはユーザー定義プロパティで定義された異なるカスタム属性を持つことができます。

HPE Insight Control サーバープロビジョニングを使った Windows IPv4 および IPv6 ネッ
トワークの事前構成

注記:

Linux については、Insight Control サーバープロビジョニングを使った Linux IPv4 および IPv6 ネット
ワークの事前構成を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる Insight Control サーバープロビジョニング
は、ターゲットオペレーティングシステムのネットワーク情報の事前構成をサポートしています。この機能に
より、OS のインストール前に Windows の unattend.xmlファイルの構成が可能になります。このプロセス

は、OS がインストールされ、ネットワークが別のステップとして後で設定されるデフォルトプロセスとは異
なります。この機能を使用するためには、既存の OS ビルドプランを作成または変更する必要があります。

ヒント:

既存の OS ビルドプランを変更する場合は、ステップ 1 をスキップしてステップ 2 に進みます。

手順

1. Insight Control サーバープロビジョニングで新しい OS ビルドプランを作成します。

a. 既知の良好な既存の Windows OS ビルドプランから始めます。（例：ProLiant COMBO - BFS +
Windows 2012 R2 +SPP）

b. 新しい名前で OS ビルドプランを保存します。（例：Matrix - PreConfig COMBO - BFS + Windows 2012
R2 +SPP）

2. Insight Control サーバープロビジョニングで OS ビルドプランスクリプトのステップを変更します。

このステップは、サーバーの登録時に作成されたネットワーク情報のカスタム属性を OS ビルドプランで
使用するのに必要です。

a. 新しい OS ビルドプランで、ステップ > 編集の順に選択します。

b. X ボタンをクリックして、ステップ Inject Personalization Settings を削除します。

c. ステップの追加ボタンをクリックします。

スクリプトで、Inject Multi-NIC Personalization Settingsスクリプトを選択します。

d. 追加ボタンをクリックします。

e. Inject Required Unattend.xml Settings 手順のすぐ下に新しい Inject Multi-NIC
Personalization Settingスクリプトを移動します。

まだ OK をクリックしないでください。

3. Insight Control サーバープロビジョニングで OSType のカスタム属性を変更します。
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このステップは、OS ビルドプランがネットワークの事前構成情報を使用するように構成されていることを
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが認識するのに必要です。

a. 歯車の形をしたボタンをクリックして、OSType のカスタム属性を編集します。

b. 値にテキスト「PreConfig」（大文字と小文字を区別）を追加します。（例：Windows 2012 PreConfig）
4. CMS の構成

5. この手順は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがインストール後のネットワークカ
スタマイズ手順をスキップできるようにするために必要です。

a. hpio.propertiesで、値を false から true に変更して、OS のカスタマイズ（パーソナライズ）を省

略できるようにします。

allow.skip.os.customization=true
b. 新しい OS ビルドプランが表示されない場合は、ソフトウェアリストを更新します。

c. 必要な数のネットワークインターフェイスと上記の変更された OS ビルドプランソフトウェアエント
リーを使用して、テンプレートを作成または変更します。

重要:

hpio.propertiesファイルで allow.skip.os.customizationプロパティを設定すると、新しい

OS のカスタマイズをスキップチェックボックスコントロールが HPE インフラストラクチャオーケス
トレーション Designer のサーバーグループ構成ダイアログのソフトウェアタブに表示されます。詳し
くは、自動 OS カスタマイズのスキップ（59 ページ）を参照してください。

デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって登録されているすべてのサーバ
ーで 1 つまたは複数のカスタム属性が定義されます。これらのカスタム属性は Inject Multi-NIC
Personalization Settingsスクリプトによって読み取られ、OS のインストール時に使用される

unattend.xmlファイルを変更するために使用されます。

一度 OS ビルドプランが上記のように変更されると、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、
カスタマイズ後の手順をスキップします。Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で
は、「PreConfig」テキストが OSType で検出されても OS のカスタマイズをスキップチェックボックスがチェ
ックされていない場合、警告が表示されます。「PreConfig」で変更された OS ビルドプランを使用する既存の
テンプレートは変更の必要はなく、変更なしで新しい機能を使用します。ただし、推奨されるベストプラクテ
ィスは、「PreConfig」として識別される OS ビルドプランの OS のカスタマイズをスキップコントロールを常
にチェックすることです。事前設定が可能であると識別される OS ビルドプランは、次の図に示すように、
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのソフトウェアタブの詳細にテキスト「PreConfig」を表
示します。
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ネットワークは OS ビルドプランの実行時に構成されるため、ユーザーは Windows Active Directory ドメイン
への接続を含む多数の新機能を使用できます（Windows Active Directory ドメインへの接続（51 ページ）
を参照してください）。これらの機能は、PreConfig 以外の OS ビルドプランを使用してもサポートされませ
ん。

Windows Active Directory ドメインへの接続

Active Directory ドメインにターゲット Windows サーバーを追加するには、Insight Control サーバープロビジ
ョニングで以下の変更を実装します。

手順

1.「HPE Insight Control サーバープロビジョニングでの Windows IPv4 および IPv6 ネットワークの事前設
定」の手順を実行します。

2. ステップ Add Windows Server to Domain を OS ビルドプラン内の目的の位置に追加し（よくわからない
場合は末尾に追加します）、その後に Reboot のステップを続けます。

3. Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスで OS ビルドプランの以下のカスタム属性を定
義します （この手順の使用について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手
できる、HPE Insight Control サーバープロビジョニングのドキュメントを参照してください。）。

カスタム属性は、OS ビルドプランに対して定義したり、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーション Designer でテンプレート内の該当するサーバーグループ用のユーザー定義プロパティとして定
義したりできます。
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カテゴリ 例

DomainFQDN mydomain.net #ドメインの FQDN

DomainName #ドメインの NETBIOS 名

DomainUser Aduser # ワークステーションをドメインに参加する権限がある AD ユー
ザー

DomainPassword supersecret #DomainUser 用パスワード

EncryptedDomainPassword 76492d1116743f042341 #暗号化されたパスワード

Key supersecretpasswordworks #上記パスワードの生成に使用するキー

注記:

DomainPassword、または EncryptedDomainPassword と Key カスタム属性の組み合わせを指定
する必要があります。

• DomainPassword は、プレーンテキストとして保存されます。これはビルドプランの完了時に削
除できます。

• EncryptedDomainPassword は、Key カスタム属性で指定されたキーを使用して生成される暗号化
パスワードを保存します。

暗号化されたパスワードを生成するには、以下の手順を実行します。

別の Windows システム上で、Windows PowerShell を使用して暗号化パスワードを生成するには、以下の
手順を使用します。

a. $key=”supersecretpasswordworks”
b. $password=read-host –assecurestring
c. <パスワードを入力>
d. $encrypt=convertfrom-securestring $password -key

$key.ToCharArray()
e. $encrypt | set-content c:\encrypted.txt #save password to file

注記:

有効なキーは、16/24/32 桁のバイトアレイである 128/192/256 ビットのいずれかにできます。上記
の例では、24 桁のバイトアレイが使用されます。暗号化されたパスワードを生成するために、「Key」
カスタム属性フィールドにいくつかのキー値を指定する必要があります。

Insight Control サーバープロビジョニングを使った Linux IPv4 および IPv6 ネットワーク
の事前構成

RHEL 6.x 以降のネットワークの事前構成がサポートされています。プロセスを実装するには、HPE Insight
Control サーバープロビジョニングを使った Windows IPv4 および IPv6 ネットワークの事前構成で定義され
ているのと同じプロセスを実行しますが、以下の違いがあります。
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手順

1. Windows OS ビルドプランの代わりに、既知の良好な RHEL 6.x OS ビルドプランを選択します。

2. OS ビルドプランのステップを変更するときに、Inject Multi-NIC Personalization Settings の代わりにス
テップ Inject Multi-NIC Kickstart Personalization Settings を追加し、既存のステップ Inject Required
Kickstart Settings に従ってすぐにそのステップを移動します。

3. OSType のカスタム属性に、Windows ではなく PreConfig と Linux を含めます。

ESXi
HPE Matrix には、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションから VMware ESXi ホストをプロ
ビジョニングするためのいくつかのオプションがあります。手動展開（Insight Control サーバー配備を使用し
て実行可能）や、VMware Auto Deploy を使用した自動化に加えて、HPE Insight Control サーバープロビジョ
ニングを使用できます。HPE Matrix Operating Environment には、HPE Insight Control サーバープロビジョニ
ングを使用して VMware ESXi 5.5 以降をインストールするためのスクリプトが含まれるようになりました。
VMware Auto Deploy については、ホワイトペーパー HPE CloudSystem Matrix How-To Guide: ESXi Cluster
Provisioning（Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能）を参照してください。

詳しくは、ホワイトペーパー HPE Matrix infrastructure orchestration Automated ESXi Provisioning（Hewlett
Packard Enterprise Information Library で入手可能）を参照してください。

制限

高度なサーバーのカスタマイズを使用するとき、以下の制限が適用されます。

• IPv4 設定のみがサポートされます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって作成される VM ホストは、HPE Insight
Control 仮想マシン管理に登録する必要があります。また、HPE IO 内から削除されるように、ゲストを持
つことができません。ホストを登録できない場合にサービスを手動で削除するには、 初に論理サーバー
を削除してから、サービスを削除する必要があります。

• すべての場合において、HPE SA エージェントがサポートされていないため、消去ディスクタスクは失敗
し、サービスの削除操作に続いて手動クリーンアップが必要となります。

• スクリプトは ESXi 5.5 用に記述され、ESXi 5.5 のみでテストされました。  インジェクションスクリプト
は、ESXi の他の（新しいまたは古い）バージョンをカスタマイズする際の例として使用できます。

HPE Insight Control サーバープロビジョニングを使用した HPE ProLiant Gen8 以降のサ
ーバーのブート

HPE Insight Control サーバープロビジョニングを使用する場合、HPE ProLiant Gen8（以降の）サーバーは、
PXE ブートではなく HPE Intelligent Provisioning を使用して起動されます。この PXE を使用しないブートで
は、ブート時間が短くなり、セキュリティが向上します。

注記:

• PXE を使用しないブートを実行するには、展開サーバーが iLO と通信するように設定されている必
要があります。

• PXE は自動ディスク消去に使用されます。

この動作は、hpio.propertiesファイルで enable.hp.intelligent.provisioning.bootプロパテ

ィを falseに設定することによって無効にできます。

この機能は、デフォルトの iLO 設定、つまりポート 443 でリッスンすることを前提としています。以前のバ
ージョンの HPE Server Automation（SA）からアップグレードする場合、必要な手順については HP System
Insight Manager/sa/binディレクトリにある readme ファイルを参照してください。

追加の考慮事項については、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトから入手でき
る HPE Matrix Operating Environment リリースノートを参照してください。
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注記:

HPE Intelligent Provisioning の使用は、すべてのサーバー設定またはファームウェアバージョンではサポ
ートされていない可能性があります。使用がサポートされていない設定については、Hewlett Packard
Enterprise Information Library の Web サイトで入手できる HPE Insight Management サポートマトリ
ックスを参照してください。

HPE Intelligent Provisioning の使用をグローバルに無効にするには、hpio.propertiesファイルの

enable.hp.intelligent.provisioning.bootプロパティを falseに設定します。サーバーご

とにその使用を無効にする方法については、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web
サイトで入手できる HPE Matrix Operating Environment リリースノートを参照してください。

Ignite-UX の設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP-UX 11i v3 の展開では次の Ignite-UX バージ
ョンをサポートします。

Ignite-UX バージョン HP-UX バージョン

C.7.20.450 以降 11i v3 AR1603

C.7.19.308 11i v3 AR1503

C.7.18.63 以降 11i v3 AR1403

C.7.17.391 以降 11i v3 AR1303

注記:

HPE Integrity VM でサポートされている HP-UX のバージョンを確認するには、次の Web サイトで入手
できる HP-UX vPars and Integrity VM リリースノート 6.4 を参照してください。

http://www.hpe.com/info/hpux-vpars-docs

Ignite サーバーでは、NFS が設定され、また/etc/inetd.confの中で、tftpサービスおよび bootpsサー

ビスが有効となっている必要があります。

1. Ignite で必要な NFS をセットアップしディレクトリをエクスポートするには、以下のコマンドを実行しま
す。

/opt/ignite/lbin/setup_server -n
2. tftpサービスおよび bootpsサービスを有効にするには、/etc/inetd/confを編集し、「tftp」と

「bootps」の行のコメントを解除してから、以下のコマンドを実行します。

inetd -c
クライアントによっては、インストール中にグラフィックカードやキーボードなどが接続されていると、キー
ボードの言語を指定するように求めるプロンプトが表示される場合があります。この状態が発生しないよう
にするには、/var/opt/ignite/config.localに次の行を追加して編集します。

_hp_keyboard="USB_PS2_DIN_US_English"
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注記:

一部の HPE Integrity サーバーブレードには、特定の HP-UX リリースが必要です。ブレードと HP-UX
のバージョンとの互換性に関する 新情報については、Ignite-UX のドキュメントを参照してください。

Ignite-UX のドキュメントの完全なリストを表示するには、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にアクセスし、Related Links の下にある Technical Support/Manuals をクリックし、ページ
の上部または左側にある Knowledge Base メニューからマニュアルをクリックします。

Ignite-UX 展開サーバーの検出

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロビジョニングでは、Ignite-UX 展開サーバーが
検出または再検出されることが必要です。

Systems Insight Manager で Ignite-UX 展開サーバーを検出するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. オプション > 検出の順に選択します。

2. グループ（たとえば、展開サーバー）を作成または編集します。

3. Ping 包括範囲、システム（ホスト）名および/または hosts ファイルフィールドで、IP アドレスまたは
FQDN を指定します。

4. 認証情報...で、Ignite-UX 展開サーバーの root ユーザー用のユーザー名とパスワードを指定した後、パスワ
ードを確認します。

5. 保存をクリックします。

6. 検出で今すぐ実行をクリックします。

Integrity VM Guest Kit のインストール

HP-UX ゲストを正しく起動するには、Ignite-UX サーバーに HP-UX vPars and Integrity VM Guest Kit をセッ
トアップする必要があります。適切な操作環境と Integrity VM Guest Kit ソフトウェアの両方を含む、起動済
み VM の「ゴールデンイメージ」を作成します。「ゴールデンイメージ」が作成されたことで、HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションによる自動プロビジョニングプロセスの一環として VM が適切に
起動されたことが保証されます。

Integrity VM について詳しくは、次の Web サイトにある HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイドおよび
HP-UX vPars and Integrity VM リリースノートを参照してください。

http://www.hpe.com/info/hpux-vpars-docs

HPE Server Automation の設定

HPE Server Automation ソフトウェアは、エンタープライズサーバーのライフサイクル管理を提供し、アプリ
ケーションの展開を自動化します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション 7.6 は、HPE
Server Automation バージョン 9.1x、10.0x、10.10、10.22、および 10.23 （推奨）をサポートします。CMS
のインストール中に SA コアと認証情報が認識されると、バージョンの互換性を確実にするため、
opswclient.jarファイルが SA コアから CMS にコピーされます。

SA コアサーバーの認証情報は、Insight Management のインストール中にその IP アドレスを使用して入力し
ます。IP アドレスではなく完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力すると、SA サーバーが Systems Insight
Manager で検出されるのはインストールの後になります。

注記:

SA 展開のための Virtual Connect サーバーブレードでの PXE ブートの手動設定は必要ありません。デ
フォルトでは、HPE Intelligent Provisioning の使用が有効になっている場合（デフォルト）、PXE NIC は
標準ブート順序（IPL）の 初の位置、Gen8 以降のサーバーの 後の位置に移動されます。
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サポートされる SA のバージョンについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の
Web サイトで入手できる HPE Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

Hyper-V リンククローン VM ゲストのパッチキットのプロビジョニング

HPE SA 9.10 を Red Hat Enterprise Linux 6 プラットフォームまたは SUSE Linux Enterprise Server 10 プラ
ットフォームで使用して Hyper-V リンククローン VM ゲストをプロビジョニングするには、HPE Server
Automation（HPE SA）の以下のコアパッチとホットフィックスをインストールする必要があります。

注記:

SA 10.20 より前のバージョンをサポートするには、手動手順が必要です。詳しくは、<SIM Install dir>
\bin\sa\readme.txt を参照してください。

SA 9.1 の場合、以下をダウンロードしてインストールします。

• SA 9.11 コアパッチ（https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/search-result/-/
facetsearch/document/LID/SRVA_00090）

• RHEL6以上のリンククローンエラーのホットフィックス（https://prp.corp.hp.com/crypt-web/public/
mainPage.do）

Systems Insight Manager でのライセンス適用および登録は、SA などの展開サーバーでは必要ありません。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール後に SA 展開サーバーを追加する場
合について詳しくは、展開サーバーの登録（47 ページ）を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、SA OS Build Plan Management 権限が有効化
されていることを必要とします。この権限が設定されていないと、IO は SA ソフトウェアのリストを取得で
きません。

SA で OS Build Plan 権限を有効にするには、以下の手順に従ってください。

手順

1. SA Web クライアントに Admin としてログインします。

2. SA ユーザーインターフェイスで、By Folder を選択します。

3. OS Provisioning というフォルダー名を右クリックします。

4. Execute Objects Within Folder 権限が選択されていることを確認します。

5. ナビゲーションパネルから Users & Groups を選択します。

6. SA の IO ユーザーを選択します（通常は、hpiosa）。
7. 右の上部にある Edit をクリックします。

8. Client Features タブを選択します。

9. OS Build Plan Management セクションにスクロールします。

10. ラジオボタン Manage OS Build Plan を Read に設定します。

11. ラジオボタン Allow Execute OS Build Plan を Yes に設定します。

12. ページ上部の Save をクリックします。

OS Build Plan をインフラストラクチャユーザー（hpiosa など）が利用できるようにするには、以下のカスタ
ム属性を各 OS Build Plan に作成します。

• OSType を選択します。

• archType をいずれかの値に設定します。

カスタム属性の作成について詳しくは、HPE Server Automation User Guide でアプリケーションの自動化に
ついての説明を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと SA の間の通信は SA コアを通じて行われます。
SA コアだけが IO で登録され、すべての要求は SA コアを通じて行われます。コアはサテライトにソフトウェ
アの展開を指示します。これは自動的に行われますが、SA を使用するように設定されたネットワークが選択
されていることが必要です。
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IO ネットワークは、展開ネットワークとして、および SA コアに接続されているとして定義されます。この
ネットワークは、いずれかまたはすべてのセカンダリ CMS で使用できる可能性があります。

追加の展開ネットワークは、SA コア、または SA コアによって管理される SA サテライトに接続している必
要があります。追加の展開サブネットは、SA サテライトネットワーク用の場合でも、SA コアの展開ネット
ワークとして定義されます。

SA コアの展開ネットワークとして定義されている IO サブネットを含む任意のサービスは、その SA コアとと
もに展開できます。

SA 展開サーバーを使用するネットワークを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールから、ネットワークタブを選択しま
す。

2. リストからネットワークを選んでから、編集をクリックします。

3. 展開サーバーリストから、SA サテライトを選択します。

4. 起動ネットワークで、はいを選択し、設定を保存します。

5. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、テンプレートを作成または編集し、
手順 2 で選んだネットワークを選択するようにネットワーク設定を編集します。

デフォルトのメモリ設定

SA サーバーを使用するテンプレートのデフォルトの 小メモリ設定は、512 MB です。この値は、..
\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesフ

ァイルで変更できます。以下の行を検索します。

# Template Config minimum MB "Memory size:" for SA agent install
sa.minimum.memory=512

仮想プロビジョニング用の環境設定
仮想プロビジョニングでは、仮想マシンホストを正しく設定してライセンスを適用し、Systems Insight
Manager で検出して Systems Insight Manager が認識できるようにする必要があります。仮想マシンホスト
で ESX または Hyper-V を実行します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用して
HPE Integrity VM を管理することもできます（Integrity 仮想マシンネットワークのセットアップを参照）。

仮想論理サーバーを正しくプロビジョニングするために、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションはハイパーバイザーに同時に送られてプロビジョニングされる仮想論理サーバーの数を制限します。
この制限は、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\confにある

hpio.propertiesファイル内の該当するハイパーバイザーの max.concurrent.requests属性の値から

決定されます。

次の表に、ハイパーバイザーのタイプごとのデフォルト値を示します。ESX および Integrity VM のデフォルト
値を増やすと、仮想論理サーバープロビジョニングが予想外に失敗する場合があります。
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ハイパーバイ
ザー

デフォルトの 大仮想同時リクエスト数 この値を安全に増やせるかどうか

ESX esx.max.concurrent.requests=10 不可

Hyper-V hyperv.max.concurrent.requests=5 SCVMM が使用されていない場合、可
能。

1

パフォーマンス向上のために、この値を
10 に増やします。

Integrity VM integrityvm.max.concurrent.requests=2 不可

1 Microsoft SCVMM テンプレートが Hyper-V VM へのオペレーティングシステムのプロビジョニングに使用さ
れている場合は、デフォルト値である 5 のままにすることをおすすめします。

ESXi VM ホストの SAS/SATA ディスク

ESXi VM ホストは、SAS/SATA ディスクのホットプラグをサポートできます。ブレードまたは DL（ラックマ
ウント型）サーバー上の ESXi ホストを使用する場合は、Smart アレイカード上にローカルディスクを構成し
て、HPE Matrix OE によって作成された VM 用の ESXi データストアとしてボリュームを使用できます。ディ
スクの障害が発生した場合、HPE Matrix OE は、障害が発生したディスクを新しいディスクにホットスワップ
する機能をサポートしているため、サーバーの再起動が避けられます。サーバーのディスクコントローラーに
適切な RAID 構成が存在すれば、データの損失は発生しないはずです。 この場合、ディスクの交換後に、HPE
Matrix OE で ESXi データストアを使用して、ユーザーへの影響なしで VM ライフサイクルのサポートを継続
できます。

制限事項

• サーバーの再起動を避けるには、前面パネルにディスクベイのあるブレードまたは DL（ラックマウント
型）サーバーが必要です。ブレードの世代とプロセッサーの製造元によって、サーバーの前面パネルにデ
ィスクベイがあるかどうかが異なります。前面パネルのディスクベイに簡単にアクセスできる場合は、デ
ィスクのホットスワップが可能です。そうでない場合は、内部のディスクにアクセスするためにエンクロ
ージャーからブレードを取り出す必要があるため、サーバーを再起動する必要があります。

• ディスクの同期プロセス中の ESXi のエラーを避けるには、障害が発生したディスクの交換用ディスクが
ESXi サーバーの要件に従ってフォーマットされていて、データが含まれていないことを確認する必要があ
ります。ディスクが適切にフォーマットされていない場合やデータが含まれている場合は、ディスクの交
換後や ESXi サーバーのディスク同期プロセス中に、クラッシュしたり、初期化が失敗するリスクがあり
ます。 

構成

ESXi データストアがローカルの物理ディスク上に構成されているときにディスクを交換する場合、使用中の
ディスクコントローラー構成によっては、ディスク交換に関する以下の指示が表示されることがあります。

• データ冗長ありで構成されているディスクコントローラー（たとえば、RAID 1+0）：

◦ ディスクの交換後のデータ損失はないと想定されます。

◦ vCenter、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション、または HPE Matrix OE ビジュアル
化では、ディスク交換に関する指示は表示されません。

◦ ディスク RAID 同期の進行状況については表示されず、ESXi データストアのサイズは変更されません。

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサービスまたは HPE Matrix OE ビジュアル
化の論理サーバーに視覚的な変更は表示されません。

◦ HPE Insight Control 仮想マシン管理は、同じデータストアディスク ID を保持します。

◦ ディスクコントローラーの同期の進行状況を確認するには、ESXi サーバーを再起動する必要がありま
す。サーバーの POST 中、Smart アレイカードが次のようなメッセージを表示します。
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スロット Xのドライブアレイが自動データ復旧（再構築）プロセスを再開しています。

• ディスクコントローラーがデータ冗長なしで構成されている（たとえば、RAID 0）：

◦ この構成を使用すると、ディスクを新しいディスクと交換する場合でも、ディスクコントローラーはア
レイを再構築できません。この場合はデータの損失が予想され、障害が発生したディスク上にあるすべ
ての VM が失われます。

◦ vCenter では、ディスク障害を明確に示す内容が表示されます。ESXi データストアは見つからず、ディ
スクデバイスのステータスはアクティブから使用不可に変わります。この場合、データストアのマウン
ト解除または削除はできません。

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサービスは、ディスクの障害によって VM
への物理的な参照がなくなるため、論理サーバーの更新後に

停止

状態に変更されます。

◦ HPE Matrix OE 論理サーバーは、ディスクの障害によって VM への物理的な参照がなくなるため、論理
サーバーの更新後に

操作不能

状態に変更されます。

◦ ディスクコントローラーの同期の進行状況を確認するには、ESXi サーバーを再起動する必要がありま
す。サーバーの POST 中、Smart アレイカードが次のようなメッセージを表示します。

Replacement drive(s) detected OR previously failed. Press F1 to continue
with logical drive disabled or F2 to accept data loss and to re-enable
logical drive(s).

どちらの場合も（データの損失があってもなくても）、ディスクの交換が完了した後で、ESXi データストアに
新しいサービスを作成できるようにする必要があります。

Hyper-V の Linux VM のプロビジョニング

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Hyper-V への Linux VM のプロビジョニングをサ
ポートしますが、VM を個別設定することはありません。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンは DHCP または静的 IP についてホスト名の設定、または NIC の設定を行いません。プロビジョニングの
後で、Linux VM を個別設定する必要があります。

Hyper-V での Linux VM のプロビジョニングを有効にするには、OS カスタマイズ（パーソナライズ）のスキ
ップ機能を使用します。詳しくは、自動 OS カスタマイズのスキップを参照してください。

注記:

hpio.propertiesプロパティ skip.linux.on.hyperv.template.personalizationを使用す

ると、Hyper-V で Linux VM を使用できますが、この値は非推奨です。

自動 OS カスタマイズのスキップ

デフォルトでは、インフラストラクチャオーケストレーションによって OS がサーバーに展開された後に、ホ
スト名、IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、およびその他の属性を適切に設定すること
によって、OS が自動的にカスタマイズ（パーソナライズ）されます。以下に示すアクションを実行して、自
動 OS カスタマイズをスキップできます。これらのアクションを使用すると、サービステンプレートの設計者
は、Matrix OE の外部でカスタマイズする（Hyper-V に Linux VM を展開する場合など）OS イメージを使用し
たサービステンプレートを設計できます。カスタマイズのスキップ機能を使用すると、展開された VM のカス
タマイズは Matrix によって実行されなくなり、VM が正しく構成されていることに関して設計者が責任を持つ
ことになります（おそらくテンプレートに添付される Operations Orchestration ワークフローを介して）。
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手順

1. OS のカスタマイズをスキップチェックボックスを有効にします。hpio.propertiesファイルに

allow.skip.os.customization = trueを設定します。これにより、OS のカスタマイズをスキップ

チェックボックスがサーバーグループごとに HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
Designer に表示されます。

2. OS のカスタマイズをスキップチェックボックスを選択します。Designer で、サーバーグループ構成 > ソ
フトウェア > 1. オペレーティングシステムを選択に移動します。OS のカスタマイズをスキップチェック
ボックスを選択します。

3. プロビジョニングの後で、展開された VM をパーソナライズします。それには、HPE Operations
Orchestration ワークフローを記述することができます。または、PowerShell スクリプトを使用することが
できます。

4. サーバーをプロビジョニングして OS をパーソナライズしない場合は、重複する、予期しない、または不
明なホスト名または IP アドレスが発生する可能性があります。たとえば、Linux VM を Hyper-V にプロビ
ジョニングし、ベーステンプレートが静的 IP アドレスを使用して設定されている場合、IP アドレスの重複
が生じる場合があります。パーソナライズせずに、ベース OS VM を DHCP で設定している場合は、予期
した静的 IP アドレスを取得できません。

サポートされるオペレーティングシステムについては、Hewlett Packard Enterprise Information Library の
Web サイトで HPE Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

クラウドでホストされた仮想サーバーの設定

クラウドでホストされた仮想サーバーの設定には、他の仮想サーバーグループの設定とは異なる固有の要件が
いくつかあります。この項では、これらの相違点を重点的に説明します。

構成要件

仮想サーバーをクラウドリソースに展開するには、以下の要件を満たす必要があります。

• クラウドプロバイダーのアカウントを所有していること

• インフラストラクチャオーケストレーションの構成ファイルでクラウドの容量を定義して、有効にします

注記:

これらの両方のタスクは、管理者が行う必要があります。

クラウドでホストされた仮想サーバーの設定

• 仮想サーバーグループアイコンをコンポーネントのフレームにドラッグします。

• ネットワークアイコンをコンポーネントのフレームにドラッグし、サーバーグループに接続します。

• サーバーグループを設定します。サーバーグループアイコンをダブルクリックして、マルチタブの設定ダ
イアログを開きます。

◦ 設定タブから、サーバーグループの名前を入力します。

◦ サーバータイプとして仮想を選択し、プロバイダーのサーバータイプを指定します。

– サーバー数、サーバー当たりのプロセッサー数、およびメモリサイズ値を指定するか、

– プロバイダーが定義したサーバータイプの名前をクラウドサーバータイプフィールドに入力しま
す。たとえば、EC2 では m1.smallなどと入力します。

◦ クラスタータイプは選択しません。また、リンクしたサーバーの展開または高可用性にはチェックを入
れません。これらのオプションは、クラウドサーバーグループには適用されません。

◦ ソフトウェアタブから、目的のクラウドプロバイダーイメージを選択します。

– デフォルトでは、ソースカラムは表示されません。ソースカラムを有効にするには、画面の右側に

ある表アイコン ソースにチェックマークを入れます。これにより、特定のクラウドリソースから
のソフトウェアの選択がより簡単になります。

– パブリッククラウドイメージは、アベイラビリティゾーンまたは領域ごとに異なる識別子を持つ場
合があります。特定のゾーンまたは領域にあるイメージにバインドされている IO テンプレートは、
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そのゾーンまたは領域にのみプロビジョニングできます。ただし、サービスを作成するときに、テ
ンプレートのカスタマイズを使用してイメージを変更する場合を除きます。

– サイズ情報は、一部のプロバイダー（たとえば、Amazon S3 にバックアップされたイメージや Nova
アダプター経由でアクセスされるプロバイダー）からは入手できない場合があります。このような
場合、イメージのサイズは 10 GB と表示されます。発生する可能性がある不一致は、プロビジョニ
ングの動作に影響しません。

◦ ネットワークタブで、以下のことを行います。

– サービスのホスト名を入力します。ホスト名は IO で必須ですが、サーバーのホスト名を定義すると
きにプロバイダーは使用しません。

– ネットワークインターフェイスの場合、IPv4 の割り当てタイプに DHCP を指定し、IPv6 の割り当て
タイプに None/External を指定します。

◦ ファイアウォールタブで、次のことを行います。

– プロバイダーの機能に合わせて、必須、オプション、またはなしを選択します。

– プロバイダーがファイアウォール（セキュリティグループ）をサポートしている場合、デフォルト
では、すべてのポートに対してインバウンドネットワークアクセスが無効になっています。インバ
ウンドネットワークアクセスを有効にするポートごとにルールを定義します。たとえば、サーバー
への SSH 接続を許可するには、TCP プロトコルを選択して、開始ポートと終了ポートとして「22」
を指定し、IP ソースとして「0.0.0.0/0」を指定してから、追加をクリックします。

• ディスクを設定します。

◦ 仮想ストレージコンポーネントを右クリックして設定します。ディスクの名前を入力します。デフォ
ルトでは、ディスクは起動可能にチェックが入れられています。ストレージボリューム名を入力しない
でください。

◦ （オプション）仮想ストレージコンポーネントをドラッグし、そのコンポーネントをサーバーグループ
に接続し、プライベートデータディスクを追加します。名前を入力し、ディスクサイズを指定します。
ディスクは起動可能にチェックを入れないでください。

注記:

一部のプロバイダーは、増設データディスクの追加をサポートしません。

• ネットワークアイコンを右クリックして、設定します。画面の右側にある表アイコン ソースにチェック
マークを入れます。次のいずれかを実行します。

◦ 必要な属性の指定を選択して、次のことを行います。

– デフォルト値を受け入れて、CloudSystem がソフトウェアと互換性のあるネットワークを選択でき
るようにするか、割り当て名のヒントまたは特定の属性を入力して、CloudSystem がネットワーク
を選択するネットワーク数を制限できるようにします。

◦ 特定のネットワークの選択選び、次のことを行います。

– 特定のアベイラビリティゾーンを使用します（CloudSystem による選択は許可しません）。

– Amazon Web Services VPC で事前設定されたサブネットをプロビジョニングします。

上記のいずれかを実行する柔軟性を確保し、サービスの作成時にはテンプレートのカスタマイズを使用
します。

注記:

選択されたネットワークが、選択されたソフトウェアのソースに一致するソースから利用できない場
合は、有効性確認エラーが表示されます。

• 有効性確認ステータスアイコンがテンプレートは有効でないことを示している場合、問題の表示やメッセ
ージをクリックして、正常なプロビジョニングを損なうエラーの詳細を表示します。表示されたエラーを
修正して、テンプレートを保存します。
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仮想マシンネットワークのセットアップ

ネットワーク名はハイパーバイザーテクノロジーと Virtual Connect テクノロジーの間で相関関係があるの
で、同じネットワークで設定された異なる種類の論理サーバーでインフラストラクチャサービスをプロビジョ
ニングできます。

VMware vDS（vNetwork Distributed Switch）は HPE インフラストラクチャオーケストレーションでサポート
されます。

• インフラストラクチャオーケストレーションは、vDS スイッチへの接続が事前設定された ESX ホストに論
理サーバーをプロビジョニングできます。

• vDS スイッチ上に設定されたポートグループは、HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソ
ールの

ネットワーク

タブに仮想ネットワークとして表示されます。

• HPE インフラストラクチャオーケストレーションインベントリとして検出された vDS スイッチネットワ
ークは、1 つ以上の仮想サーバーを含むサービスをプロビジョニングするときに選択し、使用できます。

仮想マシン率の制限の設定、セキュリティ、ポートの実行時状態の監視など、vDS スイッチのすべての追加
設定は、HPE インフラストラクチャオーケストレーションの外部で vCenter を使用して行われます。

注記:

HPE インフラストラクチャオーケストレーションサービスが使用中のネットワークの名前を変更しな
いでください。

ネットワークの名前を変更すると、HPE インフラストラクチャオーケストレーション VM サービスは名
前が変更されたネットワークと関連付けられなくなり、古いネットワークを削除するには VM のサービ
スの削除が必要になります。

サブネットは異なるがネットワーク名が同じ複数の ESXi ホストが同じ CMS に登録されている場合は、
登録前に VMware vCenter でネットワークの名前を変更して、登録後に各ホストが、別の名前に変更さ
れたネットワークに関連付けられるようにする必要があります。

ネットワーク名が同じで VM ネットワークプロパティ（サブネットアドレス、DHCP 範囲、DNS など）
が異なる複数の VM ホストを登録する場合は、あらかじめ VMware Web サイトで入手可能なネットワー
クアダプターの命名規則に関するベストプラクティスを確認することをおすすめします。
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注記:

HPE Matrix IO は、HPE Matrix IO で使用可能なネットワークごとに複数の DNS サフィックスと DNS サ
ーバーをカスタマイズできます（ネットワークタブで使用できる場合）。

制限事項

• ユーザーが DHCP 構成を試みても、ネットワーク上に DNS サーバーの IP が設定されません。これ
は、Windows/Linux の UI の問題です。

• 自動/DHCP/静的構成の Linux VM では、設定の実行時に DNS サーバーの IP アドレスが表示されませ
ん。

• ESXi 上の Windows ゲスト OS では、複数の DNS サフィックスがサポートされていません（たとえ
ば、カンマ区切りのサフィックスはサポートされていません）。1 番目の DNS サフィックスは、常に
デフォルトとして設定されます。

• 動的 IPv4 および静的 IPv6 を使用した ESXi 上の Linux VM では、resolv.confファイル内のプラ

イマリ DNS IP が表示されます。HPE Insight Control 仮想マシン管理は Linux VM に複数の DNS IP
を設定しますが、VM 内で作成される無人 xml は 1 つの IP アドレスだけを示します。

◦ デュアルネットワーク送信では、DNS ドメインが DNS サフィックステキスト領域に示された
DNS サフィックスと異なっており、VM 用のプライマリ DNS サフィックスも設定する場合に、複
数の DNS サフィックスが正常に動作します。

◦ SLES VM（10 以降）は、ESXi ハイパーバイザーで静的 IP アドレス用にカスタマイズされていま
せん。

注記:

Hyper-V 仮想マシンで静的 MAC アドレスを制御するための hpio.properties ファイルの変更について詳
しくは、Hyper-V VM ゲストの MAC 割り当てタイプに関連する設定を参照してください。

静的 IPv6 アドレスの使用

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、IPv6 アドレスの管理をサポートします。管理者
は、サービスのアドレスを作成するために IPv4、IPv6、およびデュアルスタックアドレス割り当てタイプを
使用できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、作成されたサービス内のネット
ワークインターフェイスごとに 1 つの IPv4 アドレスと 1 つの IPv6 アドレスを管理できます。HPE Matrix
OE は、IPv4 を使用して、VM ホストまたは vCenter と通信する必要があります。ただし、ゲストサーバーは
IPv6 アドレス方式を使用できます。

管理者は、IPv4、IPv6、またはデュアルスタック（IPv4 および IPv6）でネットワークを設定でき、IPv6 アド
レスの静的範囲を定義することもできます。IPv6 ネットワークの設定中に、IPv6 のプレフィックスとプレフ
ィックス長を定義しなければなりません。必要に応じて、管理者は、IPv6 を使用してゲートウェイと DNS も
設定できます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトでホワイトペー
パー IPv6 in Insight Management を参照してください。

注記:

• HP-UX およびクラウドサーバーでは、IPv6 アドレスはサポートされません。

• 物理サーバーの DHCP アドレスは更新されませんが、高度なサーバーのカスタマイズを使用するこ
とで IPv6 の静的/自動アドレス設定をカスタマイズできます。詳しくは、HPE Insight Control サー
バープロビジョニングを使った Windows IPv4 および IPv6 ネットワークの事前構成を参照してく
ださい。

• Hyper-V サーバーは、各サーバーの 1 番目の NIC ですべての代替 IPv6 検出アドレスを表示します。

ネットワーク情報も CLI で使用できます。CLI の使用について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の HPE CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API
and CLI Operations Reference Guide を参照してください。
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NIC チーミングの使用

HPE Matrix Operating Environment は常に、ハイパーバイザーをホストする物理サーバー用に NIC チーミング
を使用するハイパーバイザーと共存していました。HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、ハイパーバイザーで構成され、かつ ESXi および Hyper-V VM に認識された NIC
チーミングと共存できます。ハイパーバイザーおよび VM は、仮想、論理、および標準のどのスイッチが NIC
チームの一部であるか認識できますが、HPE Matrix Operating Environment は認識できません。

制限事項

• HPE Matrix OE では、VM NIC チーミングやハイパーバイザー NIC チーミングが意識されません。テンプ
レートを定義する設計者（あるいはサービスを作成またはネットワークを追加するユーザー）は、チーミ
ングされたネットワークを要求したり、使用可能な仮想ネットワークがチーミングされていることを確認
したりできません。設計者またはユーザーは、ハイパーバイザーのインフラストラクチャの詳細を把握し
ている必要があります。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションおよび HPE Matrix
Operating Environment リカバリ管理内のネットワークの可用性については標準的なチェックが適用され
ますが、HPE Matrix OE はネットワークがチーミングを使用していることを認識しません。

• HPE Matrix OE は VM での標準の VM ライフサイクル操作をサポートしており、それがチーミングされた
ネットワークを使用している場合もあります。

• VM とハイパーバイザー NIC チーミングの構成は、HPE Matrix OE の帯域外で行われます。

ESX 仮想マシンネットワークのセットアップ

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからプロビジョニングされた仮想マシンが使用する
ネットワークを追加するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. VMware Infrastructure Client を開いて、vCenter Server の IP アドレスと認証情報を入力し、ログインをク
リックします。

2. ESX クラスター内の各 ESX/ESXi 仮想マシンホストについて、次の手順を実行します。

a. 左側のナビゲーションウィンドウで、仮想マシンホストを選択します。

b. 構成タブを選択します。

c. ネットワークをクリックします。

d. ネットワークの追加をクリックします。

e. 接続タイプとして、仮想マシンを選択して、次へをクリックします。

f. 仮想マシンホストのネットワーク設定に合わせて、既存の仮想スイッチを選択するかまたは仮想スイッ
チの作成を選択して、次へをクリックします。

g. ポートグループのプロパティのネットワークラベルで、ネットワークの名前を入力し、仮想マシンホス
トのネットワーク設定に合わせて VLAN ID を入力します。

h. 次へをクリックします。

3. 終了をクリックします。

4. ネットワークごとに、手順を繰り返します。

HPE Integrity 仮想マシンネットワークのセットアップ

HPE Integrity VM vSwitch を作成するには、HPE Integrity VM ホストで hpvmnetコマンドを使用します。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP-UX vPars and Integrity VM の AVIO
（Accelerated Virtual I/O）および DIO（Direct I/O）ネットワークデバイスをサポートします。

Integrity VM は、HPE インフラストラクチャオーケストレーションではローカル仮想ネットワークとの接続を
使用して設定できません。HPE インフラストラクチャオーケストレーションでは、物理 NIC に接続されてい
る vSwitch のみが認識されます。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、8 文字に制限されている vSwitch 名を使用して
Integrity VM 仮想ネットワークを識別します。ネットワーク名はハイパーバイザーテクノロジーと VC テクノ
ロジーの間で相関関係があるので、同じネットワークで設定された異なる種類の論理サーバーでインフラスト
ラクチャサービスをプロビジョニングできます。この機能を使用するには、8 文字の制限を管理対象環境内の
他のハイパーバイザーと VC の設定にも適用する必要があります。

vPars and Integrity VM について詳しくは、次の Web サイトにある HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイ
ドおよび HP-UX vPars and Integrity VM リリースノートを参照してください。

http://www.hpe.com/info/hpux-vpars-docs

Hyper-V 仮想マシンネットワークのセットアップ

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからプロビジョニングされた仮想マシンが使用する
ネットワークを追加するには、Hyper-V VM ホストごとに以下の手順に従ってください。

手順

1. リモートデスクトップを使用して Hyper-V ホストに接続します。

2. Hyper-V Manager を起動し、接続するサーバーを選択します。

a. パネルの右側にある操作リストで、仮想ネットワークマネージャー...を選択します。

b. 新しい仮想ネットワークを選択します。

c. 接続の種類の下で、外部を選択して物理ネットワークを設定します。

d. 追加をクリックします。

e. 名前フィールドに、ネットワークの名前を入力します。

f. 接続の種類の下で、外部ドロップダウンリストからネットワークインターフェイスを選択します。

注記:

管理システムでこのネットワークを使用するには、管理オペレーティングシステムにこのネット
ワークアダプターの共有を許可するを選択します。

g. OK を選択します。

詳しくは、Hyper-V VLAN タグ付けをサポートするトランクネットワークと VLAN ネットワークの設定およ
び論理スイッチと標準スイッチのサポートを参照してください。

VM テンプレート

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、仮想マシンテンプレートからの VM プロビジョ
ニングをサポートします。

注記:

VM テンプレートベースのプロビジョニングは、Integrity VM では使用できません。

VM テンプレートは、以下の方法で作成できます。

• VMware ネイティブテンプレートの使用

• HPE Insight Control 仮想マシン管理の使用

• Hyper-V テンプレートの使用

VMware ネイティブテンプレートの作成

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ESX の展開ターゲットとして VMware テンプレ
ートを使用します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、VMware ネイティブテンプレートをサポートし
ます。これにより、ユーザーは既存の ESX VM を vSphere または vCenter を使用したテンプレートに変換で
きるようになります。
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VMware テンプレートの作成について詳しくは、VMware のドキュメント（https://pubs.vmware.com/
vsphere-51/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.vm_admin.doc%2FGUID-40BC4243-
E4FA-4A46-8C8B-F50D92C186ED.html）を参照してください。

HPE Insight Control 仮想マシン管理テンプレートの作成

手順

1. 仮想マシンから仮想マシン管理テンプレートを作成するには、Systems Insight Manager を使用して以下
の手順に従ってください。

注記:

この手順は、ESXi および Hyper-V VM の両方に適用されます。

2. 仮想マシン管理テンプレートで使用する仮想マシンの電源を切ります。ハイパーバイザーの電源切断コ
マンドを使うのではなく、仮想マシンにアクセスしてオペレーティングシステムをシャットダウンして仮
想マシンの電源を完全に切ることをおすすめします。

3. テンプレートの作成に使用されている仮想マシンが一時停止状態であると、カスタマイズ中に VM must
be powered off for customizationというエラーメッセージが表示され、プロビジョニングが失

敗します。

4. 展開 > 仮想マシン > テンプレート > 仮想マシンテンプレートの作成をクリックします。ステップ 1：ソ
ース仮想マシンの選択画面が表示されます。

5. リストから仮想マシンを選んで、次へをクリックします。ステップ 2：VM テンプレートのレポジトリホ
ストの選択画面が表示されます。

6. 新しい仮想マシン管理テンプレートのホストを選択して、次へをクリックします。ステップ 3：テンプレ
ート名と VM テンプレート格納先フォルダーの指定画面が表示されます。

7. テンプレート名称で、テンプレートの名前を入力し、テンプレートの位置を指定します。

8. 仮想マシン管理テンプレートをターゲットフォルダーに保存するには、参照を選択し、仮想マシンホスト
データストアフォルダーを選択するか、次へをクリックし、デフォルトのフォルダーを選択します。

9. Next をクリックします。ステップ 4：詳細の確認画面が表示されます。

10. 実行をクリックします。タスクの結果が表示されます。

11. HPE Insight Control 仮想マシン管理テンプレートの作成には、5～30 分かかる可能性があります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer での VM テンプレートの使用

新たに作成された VM テンプレートは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール
のソフトウェアタブに表示されます。このテンプレートは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーション Designer の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートのサービステン
プレートでサーバーグループを設定するときにソフトウェアとして選択できます。

注記:

ESX テンプレートは自動的にソフトウェアのリストに表示されますが、Hyper-V テンプレートはインポ
ートする必要があります。HPE Insight Control 仮想マシン管理で作成された Hyper-V テンプレートの
インポートについては、Hyper-V 仮想マシン管理テンプレートのインポートを参照してください。

VM テンプレートで使用されるネットワークアダプターで静的（手動）MAC アドレスが使用されていないこ
とを確認します。VM テンプレートを使用する場合は、複数のサービスを作成するときに重複することを回避
するために、ネットワークアダプターで静的（手動）MAC アドレスが使用されていないことを確認します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートを設定し VM テンプレートをソフトウ
ェアとして指定する場合、HPE Matrix IO テンプレートの作成後に VM テンプレートに加えた変更は HPE
Matrix IO テンプレートに反映されません。 新の状態ではなくなった HPE Matrix IO テンプレートからサー
ビスが作成された場合、サービスは、更新された VM テンプレートからの情報を使用します。このため、結果
のサービスが HPE Matrix IO テンプレート内の値を反映していないことがあります。この問題を避けるため、
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VM テンプレートが変更された場合は、サービスを展開する前に新しい HPE Matrix IO テンプレートを作成
し、更新された VM テンプレートをソフトウェアとして選択します。

Hyper-V 仮想マシン管理テンプレートのインポート

Hyper-V VM テンプレートは自動的には検出されません。Hyper-V テンプレートは、HPE Insight Control 仮想
マシン管理にインポートされた後、IO のソフトウェアタブに VM テンプレートとして表示されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Hyper-V 仮想マシンを Hyper-V 仮想マシン管理
テンプレートの見本として利用できます。その際、特別な手順を追加する必要はありません。ただし、回復可
能な論理サーバーをプロビジョニングするには、Windows クラスターに Hyper-V 仮想マシンホストを展開し
ます。

注記:

修復可能チェックボックス（DR 保護）は、ESX および Hyper-V VM、および HPE ProLiant 物理サーバ
ーでのみサポートされています。以下については、DR 保護はサポートされていません。

• クラウドサーバー

• HP-UX vPars および Integrity VM サーバー

• Raw LUN（RDM またはディスクパススルーディスク）を使用する VM
• HPE インフラストラクチャオーケストレーション内にインポートされた VM

詳しくは、ディザスタリカバリサービスの設定（83 ページ）を参照してください。

Hyper-V を使用する場合は、スナップショットを含む仮想マシンから作成された Hyper-V 仮想マシン管理テン
プレートを使用しないでください。スナップショットを含む仮想マシンから作成された VM テンプレートは、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのソフトウェアタブに表示されないた
め、HPE Matrix IO テンプレートを正しく作成できなくなります。

データディスクが含まれた VM テンプレートの表示

HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのソフトウェアタブのソフトウェアの詳細のセ
クションでは、VMware および Hyper-V テンプレートの一部であるデータディスクが表示されます。

VM テンプレート（VMware または Hyper-V）が選択され、しかもそのテンプレートが複数のデータディスク
を含んでいる場合、円グラフが表示されます。この円グラフには、VM テンプレートでのディスク定義の相対
サイズが表示されます。

次の例には、6 つの VM データディスクを含む「Linux5DiskTemplate」という名前の VMware テンプレートの
円グラフが含まれています。
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この情報は、HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer の仮想ストレージの設定画面の VM
テンプレートディスクタブ、および HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサービス
タブの詳細ペインにも表示されます。

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer のテンプレートでは、1 つ以上のデータディスク
を含むディスクを示すために表記 boot+が使用されます。

Microsoft System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）テンプレート

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、SCVMM（Microsoft System Center Virtual
Machine Manager）のテンプレートライブラリを使用してサービスを展開できます。これは、HPE インフラ
ストラクチャオーケストレーションサービステンプレートのソフトウェアタブで SCVMM Hyper-V テンプレ
ートを選択することによって実現できます。
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SCVMM が Insight Control 仮想マシン管理で正常に登録されると、SCVMM テンプレートが HPE インフラス
トラクチャオーケストレーションコンソールのソフトウェアタブに表示されます。

手順

1. SCVMM を登録するには、以下の手順を実行してください。

2. Systems Insight Manager で SCVMM サーバーを検出します。

3. SCVMM の有効な認証情報を VME タブで入力します。Systems Insight Manager のオプション > VME オ
プション > VME 認証の追加または編集を選択します。

4. または、SCVMM サーバーのシステムのプロパティから、ツール&リンクタブを選択し、VME 認証の追加
または編集をクリックします。

SCVMM サーバー自体はサーバープールを表すものではなく、展開のターゲットとしてライセンス適用されて
いません。

SCVMM は、Hyper-V 展開のための必須コンポーネントではありません。SCVMM テンプレート展開は、HPE
Insight Control 仮想マシン管理 Hyper-V テンプレートの展開と共存するオプションです。

SCVMM テンプレートの使用には、以下の制限があります。

• この統合には、Microsoft SCVMM 2008 R2 または Windows 2012 が必須です。

• SCVMM テンプレートの一部が IO インベントリに含まれます。

◦ 単一の VM を含む Hyper-V テンプレートは含まれます。

◦ ESX およびその他のハイパーバイザーの種類は含まれません。

◦ マルチサーバー（SCVMM サービス）テンプレートは含まれません。

◦ テンプレートがビューからフィルターされるときに、明示的な通知はありません。

• Windows 2012 テンプレートで SCVMM 2012 を使用する場合は、テンプレートに CDKEY を追加する必要
があります。新しいキーを

sysprep
ファイルに追加する場合は、カスタマイズプロセスの実行中に CDKEY を変更できます。SCVMM が VME
として登録されている場合、Insight Management は、SCVMM のみを使用してテンプレートを展開しま
す。他のすべての操作は、Insight Management によって Hyper-V ホスト上で直接実行され、SCVMM は使
用されません。

• SCVMM テンプレートを「カスタマイズ不要」オプションで作成します。IO は SCVMM カスタマイズパラ
メーターを自身のカスタマイズで上書きします。ただし、一部の SCVMM カスタマイズパラメーターは IO
カスタマイズの後も維持される場合があり、結果が混乱する可能性があります。

• 仮想化プラットフォームを Microsoft Hyper-V に設定して SCVMM テンプレートを作成します。

このプロパティを設定するには：

◦ SCVMM マネージャーを起動します。

◦ Library > テンプレートに移動します。

◦ テンプレート内を右クリックし、プロパティを選択します。

◦ 依存関係タブを選択します。

◦ 依存関係リストに表示するディスクを選択します。

◦ Virtualization platform で、Microsoft Hyper-V を選択します。

• SCVMM テンプレートを高可用性で構成する場合、Hyper-V クラスターホストにサービスを作成する必要
があります。

• SCVMM テンプレートを高可用性で構成しない場合、Hyper-V のスタンドアロンホストまたはクラスター
ホストにサービスを作成できます。ホストがクラスター化されている場合、VM がローカルディスクに作
成されます。CSV（クラスター共有ボリューム）またはクラスターディスクに VM を作成することはでき
ません。
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ESX メモリオーバーサブスクリプションの設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ESX 仮想マシンを含むサービスをプロビジョニ
ングするときに、デフォルトでメモリオーバーサブスクリプション技術を使って多数の仮想マシンを ESX ホ
ストにプロビジョニングできるようにします。

IO によって作成された ESX 仮想マシンはメモリ予約を使用しません。このため IO は、仮想マシンが特定の
ホストに適しているかをチェックするときに、ESX ホストの空きメモリについては低い要件でチェックしま
す。（デフォルト値は仮想マシンメモリの 2%です）。たとえば、サービスが 4 GB の RAM を必要とする仮想
マシンを含む場合、IO は VM ホストに約 82 MB（4 GB の 2%）の使用可能メモリがあることを要求します。
このため、82 MB 以上の使用可能メモリを持つ VM ホストはすべて、サービスプロビジョニングの割り当て
フェーズでのメモリチェックに合格します。

この戦略は、ESX ホストに多数の仮想マシンをプロビジョニングすることを可能にしますが、状況によって
は、仮想マシンのパフォーマンス低下を招くことがあります。たとえば、特定の VM ホストにあまりに多くの
仮想マシンが存在する場合や、VM ホストがホストメモリをディスクにスワップし始めた場合などは、パフォ
ーマンスが低下することがあります。

メモリオーバーサブスクリプションについて、より慎重な方法が望まれる場合は、IO が仮想マシンをプロビ
ジョニングする前に ESX ホストの使用可能メモリについてより厳しいチェックを行うように設定できます。
必要な使用可能ホストメモリのデフォルト値（2%）を増やすことが可能です。

この値を増やすと、IO が、ESX 仮想マシンを含むサービスをプロビジョニングするときにリソース割り当て
ステップで失敗する場合があります。この失敗は、IO が必要な量の使用可能メモリを持つ ESX ホストを見つ
けられないときに発生します。

この設定を 50%に増やすと、IO は、ESX 仮想マシンのプロビジョニングについてより厳しくなりますが、そ
れでもある程度のメモリオーバーサブスクリプションを許容します。この設定を変更するには、
hpio.propertiesを編集します。これはデフォルトで..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\confにあります。プロパティ

esx.vm.requested.memory.max.percentを見つけ、

esx.vm.requested.memory.max.percent=50.0に変更します。

この値を変更したら、新しい設定を有効にするために HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンサービスを再起動します。この設定の変更は、すでにプロビジョニングされているサービスには影響しませ
ん。

以下の表は、この設定を変更したときに、ESX VM ホストで必要な 小使用可能メモリがどのように変わるか
の例を示しています。

図 1 : ESX VM ホストで必要な 小空きメモリの例

Windows システムのカスタマイズのための Sysprep の使用

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、展開後のプロビジョニングステージ時に、API
コールを使用した展開済み Windows ゲストの Sysprep と同様の構成がサポートされています。これにより、
管理者は VM テンプレート内に sysprep 構成を埋め込むことを回避できるため、VM テンプレートを展開後の
構成から分離し、HPE Matrix IO 管理者が保持する VM テンプレートを減らすことができます。サポートされ
ているカスタマイズ設定には、ホスト名の変更、 初の起動時の Windows ライセンスキーの適用、タイムゾ
ーンの設定などがあります。
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HPE Matrix IO 設計者は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer のサーバー構成
ダイアログのソフトウェアタブで、どの sysprep 構成をサーバーテンプレート内で使用するのかを指定しま
す。

図 2 : HPE Matrix IO テンプレート Designer のサーバーグループ構成ダイアログのソフトウェア構成タブ

HPE Matrix IO 設計者は、必要に応じて、HPE Matrix IO 管理者と共同で sysprep 構成ファイルセットを作成
します。HPE Matrix IO 管理者は、HPE Matrix IO コンソール UI 内で sysprep 構成ファイルを作成または変更
できます。たとえば、Windows システムの展開を自動化し、Windows ライセンスキーを自動的に適用するに
は、ライセンスキーを sysprep 構成ファイルに追加する必要があります。これにより、HPE Matrix OE は手動
対話せずに新しい Windows システムをプロビジョニングできます。これを行わない場合、新しくプロビジョ
ニングされるシステムは、 初の起動時に停止してキーの入力を待ちます。HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、情報の 2 つのソースを組み合わせたり仮想マシン管理に渡すことにより、プロビ
ジョニングする Windows VM ごとに Windows OS をカスタマイズします。仮想マシン管理は、ESX および
Hyper-V にカスタマイズの情報を渡します。ここには、次のような情報が含まれます。

• ホスト名など、HPE Matrix IO サービステンプレートに含まれる各属性。

• HPE Matrix IO サービステンプレートでサーバーグループに指定された sysprep ファイルの内容。

HPE Matrix IO 管理者はホームページで Sysprep 構成ファイルの管理リンクをクリックすると、HPE Matrix
IO コンソールから sysprep 構成ファイルを表示、編集、および作成できます。その後、HPE Matrix IO 設計者
は Windows VM を使用した HPE Matrix IO テンプレートの作成時に、これらのファイルを使用できます。
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図 3 : HPE Matrix IO コンソールの sysprep 管理ダイアログの起動

HPE Matrix IO 管理者は Sysprep 構成ファイルの管理ダイアログで、sysprep ファイルのリストを表示したり、
新しい sysprep ファイルを作成したり、既存の sysprep 構成ファイルを編集したりできます。
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図 4 : HPE Matrix IO コンソールの sysprep 管理ダイアログ

HPE Matrix IO 管理者ユーザーは Sysprep 構成の編集および Sysprep 構成の作成ダイアログで、HPE Matrix
IO でサポートされているすべての sysprep 構成の設定を指定できます。HPE Matrix IO 管理者が sysprep 構
成ファイルを作成すると、HPE Matrix IO 設計者が HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
Designer UI で選択する際に、そのファイルを使用できます。
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図 5 : HPE Matrix IO コンソールの Sysprep 構成の編集ダイアログ

組織ごとの sysprep ファイル

マルチテナンシインストールでは、組織ごとに独立して sysprep 構成ファイルを管理できます。sysprep 構成
を参照するテンプレートが組織に割り当てられると、その組織がその sysprep 構成を使用できるようになりま
す。組織の管理者は Organization Administrator Portal から、これらの sysprep ファイルを表示および編集で
きます。組織の管理者が sysprep 構成を変更すると、その組織専用のコピーに変更が保持されることに注意し
てください。サービスプロバイダーの「マスター」コピーやこれらの構成の他の組織のコピーは変更されませ
ん。

組織の管理者はホームページのテンプレートは Sysprep 構成が必要ですリンクをクリックして、sysprep 構成
ファイルを表示および編集できます。
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図 6 : HPE Matrix IO Organization Administrator Portal の sysprep 管理ダイアログの起動
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図 7 : HPE Matrix IO Organization Administrator Portal の sysprep 管理ダイアログ

組織の管理者は、sysprep 構成ファイルを表示および編集できます。繰り返しますが、組織の管理者が sysprep
構成を編集すると、その組織専用のバージョンに変更が保持されます。組織の管理者は sysprep 構成を削除で
きますが、その sysprep ファイルへのテンプレート参照がない場合に限ります。削除操作を行うと、その組織
専用の sysprep 構成のコピーが削除されます。

組織ごとに異なる sysprep ファイルの割り当て

sysprep ファイルは、サービスの作成、新しいサーバーの追加、ネットワークの追加や削除、または、VM テ
ンプレートから作成された Windows VM のカスタマイズが必要なその他のあらゆる操作の際に使用されま
す。サービステンプレートの設計時に、設計者はサービステンプレートで、（VM テンプレートのイメージを
使用する）論理サーバーグループごとに 1 つの sysprep ファイルを持つことができます。

設計者は、1 つのサービステンプレートを多くの組織で使用でき、それぞれの組織が（組織のディレクトリに
保存される）独自の sysprep ファイルを持つことができます。設計者は、HPE Matrix インフラストラクチャ
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オーケストレーション Designer のサーバー構成ダイアログのソフトウェアタブで、どの sysprep 構成を使用
するかを指定します。

図 8 : Sysprep の選択

この機能の前は、各 sysprep 構成ファイルがすべての組織でグローバルに共有され、sysprep ファイルは、
hpio.propertiesファイルの os.customization.directoryプロパティによって定義されているディ

レクトリの下に格納されていました。この拡張により、各組織が別個の sysprep の構成ファイルを持つことが
できます。

各組織に<HPIO>/data/?OrganizationDirs/<orgid>/sysprepディレクトリがあります。サービステ

ンプレートを組織に割り当てると、HPE Matrix Operating Environment が組織の sysprep ディレクトリに
sysprep ファイルがあるかどうかをチェックし、ファイルが見つからない場合はメッセージを表示します。
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図 9 : Sysprep ファイルが見つかりました

組織のユーザーが sysprep ファイルを参照するテンプレートをプロビジョニングするときは、HP Matrix OE
インフラストラクチャオーケストレーションが、次の優先順位の規則に従って sysprep 構成を使用します。

• 組織の sysprep ディレクトリの下にある、指定された名前の sysprep ファイルを使用します。

• 見つからない場合は、hpio.properties ファイルの os.customization.directory プロパティによって定義され
ているディレクトリの下にある、指定された名前の sysprep ファイルを使用します。

• 見つからない場合は、os.customization.directory プロパティによって定義されているディレクトリの下に
ある、hpio.properties ファイルの os.customization.default.file プロパティによって定義されているデフォル
トの sysprep ファイルを使用します。

• 見つからない場合は、sysprep 構成の内部のデフォルトを使用します。

sysprep ファイルを参照するテンプレートをサービスプロバイダーのユーザー（組織ユーザーではない）がプ
ロビジョニングするときに、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、次の優先順位の規
則に従って sysprep 構成を使用します。

• os.customization.directory プロパティによって定義されているディレクトリの下にある、指定された名前
の sysprep ファイルを使用します。

• 見つからない場合は、os.customization.directory プロパティによって定義されているディレクトリの下に
ある、os.customization.default.file によって定義されているデフォルトの sysprep ファイルを使用します。

• 見つからない場合は、sysprep 構成の内部のデフォルトを使用します。

• リクエストタブのリクエストの詳細の表に、指定されたリクエストのプロビジョニングの際に使用される
sysprep ファイルが表示されます。

使用される sysprep ファイルは、サービステンプレートのソフトウェアの詳細に表示されます。
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図 10 : Sysprep ファイルがテンプレートの詳細に表示されます

サービスプロバイダーの管理者は、ホームタブの下部にある新しい「sysprep 構成ファイルの管理…」リンク
から、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーインターフェイスを使用して
sysprep ファイルを作成および編集できます。管理者は、sysprep 構成を作成および編集でき、テンプレート
の割り当てがない sysprep 構成を削除できます。 

組織の管理者は、ホームタブの「テンプレートは Sysprep 構成が必要です」リンクをクリックして、
Organization Administrator Portal で sysprep 構成を表示および編集できます。組織の管理者は、その組織に割
り当てられているテンプレートの sysprep 構成を表示および編集できます。sysprep 構成設定の編集は、組織
の sysprep ディレクトリに格納されます。サービスプロバイダーのバージョンの sysprep 構成は、組織の管理
者による編集では変更されません。組織の管理者は、組織に割り当てられているテンプレートで参照されなく
なった sysprep 構成を削除できます。この場合、sysprep 構成の組織の専用バージョンのみが削除されます。
組織の管理者は、新しい sysprep 構成を作成できません。

sysprep 管理の使用モデルを要約すると、次のようになります。

• サービスプロバイダーの管理者は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールか
ら（またはファイルシステム上で直接）sysprep 構成ファイルのセットを作成します。

• 設計者は、オプションで sysprep ファイル（VM テンプレートを使用するサーバーごとに 1 つの sysprep
ファイル、または前述の優先規則ごとに使用されるデフォルトの場合があります）を参照するサービステ
ンプレートを作成します。

• マルチテナント構成では、サービスプロバイダーの管理者は、（オプションの sysprep ファイルを含む）テ
ンプレートを 1 つまたは複数の組織に割り当てます。組織の管理者は、組織の割り当て済みのテンプレー
トに関連付けられた sysprep ファイルを編集できます。これらの変更は組織専用の sysprep 設定に反映さ
れ、サービスプロバイダーの sysprep ファイルには反映されません。

サービスが作成されると（または、サーバーの追加など、sysprep を必要とする別の操作が実行されると）、
使用される sysprep ファイルの情報がサービスリクエストの詳細に含まれます。
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図 11 : サービスリクエストの詳細に含まれる Sysprep ファイルの情報

注記:

Sysprep 操作ではバックグラウンドでタスクが実行され、完了までに少し時間がかかります。Windows
の起動が完了したかどうかを確認するには、VM にアクセスして、操作のステータスをチェックします。

Microsoft Sysprep ツールのインストール

Microsoft Sysprep ツールは、Windows Server 2003 以前のゲストをプロビジョニングしている場合のみイン
ストールします。

注記:

以下をプロビジョニングする場合、Sysprep ツールのインストールは必要ありません。

• Windows 2008 およびそれ以降の VM ゲスト

• Linux VM ゲスト

80  Microsoft Sysprep ツールのインストール



以下のシステムで、カス
タマイズを有効にするに
は、次の手順を実行しま
す。

次の操作を行います。

VMware vCenter 4.

x

VMware vCenter 5.0

Microsoft Sysprep ツールを vCenter 管理サーバーにインストールします。

• vCenter Server が Windows Server 2008 またはそれ以降にインストールされ
ており、Windows 2003 またはそれ以前のゲストをプロビジョニングする場合
は、Sysprep ツールを C:\ProgramData\VMware\VMware
VirtualCenter\Sysprep\<OS>にインストールします。

注記:

C:\ProgramDataは隠しフォルダーである場合があります。

• vCenter Server がより古いバージョンの Windows オペレーティングシステ
ムにインストールされている場合は、ツールを C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\VMware\VMware
VirtualCenter\Sysprep\<OS>にインストールします。

ここで、<OS>は Windows ゲストのオペレーティングシステムです。有効な値
は、svr2003および svr2003-64です。

Microsoft Hyper-V
（Windows 2003 VM ゲス
ト）

Microsoft Sysprep ツールを CMS のフォルダー C:\Program Files\HP
\Insight Control virtual machine management\Sysprep\<OS>にイ

ンストールします。

ここで、<OS>は Windows ゲストのオペレーティングシステムです。有効な値
は、svr2003および svr2003-64です。

Microsoft …\Support\Tools\Deploy.cab（.cabファイルではありません）の内容は、前記のディレクト

リにおく必要があります。

詳しくは、以下の情報を参照してください。

• VMware vCenter の Web サイト

• VMware Infrastructure オンラインライブラリにある Installing the Microsoft Sysprep Tools
• 次の Microsoft サポートの Web サイトにある Updated System Preparation tool for Windows Server 2003

SP2：http://support.microsoft.com/?kbid=926028

RDM を持つ高可用性 Hyper-V VM の要件

注記:

Raw LUN は、VMware では RDM ディスクと呼ばれ、Microsoft Hyper-V ではディスクパススルーディス
クと呼ばれます。

次の表は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの RDM を持つ高可用性 Hyper-V VM のサ
ポートを示しています。
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サポートあり サポートなし

クラスター化されたディスク RDM を持つ高可用性
Hyper-V VM

クラスター化されていないディスク RDM を持つ高
可用性 Hyper-V VM

クラスター化されていないディスク RDM を持つ非
高可用性 Hyper-V VM

クラスター化されたディスク RDM を持つ非高可用
性 Hyper-V VM

ESXi の使用中に HPE Storage Provisioning Manager を使用して RDM ディスクを作成する場合の表示は、
SPE（ストレージプールエントリー）の作成時点または 終更新時点のポータビリティグループ内の VM ホス
トのリストに基づいています。VM ホストがポータビリティグループに追加または削除された場合、この表示
は SPE に動的に取得されません。これにより、新たに追加された VM ホストを VM ゲストの使用可能なター
ゲットにすることはできなくなります。

この問題を回避するには、SPE を更新して、（そのまま）保存してください。これにより、SPE は SPM Storage
Provisioning Manager で利用可能な新しい VM ホストのリストに更新されます。

RDM に対する高可用性の要求を有効にするには、ユーザーは HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションおよび Matrix OE 論理サーバー管理ファイルで、以下のプロパティを有効にする必要があります。

• Matrix OE 論理サーバー管理の場合：

HA_VM_RDM_ENABLEDプロパティを trueに設定することによって、lsa.propertiesファイルを編集

します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの場合：

hyperv.ha.vm.rdm.enabledプロパティを trueに設定することによって、hpio.propertiesファ

イルを編集します。

これらのプロパティが設定されていないと、高可用性を備えた RDM ディスクを使用した場合のサービス作成
リクエストは失敗します。詳しくは、RDM ディスクを高可用性 Hyper-V テンプレートとともに使用するサー
ビス作成が失敗する（324 ページ）を参照してください。

ジェネレーション 2 Hyper-V VM の HPE Matrix OE サポート
Matrix OE ビジュアル化の論理サーバーの作成操作で Hyper-V VM バージョン設定が提供されるようになり
ました。これにより、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがジェネレーション 1 VM ま
たはジェネレーション 2 VM のどちらをプロビジョニングするかを制御します。

以下の考慮事項は、Hyper-V ジェネレーション 2 VM に適用されます。

ディスク

• ブートディスクを含め、作成されるすべてのディスクは、SCSI コントローラーを使用して接続する必要が
あります。

• ジェネレーション 2 VM では、OS をインストールするための追加のドライバーは不要です。

• ジェネレーション 2 VM 用に作成したすべてのディスクには、

VHDX
拡張子を付ける必要があります。

ネットワーク

• 従来のアダプターネットワークは、ジェネレーション 2 VM では使用できません。

• 標準的なネットワークアダプターが必要であり、PXE オプションが有効になっている必要があります。

ドライブとプロパティ

• ディスケットドライブは、ジェネレーション 2 VM ではサポートされていません。

• bootOrder
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プロパティは、ジェネレーション 2 VM では使用できません。

ゲスト OS

次のゲスト OS がサポートされています。

• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012

注記:

Linux はサポートされていません。

Hosts

• Hyper-V 2012 R2 ホストバージョン 6.3.9600 以降では、Generation-2 VM がサポートされています。

• Hyper-V VM ターゲットホストでは、下位互換性はサポートされていません。

• Hyper-V 2012 R2 v6.3.9600 ホストから以前のバージョンへの移動または再アクティブ化操作はサポート
されていません。

• Hyper-V 2012 R2 上でプロビジョニングされた VM は Hyper-V 2016 に移行でき、VM 構成バージョン 5.0
を保持します。VM 構成バージョンが 2016 上で更新されていない場合、Hyper-V 2012 R2 ホストで移行ま
たは再アクティブ化を行うことができます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからのジェネレーション
2 VM のプロビジョニング

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからジェネレーション 2 VM をプロビジョニングす
る場合、以下の考慮事項が適用されます。

• 自動 OS 展開では、ジェネレーション 2 VM テンプレートと互換性がないすべてのホストは除外されます。

• 手動 OS 展開では、VM の作成タスクは Matrix OE 論理サーバー管理を使用して完了されます。

注記:

HPE IO 設計者は、VM テンプレートのソフトウェアタブの OS に Linux を選択できます。この場合、
選択したホストが Hyper-V 2012 R2 以降であれば、論理サーバー管理は自動的に VM バージョンを
ジェネレーション 1 に設定します。

• HPE Server Automation（SA）の自動プロビジョニングでは、ジェネレーション 2 VM は HPE Server
Automation（SA）バージョン 10.10 以降でサポートされます。10.10 より前のバージョンの場合は、次の
手順のうちの 1 つを実行します。

◦ Windows Server 2012 R2 ホストが含まれていないプールを作成します。このプールを使用して、HPE
Server Automation（SA）の自動プロビジョニングによるサービスのプロビジョニングを実行します。

◦ lsa.properties
ファイルを次のように編集します。

MAX_DEFAULT_HYPERV_VM_VERSION=1
.

これらの手順のどちらでも、Windows Server 2012 R2 ホストが使用される場合に、作成される VM がジェ
ネレーション 1 として指定されます。

ディザスタリカバリサービスの設定
HPE Matrix リカバリ管理は、論理サーバーと HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービ
スの両方のディザスタリカバリ保護（DR 保護）を提供する HPE Matrix Operating Environment のコンポーネ
ントです。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからのジェネレーション 2 VM のプロビジョニング
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HPE Matrix リカバリ管理と HPE Matrix IO を CMS にインストールし、修復可能なサービスを設定したら、
HPE Matrix リカバリ管理 UI を使用して、DR 保護付き HPE Matrix IO サービスリカバリグループを作成でき
ます。HPE Matrix リカバリ管理を使用して修復可能なサービス用の災害保護を提供する方法について詳しく
は、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE Matrix Operating Environment Recovery
Management User Guide を参照してください。

ファイル dr.properties（デフォルトの場所..\Program Files\HP\Insight Recovery\confにイン

ストールされています）は、プライマリサイトとレプリカサイトの間のリソースのマッピングに使用されま
す。HPE Matrix リカバリ管理の管理者は、このファイルのプロパティを設定します。

修復可能な HPE Matrix IO サービスを設定するには、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ン Designer の HPE Matrix IO サービステンプレートの修復可能チェックボックスをクリックして選択しま
す。

これらのサーバーグループタイプを含むテンプレートは修復可能であるとマークできます。

• リモートコピー要件を含む SPM テンプレートを使用します（HPE Matrix OE がストレージプールエント
リーを自動生成している場合は、Disaster Recovery Enabled フラグが自動的に設定されます）。

• リモートコピー要件を含まない SPM テンプレートを使用します（ストレージプールエントリーには
Disaster Recovery Enabled フラグが設定されています）。

• ストレージの手動設定を使用します（SPM テンプレートは使用しません。手動でストレージプールエント
リーを作成し、Disaster Recovery Enabled フラグを設定します）。

◦ HPE 3PAR StoreServ ストレージのストレージ複製設定を含む SPM テンプレート（ストレージプール
エントリーは DR 有効フラグを設定して自動的に作成されます）

注記:

– リモートコピー要件を含む SPM テンプレートは、修復可能なサービスでのみ使用できます（ま
た、回復不能のサービスでは除外されます）。

– リモートコピー要件を含む SPM ストレージテンプレートの論理ディスクを使用する修復可能
な物理サービスには、このサービスに複数のディスクが含まれていれば、すべてのディスク
が、リモートコピー要件を含む SPM テンプレートを使用する必要があります。

◦ デフォルトの Matrix 設定がある SPM テンプレート（ストレージプールエントリーには DR 有効フラグ
が設定されています）

◦ ストレージの手動設定（ストレージプールエントリーに DR 有効フラグが設定されています）

これらのサーバーグループタイプを含むテンプレートは修復可能であるとマークできません。

• クラウドサーバー

• HP-UX vPars および Integrity VM サーバー

• Raw LUN（RDM またはディスクパススルーディスク）を使用する VM
• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内にインポートされた VM
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注記:

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションにインポートされた VM は、HPE Matrix OE
リカバリ管理を使用してディザスタリカバリ保護することはできません。

• 設計者は、基礎となる論理サーバーレベルでディザスタリカバリ保護しようとする場合は、テンプレ
ートで修復可能にチェックを入れるべきではありません。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションにインポートされた VM は、HPE Matrix OE
リカバリ管理を使用してディザスタリカバリ保護することはできません。

修復可能な HPE Matrix IO サービスは、Disaster Recovery が有効なストレージプールエントリーのみを使用
できます。HPE Matrix IO がストレージプールエントリーを自動生成し、リモートコピー要件を含む SPM ス
トレージテンプレートが使用された場合は、Disaster Recovery Enabled フラグが自動的に設定されます。管
理者が手動でストレージプールエントリーを定義しており、リモートコピー要件を含む SPM テンプレートを
使用していない場合は、フラグを手動で設定できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョン Designer 内のディスクを定義するときは、SPM テンプレートの選択が適切にフィルター処理されます。
たとえば、修復可能なサービスのリモートコピー要件を含む SPM テンプレートのみを含む場合、修復不能の
テンプレートでは、リモートコピー要件を含む SPM テンプレートを使用できません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのテンプレートタブで、修復可能なテン
プレートの修復可能列は有効とマークされます。

DR 保護サービスを作成または変更すると、HPE Operations Orchestration ワークフローエンジンは HPE
Matrix リカバリ管理で行われた設定タスクに関する説明を DR 管理者に通知します。
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修復可能な HPE Matrix IO サービスで操作が実行されると、HPE Operations Orchestration ワークフローは、
システム管理者に、電子メールで自動通知します。Operations Orchestration Studio の
HPIODRServiceActionRecipientsプロパティを、この通知を受け取る管理者の電子メールアドレスに設

定します。詳しくは、HPE Operations Orchestration システムプロパティの設定（35 ページ）を参照してく
ださい。

86 インストールと構成



DR 保護サービスを使用したストレージ複製

ディザスタリカバリで保護されたサービスを使用したストレージ複製を行うと、ディザスタリカバリで保護さ
れた物理サーバーの作成時に、ディザスタリカバリが有効なストレージが自動的に作成されます。ストレージ
を正しくディザスタリカバリで保護するには、リモートコピー要件を含む Storage Provisioning Manager テン
プレートを指定する必要があります。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある
HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイドおよび HPE Storage Provisioning
Manager（SPM）ユーザーガイドを参照してください。

修復可能な物理サービスのサポートを有効にするには、管理者が以下を実行する必要があります。

手順

1. hpio.propertiesファイルで enable.dr.protectionを trueに設定して、リカバリサービスを有効

にします。

2. HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer のテンプレートエディターで、物理サービス
の修復可能オプションを選択します。

3. 物理ストレージアイコンを右クリックして、ストレージ構成ダイアログボックスを開きます。

4. 修復可能な物理サービスの手動でのストレージ設定について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の Web サイトで入手できる HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザ
ーガイドを参照してください。

5. 物理ストレージのサポートについて、次のいずれかを選択します。

a. 手動でのストレージプールエントリー
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手動でのストレージプールエントリーを使用する場合は、必要な属性の指定オプションを選択します。

b. HPE Storage Provisioning Manager（HPE SPM）Matrix デフォルトテンプレート

SPM Matrix デフォルトテンプレートを使用する場合は、ストレージテンプレートの選択オプションを
選択し、リストから Matrix Default Storage Template を選択します。
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SPM Matrix デフォルトテンプレートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイドを参照してください。

c. リモートコピー要件を含む SPM テンプレート

リモートコピー要件を含む SPM テンプレートを使用する場合は、ストレージテンプレートの選択オプ
ションを選択し、リストから SPM Template with Storage Remote Copy Requirements テンプレートを
選択します。
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表に表示されるように表のアイコン リモートコピー要件列をクリックします。
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注記:

• リモートコピーグループを含む SPM テンプレートは、修復可能なサービスに対してのみ使用
できます。

• 複数のディスクを含む物理サービスの場合、すべてのディスクがリモートコピーグループ要件
を含む SPM テンプレートを使用する必要があります。

デフォルトのリモートコピー要件を含む SPM テンプレートでは、リモートコピーグループ名をカスタ
マイズすることしかできません。リモートコピー要件が読み取り専用である場合は、リモートコピーグ
ループ名をカスタマイズできません。
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d. SPM 2.5 は、HPE 3PAR OS 3.1.x 以降ではリモート複製の基本機能を提供します。リモート複製の基
本は、3.2.1 より前の HPE 3PAR OS の唯一の選択肢です。この場合、SPM はリモートコピーが構成さ
れたボリュームをカタログにインポートできます。リモートコピー要件によるサービスのアクティブ
化の実行時に、SPM は、リモートコピーが構成された一致するすべてのボリュームを、ストレージプ
ロビジョニング用のサービス候補として返します。この機能は、新しいボリュームを作成してボリュー
ムをリモートコピーグループに追加する SPM のオンデマンドプロビジョニングと組み合わせて使用で
きます。リモートコピーが構成されたボリュームでサービスが正常にアクティブ化(リソース提供済み
かつ準拠)されると、SPM はリモートコピー要件の変更を処理しなくなります。

HPE 3PAR OS 3.2.1 以降の SPM 2.5 では、リモート複製の基本機能と詳細機能が提供されています。
この場合、SPM は新しいリモートコピーグループと、リモートコピーグループに追加する新しいボリ
ュームペアを作成できます。
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環境間の相違点

プライマリサイト（サイト A）とセカンダリまたはレプリカサイト（サイト B）間の相違点は、セカンダリサ
イトの dr.propertiesファイルでマッピングする必要があります。

次に例を示します。

マッピング サイト A（プライマリ） サイト B（セカンダリまたはレプリ
カ）

サブネット subnet.siteA.Net172 subnet.siteB.vlan15

ブレードサーバープール serverpool.siteA.ServerPoolA serverpool.siteB.ServerPoolB

トランク VLAN ネットワーク • subnet.siteA.VLAN171
• subnet.siteA.VLAN172

• subnet.siteB.VLAN171_B
• subnet.siteB.VLAN172_B

注記:

dr.propertiesファイルは、デフォルトの場所..\Program Files\HP\Insight
Orchestration\confにインストールされます。

dr.properties ファイル内の追加の値：
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• LS_PORTABILITY_GROUP_MAPPING。プライマリサイトとリモートサイトで名前が異なる場合 （7.5 の
新しい値）

• LS_FABRIC_MAPPING。（ローカルサイト、サーバープール、サブネット、サービス所有者、および連携
ホスト名マッピングと共に）すでに存在します。hyperv.resour

• LS_NETWORK_MAPPING。削除されました。代わりに、Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンのネットワーク/サブネットマッピング（subnet.<site a>.<subnet_name_a> = subnet.<site
b>.<subnet_name_b>）を使用します

• hyperv.resource.pool。新しい値です（既存の esx.resource.pool と平行し、異なる名前のプール間でマッピ
ングができます）。

クラウドプロビジョニング用の環境設定
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションは、オンプレミスリソースに
よるプロビジョニングに加え、外部クラウドサービスへの仮想サーバーのプロビジョニングをサポートしま
す。

クラウドバーストは、企業がシームレスにパブリックおよびプライベートインフラストラクチャリソースをプ
ロビジョニングできるようにする、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの機能です。強
力なプライベートクラウド管理機能と組み合わせ、プライベートクラウド環境を超えて「バースト」する、お
よび外部クラウドサービスプロバイダーによって提供されるインフラストラクチャリソースを利用する機能
は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーのためにハイブリッドクラウドリソー
スの仮想的に無制限のプールを作成し、クラウドサービスデリバリに利用します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次のクラウドサービスプロバイダーへのバース
ティングをサポートします。

• 他の HPE Matrix Operating Environment システム

• HPE Helion CloudSystem 8.x リソースプール

• HPE 認定バースティング送信先

• Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）

サポートされているクラウドプロバイダー

HPE Matrix Operating Environment（Matrix-to-Matrix）

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、バーストコネクターが含まれています。これ
を有効にして構成すると、HPE Matrix OE システムが他の HPE Matrix OE システムにサービスを提供できま
す。これにより、HPE Matrix OE ベースのサービスプロバイダーが HPE Matrix OE プライベートクラウドに
サービスを提供できます。システム間で演算リソースを共有するために、複数の HPE Matrix OE システムを
持つ企業の連携に代わる方法も提供されています。

HPE Helion CloudSystem 8.x リソースプール

HPE Helion CloudSystem 8.x リソースプールは、HPE Helion CloudSystem Foundation または HPE
HelionCloudSystem Enterprise から使用できます。HPE Matrix OE の観点から見ると、他の OpenStack ベー
スのプロバイダーと同じ方法で構成および管理されている演算リソースに、OpenStack ベースのインターフ
ェイスが提供されます。

Amazon EC2

Amazon EC2 は、開発者のために Web スケールのコンピューティングが簡単になるように、クラウドでサイ
ズ変更可能なコンピューティング能力を提供する Web サービスです。Amazon EC2 では、カスタマがさまざ
まなオペレーティングシステムを持つインスタンスを起動し、それらをカスタムアプリケーション環境ととも
にロードし、ネットワークアクセス権を管理し、任意の数のシステムを使用してイメージを実行できる仮想コ
ンピューティング環境が提供されています。詳しくは、http://aws.amazon.com/ec2/を参照してください。
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ファイアウォールの設定（セキュリティグループ）
クラウドサービスプロバイダーに展開されたサーバーグループのファイアウォールの設定し、ルールセットに
基づいてインバウンドネットワークトラフィックを許可または制限することができます。ファイアウォール
は、セキュリティグループとも呼ばれます。

注記:

クラウドサービスプロバイダーに展開されたすべてのサーバーグループには、デフォルトですべてのイ
ンバウンドトラフィックをブロックするファイアウォールがあります。

インバウンドトラフィックを許可するには、そのトラフィックを記述するルールを HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーション Designer のファイアウォールタブで作成します。ファイアウォールは、サー
バーグループ内のどのサーバーよりも先に作成され、サーバーグループ内のすべてのサーバーが削除された後
で削除されます。これらのイベントは、サービスの新規作成およびサービスの削除操作に対応します。

注記:

このタブは、ソフトウェアタブでクラウドソースタイプを含むソフトウェアイメージが選択されている
場合にのみ有効になります。すべての外部クラウドプロバイダー用のイメージで、ソースタイプとして
クラウドが表示されます。外部クラウドプロバイダーには、HPE クラウドサービス、HPE CloudSystem
リソースプール、その他の HPE CloudSystem Matrix システム、その他の HPE 認定バースト先、Amazon
EC2 が含まれます。

必須選択項目（デフォルト）では、サービスの作成時に有効であることが必要なファイアウォールが定義され
ます。このオプションが設定されると、サーバーグループは、ファイアウォールをサポートしないプロバイダ
ーには展開できなくなります。デフォルトのクラウドファイアウォールは、すべての受信トラフィックをブロ
ックします。受信トラフィックを許可するには、そのトラフィックを記述する 1 つ以上のルールをこのページ
で作成する必要があります。

ファイアウォールを有効にしない場合は、なしを選択します。このオプションが設定されると、サーバーグル
ープは、ファイアウォールを必要とするプロバイダーには展開できなくなります。

オプションを選択すると、プロバイダーがファイアウォールをサポートする場合にのみ、プロビジョニングさ
れるサーバー上でファイアウォールが設定されます。プロバイダーがファイアウォールをサポートしない場
合、ファイアウォール定義は無視されます。デフォルトのクラウドファイアウォールは、すべての受信トラフ
ィックをブロックします。受信トラフィックを許可するには、そのトラフィックを記述する 1 つ以上のルール
をこのページで作成する必要があります。
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ファイアウォールはサービス作成操作の一部として作成され、サービス内の 1 つのクラウドサーバーグループ
に一意に関連付けられます。IO ユーザーは、所有しているサービスに関連付けられているファイアウォール
のルールのみ変更できます。

手順

1. ファイアウォールの設定

2. プロバイダーの要件に合わせて、必須またはオプションを選択します。

3. ファイアウォールルールをセットアップするには、次の手順を実行します。

a. ファイアウォールルールを適用するプロトコル（TCP、UDP、ICMP）を選択します。

b. 開始ポート（0～65535）および終了ポート（0～65535）を入力して、ルールを適用するポート範囲を
指定します。

注記:

プロトコルが「ICMP」に設定されている場合、開始ポートおよび終了ポートフィールドは、タイ
プおよびコードフィールドに置き換えられます。

c. IP ソースで、許可する接続元のコンマ区切りリストを入力します。

CIDR 表記を使用してください。IP アドレスの後にスラッシュ（/）文字を追加し、その後にルーティン
グプレフィックスのサイズを 10 進表記で入力します。たとえば、127.0.0.1/24 と入力します。

すべての受信トラフィックを許可するには、「0.0.0.0/0」を指定します。

サーバーへの SSH 接続を許可するには、TCP プロトコルを選択して、開始ポートとして「22」、終了
ポートとして「22」を選び、IP ソースとして「0.0.0.0/0」を選択します。

d. 追加をクリックします。

4.（オプション）ファイアウォールルールを削除する場合は、ゴミ箱アイコンをクリックします。

ファイアウォールの詳細の表示

テンプレートとサービスに関連付けられているファイアウォールの詳細は、HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションコンソールのテンプレートおよびサービスタブの下部にあるファイアウォールの詳
細ペインに表示されます。サービスまたはテンプレートを選択し、詳細をクリックしてファイアウォールの詳
細タブを選択します。
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次のテンプレートでは、テンプレートに設定されたファイアウォールが、CIDR IP 記法 10.0.0.0/24 で定義さ
れた場所からポート 2～4 上の TCP プロトコルでのインバウンドトラフィックを許可しています。インバウ
ンドトラフィックは、UDP、ICMP、および TCP プロトコルでも許可されます。以下に詳細を示します。

ロードバランサーの設定
ロードバランサーはネットワークトラフィックを分散し、仮想または物理サーバーグループ内のサーバー間で
の 適なリソース使用を可能にします。

次のセクションでの設定の説明を始める前に、システム管理者がロードバランサーをインストールし、設定し
ます。ハードウェアロードバランサーはエンクロージャーに設置し、ソフトウェアロードバランサーは物理サ
ーバーまたは仮想マシンにインストールします。ロードバランサーの登録情報は、HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションインベントリ内の CMS に保存されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでロードバランサーを使用するには、HPE
Operations Orchestration ワークフローが必要です。デフォルトでは、HAProxy および F5 BIG-IP Local Traffic
Manager のロードバランサーの HPE Operations Orchestration ワークフローが HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションでの使用に含まれています。F5 BIG-IP Local Traffic Manager ロードバランサー
は高可用性およびマルチテナンシをサポートしています。

オプションで、ロードバランサーのエキスパートは、パッケージ化された HPE Operations Orchestration ワー
クフローをカスタマイズする、または他の種類のロードバランサーの新しい HPE OO ワークフローを開発し
て HPE OO リポジトリに追加することができます。その後、管理者はこれらのロードバランサーの 1 つまた
は複数を設定し、インベントリに追加できます（ロードバランサーの登録（98 ページ）に説明しています）。
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カスタマイズした HPE Operations Orchestration ワークフローで、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションは以下をサポートしています。

• ソフトウェアおよびハードウェアに基づいたロードバランサー

• フル機能およびベースラインロードバランサー

• シングルおよびマルチ使用のロードバランサー

HAProxy および F5 BIG-IP Local Traffic Manager ロードバランサーの HPE Operations Orchestration ワーク
フロー実装は、/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Load
Balancers/[LB Model]/[LB Version]/の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに

よって提供されます。

ロードバランサーの登録

ロードバランサーを CMS にインストールした後、IO 管理者はロードバランサーを IO に登録します。ロード
バランサーは自動的に検出されません。これを HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションイン
ベントリに追加するロードバランサーを登録するために、以下を使用できます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション SOAP API
• ioexec

コマンドラインインターフェイス（SOAP API を使用しているクライアント）

以下に ioexecロードバランサー登録コマンドを示します。
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表 1 : ioexec ロードバランサー登録コマンド

ioexec コマンド 説明

list loadbalancers ロードバランサーリソースのリストを取得します

add loadbalancer ロードバランサーを IO インベントリに追加します

modify loadbalancer IO インベントリ内のロードバランサーの定義を変更します

remove loadbalancer IO インベントリからロードバランサーを削除します

addcert loadbalancer ロードバランサーの認証情報を追加します

removecert loadbalancer ロードバランサーの認証情報を削除します

setpassword loadbalancer ロードバランサーのパスワードを設定します

unsetpassword loadbalancer ロードバランサーのパスワードを設定解除します

ロードバランサーを IO インベントリに登録するには、関連する管理認証情報が必要です。ロードバランサー
を追加または変更するときに、管理者はパスワード ID または証明書 ID を定義する必要があります。これらの
ID は、実際のパスワードまたは IO に保存されている証明書のキーになります。これにより、複数のロードバ
ランサーで共通のパスワードまたは証明書を使用できます。IO 管理者は IO 内のパスワードおよび証明書を
ioexecコマンドおよび SOAP API を使用して管理できます。

通常、ロードバランサーはプライベートおよびパブリックネットワークへのアクセス権を持ち、管理ネットワ
ーク上に IP アドレスを持ちます。

次に、HAProxy ロードバランサーを CMS に追加し、ロードバランサーのパスワードを設定するコマンドの例
を示します。

次の例では、管理者は-w administrator-passwordを各コマンドに追加できます。オプションが指定さ

れておらず、デフォルト設定ファイルでパスワードが定義されていない場合、ioexecはパスワードのプロン

プトを表示します。

C:\> ioexec add loadbalancer -l haproxy-load-balancer -m HAProxy -v 1.4.18 -s
example-private-network,example-public-network -a 192.100.100.10 -p 22 -U root -
W haproxy-password-id --maxgrps 10 -t example-tag1,example-tag2 -u administrator
C:\> ioexec setpassword loadbalancer -W haproxy-password-id -p example-password
-u administrator
ここで、

-l haproxy-load-balancer 管理者がロードバランサーの名前として選択したロードバランサー ID

-m HAProxy ロードバランサーのモデル

-v 1.4.18 ロードバランサーのバージョン

-s example-private-network,
example-public-network

ロードバランサーに表示できるネットワーク

-a 192.100.100.10 ロードバランサーに接続する管理 IP アドレス

-p 22 ロードバランサーに接続する管理ポート
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-U root ロードバランサーの管理ユーザー名

-W haproxy-password-id ロードバランサーのパスワード ID

--maxgrps 10 ロードバランサーでサポートされる 大グループ数

-t example-tag1,example-
tag2

このロードバランサーが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ション Designer で参照できるようにするタグ名

-u administrator ioexec CLI のユーザー名

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE CloudSystem Matrix/Matrix
Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations リファレンスガイドを参照してく
ださい。

IPv6 およびロードバランサー

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは IPv6 アドレス管理をサポートします。これは、次
の点でロードバランサーの考慮に影響します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、IPv6 アドレスのみが含まれる LoadBalancer
ホストを管理することはできません。ロードバランサーホストを HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションに追加するには、その IPv4 アドレスを使用する必要があります。ロードバランサーは、
IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを持つことができます（デュアルスタック）。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、IPv6 アドレスを使用して、ロードバランサー
ホストグループを作成できます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、IPv6 アドレスを使用して、ロードバランサー
グループメンバーを追加できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション IPv6 サポートについて詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library で入手できるホワイトペーパー IPv6 Support in Insight Management を参照
してください。

サービスのロードバランサーのリクエスト

1 つまたは複数のサーバーグループ内のサーバーのロードバランシングは、HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーション Designer の各サーバーグループの設定画面のロードバランスタブを選択して実行さ
れます。サーバーグループにつき 1 つのロードバランサーのみ指定できます。ロードバランスタブにより、
IO アーキテクトは、サービスで希望するロードバランサーの機能を指定できます。

オプションのタグを指定し、特定のロードバランサーが使用されていることを確認できます。タグが含まれて
いる場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは要件を満たし、一致するタグを持つロ
ードバランサーをインベントリで検索します。タグフィールドを空白のままにしておくと、サーバーグループ
のロードバランサーの選択が限定されなくなります。
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少なくとも 1 つのネットワークを選択する必要があります。サーバーグループ内のすべてのネットワークが
表示されます。選択したネットワークへのアクセス権を持つロードバランサーのみが割り当てられます。

サーバーグループで選択可能なロードバランサーの属性は次のようになります。

高可用性 リダンダント設定のロードバランサーをリクエストします。これは、互いにバックアップお
よび監視し合う 2 つ以上のロードバランサーがあることを意味します。1 つのロードバラン
サーが失敗すると、他のロードバランサーが制御を引き受けるため、ユーザーにサービスの
中断は通知されません。

SSL 対応 SSL 証明書がインストールされているロードバランサーをリクエストします。これにより、
暗号化されていない HTTP をロードバランサーとサーバーの間のローカルネットワークで使
用できます。これにより、サーバー上でのパフォーマンスが向上します。

Cookie に基
づいたセッシ
ョン保持

Cookie に基づいたセッション保持を持つロードバランサーをリクエストします。パーシス
テンスにより、単一ユーザーからのリクエストが常に、起動したサーバーから確実に配布さ
れます。クッキーに基づいたパーシステンスにより、すべてのセッションデータをユーザー
のブラウザーのクッキーに保存し、セッション保持のステートレスソリューションを提供し
ます。

ソースアドレ
スセッション
保持

ソースアドレスセッション保持、またはシンプルセッション保持を持つロードバランサーを
リクエストします。これにより、パケットのソース IP アドレスに基づいて同じサーバーにセ
ッションリクエストを指示します。

組織のロードバランサーのリクエスト

ロードバランサーは、次の方法で、特定の組織またはユーザーが使用するように予約できます。

• タグを

ioexec add loadbalancer
コマンドで指定し、そのタグを Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer の

ロードバランス

タブで指定する

• 特定の組織に割り当てられたロードバランサーにすべてのネットワークが表示されることを確認する。ロ
ードバランサーに表示できる論理ネットワーク

N

を持つテンプレートでは、選択された実際のロードバランサーは HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションが
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N

に割り当てたネットワークによって決定されます。

論理ロードバランサーグループの作成および削除

サービスが展開された後、IO 管理者または IO ユーザーは次の ioexecコマンドを使用して、論理ロードバラ

ンサーグループを作成、管理、および削除できます。

表 2 : ロードバランサーグループの ioexec 作成および削除コマンド

ioexec コマンド 説明

creategroup logicalloadbalancer 論理ロードバランサー内でグループを作成します。グループがロード
バランスに対するサービスを記述します。

deletegroup logicalloadbalancer 論理ロードバランサーからグループを削除し、すべてのグループメン
バーを削除します。

注記:

The create logical load balancer operation using the SOAP API また ioexec CLI を使用した論理ロード

バランサー作成操作には管理者の承認が必要です。管理者に通知され、管理者が HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションコンソールのリクエストタブで承認をクリックするまで操作を一時停
止します。

ロードバランサーグループの削除およびグループメンバーの追加や削除など、他のロードバランサーの操作
は、リクエストタブ上に表示されますが、管理者の承認は必要ありません。ただし、これらの操作では、ユー
ザー名およびパスワードをコマンドラインで指定する必要があります。

次の図は、Petclinic サーバーグループ内の 2 つのサーバー間でのネットワークトラフィックをロードバランシ
ングするように設定された HAProxy ロードバランサーを示しています。

次に、論理ロードバランサーグループを作成および削除するコマンドの例を示します。

論理ロードバランサーグループを作成するときは、通常、サービス IP アドレスはパブリックネットワーク上
にあります。
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C:\> ioexec creategroup logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group -P http -
a 10.1.100.10 -p 80 -H example-website -U "/" -t 6000 -O JSESSIONID -u
administrator
C:\> ioexec deletegroup logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group -u
administrator
ここで、

-s example-io-service 論理ロードバランサーグループを追加する IO サービス名

-l LogicalLoadBalancer:
00000000-0000-0000-0000-000000000000

サービスタブ上の論理ロードバランサー ID。ID を表示す
るには、サービスを選択し、詳細をクリックしてロードバ
ランスタブを選択します。

-g http-group ロードバランサーに追加するグループの名前。これは、認
識しやすくするために管理者が指定した任意の名前です。

-P http アプリケーションサービスが使用するプロトコルの種類

-a 10.1.100.10 着信リクエストに使用する IP アドレス

-p 80 ロードバランサーがリッスンするポート

-H example-host.com ロードバランシングするアプリケーションサービスのホス
ト名

-U "/" ロードバランシングするサービスの URI パス。「/」（ルー

トパス）を指定するとアクセスは制限されません。アクセ
スを制限するには、「/mystore」などのパスを指定しま

す。この場合、http://host/へのリクエストは成功しません
が、http://host/mystore/mydepartmentへのリクエ

ストは成功します。

-t 6000 セッションタイムアウト（秒）

-O JSESSIONID セッション情報を保存する http（s）クッキーの名前または
ID

-u administrator ioexec CLI のユーザー名

注記:

ロードバランサーグループリクエストを作成する httpsの SSL 証明書は DER フォーマットの X.509
証明書で、プライベートキーが含まれている必要があります。管理者はこの証明書を生成し、署名され
ていることを確認します。

F5 SSL Certificate

論理ロードバランサーグループのグループメンバーの追加および削除

サービスを展開し、論理ロードバランサーグループを展開した後、IO 管理者は次の ioexecコマンドを使用

して、論理ロードバランサーグループのサーバーを追加および削除します。
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表 3 : ロードバランサーグループの ioexec 追加および削除コマンド

ioexec コマンド 説明

addgroupmember
logicalloadbalancer

論理ロードバランサーグループにメンバーを追加します。

removegroupmemger
logicalloadbalancer

論理ロードバランサーグループからメンバーを削除します。

次の例では、ioexec addgroupmember logicalloadbalancerコマンドが 1 つのサーバーをロードバラ

ンサーに追加します。オプションは、IP アドレス（-a オプション）を除き、creategroupコマンドと同じ

です。各 addgroupmemberコマンドは異なる IP アドレスを指定することに注意してください。

論理ロードバランサーグループは少なくとも 2 つのメンバーを持つ必要があります。

C:\> ioexec addgroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group -a
192.168.200.10 -p 8080 -u administrator
C:\> ioexec addgroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group -a
192.168.200.20 -p 8080 -u administrator
次にグループから論理ロードバランサーを削除する例を示します。

C:\> ioexec removegroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group -a
192.168.200.10 -u administrator

注記:

IPv6 サポートがロードバランサーに与える影響については、IPv6 およびロードバランサー（100 ペー
ジ）を参照してください。

ロードバランサーの詳細の表示

インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、および Organization
Administrator Portal のサービスタブに表示されるサービスに関連付けられたロードバランサーの詳細。サー
ビスを選択し、詳細をクリックしてロードバランスタブを選択します。
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次の表に、詳細ペインのロードバランスタブに表示される情報を示します。さらに、ロードバランサーのモデ
ル、バージョン、およびロードバランサーの論理 ID を示します。（論理 ID は CLI および SOAP API を使用し
たロードバランシングの設定に使用されます。）

表 4 : ロードバランスタブの詳細

ロードバランスタブ 説明

グループ名 論理ロードバランサーグループの名前で、ロードバランシン
グされるサービスを説明する抽象概念です。ロードバランサ
ーグループにはメンバーが含まれ、メンバーはグループが定
義された後にグループに追加されます。

サービス URI ロードバランシングされるサービス。これは通常、Web ブラ
ウザーに入力された URI です。URI には、プロトコル、ホス
ト名（または IP アドレス、ロードバランサーのリッスンポー
ト、およびパスが含まれます。

ホスト名 ホスト名またはサービスの DNS 名。

IP アドレス サービスの DNS 名に関連付けられた仮想（外部）IP アドレ
ス。

メンバー IP アドレスとポートペアのカンマ区切りのリスト。各ペア
はサービスの実際の内容を提供するサーバーを記述します

（Website、FTP サイト、データベースなど）。これらは、サ
ーバーグループ内のサーバーの IP アドレスです。

ESXi クラスタープロビジョニング用の環境設定
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、設定された VMware ESXi VM ホストまたは一
連の VM ホストを VM クラスターに展開できます。VM ホストまたは VM クラスターはサーバー、ストレー
ジ、ネットワーク設定を含みます。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使用して、設計者はサービステンプレー
トを作成し、そこに共有ストレージとネットワークが設定された 1 つ以上の VM ホストを含めます。このテン
プレートを展開すると、完全に機能する VM クラスターが作られ、VM ゲストを展開できるように準備が整え
られます。

連携 CMS 環境では、VM クラスターはプライマリ CMS にのみ展開できます。

VM クラスターにプロビジョニングするテンプレートの作成についての詳しい情報および設定手順は、
Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトにあるホワイトペーパー HPE Matrix
infrastructure orchestration - ESXi Provisioning を参照してください。

VMware VXLAN 環境での Matrix OE のサポート

HPE Matrix Operating Environment には、以下に示す特定の前提条件と考慮事項が伴う形で、VMware VXLAN
のサポートが含まれています。HPE Matrix OE を適切に構成して使用した場合、VMware VXLAN を使用して、
環境内で VM のプロビジョニングとインポートができます。特に、HPE Matrix OE では、vShield Manager か
ら、dvSwitch 下に構成された仮想ネットワークを使用して、インフラストラクチャをプロビジョニングでき
ます。ユーザーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使って vCenter からネットワ
ークを表示し、HPE Matrix IO でそのネットワークを構成し、ネットワークを組織に割り当て、サービステン
プレートを使ってインフラストラクチャをプロビジョニングできます。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library の Web サイトで入手できる、VMware VXLAN 環境の HPE Matrix Operating
Environment サポートのホワイトペーパーを参照して下さい。

VMware VXLAN 環境を構成するための前提条件

手順

1. VXLAN に含める必要があるすべての ESXi クラスターは、同じ VMware vSphere データセンター内に必ず
配置します。データセンターのすべてのクラスターを VXLAN ネットワーキングに追加します。

2. クラスター内のすべてのホストは、分散スイッチに接続されている必要があり、VXLAN ネットワーキング
を有効にするために同じ VDS 名を使用している必要があります。

3. vShield Manager を使って、VXLAN のスコープ、ネットワーキング、およびポートグループを構成しま
す。1 つのデータセンターに対して定義されているすべてのクラスターを使って 1 つのスコープを作成し
ます。詳しくは、VMware 社の資料を参照してください。

4. ESXi ホストを vCenter に追加するときに、IP アドレスではなく FQDN を使ってホストを構成することを
お勧めします。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用した VXLAN サポートの実装

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用して、VXLAN 環境向けの HPE Matrix OE サ
ポートを実装する場合、以下の考慮事項が適用されます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション ESXi クラスターのプロビジョニングでは、
VXLAN などのインストール後のネットワーク構成は直接サポートされていません。どのネットワーク構
成も、手動で、またはカスタム kickstart ファイルや高度なサーバーのカスタマイズを使用して行う必要が
あります。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、vCenter データセンターに存在するすべての
ネットワークを表示するので、別の VXLAN スコープに含まれる dvSwitch、またはその VXLAN ネットワ
ークスコープに含まれない dvSwitch からの VXLAN も表示されます。

• 適切なネットワークの選択は非常に重要です。設計者は、接続に関する問題が発生しないように、正しい
ネットワークを使ってサービステンプレートが作成されたことを確認する必要があります。ネットワーク
スコープに含まれない VXLAN を使ってサービスがプロビジョニングされた場合、VM で接続に関する問題
が発生します。このため、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer でサービス
を定義する設計者は、ネットワークを注意して選択する必要があります。管理者またはユーザーも、サー
ビスの作成時にネットワークをカスタマイズする場合、ネットワークを注意して選択する必要があります。

hpio.properties
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ファイルを編集してネットワークのカスタマイズを無効にすることができます。詳しくは、「カスタマイズ
可能なテンプレートによるユーザーの設定の変更（31 ページ）」を参照してください。

• ESXi クラスターまたはホストも注意して選択する必要があります。VXLAN スコープに含まれないクラス
ターでも、vCenter から VXLAN のポートグループを確認できます。VM は、VXLAN スコープに含まれる
ESXi ホストを使って作成する必要があります。そうしなかった場合、作成した VM にはネットワーク接続
に関する問題が発生します。

• VXLAN ソリューションのテストは、IPv4 に関してのみ行われています。

物理プロビジョニング用の環境設定
物理プロビジョニングを正しく実行するには、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.propertiesファイルで次の属性を設定します。

• physical.max.concurrent.requests=10
に設定して、同時にプロビジョニングされる物理論理サーバーの数を制限します。10 より大きい数に設定
すると、物理論理サーバーのプロビジョニングは失敗する可能性があります。

• npiv.integrity.enabled=true
に設定して、マルチイニシエーター N-Port ID Virtualization（m-NPIV）サポートを Integrity サーバーで有
効にします。プライベートディスクと共有ディスクの両方を含むストレージの自動プロビジョニングは、
m-NPIV サポートを必要とします。

npiv.integrity.enabled
プロパティは、デフォルトでは無効になっています。

m-NPIV は、QLogic FC コントローラーを使用し、HP-UX 11i v3 Update 8（2011 年 3 月）以降のリリース
が搭載される Integrity サーバーでサポートされます。

物理プロビジョニングの要件は、次のとおりです。

• HPE Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）で使用可能な VC ドメイングループ

• HPE Insight Control サーバープロビジョニング、HPE Insight Control サーバー配備、Ignite-UX、または
HPE Server Automation（SA）を含むサーバー展開プラットフォームの設定

• SAN に接続されたストレージの作成

詳しくは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのストレージ管理（254 ページ）を
参照してください。

• ジョブフォルダーの作成（HPE Insight Control サーバー配備専用）

重要:

HPE ProLiant Gen9 サーバーに HPE VCEM サーバープロファイルを割り当てる場合は、サーバーをプ
ロビジョニングする前に、Virtual Server Environment/conf/lsa.propertiesファイルを編

集します。プロビジョニングの問題を回避するには、GRACEFUL_POWEROFFプロパティの値を false
から trueに変更します。詳しくは、Gen9 サーバーに対する HPE Virtual Connect Enterprise
Manager のサーバープロファイルの割り当てが失敗する（337 ページ）を参照してください。

VC ドメイングループの検証

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは Virtual Connect ドメイングループを必要としま
す。VC ドメイングループの作成または既存のグループの検証については、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の Web サイトで入手できる HPE Virtual Connect Enterprise Manager ユーザーガイド
を参照してください。
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HPE Matrix Systems Insight Manager でのインフラストラクチ
ャオーケストレーションリソースの設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール後、HPIO_Administrators Windows
グループのメンバーは、Systems Insight Manager を通じて HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションコンソールにログインできます。次に HPIO_Administrators はリソースをセットアップしてプロビジ
ョニングを許可できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールにログインす
るには、Systems Insight Manager でツール > インフラストラクチャオーケストレーションの順に選択しま

す。

ロード中を示す画面が短く表示された後、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソー
ルが表示されます。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでは、概要情報を表示するホームタブが
初に表示されます。

注記:

リクエストタブを初めて表示する場合、管理者またはユーザーがリクエストを発行し、そのリクエスト
が処理中または完了の状態になるまでリクエストは表示されません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用する前に、HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションコンソールを使用して、サーバープールとネットワークをセットアップし、ユーザータ
ブとソフトウェアタブを検証する必要があります。

ネットワークの表示と設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、以下の種類ネットワークが検出されます。

手順

1. Virtual Connect で定義されるネットワーク

2. ハイパーバイザーで定義されるネットワーク

a. VMware：ポートグループ

b. Hyper-V：仮想スイッチ

c. Integrity VM：物理 NIC に接続された仮想スイッチ

3. VC トンネルトランクで伝送される各 VLAN を識別する、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーション管理者によって定義されたネットワーク

詳細については、仮想マシンネットワークのセットアップ（62 ページ）を参照してください。

2 つ以上のホストが同じネットワーク名を持つ場合は、1 つのみが HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションコンソールのネットワークタブに表示されます。同じ名前を持つ複数のサブネットは、IO で
は 1 つのサブネットにまとめられます。ネットワーク詳細の関連情報タブでは、そのネットワークが認識され
る VCDG、およびクラスター（クラスターでない場合はホスト）がクラスター/VC ドメイングループとして表
示されます。

物理ネットワークと仮想ネットワークを表示および設定するには、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーション管理者が以下の手順を実行する必要があります。

注記:

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、IO ネットワークを作成および設定する
ための API サポートも提供します。詳しくは、

HPE CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI
Operations Reference Guide を参照してください。

このドキュメントは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できます。

• ネットワーク名には、\、/、:、*、?、"、<、>、および|文字の使用が許可されていません。
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• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールで、ネットワークタブを選択します。

• HPE Matrix OE は、設定されたネットワークの情報を HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンに提供します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用される各ネットワー
クについて、DHCP または静的アドレス範囲（あるいはこの両方）を追加します。ネットワークが正しく
表示されない場合は、トラブルシューティング（287 ページ）を参照してください。

• ネットワークを選択して、表示/編集をクリックします。

• ネットワークと使用可能な IP リソースに関する情報をネットワークの編集ページに追加します。正式名
に加え、表示名フィールドを使用して、ネットワークを識別するために名前を定義します。

• 設定によっては、一部のフィールドは不要な場合があります。ユーザーインターフェイスに従って操作し
てください。
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注記:

ネットワークは、IPv4、IPv6、またはデュアルスタック（IPv4 および IPv6）で設定できます。ゲー
トウェイおよび DNS は、IPv6 を使用して設定できます。IPv6 ネットワークの設定中に、IPv6 のプ
レフィックスとプレフィックス長、および IPv6 アドレスの静的または DHCP 範囲を定義する必要が
あります。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、作成されたサービス内のネ
ットワークインターフェイスごとに 大 1 つの IPv4 と 1 つの IPv6 を管理できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの IPv6 に対するサポートには、以下
の制限があります。

◦ 物理サーバーまたは仮想サーバー（Integrity サーバーを除く）は DHCP アドレスプールを使用し
て自動的にプロビジョニングできます。アドレス範囲を使用する自動 IPv6 アドレス設定は、HPE
Insight Control サーバープロビジョニングで高度なサーバーのカスタマイズ機能を使用すること
でサポートされます。設定

◦ Integrity サーバーの展開では、DHCP はサポートされません。静的な割り当てまたはアドレス範
囲を使用する自動 IPv6 アドレス設定は、Insight Control サーバープロビジョニングで高度なサー
バーのカスタマイズ機能を使用することでサポートされます。

注記:

IPv6 は、HPE Integrity VM プロビジョニングではサポートされません。

◦ IO からの自動化された（PXE-based ベースの）OS 展開は、IPv6-only ネットワーク上ではサポー
トされません。

• DNS タブで、DNS ドメイン（必須）、DNS サーバー、および DNS 検索サフィックス（オプション）を入
力します。
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• Windows タブで、ドメインや WINS 情報など、オプションの Windows 情報を入力します。

• ネットワークの編集画面のタブ付きエリアに適切な情報を追加した後、HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションが使用する IP 範囲を追加します。

◦ DHCP アドレススペースを追加するには、

DHCP アドレス

領域で上向き矢印をクリックするか、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用
できるようにする DHCP アドレスの数を入力します。

◦ 静的アドレススペースを追加するには、

新規

をクリックします。範囲を入力するためのダイアログが表示されます。ここに、

開始

アドレスと

終了

アドレス（これらも範囲に含まれる）を入力し、以下をクリックします。

OK

• ネットワークのセットアップが完了したら、保存をクリックします。

• これで、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでネットワークを使用できるようになり
ます。
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トランクネットワークと VLAN ネットワーク

クラウド展開環境およびマルチテンナンシ環境では、顧客データの分離のためにネットワークを分割すること
が必要になります。ネットワークパケットの VLAN タグは、データを分離するためのネットワーク分割に使
用できます。これは、分離した複数のネットワークブロードキャストドメインからのネットワークパケットを
単一の線で伝送することを可能にします。各ドメインは、データセンターインフラストラクチャおよび仮想化
ハイパーバイザー（ESX、Hyper-V など）でのスイッチング技術によって効率的に管理されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション：

• トランクは、複数のタグのトラフィックを伝送する、物理サブネットまたは仮想サブネットです。これは、
スイッチポートレベルでのトランクまたはトンネル接続と、サーバー OS 内での VLAN 対応ネットワーク
接続を必要とします。トランクネットワークを VLAN ネットワークにすることはできません。

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer でのトランクは、複数の VLAN を 1 つのブレ
ードに伝送するネットワーク接続を表す VLAN トランクです。プロビジョニングリクエスト中のこれの実
現方法は候補ブレードが使用可能なリソースによって異なります。たとえば、Designer のトランクは、複
数の Virtual Connect ネットワークをブレード上の単一のポートにマップする方法、または目的のネットワ
ークを伝送するように IO で Virtual Connect トンネルトランクネットワークを定義する方法のいずれかに
よりターゲットブレード上に設定できます。

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer ではポートのアグリゲーションやチーミング
は明示的には定義できません。ポートのアグリゲーションおよびチーミングは、主にオペレーティングシ
ステム設定で行う処理です（たとえば、NIC を vSwitch に追加するなど）。これを実現する 良の手段は、
命名規則およびカスタマイズした Operations Orchestration ワークフロースクリプトを使用するか、サービ
ステンプレート内のユーザー定義プロパティおよび HPE Insight Control サーバープロビジョニング OS
ビルドプラン内のカスタム属性を使用して、OS ネットワークを設定することです。

• VLAN は、1 つまたは複数の Virtual Connect トンネルネットワークまたは他のトランクネットワークによ
って環境内を伝送されます。VLAN をトランクネットワークにすることはできません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次のような目的を満たせるように VLAN タグ付
きネットワークをサポートします。

• マルチネットワークトランクがサーバーブレードのネットワークポートに接続される VM ホストを、IO を
使って展開できるようにする

◦ IO 管理者が、IO の物理プロビジョニングで使用されるトランクネットワークを管理および提供できる
ようにする

◦ 設計者が、トランクネットワークを指定する物理サービステンプレートを作成できるようにする

◦ 使用可能な NIC ポートの少なくとも 1 つにトランクが接続された物理サーバーブレードをプロビジョ
ニングする

• VLAN タグ付き仮想ネットワークスイッチを持つ Hyper-V サーバーに Hyper-V VM をプロビジョニングで
きるようにする

◦ Hyper-V VM を VLAN タグ付き仮想スイッチに作成するときに、VLAN ID を提供する

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが提供する機能によって、トランクネットワークの
詳細を記述し、Virtual Connect サーバーブレードに接続されるトランクネットワークを表すテンプレートを作
成することが可能になります。これらの定義に基づいて、IO は、トランク接続を含む Virtual Connect プロフ
ァイルの作成のオーケストレーションを行うことができます。

各ネットワークが適切に設定されていれば、サービスリクエストに含まれる十分な情報によって、HPE
Operations Orchestration ワークフロースクリプトはトランク対応アプリケーション（主に、VM ホストクラ
スター）用に Virtual Connect サーバーブレードを設定できます。

HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでのトランクまたは VLAN の設定については、
トランクネットワークと VLAN ネットワークの設定（117 ページ）を参照してください。

VM ホストまたはクラスターのサービステンプレートでのトランクまたは VLAN の指定については、物理 VM
ホストまたは ESXi VM クラスターによるテンプレートの作成（204 ページ）を参照してください。
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Virtual Connect トンネルトランク構成

HPE Virtual Connect では、2 種類のネットワーク構成で VLAN トランクを VC サーバーブレードに提供でき
ます。HPE Virtual Connect Ethernet Cookbook（http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?
docId=emr_na-c01990371&lang=en-us&cc=us（英語）で提供）では、この 2 つの構成をシナリオ 1：6（マ
ップトランク）と 2：4（トンネルトランク）で説明しています。

Virtual Connect トンネルトランク構成は、タグ付きトラフィックを通過させ、制限されていないターゲットイ
ンターフェイスに渡します。VLAN の定義は、LAN 側のスイッチでは検出されるのみで、ホスト側のネットワ
ークスタックで設定されます。VC は、VLAN の情報を一切保持しません。

ホストを設定するには、使用する VLAN を認識していることが必要です。VLAN の定義は、管理者が、HPE
インフラストラクチャオーケストレーションコンソールまたは Designer で、場合によっては LAN 管理ツール
などの外部ソースから提供する必要があります。

以下に、Virtual Connect トンネルトランク構成の例を示します。
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Virtual Connect から検出される物理ネットワークは、それが単一のネットワークである場合も、複数のサブネ
ットを伝送するトンネルトランクネットワークである場合も、1 つのサブネットとして表されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Virtual Connect ネットワークを VC ネットワー
ク設定に基づいて表示します。トンネルトランク Virtual Connect ネットワークには、次のような特徴があり
ます。

• サブネットは、トンネルトランクとして指定できる

• 特定のトンネルトランク上を伝送される複数のサブネットを定義できる

• トンネルトランクは、ネットワーク設定で「トンネル VLAN タグ」として指定される

• アップリンクポートからのすべてのトラフィックは、VC を経由しダウンリンクポートまで、VLAN タグを
変えることなくトンネルされる

• マルチネットワーク VC プロファイルの NIC ポートにはマップできない

• 共有アップリンクセットの一部にはなれない

Virtual Connect マップトランク構成

Virtual Connect マップトランク構成では、VC がより積極的な役割を果たし、VLAN 上のトラフィックを管理
します。たとえば、VM ホストからのタグなしのパケットを処理する VLAN を 1 つ指定できます。これは、
VM ホストでタグ付きとタグなし両方のネットワークをハイブリットにサポートする場合に役立ちます。

共有アップリンクセット（SUS）は、一般的にこの構成で使用され、トランクに関連付けられる VLAN のセ
ットを提供します。トンネル VLAN トランクの場合と同様、VLAN のリストは、管理者が、HPE インフラス
トラクチャオーケストレーションコンソールまたは Designer、定義された SUS、あるいは外部の LAN 管理ツ
ールから提供する必要があります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Virtual Connect ネットワークを VC ネットワー
ク設定に基づいて表示します。Virtual Connect ネットワークは以下にマップできます。

• 常に単一ネットワークのサブネット

• マルチマップサブネット（VC サーバーブレードの 1 つの NIC ポートに割り当てられ、VC ごとのプロファ
イルのトランクを作成する）
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マップトランクの場合、共有アップリンクセットで定義される Virtual Connect ネットワーク 1 つ 1 つが HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって検出されます。VC サーバーブレードへのマッ
プトランクは、VC プロファイルが作成されるときに、定義されている複数のネットワークのいくつかを含む
マルチネットワークとして作成されます。

注記:

Virtual Connect 3.30 より前のリリースでは、VC モジュールは「マップ VLAN タグ」モードまたは「ト
ンネル VLAN タグ」モードにすることができます。Virtual Connect 3.30 以降では、モジュールは常にマ
ップモードですが、非共有アップリンクセットネットワークは VLAN タグをアップリンクポートからダ
ウンリンクポートまでトンネリングできます。

VLAN の分配

VLAN の分配によって、ネットワークの割り当てが満たされない場合にサービスリクエストを一時停止できる
ようになります。次に例を示します。

• サブネットに使用可能な IP アドレスがこれ以上ない

• ネットワークの割り当てに基づいた属性が「割り当て名のヒント」を満たす、組織に割り当てられた IO ネ
ットワークまたはネットワークがインベントリにありません

リクエストが一時停止している間、割り当てにネットワークを使用できるように管理者は必要な変更を環境に
対して実行できます。リクエストが続行される場合、別のネットワークの割り当てを試みます。サービスリク
エストは、ネットワークリソースが使用可能な場合のみ続行します。

VLAN の分配によって、リクエストが送信されるまで定義されない可能性のある独自の VLAN をそれぞれが持
つ、複数の組織で単一のテンプレート定義を使用できるようになります。

たとえば、データセンターの組織のサブセットで org-prod-Y-<org name>という名前のネットワークを使用し
たいとします。

• 定義された IO テンプレートと「割り当て名のヒント」 = 「org-prod-Y-」を持つ属性に基づいたネットワ
ークはすべての組織で使用できるようになる可能性があります。

• 組織「マーケティング」がこのテンプレートからサービスを作成します。リクエストは組織のネットワー
クプールで「org-prod-Y-*」を見つけることができず、サービスリクエストが一時停止します。

• 管理者に一時停止したことが通知され、管理者は「org-prod-Y-Marketing」サブネットを作成し、このネッ
トワークを組織のネットワークプールに割り当てます。

• 管理者がサービスリクエストを再開します。

• サービスリクエストはネットワークの割り当てを試み、組織のネットワークプールで新しく定義されたネ
ットワークを見つけてサービスに割り当てます。
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• 「org-prod-Y-*」を使用したこの後のサービスリクエストは「org-prod-Y-Marketing」ネットワークを使用し
ます。

• 「org-prod-Y-」IO テンプレートでサービスを作成した組織のみが、その組織に作成されたサブネットを持
ちます。

VLAN の分配は、サブネットに使用可能な IP が見つからない場合にも使用されます。管理者が追加の IP をサ
ブネットに追加している間、そのネットワークでのこの後のリクエストは一時停止します。

トランクネットワークと VLAN ネットワークの設定

トランクネットワークおよび VLAN ネットワークを定義するには、以下の手順に従ってください。Hyper-V
VLAN タグ付けに対するサポートについて詳しくは、Hyper-V VLAN タグ付けをサポートするトランクネット
ワークと VLAN ネットワークの設定（118 ページ）を参照してください。

手順

1. Virtual Connect ネットワークを Virtual Connect Manager を使用して定義します。

a. トンネルモード：各トンネルトランクを VC で定義します。これは、タグ付きパケットを変更せずにそ
のまま通過させます。（どの VLAN がトンネルによって伝送されるのかを VC に伝える必要はありませ
ん。）

b. マップモード：すべてのネットワークを VC で定義します。アップリンクによって伝送される VLAN の
1 つ 1 つが、VC ネットワークとして明示的に定義されます。1 つの VC ネットワークが複数の VLAN
からのパケットを伝送することはありません。

2. HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブを更新し、Virtual
Connect ネットワークを検出します。

a. VC ネットワークは、

物理

として

タイプ

列に表示されます。

b.「トンネル VLAN タグ」として設定された VC ネットワークは、

トランク、物理

として

タイプ

列に表示されます。

3. 1 つの物理ネットワークによって伝送される VLAN を定義します。
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a. HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブで、ネットワークの
作成をクリックします。

b. VLAN ID を指定し、該当のタブをクリックして情報を入力してその VLAN ID のネットワークアドレス、
ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイ、MS ドメイン、WIN サーバーを設定します。

複数のデフォルトゲートウェイオプションが存在するマルチホームシナリオでは、IO は、プライマリ
NIC と宣言されている NIC に接続されたネットワークからデフォルトゲートウェイを決定します。

ネットワーク設定タブ 

• 1 つ以上の VLAN を伝送する各物理ネットワークは、

トランク、物理

ネットワークです。

• 新しく定義された VLAN はネットワークテーブルに表示され、タイプ列には

VLAN

と表示されます。

物理トランクが伝送する VLAN は物理ネットワークではないため、物理サーバーグループに接続できま
せん。仮想サーバーグループに接続できるのは

VLAN

タイプを持つネットワークのみです。

• VLAN ごとに 1 つのトランクということは、トランクはすべての VLAN を各クラスターに伝送するか、
そうでない場合はネットワーク（展開ネットワークなど）を別のクラスターにあるトランク間で共有で
きないことを意味します。

Hyper-V VLAN タグ付けをサポートするトランクネットワークと VLAN ネットワークの設定

VLAN タグ付けとは、VLAN ID をネットワークデータに挿入し、そのデータが属する VLAN を識別する手法
です。
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注意:

同じ仮想ネットワーク上でタグありとタグなしの Hyper-V 仮想マシンを併用するとネットワークは正
常に機能しません。協調動作する各 Hyper-V VM ホスト間では同種のネットワーク環境を維持すること
をおすすめします。それには、名前のある仮想スイッチのすべての使用に対して、すべてのホストでタ
グのあるネットワークを使用するか、すべてのホストでタグのないネットワークを使用します。

HPE NCU を使用して Hyper-V VM ホスト上の各 VLAN に vNIC を作成するように設定されている環境
（以前のリリースでサポートされていた VLAN タグ付けの手法）で、HPE インフラストラクチャオーケ
ストレーションを 7.0 以降にアップグレードすると、以下の手順で説明されている VLAN タグ付けの新
しい手法の使用を試みたときに Hyper-V VM ゲストでネットワークが正常に機能しないことがありま
す。

プロパティ promiscous.switch.compatibilityが hpio.propertiesに含まれています。これは、デ

フォルトで..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\confにあります。こ

のプロパティによって、HPE NCU で作成した vNIC を使用して VLAN タグ付けを行うように環境を設定して
いた管理者は、Hyper-V システムの再設定なしでこの方法の使用を継続することが可能になります。

表 5 : promiscous.switch.compatibility を使用した VLAN タグ付けのサポート

promiscous.switch.compati
bilityのデフォルト値

以下の場合に設定 この設定で IO が使用する VLAN
タグ付けサポートの手法

TRUE IO が 7.0 以降にアップグレードさ
れ、前のリリースが Hyper-V VLAN
タグ付けサポートを実装していた
場合

HPE NCU を使用して各 VLAN の
vNIC が作成される。（6.2/6.3 の手
法）

FALSE IO が 7.0 以降にアップグレードさ
れ、前のリリースが Hyper-V VLAN
タグ付けサポートを実装していな
かった場合

Hyper-V VLAN が検出した
vSwitch は IO でトランクとしてマ
ークされる。Hyper-V 仮想トラン
クによって伝送される VLAN は
VLAN ID で定義される。（7.0 以降
の手法）

FALSE IO 7.0 以降を新規インストールし
た場合

Hyper-V VLAN が検出した
vSwitch は IO でトランクとしてマ
ークされる。Hyper-V 仮想トラン
クによって伝送される VLAN は
VLAN ID で定義される。（7.0 以降
の手法）

Hyper-V VLAN タグ付けのネットワーク設定

HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールで以下の手順を実行して、VLAN タグ付けのサ
ポートを有効にします。

手順

1. HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブを更新し、仮想ネットワ
ークを検出します。

2. ネットワークタブで、複数の VLAN ID を伝送する 802.1Q ネットワークを選択して、ネットワークの編集
をクリックします。

3. トランクタブを選択します。

4. トランクネットワークチェックボックスをクリックして選択し、保存をクリックします。

5. Hyper-V 仮想トランクネットワークによって伝送できる VLAN を定義します。
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a. ネットワークタブで、ネットワークの作成をクリックするか、ネットワークの編集をクリックして既存
のネットワークを編集します。

b. VLAN ID を指定し、該当のタブをクリックして情報を入力してその VLAN ID のネットワークアドレス、
ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイ、MS ドメイン、WIN サーバーを設定します。

c. Save (保存) をクリックします。

Hyper-V VLAN タグ付けのネットワークの移行

VLAN タグ付け Hyper-V VM ホストを移行するには、次のいずれかの手順を実行します。

注記:

NCU（HPE ネットワークコンフィギュレーションユーティリティ）は、Hyper-V 2008 R2 を介してのみ
サポートされています。Hyper-V 2012、Hyper-V 2016 以降では、Windows サーバーマネージャーペー
ジで提供されるネットワークチーミング機能を使用します。

非破壊的な（回避）方法

この非破壊的な手法は、既存の設定または既存の VM ゲストを破壊しない回避策です。NCU で作成された既
存の vNic を引き続き使用できます。これは、後述の破壊的な方法を使用して環境を移行できるようになるま
での一時的な回避を目的としています。

手順

1. HyperV VM ホスト上で、VLAN タグ付け vNic に関連付けられた各仮想スイッチの名前を、HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションで検出された VLAN 名と異なる名前に変更します。（スイッチ
は実際には 1 つの VLAN のみを伝送するプロミスキュアススイッチです）。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブを更新し、仮想ネ
ットワークを検出します。

3. ネットワークタブで、仮想スイッチの新しいネットワークを選択して、ネットワークの編集をクリックし
ます。

a. トランクタブを選択します。

b. 新しい名前の仮想スイッチの横にあるトランクチェックボックスをクリックして選択し、トランクとし
てマークします。

c. 古い仮想スイッチを持つ IO ネットワークの横のこのトランクによって運ばれた VLAN チェックボック
スをクリックして選択し、新しい仮想スイッチのトランクの子としてマークします。名前を変更した仮
想スイッチにつき、VLAN が 1 つのみ存在する必要があります。

d. 保存をクリックします。

破壊的な方法

破壊的な方法は、複数の VLAN をサポートする 1 つの「プロミスキュアスモード」vSwitch を作成します。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで設定される Hyper-V VLAN タグ付けを意図した方
法です。

• NCU を使用して VLAN タグ付けに作成した vNic を削除します。

• 削除した vNic に関連付けられている VM ホストから HyperV 仮想スイッチを削除します。

• マルチ VLAN インターフェイスを「プロミスキュアス」Hyper-V スイッチに接続します。（マルチ VLAN イ
ンターフェイスは、2 つのインターフェイスをチーミングしている NCU インターフェイスと考えられま
す）。

• 既存の VM が削除された vNic を使用していた場合は、各 VM のネットワークを再定義し、適切な VLAN ID
でプロミスキュアススイッチに接続します。

DIO ネットワークの構成

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP-UX vPars and Integrity VM のための DIO
（Direct Input Output）ネットワークをサポートします。管理者は、テンプレートでの使用を含め、HPE IO で
使用できるように VM ホスト上の DIO ネットワークを設定できます。
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DIO ネットワークを使用するには、以下の DIO カードのいずれかを持つ 1 つの VM ホストが必要です。

手順

1. DLA（デバイスレベルの割り当て）

DLA カードの場合、同じカードのネットワークポートが複数のゲストに割り当てられている場合は、それ
らの 1 つだけが同時に動作できます。または、同じ DLA カードのさまざまなポートを同じゲストに割り当
てることができます。そのゲストは動作できます。HPE NC532m 2p Flex-10 10GbE BL-c アダプターは、
その一例です。

2. FLA（機能レベルの割り当て）

FLA カードの場合、同じカードのさまざまなネットワークポートを複数のゲストに割り当てることができ、
すべてのゲストが同時に動作できます。HPE NC552m 2p Flex-10 10GbE BL-c アダプターは、その一例で
す。

DIO ネットワークを設定するには、次のように操作します。

• DIO カードが DLA か FLA かを hpvmhwmgmt-l-p dioコマンドを使用して判断します。

• 管理者は、DIO カードを hpvm プールに追加し、次のコマンドを使用して、ネットワーク名でカードにラ
ベルを付ける必要があります。

• hpvmhwmgmt -p dio -a 0/0/0/4/0/0/0
hpvmhwmgmt -p dio -m 0/0/0/4/0/0/0 —L <diolan>
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• 任意の数のポートに、同じ名前でラベルを付けることができます。これらそれぞれを異なる仮想サーバー
に使用できます。

注記:

DLA カードの場合は 2 つのポートにラベルを付けないでください。HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、同じ DLA DIO カードの 2 つのポートのラベル付けをサポートしません。
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• HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでネットワークタブを更新します。新しい
ネットワークは、VM ホスト上で使用した DIO ネットワークポートのラベルと同じ名前で表示されます。

• ネットワークの編集をクリックして、ネットワーク設定パラメーターを編集します。

注記:

DIO カードは PXE 起動をサポートしていないため、起動ネットワークおよび展開サーバーオプショ
ンは使用できません。

HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークで DIO ネットワークが設定され
た後、ネットワークは HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer のテンプレートで使用でき
るようになります。

注記:

仮想論理サーバーには、DIO ネットワークとともに少なくとも 1 つの起動ネットワークが必要です。

プールの設定

プールとは、新しいインフラストラクチャサービスを作成したり、既存のインフラストラクチャサービスへの
追加を行ったりするリクエストを発行するのに使用される、リソースの集合です。リクエストを開始する前
に、新しいプールを作成し、それにユーザーを割り当てる必要があります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサーバータブは、表示リストでの選択
に応じて、以下の種類のリソースを表示します。

• プールおよび演算リソース

すべてのプールとリソースの概要（デフォルト）

• 演算リソース

すべての物理サーバー、VM ホスト、ESX リソースプール、Hyper-V リソースプール、およびクラウドリ
ソースの概要

• プール

すべてのサーバープール（物理、VM ホスト、またはそれらの組み合わせ）、ESX リソースプール、Hyper-
V リソースプール、およびクラウドリソースの概要

ESX リソースプール、Hyper-V リソースプール、およびクラウドキャパシティプール

物理サーバーと VM ホストに加えて、インフラストラクチャオーケストレーションには、プロビジョニング可
能な以下の種類のリソースが含まれています。

• ESX リソースプールおよび Hyper-V リソースプール

ESX リソースプールおよび Hyper-V リソースプールは、VMware vCenter および SCVMM（System Center
Virtual Machine Manager）をそれぞれ使用して作成される演算リソースのタイプです。リソースプールは、
作成後にインフラストラクチャオーケストレーションによって検出されます。HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションはこれを使用してスタンドアロン VM ホストまたはクラスターで仮想マシ
ンをプロビジョニングできます。検出されたリソースプールは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションコンソールの

サーバー

タブに表示されます。

ESX リソースプールと Hyper-V リソースプールではどちらも、VM ホストまたはクラスターの複数組織で
の共有が許可されます。リソースプールは、新しいプールを作成するときに選択でき、ユーザー、グルー
プ、および組織への容量割り当てに使用できます。

ESX リソースプールと Hyper-V リソースプールは演算リソースであるので、プロビジョニングリクエスト
で使用するためにはプールに追加される必要があります。ESX リソースプールまたは Hyper-V リソース
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プールを含むプールは、同種のもので構成される必要があり、他の種類の演算リソースを含むことはでき
ません。プロビジョニングリクエストは、ESX リソースプールまたは Hyper-V リソースプールを含むプー
ルが同種のものであることが維持されていれば、複数プールの混在を使用するように指定できます。

リソースプールが使用される場合、プールは VM ホストへの仮想マシンの割り当てを制御します。仮想マ
シンはリソースプールに割り当てることはできますが、リソースプールが定義されている特定の VM ホス
トおよびクラスターに割り当てることはできません。ただし、リソースプールが定義されていない、また
は適用可能でない VM ホストには仮想マシンを割り当てることができます。

◦ ESX リソースプール

– クラスターを、個々の VM ホストの上のレベルで、メモリと CPU リソースの論理プールに分割でき
ます。

– ESX リソースプールの親は、

サーバー

タブの

グループ

列に表示されます。

– 親 ESX ホスト（または親クラスター内のすべての VM ホスト）には、仮想マシン管理およびインフ
ラストラクチャオーケストレーションのライセンスが必要です。親となっているホストにライセン
スがない場合、その ESX リソースプールは無視されます。

◦ Hyper-V リソースプール

– VM ホストまたはクラスターを、ネットワーク、ストレージ、メモリ、および CPU リソースの論理
プールとして分割または集約できます。

– 論理プール当たりの仮想マシン、ストレージ、ネットワーク、メモリ、および CPU の数を指定する
機能が有効になります。

– 特定のサーバーグループの少なくとも 1 つのサーバーが Hyper-V リソースプールに配置されている
場合は、RDM ディスクはサポートされません。

– Hyper-V リソースプールへの ESX ホストまたは ESX クラスターの配置はサポートされていませ
ん。

• クラウドリソース

クラウドリソースは、HPE クラウドサービス、HPE CloudSystem リソースプール、その他の HPE
CloudSystem Matrix システム、その他の HPE 認定バースト先、Amazon EC2 など、サポートされるクラ
ウドサービスプロバイダーが提供するリソース/容量を表します。

クラウドリソースは手動で設定されるリソースであり、検出されるリソースではないので、HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションで使用するには特別な設定が必要です。

クラウドリソースは演算リソースであるので、プロビジョニングリクエストで使用するためにはプールに
追加される必要があります。クラウドリソースを含むプールは、同種のもので構成される必要があり、他
の種類の演算リソースを含むことはできません。プロビジョニングリクエストは、クラウドリソースを含
むプールが同種のものであることが維持されていれば、複数プールの混在を使用するように指定できます。

HPE CloudSystem Foundation については、http://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/psi/
home を参照してください。

以下のサーバープールは自動的に生成され、インフラストラクチャサービスを作成する目的では使用できませ
ん。

• 未割当

プールには、HPE Matrix Operating Environment によってすでに検出されたすべてのリソースが含まれて
います。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用するためのライセンスがリソー
スに適用された後にのみ、未割当プールから他のプールにリソースを移動できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、インストール後に、

未割当
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プールに、Systems Insight Manager が識別したリソースを自動的に埋め込みます。HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションは、情報を 1 時間ごとに更新します。使用可能なリソースを更新後、

更新

をクリックすれば更新内容をすぐに確認できます

• メンテナンス

プールには、障害が発生したリソース、または管理者による注意を必要とするリソースが含まれています。
物理サーバーのプロビジョニングに失敗した場合、それらのサーバーは自動的にメンテナンスプールに移
動されます。任意の演算リソースをメンテナンスプールに手動で移動することもできます。

• 他の組織

プールでは、組織に対して割り当てられたすべての演算リソースが表示されます。組織に対して演算リソ
ースが割り当てられた後でのみ、このプールが表示されます。特定の演算リソースをクリックすると、そ
のリソースの割り当て先組織が表示されます。

Virtual Connect ドメイングループのリソース

物理リソースはコンソールのサーバータブのみに表示され、HPE VCEM で Virtual Connect ドメイングループ
が作成された後で使用可能になります。

環境に複数の Virtual Connect ドメイングループがある場合は、ベストプラクティスとして、サーバーグルー
プ内のすべてのサーバーが同じ VCDG に属していることを確認します。

サーバーブレードに展開された VM ホスト

物理サーバーブレードは、リソースプール内の演算リソースとして表示されます。VM ホストがそのサーバー
ブレードに展開されている場合、VM ホストは別の演算リソースとして表示されます。したがって、VM ホス
トでもある管理対象サーバーブレードの場合、2 つのエントリーがあります。1 つはサーバーシリアル番号の
エントリーで、もう 1 つはホスト名のエントリーです。

サーバーブレードの詳細には、「Deployed as VM Host <name> at <IP address>」と表示されます。

プールの作成

手順

1. 新しいプールを作成するには、サーバータブでプール作成をクリックします。
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2. 新しいプール名に、プールを説明する名前を入力します。

3. いずれかのプールからサーバーを選択します。初めて HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションを設定している場合は、未割当プールのみがリソースを表示することに注意してください。

重要:

組織への割り当てを行うには、コンピューティングリソースはサービスプロバイダーの未割当プール
の中に存在している必要があり、使用中であってはなりません。

4. サーバーをプールに追加するには、左側のリストでサーバーを選択し、>>ボタンをクリックします。サー
バーが右側のリストに移動します。

注記:

ライセンスのないサーバーブレードまたは仮想マシンホストは未割当プールから移動できません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用するためのライセンスがリソースに
適用されるまでは、プールにリソースを移動することはできません。詳しくは、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションのライセンス適用（23 ページ）を参照してください。

5. プールのリソースを選択したら、保存をクリックします。

6. サーバータブにプールが表示されます。プールを選択すると、割り当てられたリソースが表示されます。
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7. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが新しいプールを使用できるように、ユーザーを
プールに割り当てます。ユーザーを割り当てるには、リストでプールを選択して、ユーザー修正をクリッ
クします。 プールユーザーの変更ページが表示されます。
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8. ユーザー/グループの未割当リストでユーザーを選択し、>>をクリックします。各ユーザーについて、この
手順を繰り返します。保存をクリックします。サーバーページが再表示されます。

9. ユーザーがプールに割り当てられていることを確認するには、プールを選択します。割り当てられている
ユーザーおよびグループのリストが、画面下部に表示されます。

Hyper-V リソースプールでのサービスの作成

サービス作成時に、対応するサービスのプールを指定すると、Hyper-V リソースプールに HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションサービスをプロビジョニングできます。

Hyper-V のリソースプールには、制限ありと制限なしの 2 つの容量タイプがあります。サーバープールに制限
ありと制限なしの両方の Hyper-V リソースプールが含まれている場合、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーション内の割り当てマネージャーは常に容量制限なしのリソースプールを選択します。そのた
め、容量制限なしの Hyper-V リソースプールは、割当フェーズでは常に優先されます。

このため、Hyper-V リソースプール容量の設定方法によって以下のシナリオが決定されます。

手順

1. 制限なしの容量

—Hyper-V リソース容量に関連するすべての検証が無視されます。

2. 制限ありの容量

—Hyper-V リソース容量に関連するすべての検証がサービス作成フェーズで実行されます。

この検証を実行するために、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Hyper-V リソー
スプールの合計容量、Hyper-V リソースプールの現在の使用状況、さらに進行中のサービスのリソース（並
行リクエスト）および将来に向けてスケジュールされているリソースを考慮します。Hyper-V リソースプ
ールによって許可され、IO で扱われる容量設定のリストについて以降のセクションで説明します。

注記:

• Hyper-V リソースプールでは、RDM ディスクを含むサービスの作成はサポートされません。

• メモリオーバーヘッドも、Hyper-V リソースプールストレージ合計容量の検証に考慮されます。

例：

RAM メモリが 2 GB で、起動可能なディスクサイズが 1 GB のサーバーの場合、デフォルトでは、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、3 GB（2 GB のメモリオーバーヘッド
+ 1 GB の起動可能なディスクサイズ）を使用して Hyper-V リソースプールストレージ容量をテスト
します。

• メモリまたは CPU を編集するためのリクエスト中、少なくとも 1 つのサーバーが Hyper-V リソース
プールに展開されている場合、更新対象のサーバーのリストは、リソースを解放するサーバーを優先
するように並べ替えられます。つまり、サーバーがメモリまたは CPU を解放する場合、そのサーバ
ーは HPE Matrix OE 論理サーバー管理によって 初に更新されて、可能な限り容量プール違反の回
避が試みられます。

リソース割り当てデッドロックを回避するために注意を払う必要があります。たとえば、メモリ容量
が 5 GB で CPU 容量が 5 のリソースプールでは、管理者がサーバー 1 でメモリを 1 GB から 4 GB に
増やして CPU を 4 から 1 に減らし、サーバー 2 でメモリを 4 GB から 1 GB に減らして CPU を 1 か
ら 4 に増やす場合、リソースはサーバー間で交換されるだけで、プール容量は有効なままです。ただ
し、HPE IO は論理サーバーを 1 つずつ更新する必要があるため、エラーを表示します。したがっ
て、サーバー 1 が更新されるとき、サーバー 2 がリソースを解放する前に容量違反が発生する可能性
があります。回避策として、この種類のエラーが発生する場合はサーバーを 1 つずつ更新します。

Hyper-V リソースプールで作成されたサービスに対する重要な操作

次の操作には、Hype-V リソースプールの制限が適用されます。
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• ネットワークの追加/削除

• ディスクの編集/追加（RDM ディスクはサポートされません）

• サーバーの CPU とメモリの編集

注記:

これらの各操作の後、アプリケーションは容量プールに関連する

リソースの使用状況

情報を自動的に更新します。ただし、このプロセスは非同期であり、完了するまでに数分かかることが
あります。

場合によっては、SCVMM サービスでは仮想マシンに関連する情報が（不明な理由によって）更新され
ません。このような場合、IO は古い

リソースの使用状況

情報を取得し続けます。この場合、システム管理者は SCVMM にアクセスし、仮想マシン情報を手動で
更新する必要があります。その後、IO は同期プロセス中に正しい情報を取得します。

ESX または Hyper-V リソースプールでプロビジョニングされたサービスレプリカの作成

HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理用のレプリカサービスを作成するとき、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションは dr.propertiesファイルにマッピングされているリソースプール

を探します。明示的なマッピングが指定されていない場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションは、プライマリサイトのサービスに使用されるものと同じ ID/名前のリソースプールを探します。一
致するものがない場合は、hpio.propertiesファイルのプロパティ

allow.create.replica.use.first.resource.pool.if.no.matchがレプリカ作成の動作を制御し

ます。デフォルトでは、レプリカ作成リクエストは、VM ホストでユーザー/組織に関連する 初のリソースプ
ールを使用します。このプロパティを false に変更すると、レプリカは VM ホストを直接使用します（リソー
スプールなし）。特定のリソースプールを使用するには、dr.propertiesファイルにマッピング文字列を追

加します。

リソースプール使用時のレプリカ作成動作

• dr.propertiesファイルでマッピング文字列を確認します。マッピングが見つかった場合は、プライマ

リサイトからの ID/名前の代わりに使用します。

• プライマリサイトのサービスリソースプール ID を使用して探します。

• プライマリサイトのサービスリソースプール名を使用して探します。

• allow.create.replica.use.first.resource.pool.if.no.matchが trueに設定されている場

合は、 初のリソースプールを使用します。値が false（リソースプールなし）に設定されている場合

は、VM ホストを直接使用します。

トラブルシューティング

• Hyper-V リソースプールに配置されているサーバーに対して以下のシナリオが発生し、SCVMM の Web サ
ービスが削除されることがあります。

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで、Hyper-V リソースプールが

サーバー

タブで有効でなくなったことが検出されている場合、参照される Hyper-V リソースプールに関連するサ
ーバーはすべて、関連するホストに直接配置されます。

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで、Hyper-V リソースプールが

サーバー
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タブで有効でなくなったことがまだ検出されておらず、サポート対象の操作（前述）に関連するリクエ
ストが送信されている場合は、特定のエラーが表示され、リクエストは失敗します。

◦ SCVMM の Web サービスが正常な動作を再開すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションは、すべての関連するサーバーを Hyper-V リソースプールへ戻して配置します。この処理の実
行に数分かかる場合があります。同期をすぐに完了するには、

ioexec sync logicalserver
CLI コマンドを実行します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで管理されているサーバーを Hyper-V リソース
プールに SCVMM 経由で手動で移動した場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに
よってこの情報が検出され、自動的に同期されます。この処理の実行に数分かかる場合があります。同期
をすぐに完了するには、

ioexec sync logicalserver
CLI コマンドを実行します。

• SCVMM の検出時に Hyper-V リソースプールが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
に表示されていない場合は、必要なクラウドを配置するクラスターに関連するすべてのホストが HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの

サーバー

タブに表示されていることを確認してください。

• SCVMM の問題のため、VMM API が Hyper-V リソースプール内部で VM を重複して作成する場合がありま
す。その場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、重複するリソースの使用状
況に関する情報を取得して Hyper-V リソースプールを検証します。その場合でも VM は使用可能です。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの複雑なパスワードに関する警
告メッセージが表示される

症状

VM ホストの登録に関する問題のため、サービス作成リクエストで HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションの警告メッセージが表示されます。

原因

ESXi 6.0 でパスワードの複雑さの処理が変更されたため、VM ホストでパスワードの問題が発生する可能性が
あります。

アクション

手順

• 十分な複雑さを持つパスワードを使用するか、パスワードの複雑性要件を緩和するように ESXi 構成を変
更します。詳しくは、https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-6-
pubs.html でパスワードの複雑さという用語を検索してください。

HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Storage
Provisioning Manager サービスの所有権の不一致

症状

HPE Storage Provisioning Manager でプロビジョニングされたストレージが HPE IO サービスで使用されて
いるときに、HPE Matrix IO サービスの所有権が HPE Storage Provisioning Manager ストレージサービスの所
有権と一致しない場合は、HPE Matrix IO サービスの所有者がそのストレージ上で操作（ディスクの編集や大
きいサイズへの拡張など）を実行できません。

原因

この問題の原因として、以下のいずれかが考えられます。
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• 管理者が HPE Matrix IO サービスの作成後に、その所有権を変更した。この新しい所有権は、HPE Storage
Provisioning Manager ストレージサービスに反映されません。

• 作成した HPE Matrix IO サービスで、以前に HPE Matrix OE ビジュアル化の

変更論理サーバーストレージプール

を使用してプロビジョニングされた HPE Storage Provisioning Manager ストレージが使用されている。
このようなストレージは、ディスクサイズの拡張を試みるユーザーではなく、ストレージプールエントリ
ーを作成した管理者によって所有されます。

アクション

手順

• この問題を解決するには、管理者が物理サーバー（または Raw LUN、ESXi の RDM、Hyper-V のディスク
パススルーを使用した VM）で使用されるストレージに関連付けられている HPE Storage Provisioning
Manager サービスおよびボリュームの所有権を手動で変更する必要があります。Hewlett Packard
Enterprise は、ストレージ管理者が HPE Storage Provisioning Manager を使用して基本ストレージをプロ
ビジョニングするストレージプールエントリーを手動で作成する場合は、このストレージが HPE Matrix IO
サービスで使用される前に、HPE Storage Provisioning Manager 内で所有権を適切に設定することをおす
すめします （これにより、プロビジョニング時に発生する可能性のある問題が回避されます）。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユー
ザーおよびグループの検証

ユーザータブには、HPE インフラストラクチャオーケストレーションの使用を許可されたすべてのユーザー
およびグループのリストが表示されます。表示されると想定していたユーザーが表示されない場合は、
Windows での HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーの設定（24 ページ）に戻っ
て、HPE インフラストラクチャオーケストレーションへのアクセスを許可するすべてのユーザーとグループ
が Windows で適切なユーザーグループ （HPIO_Administrators、HPIO_Architects、HPIO_Users）のメンバ
ーになっていることを確認します。このタブでは、設定を変更できません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを設定して異機種ハード
ウェアをリストする

HPE のラックマウント型サーバーと統合するには、HPE Matrix Operating Environment にバンドルされてい
る ESA（Extensible Server Adapter）の使用をおすすめします。ESA は、Matrix OE ビジュアル化の論理サー
バー機能と一緒に使用します。ESA には、HPE Matrix OE に組み込まれている HPE Operations Orchestration
エンジンとの統合が含まれており、サーバーインベントリのロードおよび基本的な電源管理のワークフローの
定義および実行が可能です。

HPE Matrix OE の ESA の使用について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の HPE
Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイドを参照してください。
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サーバーの種類および設定によって、HPE Matrix OE で ESA を使用して HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションに統合できるものもあります。

• HPE のラックマウント型サーバー

• （Virtual Connect が管理しない）HPE c-Class ブレード

上記の各サーバータイプでは、以下のストレージ設定がサポートされています。

ブートディスク

• SAN（ファイバーチャネル）に接続されているディスク

• （直接接続されている）ローカルディスク オンボード RAID コントローラーを使用している場合、1 つの論
理ボリュームのみがサポートされます。

データディスク

• SAN（ファイバーチャネル）に接続されている 1 つ以上のディスク

サーバー電源を制御するための参照ワークフローでは、以下のサーバー管理プロセッサーがサポートされてい
ます。

• ProLiant iLO2 以降

• Integrity iLO2 以降

注記:

必要に応じて参照ワークフローの機能を拡張して追加の管理プロセッサーをサポートするために、HPE
Operations Orchestration ワークフローオーサリングツール（HPE OO Studio）が使用される場合があり
ます。

以下の各セクションでは、HPE Matrix OE ソリューションの ESA（拡張サーバーアダプター）コンポーネン
ト、構成手順、ならびにサーバーワークフローのカスタマイズ方法について説明します。

注記:

ストレージワークフローは、HPE Operations Orchestration での HPE Matrix OE のインストール後に表
示される可能性がありますが、非推奨であり、HPE Matrix OE でも SPM（HPE Storage Provisioning
Manager）でも呼び出されません。HPE Matrix OE/SPM を介した自動ストレージサポートは、SPM ア
ダプターを作成することで拡張されます。詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある
HPE Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイドを参照してください。
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Matrix HPE インフラストラクチャオーケストレ
ーションアプリケーションの使用

概要
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションアプリケーションは設計者、サービスプロバイダー
の管理者、組織の管理者、およびユーザーの各役割を支援します。

• Designer

設計者は、を使用して、マルチサーバー、マルチティアのインフラストラクチャをドラッグアンドドロッ
プ式のインターフェイスを用いて計画および設計できます。

• console

サービスプロバイダーの管理者が、HPE インフラストラクチャオーケストレーションの全体的な動作とそ
のユーザー、テンプレート、サービス、およびリソースを展開、管理、および監視できます。

• Organization Administrator Portal

組織の管理者が組織の仮想 IO システムを制御できます。たとえば、プールの作成、ユーザーの追加、サー
バーおよびディスクの既存サービスへの追加、リクエストの送信や承認/拒否、Organization Administrator
Portal および Self Service Portal のタイトルやロゴのカスタマイズなどを行います。

• Self Service Portal

ユーザーが、公開されているテンプレートを基にインフラストラクチャサービスを作成できます。

HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション
Designer

HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使用すると、設計者はマルチサーバ
ー、マルチティアインフラストラクチャをドラッグアンドドロップ式のインターフェイスを用いて計画および
設計できます。インフラストラクチャには、仮想サーバー、物理サーバー、ESX リソースプール、Hyper-V
リソースプール、およびクラウドリソースを含むことができます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションユーザーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートを使用し
てサービスをプロビジョニングできます。

設計者は、システム管理者と協力して標準化されたインフラストラクチャテンプレートの作成とメンテナンス
を行い、テンプレートを既存のリソースやビジネスニーズと適合するものにします。これにより、ユーザー
は、ビジネス上の観点から定義された標準テンプレートセットの枠内で変化の激しい要求に迅速に対応するこ
とができます。

通常、設計者の担当する作業は、次のとおりです。

• 簡単なサービステンプレートおよびマルチティア、マルチノードサービステンプレートの設計

• サーバー、ストレージ、およびネットワーク要求の取り込み

• サービス作成のための、テンプレートの HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self
Service Portal への公開

• リソースの追跡とレポート作成をサポートするためのコストおよびリソースの指定

これらの作業を実行するには、以下の手順を行います。
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手順

1. 運営部門や業務部門の目標を満たすのに必要な要件を調査します。

2. 業務上の要件を満たすインフラストラクチャサービステンプレートを作成します。

3. 各テンプレートのプロビジョニングに必要なリソースを含む各テンプレートの構成要素の詳細を作成しま
す。

4. テンプレートを公開して、業務部門が使用できるようにします。

設計者は HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使用してサービステンプレー
トを作成または変更し、他の人が使用できるように公開できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer は、サーバー、ディスク、およびネットワ
ークを表す論理リソースオブジェクトをドラッグアンドドロップするためのグラフィカルキャンバスを提供
します。設計者はこれらのリソースオブジェクトを線で結んで、サーバーのグループごとに希望するネットワ
ークとストレージの関係を定義します。

キャンバス上の各論理オブジェクトがオブジェクトの要件を指定し、この要件に従って HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションでサポートされるプロビジョニングと継続的なメンテナンス操作が実行
されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer は、検証ルールを使用して、設
計内の無効なオブジェクトや、検証エラーまたは警告の訂正方法について継続的にフィードバックを提供しま
す。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer は、設計セッション中に行われる変更をブ
ラウザーの安全なキャッシュに保存します。セッションがタイムアウトしたりブラウザーが終了したりした
場合、変更はそのまま保持され、次回の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer の
起動時に使用できるようになります。

テンプレートのインポートとエクスポート

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer では、サービステンプレートをインポート
してエクスポートできます。テンプレートは XML ファイル、JPG イメージ、PNG イメージ、または Excel
のスプレッドシートの形式でエクスポートできます。テンプレートのインポートでは、許可される形式は
XML だけです。

重要:

XML テンプレートを HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer 以外で編集す
ることはサポートされず、ドキュメントでの説明もありません。XML スキーマは公開されているインタ
ーフェイス仕様の一部ではありません。当社は XML スキーマを通知することなく変更する場合があり
ます。XML テンプレートを変更するユーザー、または XML テンプレートを独自に作成するユーザーは、
自身の責任においてそれを行ってください。無効なテンプレートを使用すると、プロビジョニングが失
敗する場合があります。当社は、サポートを提供する前に、IO が生成した未変更のテンプレートを使用
して問題を再現するように、ユーザーに依頼する場合があります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer へのアクセス

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer にアクセスするには、次の条件を満たす必
要があります。

手順

1. CMS で HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用するための適切な権限を持ってい
る。

2. Windows システム上で HPIO_Architects または HPIO_Administrators グループのメンバーになっている。

• デスクトップまたはブラウザーから HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer に
アクセスします。デスクトップから HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer に
アクセスするには、以下の手順を実行します。

• Systems Insight Manager がインストールされている CMS 上で Web ブラウザーを開きます。
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• https://<CMS名または IPアドレス>:51443/hpio/designer/に移動します。

• デスクトップで、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer アイコンをダブルク
リックします。

注記:

デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ポート 51443 を使用して、イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal またはインフラストラクチャオーケスト
レーション organization portal クライアントからサーバーへの通信を行います。デフォルトの HTTPS
ポート 443 など、異なるポートを使用するように IO を設定できます。

詳しくは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator
Portal へのアクセス（142 ページ）を参照してください。

Designer インターフェイスの概要

テンプレートエディターウィンドウには、次に示す 3 つの主なフレームがあります。

•
コンポーネント

フレームには、テンプレートの設計で使用する論理オブジェクトのアイコンが表示されます。

•
既存のテンプレート

フレームには、使用できるテンプレートのリストが掲載されます。

• 右側のフレームは、テンプレート作成のためのテンプレート設計領域です。ユーザーはこの領域にコンポ
ーネントをドラッグアンドドロップしてテンプレートを作成します。

テンプレートを保存するときは、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、ピリオド、下線、
およびハイフンを使って名前を指定します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer の使用について詳しくは、HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Designer ウィンドウの右上にある?ボタンをクリックして、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer のオンラインヘルプシステムを参照してくださ
い。
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HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションコ
ンソール

管理者は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用して、HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションの全体的な動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリ
ソースを展開、管理、および監視できます。また管理者はリクエストの実施や拒否において、設計者と協力し
て、テンプレートが既存のリソースや業務上のニーズに適合するようにします。たとえば、管理者は以下を行
うことができます。

• 完了したリクエストや実行中のリクエストのステータス、進捗状況、および詳細情報の表示

• 利用できるリソースの表示

• リクエストの承認または拒否

• プール管理の実行

• 組織の作成および管理

これらのタスクを実施するには、サービスプロバイダーの管理者が以下を行う必要があります。

• 標準化されたテンプレートと業務上の予測に基づき、サービスにいつでも対応できるリソースプールを作
成する。

• 業務部門と協力して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal へのア
クセスが許可されるユーザーアカウントを登録する。

• 組織を作成する。この後、組織の管理者はインフラストラクチャオーケストレーションの Organization
Administrator Portal にログインできるようになる。

• 組織および各セルフサービスユーザーに 1 つまたは複数のリソースプールを割り当て、ユーザーがハード
ウェアリソースの特定のプールを使用してサービステンプレートを展開できるようにする。

• HPE Storage Provisioning Manager およびストレージハードウェアを含む、ソリューションコンポーネン
ト間のサービスリソースの関係を表示する。詳しくは、「ストレージ関係の表示（139 ページ）」を参照し
てください。

コンソールへのアクセス

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションをインストールしたら、Systems Insight Manager で
ツール > インフラストラクチャオーケストレーションの順に選択して、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションコンソールを起動します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用するには、HPIO_Administrators
Windows グループに所属していなければなりません。

注記:

デフォルトでは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、自己署名証明書を使用す
るように構成されています。このため、 新のブラウザーを使用して HPE Systems Insight
Manager/HPE Matrix OE ツールメニューから HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
コンソールを起動した場合、エラーが発生する可能性があります。詳しくは、ブラウザーの互換性（24
ページ）を参照してください。
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コンソールインターフェイスの概要

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでは、次のタブが表示されます。

• ホーム

統計データ、リソースの使用状況、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションタスクへのア
クセス用リンクなど、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション操作の概要が表示されま
す。

• テンプレート

使用できるテンプレートをすべて表示します。また、このタブでは、テンプレートの詳細表示、テンプレ
ートの編集、新規テンプレートの作成、テンプレートの削除、プロビジョニングに使用されるテンプレー
トの発行、ユーザーのテンプレートへの割り当てなどの操作を行うことができます。テンプレートの割り
当て先組織も表示されます。

• リクエスト

ユーザーが作成したリクエストのリストを表示します。また、このタブでは、リクエスト履歴の表示、リ
クエストの承認または拒否、リクエストの取り消し、リクエスト詳細の確認、サービスの詳細の確認、リ
クエストの続行などの操作を行うことができます。リクエストメッセージには、リクエストを発行したユ
ーザーの組織が表示されます。
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注記:

管理者は、リクエストタブに表示される承認および拒否の各ボタンを無効にして、HPE Operations
Orchestration ワークフロー、電子メールなど、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンの外部で実行される承認方法に対応することができます。ユーザーインターフェイスのこれら
のボタンを無効にするには、hpio.propertiesファイルで show.approve.reject.buttons設

定を true（デフォルト）から falseに変更します。

設定の変更は、すべての組織の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール
と HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal に影
響します。ユーザーインターフェイスに変更を表示するには、ページの更新が必要になる場合があり
ます。

• サービス

アクティブなサービスのリストを表示します。また、このタブでは、サービスの詳細（割り当て先の組織
など）の表示、サービスへのストレージおよびサーバーの追加、サーバーの使用開始または使用停止、リ
ース期間の変更、サービスの削除などの操作を実行できます。

• サーバー

使用可能なサーバーリソースのリストが表示され、サーバーの詳細確認とサーバーリソースの管理、新規
プールの作成、プールのユーザーの管理を行うことができます。他の組織に割り当てられているサーバー
も表示されますが、それがどの組織のプールに属しているかは表示されません。特定のサーバーの詳細に
は、そのサーバーが割り当てられている組織が表示されます。

• ストレージ

使用可能なストレージリソースのリストが表示され、ストレージの詳細確認およびストレージリソースの
管理を行うことができます。

注記:

ストレージタブの表の中のすべてのストレージボリュームが、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションで使用できるわけではありません。ストレージタブに表示されるストレージプ
ールエントリーを HPE IO で使用できない場合があることについてはさまざまな理由があります。
詳しくは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでアクセスできないストレージ
プールエントリー（274 ページ）を参照してください。

• 組織

環境の中にある組織の詳細が表示されます。また、組織を作成および変更し、リソース、ユーザー、およ
び管理者を組織に割り当てることができます。

詳しくは、「組織の作成（282 ページ）」

および「組織へのリソースの追加（284 ページ）」

を参照してください。

• ユーザー

現在のユーザーおよびグループのリストを表示し、各ユーザーおよびグループに割り当てられているリソ
ース、およびその役割を示します。

• ネットワーク

使用できるネットワークを表示します。また、このタブからネットワークを設定できます。

• ソフトウェア

すべてのソフトウェアを表示できます。

• カレンダー

ユーザー、サービス、およびテンプレートの利用情報を、利用方法や競合を図で見ながら検索および表示
できます。

138 Matrix HPE インフラストラクチャオーケストレーションアプリケーションの使用



HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの使用について詳しくは、コンソールウ
ィンドウの右上にある?ボタンをクリックして、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコン
ソールのオンラインヘルプシステムを参照してください。

注記:

コンソールのテキスト、色、およびイメージをカスタマイズするには、HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーション Organization Administrator Portal にサービスプロバイダーとしてログインし
ます。詳しくは、Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ（144
ページ）を参照してください。

ストレージ関係の表示

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、ストレージリソースの関係を表示し、論理ス
トレージエンティティを対応する SPM およびハードウェアエンティティにマッピングできます。この情報
は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでサービスディスクを選択するとき
に、新しいリソースの関係タブで使用できます。

次のスクリーンショットは、物理サーバー上の物理ディスクをサービスタブで選択するときにリソースの関係
タブで使用できる情報を示しています。

次のスクリーンショットは、仮想サーバー上の物理ディスクをサービスタブで選択するときにリソースの関係
タブで使用できる情報を示しています。
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管理者は、ioexec list sanvolumeコマンド、および関連付けられているサービスと論理サーバーのオプ

ションを使用して、コマンド行からこの情報を一覧表示できます。

展開済みサーバーへのコンソールアクセス

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションコンソールおよび HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal から
展開済みサーバーへのコンソールアクセスをサポートします。デフォルトのコンソールアクセスの種類には、
SSH、VNC, および RDP（Remote Desktop）が含まれます。SSH および VNC の構成および Telnet のコンソ
ールアクセスの有効化について詳しくは、論理サーバー用のカスタムコンソールリンクの追加または編集（29
ページ）を参照してください。

RDP、SSH、VNC、および Telnet のアクセスは、クライアントから展開済みサーバーへのネットワーク接続
に依存します。ルーティング不可のネットワークに展開されているサーバーに、これらのメカニズムを使用し
てアクセスすることはできません。さらに、DHCP を使用する展開済みサーバーの場合、そのサーバーのホス
ト名がコンソール接続用に解決できる必要があります。

注記:

VM コンソールアクセスは、インフラストラクチャオーケストレーションでは使用できなくなりました。
VMware では、MKS コンソールプラグインに対するサポートが廃止されました。以前のリリースでは、
このプラグインによって、インフラストラクチャオーケストレーションのサービスタブから VM コンソ
ールアクセスを行うことが可能でした。

RDP を使用してコンソールにアクセスし、展開済みサーバーにアクセスする

IO インスタンスを使用して RDP セッションを開始するすべてのクライアントの画面サイズを変更するには、
ファイル..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\console
\rdpSession.templateで desktopwidthおよび desktopheightのデフォルトを変更します。

RDP コンソールアクセスは、すべての Windows クライアントでサポートされています。Internet Explorer 9
で RDP アクセスを使用するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. Internet Explorer 9 のツールメニューで、インターネットオプションをクリックして、詳細設定タブをクリ
ックします。

2. セキュリティ領域で、暗号化されたページをディスクに保存しないチェックボックスをクリックして選択
を解除し、OK をクリックします （これは Internet Explorer のデフォルト設定です）。

VNC または SSH を使用してコンソールにアクセスし、展開済みサーバーにアクセスする

指定したリンクの URL プロトコルハンドラーを定義するようにクライアントシステムを設定する必要がある
場合があり、関連ソフトウェアをインストールする必要がある場合もあります。Windows での URL プロトコ
ルハンドラーの登録について詳しくは、次の Web サイトで入手可能な Microsoft 社のテクニカルノートを参照
してください。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb266527(v=vs.85).aspx

Telnet を使用してコンソールにアクセスし、展開済みサーバーにアクセスする

セキュリティ上の理由で、Telnet アクセスはデフォルトで無効になっていますが、管理者が有効にすることが
できます。詳しくは、Telnet リンクの再有効化（29 ページ）を参照してください。

Internet Explorer 9 での Telnet の使用

Internet Explorer 9 での Telnet コンソールアクセスには、以下の制限事項があります。

Internet Explorer 9 では、以下の条件が満たされる場合、キャッシュファイルが作成されず、ダウンロードに
失敗します。
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手順

1. ファイルが HTTPS 経由で提供される

2. いずれかの応答ヘッダーがキャッシュを防止するように設定されている

3. 暗号化されたページをディスクに保存しない

オプションが設定されている

詳しくは、ナレッジベース記事（http://support.microsoft.com/kb/2549423）を参照してください。

Firefox での Telnet の有効化

Telnet コンソールは、Linux および Windows 2008 上で実行される Firefox クライアントではサポートされま
す。

Firefox で Telnet リンクをクリックすると、外部アプリケーションの起動を確認するプロンプトが表示される
場合があります。この場合は、Remember my choice for all links of this type チェックボックスをクリック
して選択してから、Launch Application をクリックします。

Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、または Windows Server 2008 では、Telnet クライア
ントがデフォルトでインストールされていません。Firefox の Telnet サポートを有効にするには、Telnet クラ
イアントをインストールする必要があります。Telnet クライアントのインストール手順は、使用しているオペ
レーティングシステムによって異なります。詳しくは、次の Web サイト http://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc771275(v=ws.10).aspx を参照してください。

64 ビットの Windows オペレーティングシステムで動作する 32 ビットの Firefox での Telnet の有効化

• 64 ビットバージョンの telnet.exeを%windir%\System32 to %windir%\SysWOW64からコピーし

ます。

• %windir%\system32\en-US\telnet.exe.muiを%windir%\SysWOW64\en-USにコピーします。

HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションの
Organization Administrator Portal

異なる組織間でデータセンターのリソースを動的かつ安全に共有することを可能にするマルチテナンシは、各
組織に仮想インフラストラクチャオーケストレーションシステムを提供することで実現されています。

組織の管理者は、インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal を使用し
て、その組織の仮想 IO システムを制御できます。このポータルを使用して以下を実行できます。

• テンプレートにユーザーを割り当てる

• プールを作成し、それにユーザーを割り当てる

• サーバーとディスクを既存のサービスに追加する

• リクエストを発行する

• 組織のユーザーからのリクエストを承認または拒否する

注記:

管理者は、リクエストタブに表示される承認および拒否の各ボタンを無効にして、HPE Operations
Orchestration ワークフロー、電子メールなど、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンの外部で実行される承認方法に対応することができます。ユーザーインターフェイスのこれら
のボタンを無効にするには、hpio.propertiesファイルで show.approve.reject.buttons設

定を true（デフォルト）から falseに変更します。

設定の変更は、すべての組織の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール
と HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal に影
響します。ユーザーインターフェイスに変更を表示するには、ページの更新が必要になる場合があり
ます。
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• 各組織のタイトル、ポータル名、タイトル領域の色、ロゴ、イメージ、およびカスタムリンクをカスタマ
イズします。サービスプロバイダーとしてログインした場合、これらのカスタマイズは HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションコンソールにも適用されます。詳しくは、「Organization
Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ」を参照してください。

• サービスプロバイダーなどの各組織のユーザーインターフェイスの配色をカスタマイズします。詳しく
は、「ユーザーインターフェイスの配色のカスタマイズ」を参照してください。

マルチテナンシについて詳しくは、「HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのマルチテナン
シ」を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの Organization
Administrator Portal へのアクセス

注記:

インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal にはブラウザーから
アクセスします。https://<cms-name-or-ip>:51443/oap/<organization-name> に移動しま

す。

デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ポート 51443 を使用して、イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal またはインフラストラクチャオーケスト
レーション organization portal クライアントからサーバーへの通信を行います。デフォルトの HTTPS
ポート 443 など、異なるポートを使用するように IO を設定できます。

これを行うには、既存の

<IO>\conf\jetty.conf
ファイルを変更します。次の手順を参照してください。

HPE IO の再起動後に、ポータルがポート 51443 またはポート 443 で使用可能になります。これにより、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal に、次のような URL からア
クセスできるようになります。

https://cmslp/hpio/portal

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの組織タブから HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal と HPE Matrix インフラストラクチャオ
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ーケストレーション Self Service Portal をクリックしてアクセスします。各ポータルのリンクは、各組織の

Portal アクセス列に表示されます。 v

ユーザーは、1 つ以上の組織に所属できます。このようなユーザーは、組織の異なる、1 つ以上のポータル
（組織のポータルおよびセルフサービスのポータル）に同時にログインできます。ユーザーが組織から削除さ
れた場合、その削除は、ユーザーがインフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator
Portal からログアウトした後に有効になります。

手順

1. 以下で始まるセクションを見つけます。

<Call name="addConnector">
       <Arg>
        <New class="org.eclipse.jetty.server.ssl.SslSocketConnector">

2. セクションをコピーして、既存のセクションのすぐ下に貼り付けます。次に、Port要素を<Set
name="Port">51443</Set>から<Set name="Port">443</Set>に変更します。

3. HP Matrix Infrastructure Orchestration サービスを再起動する。

Organization Administrator Portal インターフェイスの概要

インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal では、次のタブが表示され
ます。

• ホーム

統計データ、リソースの使用状況、リンクなど、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
組織の運用の概要が表示されます。

• テンプレート

組織で使用可能なテンプレート（公開済みのものと未公開のものの両方）が表示され、ユーザーをテンプ
レートに割り当てることができます。公開済みのテンプレートは組織のすべてのユーザーが使用できま
す。テンプレートと、組織に割り当てられているリソースを使用して、サービスリクエストを発行します。

• リクエスト
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組織のユーザーが発行したリクエストの一覧とその詳細が表示されます。組織の管理者は、リクエストを
取り消したり、一時停止されているリクエストを承認または拒否したりできます。サービスプロバイダー
の管理者は、各組織が発行して一時停止となっているリクエストを承認または拒否できます。サービスプ
ロバイダーの管理者は一時停止されたリクエストからの電子メールアラートを受け取りますが、組織の管
理者は受け取りません。

• サービス

組織のすべてのインフラストラクチャサービスとその詳細が表示されます。サービスを削除するリクエス
トや、リース期間を変更するリクエストを発行できます。

• サーバー

組織のすべてのリソースプールが表示されます。プールを作成、変更、削除できます。プールにユーザー
を割り当てることができます。

• ネットワーク

組織に割り当てられているネットワークとその詳細が表示されます。

• 組織

組織のポータルをカスタマイズできます。ログインページ、およびインフラストラクチャオーケストレー
ションの Organization Administrator Portal および HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ン Self Service Portal との各タブに表示される組織のタイトルおよびロゴを変更できます。詳しくは、
Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ（144 ページ）を参照し
てください。

• ユーザー

ユーザーとグループ、およびそれらに割り当てられているプールの一覧が表示されます。ユーザーは、複
数のグループに所属できます。

インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal の使用について詳しくは、
インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal ウィンドウの右上にある?
ボタンをクリックしてインフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal のオ
ンラインヘルプシステムを参照してください。

Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ

組織の管理者は、Organization Administrator Portal の組織タブから、Organization Administrator Portal および
Self Service Portal をカスタマイズできます。デフォルトでは、どちらのポータルにも「HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーション」というタイトルと HPE のロゴが表示されます。
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注記:

サービスプロバイダーとして HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization
Administrator Portal にログインすると、カスタマイズ内容も HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションコンソールに表示されます。

• タイトルロゴ、タイトル画像、ログインロゴ、およびログイン画像の

変更

ボタンは、画像をアップロードします。

•
組織タイトル

テキストボックスに入力を行うと、ログイン画面の中央、および両ポータルの各画面上部のタイトルバー
の左側に表示される組織の名前を更新できます。

• 組織のタイトルとログインロゴは、Organization Portal とセルフサービスポータルのログイン画面で表示
されます。

• 組織のタイトルとタイトルロゴは、Organization Portal とセルフサービスポータルの各タブの上部に表示
されます。ここでタイトル領域の背景色とテキスト色を変更することもできます。

• カスタマイズ可能なリンクは、セルフサービスポータルのホームページに表示されます。デフォルトでは、
オンラインヘルプ、リクエスト、サービス、およびメッセージへのクイックアクセスを提供する 4 つのリ
ンクが表示されます。これらの領域は、インターフェース内で常にアクセス可能です。また、これらのリ
ンクを 4 つのカスタムリンクで置き換えることができます。

更新を取り消すには、デフォルトの復元を使用します。変更は即時に有効になります。
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Self Service Portal へのリンク、および Organization Administrator Portal のログインページへのリンクを使用
して変更を確認します。

ユーザーインターフェイスの配色のカスタマイズ

管理者は、c:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\data
\OrganizationDirs\にある tenant_info.xmlファイルを変更して、サービスプロバイダーなどの各組

織のユーザーインターフェイスの配色をカスタマイズできます。

次の例では、赤色のテーマを作成します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tenantinfo>
 <tenant id="org904943925" name="Red" titleColor="0x990000" 
titleTextColor="0xffffff">
  <color name="customUpColor">0x990000</color>
  <color name="customUpShadowColor">0x4D0000</color>
  <color name="customOverColor">0xe60000</color>
  <color name="customOverShadowColor">0x730000</color>
  <color name="customDownColor">0x4d0000</color>
  <color name="customDownShadowColor">0x260000</color>
  <color name="customDisabledColor">0x999999</color>
  <color name="customDisabledShadowColor">0x4d4d4d</color>
  <color name="customSelectedColor">0x999999</color>
  <color name="customTextColor">0xffffff</color>
  <color name="customSelectedTextColor">0x000000</color>
 </tenant>
</tenantinfo>
デフォルトの HPE の青色の配色を復元するには、「color」行のすべてを削除します。以下の設定を変更でき
ます。

設定 説明

titleColor ログインページの背景領域と、ログイン後の UI の上部にあるタイトルの
色

titleTextColor ログインページおよびタイトルの色付き部分で使用されるテキストの色

customUpColor 「選択」状態（現在クリックされていない状態）の UI コントロールの色

customUpShadowColor 「選択」状態（現在クリックされていない状態）の UI コントロールの 3D
効果「影」の色

customOverColor マウスが通過するときの UI コントロールの色

customOverShadowColor マウスが通過するときのコントロールの影の色

customDownColor マウスでクリックしたときの UI コントロールの色

customDownColor クリックされたコントロールの影の色

customDisabledColor 無効になっている（クリックできない）UI コントロールの色

customDisabledShadowColor 無効なコントロールの影の色

表は続く
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設定 説明

customSelectedColor 現在選択されているタブコントロールの色

customTextColor コントロールで使用されるテキストの色

customSelectedTextColor 現在選択されているタブコントロールで使用されるテキストの色

次の図で、緑色のテーマと、XML ファイル内の対応する行の横に表示されるコントロールの例を示します。

HPE Matrix OE HPE インフラストラクチャオーケストレーショ
ン Self Service Portal

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal を使用して、公開済みのテンプレートか
らインフラストラクチャサービスを作成できます。

サービスプロバイダーの管理者は、適切なタイトル、名前、色、イメージ、およびリンクを使用して HPE イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal をカスタマイズできます。詳しくは、
Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ（144 ページ）を参照してく
ださい。
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サービスプロバイダーユーザーと同じ機能を持ちますが、使用できるリソースの範囲内に限定されます。使用
できるのは、公開済みのテンプレートと、組織に割り当てられているネットワークのみです。また演算リソー
スは、組織の管理者によってそのユーザーに割り当てられているプール内に存在する必要があります。

手順

1. インフラストラクチャサービスを作成するには、以下の手順に従ってください。

2. 公開されているテンプレートを参照して、現在の目的と一致するテンプレートを決定します。

3. 割り当てられているプールを参照して、サービスで使用するリソースを選択します。

4. サービスのプロビジョニングリクエストを発行します。

5. 管理者によってリクエストが承認された後（必要な場合）、サービスプロビジョニングの実行を監視しま
す。

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal へのアクセ
ス

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal にアクセスするには、次の条件を満たす
必要があります。

手順

1. CMS で HPE インフラストラクチャオーケストレーションを使用するための適切な権限を持っている。

2. Windows オペレーティングシステムで適切な権限を持つ HPIO_Users グループのメンバーである。

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal には、デスクトップまたはブラウザーか
らアクセスします。デスクトップから HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal
にアクセスするには、以下の手順を実行します。

• Systems Insight Manager がインストールされている CMS 上で Web ブラウザーを開きます。

• サービスプロバイダーのユーザーは、https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/portal/に移動し

ます。

• 組織のユーザーは、https://<cms-name-or-ip>:51443/ssp/<organization-name> に移動しま

す。

• デスクトップで、HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal のアイコンをダブ
ルクリックします。
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Self Service Portal インターフェイスの概要

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal では、次のタブが表示されます。

• ホーム

統計データ、リソースの使用状況、リンクなど、HPE インフラストラクチャオーケストレーションの運用
の概要が表示されます。

• テンプレート

使用できるテンプレートのリストを表示します。また、テンプレートの詳細を表示したり、プロビジョニ
ングに使用されるテンプレートを発行したりできます。

また、設計者と管理者は、

テンプレート

タブを使用して HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer を起動し、テンプレートの作
成や編集を行うことができます。

• リクエスト

リクエストのログを表示します。また、リクエストの取り消しと発行済みリクエストの詳細情報表示を行
うことができます。リクエストメッセージは非表示にできます。

• サービス

インフラストラクチャサービスのリストを表示します。また、詳細情報を表示し、サービスへ変更をリク
エストできます。
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• プール

サービスプロビジョニングリクエストで使用できるリソースプールのリストを表示します。

• 履歴

システムのリストと、イベントの日時、結果、イベント結果の説明などの重要なイベント通知を表示しま
す。たとえばリクエストが失敗した場合には、イベントとその失敗理由の説明が履歴タブに表示されます。

• マイカレンダー

サービスの利用情報を、利用方法や競合を図で見ながら検索および表示できます。カレンダーは、検索コ
ンテキストに関連する内容を表示します。

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal の使用について詳しくは、HPE インフ
ラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal ウィンドウの右上にある?ボタンをクリックして、
HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal のオンラインヘルプシステムを参照し
てください。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションのプロビジョニングと割り当て

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのライ
フサイクル操作

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、システム構成の初期設計から資産の 終的な用
途変更にいたるまで、IT ライフサイクルを網羅します。IT リソースリクエストを系統的に処理し、標準の構
成、セルフサービスプロビジョニングツール、および自動承認プロセスを利用できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次に示すインフラストラクチャライフサイクル
管理操作を実行します。

サービスの作成操作

サービスの作成操作では、割り当て済みプールで確保されたリソースを使用して、サービステンプレートの指
定に基づきインフラストラクチャが自動的にプロビジョニングされます。

サービスを作成するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. テンプレートタブを選択します。

3. テンプレートを選択し、サービスの作成をクリックします。

サービスの作成操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• 指定した場合は、属性のカスタマイズ

• ネットワークおよび IP アドレスの割り当て

• サーバー（サーバーブレードまたは仮想マシンホスト）の割り当て

• ブートディスク（物理および仮想）の割り当て

• 承認の獲得

• 仮想マシンまたはブレードサーバープロファイルの作成

• 物理サーバーの使用開始

• 仮想マシンの使用開始（状況による）

• オペレーティングシステムおよび他のソフトウェアのブートディスクへの展開

• 仮想ハードウェアの設定

• オペレーティングシステムのカスタマイズ（ネットワーク機能、Sysprep）
• 物理データディスクの割り当て

• サーバーのデータディスクへのプロビジョニング

• サーバーの起動

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

サービスの作成操作が正常に完了すると、プロビジョニングされた HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションインフラストラクチャサービスは、リースの期間中、利用可能になります。ネットワーク経由
でサーバーにアクセスできます。

次の場合、サービスの作成操作は失敗します。
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• 割り当てるリソースがない。

• （HPE Storage Provisioning Manager または SAN 管理者が）SAN ディスクを作成できない。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者がリクエストを拒否する。

部分的な結果の保存

デフォルトでは、要求されたすべてのサーバーのプロビジョニングが正常に行われないと、HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションのサービスの作成またはサーバーの追加リクエストは失敗し、正常に
プロビジョニングされたすべてのサーバーも削除されてしまいます。管理者は、hpio.propertiesファイ

ルを編集し、keep.partial.servicesプロパティを trueに設定することにより、部分的に成功したプロ

ビジョニング結果を保存するように HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを設定できま
す。プロパティは、デフォルトでは falseに設定されています。

keep.partial.servicesプロパティが trueに設定されている場合、HPE Matrix インフラストラクチャオ

ーケストレーションは正常にプロビジョニングされたすべてのサーバーを保持し、プロビジョニングに失敗し
たサーバーを削除します。ディスクやネットワークの追加など、テンプレートで定義されているすべての操作
が正常に実行されていれば、サーバーのプロビジョニングは成功します。リクエストによってすべてのサーバ
ーではなく一部のサーバーのプロビジョニングに成功した場合、リクエストは部分的な成功で完了しましたス
テータスで終了します。

部分的な結果は、次の条件が満たされると保持されます。

• インフラストラクチャ内のすべての論理サーバーグループに正常にプロビジョニングされる少なくとも 1
つのサーバーがある。

• リンクされた仮想クローンのサーバーグループのベースサーバーが正常にプロビジョニングされている。

リクエストの履歴情報を使用することにより、障害の原因を判別し、それらの障害を解決するのに必要な操作
を実行し、サーバーの追加操作を使用して必要な数のサーバーを取得することができます。

サービスとしての既存のサーバーのインポート

HPE Matrix OE の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用すると、既存の VMware
ESX/ESXi または Microsoft Hyper-V 仮想マシンを、1 つのサーバーグループを含む新しく作成した HPE IO サ
ービスとしてインポートできます。

サービスとしての仮想マシンのインポートは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管
理者のみが実行できます。

注記:

インポートした仮想マシンから作成された HPE IO サービスを削除すると、元となる仮想マシンも削除
されます。

概要

インポート可能な VM は、次の前提条件を満たしている必要があります。

• Linux、Windows 2003、Windows 2007、Windows 2012、または Windows 2016 OS がインストールされ
ている

注記:

Windows のインストールごとに、新しい SSID を生成する必要があります。vCenter Server または
Hyper-V マネージャーが同じ SSID で管理されている複数の VM を持っている場合、HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションは VM を 1 つだけ一覧表示します（通常、HPE Insight
Control 仮想マシン管理によって 初に一覧表示される VM）。この動作を回避するには、Windows の
新規インストールを使用して VM を作成するか、新しい SSID を生成するためのオプションが VM の
インポート中に選択されるようにします。Linux VM はこの動作によって影響を受けません。

• VMware または HyperV ツールがインストールされている
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• IP アドレスが有効である

• ホスト名が有効である

• DNS が設定されている（nslookup がネットワーク上で動作している）

• アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、下線、およびハイフンのみで構成された 大
15 文字の一意のサービス名。特殊文字はサポートされていません。

• 次のようなネットワーク設定：

◦ 既存の VM が使用する各ネットワークに対応する IO ネットワークが、既存の VM の IP アドレスを含む
静的範囲を持っている必要があります。

◦ 静的 IP アドレス範囲に含めたくないアドレスを VM が使用している場合は、少なくとも 1 つの空き IP
アドレスを持つ DHCP 範囲を作成します。

◦ VM を正しくインポートするには、IP アドレスが、該当のネットワークの HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションのネットワークタブで定義された IP 範囲の一部である（この場合、割り
当てタイプが自動に設定されている）必要があります。または、ネットワークは DHCP を使用するこ
とができます（この場合、割り当てタイプは、DHCP に設定され、HPE IO は DHCP プールからの IP
アドレスを消費する）。 割り当てタイプ静的となし/外部はインポートされた VM では使用されません。

◦ VM には、同じネットワークにインポート可能な 3 つ以上の接続は必要ありません。同じネットワーク
に 2 つの接続を持つように VM が構成されていると、その結果、HPE Matrix IO サービスは 2 つのネッ
トワーク接続を含む冗長なサブネットを持つことになります。

以下では、VM のインポート機能の制限事項を示します。

サポートあり サポートなし

• VMware ESX または ESXi 仮想マシンのインポー
ト

• Microsoft Hyper-V 仮想マシンのインポート

• 標準の VM ライフサイクル操作のサポート

• ユーザーインターフェイスおよび API または CLI
を介したアクセス機能

• 1 つのサービスに 1 つの VM
• インポートされた VM サービスに割り当てられる

HPE Operations Orchestration ワークフロー

• HP-UX vPars and Integrity VM 仮想マシンおよび
XenServer 仮想マシンのインポート

• クラウドサーバーまたは物理サーバーのインポー
ト

• リンクされたクローン仮想マシンおよび Raw
LUN ディスク（VMware RDM または Hyper-V デ
ィスクパススルーディスク）を含む仮想マシンの
インポート

• インポートされた VM サービスに対するサーバー
追加操作

• インポートされた VM サービスに対する DR 保護

• VM 用のテンプレートの作成

• インポートされた VM サービスに割り当てられる
HPE Operations Orchestration ソフトウェアワー
クフロー

• デフォルトの場所に設定ファイルがある Hyper-V
仮想マシンのインポート

• 複数のパーティションを含む（ 初のパーティシ
ョンを除くすべてのパーティションが除外されて
いない）Hyper-V 物理ディスク

• トランクネットワークで構成された Hyper-V 仮想
マシンのインポート

• SCSI コントローラーアダプターでマッピングさ
れている DVD ドライブでの Hyper-V Generation
2 VM のインポート

• CMS である VM サーバーのインポート

• 同じネットワークに 3 つ以上の接続を持つ VM の
インポート

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロビジョニングと割り当て 153



サービスとしてサーバーをインポートするための hpio.propertiesファイルの編集

注記:

hpio.propertiesファイル内で値を変更するには、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー

ションサービスの再起動が必要です。

コスト情報の設定

VM をインポートする前に、hpio.propertiesファイルでコスト情報を設定できます。さまざまなコストを

使用して VM をグループ化する（1 つの VM セットをインポートした後に、ファイルを編集してコスト値を変
更する）か、インポート後に管理者が CLI を使用してコストを個別に変更できます。

大メモリ/CPU 値の設定

hpio.propertiesファイル内の import.max.memory.sizeプロパティと

import.max.processor.countプロパティを変更することによって、インポートされたサービスで使用で

きる 大プロセッサー数と 大メモリのデフォルト値を設定できます。

この操作は GUI または CLI コマンドで実行できます。インポート操作では、デフォルトの 大メモリ/CPU 値
に対する小規模のルールセットが適用されます。これらのルールの一部は VM が GUI を介してインポートさ
れるときに適用され、一部は VM が CLI コマンド経由でインポートされるときに適用されます。

GUI 経由でのインポート

• 現在のメモリ/CPU 値が

hpio.properties
ファイルで定義されているデフォルトの 大値よりも小さい場合、 大値は

hpio.properties
ファイルで定義されているデフォルト値になります。

例：

◦ 現在のメモリ：512/現在の CPU：1
◦ デフォルトのメモリ：1024/デフォルトの CPU：2

大メモリは 1024、CPU の 大数は 2 になります。

• メモリ/CPU の現在の値が

hpio.properties
ファイルで定義されているデフォルト値よりも大きい場合、 大値は、使用中の現在のメモリ/CPU になり
ます。

例：

◦ 現在のメモリ：2048/現在の CPU：2
◦ デフォルトのメモリ：1024/デフォルトの CPU：1

大メモリは 2048、CPU の 大数は 2 になります。

CLI 経由でのインポート

• 引数

-p
および

-m
を設定しない場合、ルールは GUI に適用されるルールと同じです。

• 引数
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-p
および

-m
を設定した場合、次のようになります。

◦ メモリ/CPU の現在の値が引数で設定された値よりも小さい場合、 大値は引数の値になります。

例：

– 現在のメモリ：512/現在の CPU：1
– メモリ引数

-m
: 1024/CPU 引数

-p
2：

大メモリは 1024、CPU の 大数は 2 になります。

◦ メモリ/CPU の現在の値が引数で設定された値よりも大きい場合、 大値は VM が使用中のメモリ/CPU
の現在の値になります。

例：

– 現在のメモリ：2048/現在の CPU：2
– メモリ引数

-m
: 1024 / CPU 引数

-p
2：

大メモリは 2048、CPU の 大数は 2 になります。

注記:

どちらの場合も、hpio.propertiesファイルで設定された 大値は無視されます。

仮想マシンを HPE IO サービスとしてインポートする方法

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを開いて、サービスタブをクリック
します。

2. インポートボタンをクリックします。既存のサーバーを IO サービスとしてインポートしますダイアロ
グが表示されます。

3. 環境から、ステータスが有効になっている ESX または Hyper-V 仮想マシンを選択します。（エラーの詳
細を表示するには、エラーまたは警告ステータスアイコンにマウスカーソルを重ねてください。）
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注記:

以下の場合には、無効なステータスが発生します。

• サーバーにホスト名がない。

• サーバーに OS タイプがない。

• 名前に特殊文字が含まれているためにサーバーをインポートできない A～Z、a～z、0～9、ハイ
フン、および下線だけがサポートされます。

• ESX または Hyper-V 以外の仮想化タイプであるためにサーバーをインポートできない。

• 仮想ネットワークインターフェイスが定義されていない。

• ネットワークに ID がない。

• サーバーの IP アドレスが検出されなかった。

• VM ホストが定義されていない。

• VM ホストの IP アドレスがない。

• VM が同じネットワークに 3 つ以上の接続を持っている。

4. 次へをクリックします。

5. 固有のサービス名を入力します。サービス名は、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペー
ス、下線、およびハイフンを使用して、 大 15 文字で作成できます。

6. ドロップダウンメニューから組織を選びます。サービスを特定の組織に割り当てたくない場合は、サービ
スプロバイダーを選択します。組織を選択すると、サービスを表示できるのはその組織に属するユーザー
だけになります。

7. サービス所有者のユーザー名を入力します。

8. （オプション）確認をクリックして、入力したユーザー名が Windows Active Directory で有効なユーザー
として定義されていることを確認します。

注記:

リクエストが成功するのは、リクエスト元のユーザーが、指定された組織のメンバーである場合の
みです。それ以外の場合、リクエストが失敗し、次のメッセージが表示されます。

UserNotFoundException
.

9. （オプション）支払いコードを入力します（情報のみ）。詳しくは、サービスの課金コードの指定（248
ページ）を参照してください。

10. （オプション）サービスに関するメモを入力します。

11. 発行をクリックして、サービスをインポートします。アクションをキャンセルする場合はキャンセル、前
の画面に戻る場合は戻るをクリックします。

12. 発行をクリックするとリクエストが作成され、リクエストタブで確認できるようになります。

インポートリクエストのための HPE Operations Orchestration コールアウト

インポートリクエスト中に HPE OO ワークフローを実行するための新しいプロパティが hpio.properties ファ
イルに追加されました。このプロパティは、呼び出される HPE OO ワークフローの完全パス（その名前を含
む）を示します。

2 つのプロパティセットがあり、1 つはサービス開始操作（つまり、インポートリクエストの開始前に呼び出
される HPE OO ワークフローのセット）のプロパティ、もう 1 つはサービス終了操作（つまり、インポート
プロセスの完了後に呼び出される HPE OO ワークフローのセット）のプロパティです。

プロパティは、次のとおりです。

oo.import.service.action.workflow.begin.<index> = <full OO workflow path>
oo.import.service.action.workflow.end.<index> = <full OO workflow path>
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ここで、<index>は、HPE OO ワークフローが呼び出される（「1」から始まる）順序を表します。例:

oo.import.service.action.workflow.begin.1 = /Library/Hewlett-Packard/
Infrastructure orchestration/Service Actions/Sample/Generic Service Begin Action
oo.import.service.action.workflow.end.1 = /Library/Hewlett-Packard/
Infrastructure orchestration/Service Actions/Sample/Generic Service End Action
oo.import.service.action.workflow.end.2 = /Library/Hewlett-Packard/
Infrastructure orchestration/Service Actions/Global Service End Action
これは、インポートリクエストの開始前に 1 つの HPE OO ワークフロー（「汎用サービス開始操作」）が呼び
出され、インポートプロセスの完了後に 2 つの HPE OO ワークフロー（「汎用サービス終了操作」および「グ
ローバルサービス終了操作」）が呼び出されることを意味します。

現象：

• インポートリクエスト中に呼び出すことができる HPE OO ワークフローの数については、制限はありませ
ん。

• 「1」より小さいインデックスは無視されます。

• 無効な HPE OO ワークフローのパスは無視されます。

• 2 つの HPE OO ワークフローのパス間にインデックスがない場合は、欠落しているインデックスの後のす
べてのワークフローが無視されます。

• デフォルトでは、これらのプロパティはインストール後に hpio.properties ファイル内でコメント化されま
す。

グループ内のサーバーの使用開始操作

グループ内のサーバーの使用開始操作によって、サーバーが再起動されます。

サーバーをアクティブ化するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの使用開始を選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• サーバー（サーバーブレード）の再割り当て

• サーバーの電源オン

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サーバーブレードが再割り当てされた時点で、
元の論理サーバー定義を満たし、以前に選択されていたサーバーブレードの物理特性（プロセッサーアーキテ
クチャーおよびモデルを含む）を持つサーバーブレードを見つける必要があります。また新しいブレードに
は、以前のブレードと同じかそれ以上のプロセッサー数、メモリ容量、プロセッサー速度が必要です。HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがこれらの条件を満たすサーバーブレードを見つけるこ
とができない場合、リクエストは失敗します。

操作が成功すると、物理サーバーブレードが既存のサーバープロファイルに割り当てられ、このプロファイル
で構成されます。物理および仮想サーバーの電源が入れられ、これらのサーバーが通常の動作に戻ります。

上記の操作が失敗した場合、サーバーをアクティブ化することはできません。
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グループ内のサーバーの使用停止操作

グループ内のサーバーの使用停止操作によって選択したサーバーがスタンバイ状態となり、サービスから削除
されます。

サーバーを非アクティブ化するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの使用停止を選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• サーバー（サーバーブレード）の割り当て解除

• サーバーの電源オフ

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、操作に成功すると、物理サーバーブレードの割
り当てを解除して、他で使用できるようにします。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
は、サーバープロファイル、SAN ディスク、および仮想ディスクはそのままにして、仮想サーバーの電源を
切ります。

操作が失敗すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはサーバーの電源を切ります。

サーバーの電源オン

サーバーの電源を入れるには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの電源オンを選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オンプロセスの開始

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

サーバーの電源オフ

サーバーの電源を切るには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。
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3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの電源オフを選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• 電源を切ろうとしているサーバーが停止可能な状態にあるかどうかのチェック

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オフプロセスの開始

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは 初に

適切なシャットダウン

を使用してサーバーの電源切断を試します。これが可能でない場合、HPE IO は

強制シャットダウン

を使用します。一般に、

適切なシャットダウン

は VM に VMware または Hyper-V ツールがインストールされている場合に正常に実行されます。

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

注記:

HPE CloudSystem リソースプールおよび S3 に接続された AMI が実行されている EC2 インスタンスに
よってホストされているサーバーの電源を、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが
切ることはできません。これらのサーバーは、クラウドプロバイダーのユーザーインターフェイスから
電源を切る必要があります。

サーバーの電源再投入

サーバーの電源を再投入するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの電源再投入を選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• 電源を切ろうとしているサーバーが停止可能な状態にあるかどうかのチェック

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オフプロセスの開始
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注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは 初に

適切なシャットダウン

を使用してサーバーの電源切断を試します。これが可能でない場合、HPE IO は

強制シャットダウン

を使用します。一般に、

適切なシャットダウン

は VM に VMware または Hyper-V ツールがインストールされている場合に正常に実行されます。

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オンプロセスの開始

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

サーバーのグループへの追加操作

サーバーを追加するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの追加を選択します。

サーバーのグループへの追加操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を
実行します。

• リクエストの検証

• サーバー（サーバーブレードまたは仮想マシンホスト）の割り当て

詳細については、VM ホストへのサーバーの割り当て（187 ページ）

を参照してください。

• IP アドレスの割り当て

• ブートディスク（物理および仮想）の割り当て

詳細については、仮想マシンへのストレージの割り当て（188 ページ）

を参照してください。

• 承認の獲得

• 仮想マシンまたはブレードサーバープロファイルの作成

• オペレーティングシステムおよび他のソフトウェアのブートディスクへの展開

• 仮想ハードウェアの設定

• オペレーティングシステムのカスタマイズ（ネットワーク機能、Sysprep）
• 物理データディスクの割り当て

• サーバーのデータディスクへのプロビジョニング

• サーバーの起動

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

操作が正常に完了すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションのインフラストラクチャサービスに追加するサーバーをプロビジョニング
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します。これらのサーバーは、サービスリース期間が終わるまで使用できます。ネットワーク経由で新しいサ
ーバーにアクセスできます。

次の場合、操作は失敗します。

• 割り当てるリソースがない。

• （HPE Storage Provisioning Manager の SAN 管理者が）SAN ディスクを作成できない。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者がリクエストを拒否する。

注記:

IO はサーバーグループを同種のエンティティとして管理するため、サーバーの追加操作ではカスタムテ
ンプレート属性を使用できません。

グループ内のサーバーの削除操作

サーバーの削除操作はサーバーを使用停止し、割り当てを解除し、サーバーグループから削除します。

サーバーを削除するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サーバーの削除を選択します。

5. ツリーを拡大して、サーバーグループから削除するサーバーを選択します。

注記:

サーバーグループのサイズを減らして「0」にすることはできません。共有ディスクまたはリンクされて
いるクローンを使用するサーバーグループから 初のサーバーを削除することはできません。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• インフラストラクチャから選択したサーバーを削除するための前提条件の検証

• サービスのカスタム HPE OO フローの実行

• 選択したサーバーのカスタム HPE OO フローの実行

• OS が手動で展開された場合の手動ディスクスクラブのリクエストの一時停止

• 選択したサーバーの削除

• 必要な場合は、手動ディスク削除のカスタム HPE OO フローの実行（たとえば、物理データディスクを持
つ仮想サーバーが存在する場合）

• IO データベースからのリソースの削除

• 選択したサーバーのカスタム HPE OO フローの実行

• サービスのカスタム HPE OO フローの実行

注記:

プロビジョニングの後にネットワークが割り当てなおされると、サービスまたはサーバーの削除に失敗
する場合があります。たとえば、HPE Insight Control サーバープロビジョニングによる展開では、プロ
ビジョニングの解除時にディスク消去ジョブを実行しなければならない場合があります。詳しくは、手
動クリーンアッププロセス（物理）を参照してください。
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既存の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスの管理解
除

管理者は、CLI コマンドを使用して、既存の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービ
スおよびそのすべてのサーバーを管理解除し、別のシステムで使用できるようにすることができます。この操
作は、サービスの管理を移行する場合に役立ちます。

管理者はこの機能を使用して、クラスター環境で使用されていない論理サーバーを管理解除できます。管理解
除操作中は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Matrix OE 論理サーバー管理の
両方で論理サーバーを使用できません。

サービスの管理解除操作を実行した後、サービスは継続して実行されますが、HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションによって管理または情報保持されることはなくなります。

デフォルトでは、次のサーバータイプを含むサービスなど、サービス内のすべてのサーバーを再インポートで
きない場合、エラーが報告されます。

• 外部クラウドプロバイダーでホストされているサーバー

• HPE Integrity ブレードでホストされているサーバー

• 物理的にプロビジョニングされたサーバー

• リンククローンサーバー

• RDM ディスクを含む仮想マシン

再インポートできないサービスを管理解除するには、-Fまたは--forceコマンドを指定します。

サービスが管理解除されると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、管理解除され
たサービス内の論理サーバーに割り当てられた静的および自動 IP アドレスを継続して予約し、その再利用を
防止します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが特定の IP アドレスを予約するかど
うかを制御する ioexecコマンド listreserved、reserve、および unreserveが追加されました。

注記:

サービスが管理解除された後、そのサービスを HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
にインポートすることはできませんが、前述の制限を適用した上でサーバーを個別にインポートするこ
とができます。

管理解除機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の HPE CloudSystem
Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations Reference Guide を参照
してください。

サーバー OS のアップグレード

HPE Matrix Operating Environment 7.6 リリースより前の HPE Matrix OE では、管理者が Windows システム
の OS をいつアップグレードしたか認識されず、プロビジョニングされた元の OS 情報が継続して表示されて
いました。7.6 リリース以降の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、管理者が GUI
のサービスタブでサーバー OS のアップグレード操作を使用するか、または ioexec CLI を使用することで、
このようなアップグレードに関する情報を表示できます。異なる OS タイプに異なるコストが関連付けられ
ている場合、コストを適切に調整することができます。この操作は、Windows オペレーティングシステムを
実行している物理サーバーのみでサポートされています。

注記:

OS の種類の値以外の変更はサーバーに対して行われません。HPE Matrix Operating Environment は
OS の変更を開始せず、以前の OS の値で作成されたストレージを調整しません。オペレーティングシ
ステムの種類の変更後にサーバーグループに追加された新しいサーバーは、サービス作成時に定義され
た OS を引き続き使用します。

仮想サービスに対する制限事項：
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VMM の機能を更新するには、作成された VM との接続が必要です。何らかの理由によって、OS のアップグ
レード後に VMM が VM との通信を失った場合は、その機能がアップグレードされず、論理サーバー管理を使
用した HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションおよび HPE Matrix OE ビジュアル化に新し
い OS バージョンが反映されません。

一部のトラブルシューティング手順：

• VM ホスト名

デフォルトでは、OS のアップグレード時に Linux インストーラーによって、ホスト名が
"localhost.localdomain"として設定されます。この（VM の作成時に設定された元の名前とは異なる）ホス
ト名を保持する場合は、VM の OS が変更されたことを識別する際に問題が発生します。

この問題を回避するには、OS のアップグレード時に、VM の作成時に構成された名前と同じ名前を使用し
ます。

• VMware ツール

デフォルトでは、OS のアップグレード時に Linux インストーラーによって、ホスト名が
"localhost.localdomain"として設定されます。この（VM の作成時に設定された元の名前とは異なる）ホス
ト名を保持する場合は、VM の OS が変更されたことを識別する際に問題が発生します。

この問題を回避するには、OS のアップグレード時に、VM の作成時に構成された名前と同じ名前を使用し
ます。

• IP アドレス

OS のアップグレード後に、VM は IPv4 アドレスを失いました。NIC 構成ファイルには、IPv6 アドレスの
みが存在していました。

「system-config-network-tui」ツールを実行して DHCP と DNS を構成してから、ネットワークサービスを
再起動します。

• HPE Systems Insight Manager の検出

HPSIM に作成された VM を検出しました。

OS のアップグレード後に、強制的に VMware ツールをインストールし、NIC やディスプレイなどのドラ
イバーを追加しました。

物理サーバー用アウトオブバンド Windows OS のアップグレードの HPE Matrix への通知

手順

1. サービスタブから変更するサービスを選択し、サーバーアクションメニューからサーバー OS のアップグ
レードをクリックします。

オプションで、サービスの詳細ダイアログのアクションメニューからサーバー OS のアップグレードを選
択できます（サーバーグループを選択する必要はありません）。サーバー OS のアップグレードダイアログ
が表示されます。

2. 変更するサーバーのサーバーグループを選択してから、OS をアップグレードする 1 つ以上のサーバーを
選択します。

3. ターゲットオペレーティングシステムを選択します。

4.（オプション）サーバーあたりのオペレーティングシステムコストフィールドに、操作時に選択した各サー
バーに定義するコスト調整を指定します。

これは、設計者がサービステンプレートの定義時に異なる OS コスト値を指定する機能と同等です（たと
えば、Windows 2012 と Windows 2016 では、おそらく充電方法が異なります）。
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注記:

指定したサーバーの基本コストに適用される OS の変更に関するオペレーティングシステムコスト
には、次のいずれかを指定できます。

• ゼロ：コストが調整されません。

• 正または負の値：各サーバーの基本サーバーコストを増減させます。現在の基本サーバーコスト
を超える負の値を指定した場合、基本サーバーのコストは 0 に設定されます(負の値になることは
ありません)。

5. サブミットをクリックして新しいリクエストを開始してから、OK をクリックします。

6. リクエスト表示をクリックして、リクエストの進行状況を追跡します。

仮想サーバーに対するアウトオブバンド OS のアップグレード

仮想サービスでは、OS がアップグレードされたことを明示的に HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケ
ストレーションに通知する必要がありません。

このような場合、VM が接続され、正しく構成されている限り、VM 上で実行されている OS を識別するため
に HPE Insight Control Virtual Machine Manager が使用されます。OS が正しく反映されていない場合は、発
生する可能性のある問題について以下の点をチェックできます。

• デフォルトでは、OS のアップグレード時に Linux インストーラーによって、ホスト名が
"localhost.localdomain"として設定されます。

この（VM の作成時に設定された元の名前とは異なる）ホスト名を保持する場合は、VM の OS が変更され
たことを識別する際に問題が発生します。この問題を回避するには、OS のアップグレード時に、VM の作
成時に構成された名前と同じ名前を使用します。

• OS のアップグレード後に、VMware Tools が正しくインストールされ、VM 上で実行されていることを確
認します。

• OS のアップグレード後に、ネットワーク構成が正しいことを確認します。

注記:

Hyper-V VM で Windows が実行されている場合、論理サーバーの OS 情報は「Microsoft Windows（未
指定）」になります。

データディスクの追加

データディスクのグループへの追加操作によって、プライベートまたは共有データディスクが既存のインフラ
ストラクチャサービスに追加されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プロビ
ジョニングを行いストレージが接続されているサーバーにそのストレージを割り当てます。

注意:

既存のデータディスクの属性に基づいてデータディスクを追加できます。また、データディスクのサイ
ズおよびその他の属性を指定してサーバーグループに追加することもできます。サイズは、テンプレー
トの既存ディスクのサイズおよび設定と同じである必要はありません。

注記:

サービステンプレートにおける定義に基づいて別のデータディスクを追加すると、該当する SPM
（Storage Provisioning Manager）ストレージテンプレートが使用されます。新しい定義によってデータ
ディスクを追加する場合は、適切な SPM ストレージテンプレートを指定できます。または、HPE Matrix
のデフォルトストレージテンプレートが使用されます。特定の SPM ストレージテンプレートを指定す
る機能を、GUI、CLI、または API 経由で使用できます。HPE Matrix のデフォルトストレージテンプレ
ートは、常に API または CLI 経由で使用されます。
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注記:

ディスクの追加を使用して、再起動を必要とせずに仮想サーバーに新しいディスクを追加できます。再
起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。オプションが使用できます。この機能は、
VMware ESX と Hyper-V でのみ使用できます。HPE Integrity Virtual Machines はサポートされていま
せん。OS によっては、ディスクが認識される前に、ディスクの再スキャンなどの追加操作が必要にな
る場合があります。

ホットディスクの追加（再起動せずに追加）は、Hyper-V ではサポートされていますが、以下の制限が
あります。

• Hyper-V Generation 2 ゲストのみで使用可能

• ファイルベースのディスク（ディスクパススルー以外）で使用可能

• VM で実行されているオペレーティングシステムで適切なサポートが必要（OS ベンダーのドキュメ
ントを参照してください）

注記:

HPE Matrix Operating Environment ビジュアル化を使用して使用開始された論理サーバーにディスクを
追加できます。新しいディスクは、次の使用開始時に認識されます。VMware ESX、Hyper-V、および
HPE Integrity Virtual Machines でサポートされます。詳しくは、

HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイド

（Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能）を参照してください。

新しいデータディスクを追加するには

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、ディスクの追加を選択します。

既存のデータディスクに基づいてグループにデータディスクを追加するには

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. 基本モデルとして使用する既存のデータディスクを右クリックします。5. データディスクのグループへの
追加をクリックします。

5. データディスクのグループへの追加をクリックします。

上記の操作のいずれかを実行すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行
します。

• リクエストの検証

• データディスクの割り当て

• 承認の獲得

• サーバーの電源オフ

• 新しいディスクをサーバーに対して表示

• サーバーの電源オン

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

上記の操作が正常に完了すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションのインフラストラクチャサービスに追加するディスクをプロビジョ
ニングします。
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次の場合、操作は失敗します。

• 割り当てるリソースがない。

• （HPE Storage Provisioning Manager または SAN 管理者が）SAN ディスクを作成できない。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者がリクエストを拒否する。

注記:

既存のデータディスクに基づいて別のデータディスクを追加すると、使用される Storage Provisioning
Manager（SPM）ストレージテンプレートは、既存のデータディスクと同じになります。

新しい定義によってデータディスクを追加すると、適切な SPM ストレージテンプレートを指定できます。ま
たは、HPE Matrix のデフォルトストレージテンプレートを使用することができます。特定の SPM ストレージ
テンプレートを指定する機能を、ioexecまたは API 経由でも使用できます。

ディスクの編集

管理者は、GUI のディスクの編集メニューオプションを使用して、または API および CLI サポートを使用し
て、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからディスクのサイズを拡張できます。仮想デ
ィスクは HPE Insight Control 仮想マシン管理によって拡張され、物理ディスクは HPE SPM（HPE Storage
Provisioning Manager）によって拡張されます。HPE SPM の構成および使用は、ボリュームの拡張を許可す
るように構成されている機能を使用して、適切に行われる必要があります。

管理者は、hpio.propertiesファイルの allow.user.edit.diskプロパティを trueに設定することに

よって、この機能をユーザーおよび MT 管理者に対して有効にできます。

管理者は、hpio.propertiesファイルの timeout.edit.disk.entryを編集することによって、ディス

クの拡張操作が完了するまで Matrix が待機する時間を制御することもできます。デフォルト値は、20 分です。

大きいディスクについては、コストの更新が適切に行われます。管理者は必要に応じてユーザー要求を拒否で
きます。

次の制限が適用されます。

• 選択したサービスの任意のサーバーグループ内で、任意のディスクサイズを拡張できますが、ディスクサ
イズを縮小することはできません。

• HPE Storage Provisioning Manager SAN カタログストレージエントリーに関連付けられていない物理デ
ィスクは拡張できません。

• レプリケーショングループ内のボリュームでは、ディスクサイズを増やすための編集操作がサポートされ
ません。

• Integrity VM および vPars に関連付けられている仮想ディスクは拡張できません。

• ディスクが大きくなるとディスクが操作不能になるといった VMware ハイパーバイザーの既知の問題があ
るため、仮想共有ディスクのディスクサイズを増やすことはサポートされません。共有ディスクがマルチ
ライターモードの場合、操作後に状態の整合性がとれていない場合があります。詳しくは、http://
kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?
language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1033570 を参照してください 。

Integrity VM のディスクサイズを増やした後、HPVM サーバーで HPE System Management Homepage にア
クセスしてディスクサイズをチェックできます。

この情報は HPE System Management Homepage の System Configuration > Disks and File Systems >
Logical Volumes で入手できます。
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ディスクの削除

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サービスで不要になったディスクを削除する機
能を提供します。この新機能によって、不要になったストレージにかかる課金をなくし、そのストレージリソ
ースを他のユーザーおよびサービスに再割り当てできるようにします。

仮想ディスクの場合、ストレージは基になるデータストアから削除され、他のユーザーがその領域を使用でき
るようになります。HPE Storage Provisioning Manager を使用してプロビジョニングされた物理ディスク
（LUN）の場合、ストレージの提供は自動的に解除され、アレイから削除されます（選択されたサービスに対
して 初にアレイが作成された場合）。

HPE Storage Provisioning Manager を使用してプロビジョニングされなかった物理ストレージを削除する場
合、リソースは自動的に再割り当て可能にはなりません。管理者は、アレイ、FC スイッチ、および基になる
ストレージプールエントリーを手動で設定してストレージリソースを解放する必要があります。詳しくは、
SPM 以外の物理ディスクの削除（168 ページ）を参照してください。

サービスタブのサーバーアクションメニューを使用すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションサービスからディスクを削除できます。

注記:

• ディスクの削除オプションは、デフォルトではサーバーアクションメニューに表示されません。
hpio.propertiesファイルで allow.user.remove.diskプロパティを trueに設定して有効

にする必要があります。

• 複数のサーバーを含むサーバーグループからディスクを削除する場合、データディスクはグループ内
のすべてのサーバーから削除されます。

• 管理者以外のユーザーが発行したディスク削除リクエストには、管理者の承認が必要です。

以下のディスクは削除できません。

• クラウドサービスからのディスク

• DAS 物理ディスク

• スナップショットを取得する前に存在していた VM 内の仮想ディスク

以下のプライベートおよび共有データディスクを削除できます。

• 仮想サービスの HPE SPM RDM ディスク

• 仮想サービスの非 HPE SPM RDM ディスク

• 仮想サーバー用の仮想ディスク（ファイルベースのディスク）

• FC-SAN 物理ディスク

以下のディスクも削除できますが、その場合は HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが削
除プロセスを一時停止して、ディスクを手動で削除するよう管理者に通知します。

• 物理サービスの非 HPE SPM（HPE Storage Provisioning Manager）の物理ディスク

• 事前に作成された SPM ディスク

• 事前に作成された非 SPM ディスク
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注記:

• ディスクで使用される OS 展開が自動か手動かにかかわらず、ディスクの削除リクエストはディスク
スクラブのために一時停止します。

• HPE Insight Control サーバープロビジョニングまたは HPE Server Automation（SA）には、個々の
ディスクをスクラブするためのビルドプランはありません。スクラブは、Delete Server ビルドプラ
ンを使用する場合にのみ発生します。

サービスからのディスクの削除

手順

1. サービスタブで、修正するサービスを選択します。

2. サービスをダブルクリックして詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリック
します。

3. アクションリストから、ディスクの削除を選択します。

4. ディスクの削除ダイアログが表示されます。

5. ディスクを削除するサーバーグループを選択します。

6. 利用可能なディスクリストからディスクを選択します。ディスク数フィールドに、削除するディスクの数
が表示されます。

7. OK をクリックして指定したディスクを削除するか、キャンセルをクリックします。

注記:

データディスクをサーバーグループから削除する際には、以下に注意してください。

• ブートディスクは削除できません。

• チャージバックデータは、ディスクを削除すると自動的に更新されます。

• ディスクのスクラブは、物理ディスクまたは RDM ディスクの削除に対して実行されます。（SPM か
SPM 以外かに関係なく）事前作成された物理ディスクの場合は、手動による削除およびスクラブを
要求する電子メールが管理者に送信されます。

SPM 以外の物理ディスクの削除

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで、サービスおよびサーバーからディスクを削除
します。

2. HPE IO はディスクスクラブのために一時停止します。ストレージプールエントリー内部のボリュームは、
HPE Matrix OE 論理サーバー管理から削除されますが、ストレージプールエントリー自体は削除されませ
ん。

3. ストレージプールエントリーでは、ストレージ管理者がストレージプールエントリーから削除されたボリ
ュームを削除する必要があります。

4. これにより、ストレージプールエントリーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに
よってストレージプールエントリー内の既存のディスクに一致させることができる状態に戻ります。

ネットワークインターフェイスの追加

GUI のサービスまたはサービスタブからサーバーアクションメニューを使用して、以前にプロビジョニングさ
れたサービスの物理または VM サーバーグループにネットワークインターフェイスを追加できます。クラウ
ドサーバーでは、これらの操作はサポートされません。

デフォルトでは、管理者のみがネットワークインターフェイスを追加できます。ユーザーは、管理者アクセス
を持つ必要があります。または hpio.propertiesファイルで allow.user.add.network.interface
プロパティを trueに設定することによって特殊なアクセス権が付与されている必要があります。
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注意:
VM テンプレートを使用した Windows VM のプロビジョニングの前提条件

サーバーが VM テンプレートからプロビジョニングされた VM であり、その VM で Windows オペレーテ
ィングシステムが稼動している場合は、sysprep ユーティリティを使用して、新しいネットワーク情報
に合わせて OS をカスタマイズします。状況によっては、ソフトウェアのバージョンの競合により、ネ
ットワークを追加または削除した後の再起動時に致命的なエラーが VM で発生する可能性があります。
ネットワークの追加または削除の操作を実行する前に、VM に適切なバージョンのツールがインストー
ルされていることを必ず確認してください。sysprep が適用される前に、一般公開用の更新プログラム
のロールアップを Windows VM ゲストにインストールする必要があります。

注記:

• allow.user.add.network.interface
プロパティは、トランクネットワークの追加時には影響しません。トランクネットワークを追加でき
るのは管理者のみです。

• トランクネットワーク追加の操作は、非アクティブ化されたサーバーでは実行できません。

• HPE Matrix Operating Environment の ESA（Extensible Server Adapter）コンポーネントによって管
理される物理サーバーには、ネットワークインターフェイスを追加できません。詳しくは、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを設定して異機種ハードウェアをリストする
（131 ページ）を参照してください。

• 物理サーバーについては、いずれかが使用可能な場合、未割り当ての NIC が使用されます。

• HP-UX およびクラウドサーバーでは、IPv6 はサポートされません。詳しくは、ホワイトペーパー

IPv6 Support in Insight Management

（Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能）を

参照してください。

• 物理サーバーにネットワークインターフェイス接続を追加すると、物理マシンにインストールされて
いる OS によっては、新しいネットワークインターフェイス接続を手動で有効にする必要がある場合
があります。特定の HPE Operations Orchestration ワークフローを作成して、追加の手順を自動化す
ることができます。

たとえば、一部の Linux ディストリビューションでは、ifup ethNを実行すると、ネットワークイ

ンターフェイス接続 ethNが有効になります。ブート時に ethNを常に有効にするには、ifup
ethNを実行する前に/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethN内のプロパティ

ONBHPE OOTを yesに変更します。

• 一部の古いバージョンの Linux（RHEL 5.x および SUSE 11 など）では、新しく追加されたネットワ
ークインターフェイスが自動的に検出されません。ネットワークインターフェイスが認識され、パー
ソナライズされる前に、これらのオペレーティングシステムの再起動が必要です。

• API/CLI を使用して、これらの操作を実行することもできます。詳しくは、

HPE CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI
Operations Reference Guide

（Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能）を参照してください。

単一のネットワークインターフェイスの追加

手順

1. サービスタブで、修正するサービスを選択します。

2. サービスをダブルクリックして詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリック
します。
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3. アクションリストから、ネットワークインターフェイスの追加を選択します。ネットワークインターフェ
イスの追加ダイアログが表示されます。

4. ネットワークタイプのリストから単一ネットワークを選択します。

5. ネットワークインターフェイスを追加するサーバーグループを選択します。

6. 利用可能なネットワークリストからネットワークを選択します。

7.  （Hyper-V VM のみ）（オプション）追加したインターフェイスの MAC アドレスの種類（静的、動的、
または未指定）を選択します。

• allow.customize.mactype
このプロパティを true に設定した場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコン
ソールの管理者は Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズできます。このプロパティを false に設
定した場合は、どのユーザーも Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズできません。このプロパテ
ィのデフォルト値は false です。

• allow.user.customize.mactype
このプロパティを true に設定し、さらに allow.customize.mactypeを true に設定した場合、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのライフサイクル操作 275 Administrator Portal
のユーザーは、Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズできます。このプロパティを false に設定し
た場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal と Organization
Administrator Portal のユーザーは Hyper-V NIC MAC タイプをカスタマイズできません。このプロパ
ティのデフォルト値は false です。

注記:

hpio.properties
設定が

false
の場合、この設定は管理者にのみ表示されます。

8. あてはまる IPv4 および IPv6 のリストから、IP 割り当てタイプを選択します。

• 静的

• 自動

• DHCP
• なし/外部

9. STATIC または AUTOMATIC の IP 割り当てタイプが指定されている場合、HPE IO は IP アドレスの割り
当てを管理しますが、それらを使用するようにゲスト OS を設定するための手動操作が必要です。ただ
し、HPE Insight Control 仮想マシン管理テンプレート展開では、新しいネットワークインターフェイス
とその IP 情報を自動的に設定するオペレーティングシステムネットワークデータのカスタマイズオプシ
ョンをネットワークの追加ダイアログで使用できます。

10. リダンダントを選択して、選択したネットワークインターフェイス、すでに設定済みのネットワークイン
ターフェイスに追加されることを示します。

11. 月ごとの IP アドレス 1 つあたりのコストを入力します。

12. 物理サーバーの場合、再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。がデフォルトでオン
になっています。物理サーバーに電源が投入されている場合、チェックボックスをオフにしない限り、リ
クエストを送信することはできません。

13. 仮想サーバーの場合、オペレーティングシステムネットワークデータのカスタマイズチェックボックスが
デフォルトで選択されています。この設定を使用して、IPv4 または IPv6 ネットワークの自動カスタマイ
ズを有効にします。

注記:

カスタマイズは、バージョン IMR2 より前の HPE Insight Management のバージョンではサポート
されていません。HPE Server Automation（SA）10.10 ではカスタマイズを受け付けません。
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14. ネットワークインターフェイスを削除するときに再起動する必要がない VM の場合は、再起動が必要な場
合、リクエストをキャンセルしてください。チェックボックスをオフにします。VM で再起動を伴わない
変更がサポートされているかどうか不明な場合は、VM が強制的に再起動されるのを防ぐために、このチ
ェックボックスをオンのままにします。

15. OK をクリックして指定したネットワークインターフェイスを追加するか、キャンセルをクリックしま
す。

トランクネットワークの追加または作成（物理サーバーのみ）

手順

1.
注記:

ネットワークインターフェイスを追加できるのは管理者のみです。

1. サービスタブで、修正するサービスを選択します。

2. サービスをダブルクリックして詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリック
します。

3. アクションリストから、ネットワークインターフェイスの追加を選択します。

4. ネットワークインターフェイスの追加ダイアログが表示されます。

5. ネットワークタイプリストから複数ネットワーク (トランク)を選択します。

6. ネットワークインターフェイスを追加するサーバーグループを選択します。

注記:

トランクネットワークを受け入れることができるのは、物理サーバーのみです。

7. 利用可能なネットワークリストからトランクネットワークを選択します。

8. 利用可能なネットワークリストに追加する新しいトランクネットワークを作成するには、以下の手順に
従ってください。

a. 新しいトランクをクリックして、新しいトランクネットワークの追加ダイアログを開きます。

b. ネットワーク名フィールドに、新しいトランクの名前を入力します。

c. 矢印を使用して、トランクに追加したいネットワークをすべての利用可能なネットワークリストから
選択したネットワークリスト内に移動し、OK をクリックします。

新しいトランクネットワークが利用可能なネットワークリストに表示されます。

トランクに追加したネットワークに戻って編集するには、新しいトランクの編集をクリックします。

9. デフォルトでは再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。のチェックボックスが選択
されています。サーバーに電源が投入されている場合、このチェックボックスをオフにしない限り、リク
エストを送信できません。

10. OK をクリックして指定したネットワークインターフェイスを追加するか、キャンセルをクリックしま
す。

ネットワークインターフェイスの削除

GUI のサービスまたはサービスタブからサーバーアクションメニューを使用して、以前にプロビジョニングさ
れたサービスの物理または VM サーバーグループからネットワークインターフェイスを削除できます。クラ
ウドサーバーでは、これらの操作はサポートされません。

デフォルトでは、ネットワークインターフェイスを削除できるのは管理者のみです。ユーザーは、管理者アク
セスを持つ必要があります。または hpio.propertiesファイルで

allow.user.remove.network.interfaceプロパティを trueに設定することによって特殊なアクセス

権が付与されている必要があります。

デフォルトでは、管理者であっても、ブートネットワークに接続されているネットワークインターフェイスを
削除できません。管理者に対してブートネットワークに接続されているネットワークインターフェイスの削
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除を許可するには、hpio.propertiesファイルで allow.user.remove.boot.network.interfaceプ

ロパティが trueに設定されている必要があります。

注意:
ブートネットワークに接続されたネットワークインターフェイスを削除すると、データの公開によるセ
キュリティの問題が発生する可能性があります。

ディスクのスクラブを妨げる可能性があるので、ブートネットワークに接続されているネットワークイ
ンターフェイスの削除にはセキュリティに関する注意事項があります。ブートネットワークへの接続に
よって、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがディスクの消去で使用する展開サー
バーとの通信が可能になります。また、展開サーバーの Server Automation 準拠のトラッキングなどの
機能も使用可能になります。

注記:

• トランクネットワークを削除できるのは管理者のみです。

• トランクネットワーク削除の操作は、非アクティブ化されたサーバーでは実行できません。

• HPE Matrix Operating Environment の ESA（Extensible Server Adapter）コンポーネントによって管
理される物理サーバーからは、ネットワークインターフェイスを削除できません。詳しくは、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを設定して異機種ハードウェアをリストする
（131 ページ）を参照してください。

• 削除対象のネットワークが VM ホストを含む HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンサービスに属している場合、管理者はハイパーバイザーから手動でネットワークインターフェイス
を削除する必要もあります。

• ネットワークを削除しても、DNS サーバー、DNS 検索サフィックス、WINS サーバーなど、集めら
れたネットワーク情報はオペレーティングシステムから削除されません。これらは、手動で削除する
必要があります。

• ONBHPE OOT
が

yes
に設定されたネットワークインターフェイス接続を削除すると、そのネットワークインターフェイス
接続は削除されますが、ブート時には有効のままです。これを回避するには、ネットワークインター
フェイス接続を削除した後に、

ONBHPE OOT
プロパティを

no
に変更してから、次のコマンドを実行します。

ifdown ethN
.

• API または CLI を使用して、これらの操作を実行することもできます。詳しくは、

HPE CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI
Operations Reference Guide

（Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能）を参照してください。

• Matrix API および CLI のネットワークインターフェイス追加の操作はカスタマイズオプションをサ
ポートしません。詳しくは、Matrix API および CLI によるネットワークインターフェイスの追加操
作でカスタマイズオプションがサポートされない（369 ページ）を参照してください。

• 物理サーバーでは、ポート 1 および 2 の NIC は削除されませんが、未割り当てとして残ります。

• プライマリネットワークのネットワークインターフェイスは削除できません。
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手順

1. サービスタブで、修正するサービスを選択します。

2. サービスをダブルクリックして詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリック
します。

3. アクションリストから、ネットワークインターフェイスの削除を選択します。

4. ネットワークインターフェイスの削除ダイアログが表示されます。

5. ネットワークインターフェイスを削除するサーバーグループを選択します。

注記:

物理サーバーでは、ポート 1 および 2 の NIC は削除されませんが、未割り当てとして残ります。

6. 利用可能なネットワークリストからネットワークを選択します。

7. 物理サーバーの場合、再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。がデフォルトでオン
になっています。物理サーバーに電源が投入されている場合、チェックボックスをオフにしない限り、リ
クエストを送信することはできません。

8. 仮想サーバーの場合、オペレーティングシステムネットワークデータのカスタマイズチェックボックスが
デフォルトで選択されています。IPv4 または IPv6 のネットワークをカスタマイズするには、この設定を
使用します。

注記:

カスタマイズは、バージョン IMR2 より前の HPE Insight Management のバージョンではサポート
されていません。HPE Server Automation（SA）10.10 ではカスタマイズを受け付けません。

9. ネットワークインターフェイスを削除するときに再起動する必要がない VM の場合は、再起動が必要な場
合、リクエストをキャンセルしてください。チェックボックスをオフにします。VM を再起動することが
なく変更をサポートしていることを確認しない場合は、VM の再起動を強制しないように選択チェックボ
ックスをオンのままにします。

10. OK をクリックして指定したネットワークインターフェイスを削除するか、キャンセルをクリックしま
す。

トランクネットワークの編集

管理者は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサービスタブからネットワ
ークアクションメニューを使用して、以前にプロビジョニングされたサービスの物理サーバーグループのトラ
ンクネットワークを編集できます。クラウドサーバーでは、これらの操作はサポートされません。

注記:

トランクネットワークを編集できるのは管理者のみです。

手順

1. サービスタブで、修正するサービスを選択します。

2. サービスをダブルクリックして詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリック
します。

3. 編集するトランクネットワークを右クリックし、トランクネットワークの編集を選択します。

4. トランクネットワークの編集ダイアログが表示されます。

5. 矢印を使用して、すべての利用可能なネットワークリストと選択したネットワークリストでネットワーク
を移動してトランクを編集し、OK をクリックします。
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注記:

すでに論理サーバーグループに直接接続されているトランクのネットワークを選択する場合は、

トランクネットワークの編集

ダイアログボックスに次のメッセージが表示されます。

警告: 次のネットワークはすでに同じ論理サーバーグループに接続されています: <ネットワーク名>

このサービスには、同じネットワークに複数回接続されている、論理サーバーグループが 1 つ以上あ
ります。ネットワークポートの割り当ての問題が存在し、ネットワーク設定を調整するこれ以降のサ
ービス操作がブロックされる場合は、この設定の作成が失敗する可能性があります。テンプレートの
トランクネットワークの設定を確認してください。

6. デフォルトでは再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。のチェックボックスが選択
されています。トランクに接続されているサーバーの 1 つに電源が投入されていて、トランク内のネット
ワークが VLAN でない場合、このチェックボックスをオフにしない限り、リクエストを送信できません。

7. トランク内のネットワークが VLAN の場合、再起動は必要ありません。

8. OK をクリックして編集内容を保存するか、キャンセルをクリックします。

仮想サーバーの編集操作

サービス作成後に仮想マシンのプロセッサーの現在の数と 大数、およびメモリサイズを変更するには、仮想
サーバーの編集操作を使用します。この操作は、クラウドプロバイダーまたは物理サーバーにプロビジョニン
グされた仮想マシンでは使用できません。

注記:

サービスのコストは、CLI を使用して編集できます。詳しくは、「リソースのユニットあたりのコストの
指定」を参照してください。

注記:

テンプレートに

カスタマイズ可能

のマークが付いている場合は、サービス作成時に、

サービスの新規作成

ダイアログの

編集

ボタンを使用して、特定の属性を変更できます。カスタマイズ可能なオプションのリストについては、
「サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ」を参照してください。

仮想サーバーを編集するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、仮想サーバーの編集を選択します。

5. ツリーを展開して、編集する仮想マシンを選択します。

6. プロセッサー数フィールドと 大フィールドの矢印を使用して、プロセッサーの現在の数と 大数を増減
します。
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7. プロセッサー数は、 大フィールドに設定された値まで増やすことができます。プロセッサーを指定され
た 大値より多くする場合は、 初に 大フィールドの値を大きくします。

8. 大プロセッサー数は、プロセッサー数フィールドに設定された値まで減らすことができます。 大プロ
セッサー数を少なくする場合は、 初に、プロセッサー数フィールドの値を小さくします。

注記:

• 大プロセッサー数が 255 を超えることはありません。

• この操作は、操作コンソールから HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション管理
者のみが実行できます。

9. メモリサイズフィールドと 大フィールドに新しい値を入力します。

10. メモリサイズは、 大フィールドに設定された値まで増やすことができます。メモリサイズを指定された
大値より大きくする場合は、 初に 大フィールドの値を大きくします。

11. 大メモリは、メモリサイズフィールドに設定された値まで減らすことができます。 大メモリ量を小さ
くする場合は、 初に、メモリサイズフィールドの値を小さくします。

注記:

• 大メモリが 999,999 MB（設定されているメモリのタイプによっては GB）を超えることはあ
りません。

• この操作は、操作コンソールから HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション管理
者のみが実行できます。

12. メモリサイズまたはプロセッサー数フィールドを変更し、このように変更するときに再起動する必要がな
い VM の場合は、再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。チェックボックスをオフ
にします。再起動する必要のない VM かどうかが不明な場合は、チェックボックスをオンのままにして
VM の再起動を強制しないようにします。

注記:

大プロセッサー

または

大メモリ

フィールドのみを変更した場合は、

再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。

チェックボックスを無視できます。 どちらの値も VM ホストで更新されないため、チェックボック
スは適用されません。

13. 発行をクリックして、リクエストを完了します。

また、プロセッサーあたりのコストおよびメモリユニットあたりのコストも表示され、サーバーグループ構成
の設定タブに入力した値を反映しています。

総再構成コストには、増減させたプロセッサー数またはメモリ量の合計変更コストが、サーバーグループ構成
の設定タブで指定したユニットあたりのコストに基づいて表示されます。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• 承認の取得（増加のみ）

• リクエストの各ターゲットサーバーに対応するパラメーターと共に、論理サーバー管理機能を持つ HPE
Matrix OE ビジュアル化に論理サーバー編集リクエストを送信

• リクエスト実行結果に基づいた IO サービスメタデータのアップデート
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注記:

一部の仮想化テクノロジーは、VM を再起動することなく、メモリや CPU の属性を変更する機能をサポ
ートします（たとえば、仮想マシン上での

HotAddMemory
および

HotPlugCPU
プロパティの有効化）。仮想化テクノロジーによってサポートされる場合、これらの機能は HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションによって、または HPE Matrix OE ビジュアル化によって作
成される VM でデフォルトで有効になります。ゲスト OS がこのような変更を認識するために必要な手
順は、使用される OS やハイパーバイザーによって異なります。この操作の GUI、CLI、および API 形
式は、ハイパーバイザーが再起動を要求する場合に要求をキャンセルするオプションを提供します。
GUI では、再起動を回避するためのチェックボックスがデフォルトで選択されています。これを解除す
ると再起動を許可できます。API および CLI はデフォルトでは再起動を実行しますが、管理者は再起動
を回避するためのオプションを指定できます。

この機能のサポートは、次の表に記載されているように VM のタイプによって異なります。

VM のタイプ メモリ変更（

HotAddMemory
)

プロセッサー変更（

HotPlugCPU
)

VMware ESXi
1

増加のサポート 増加のサポート

Microsoft Hyper-V HyperV 2012 および 2012 R2 の
みで動的メモリのサポートあり

サポートなし

HPE Integrity サポートなし サポートなし

1 OS の制限事項がいくつか存在します。詳しくは、「HotAddMemoryおよび HotPlugCPUプロパティ

を有効にするための VMware VirtualCenter の制限事項」を参照してください。

HotAddMemoryおよび HotPlugCPUプロパティを有効にするための VMware VirtualCenter の
制限事項

ESXi HotAddMemoryおよび HotPlugCPUプロパティの有効化は、ゲスト OS なしではサポートされていま

せん。VMware VirtualCenter GUI では、ユーザーは、電源オンの状態にある ESXi VM に対して、これらのプ
ロパティを有効にすることができません。ただし、HPE Insight Control 仮想マシン管理では、VM の電源がオ
ンであっても、これらのプロパティを有効または無効にできます。

VirtualCenter での HotAddMemoryおよび HotPlugCPUプロパティの有効化に関するゲスト OS の互換性に

ついて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトから入手できる HPE
Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

Hyper-V VM のメモリを編集する場合に予想される動作

• Hyper-V VM のメモリを増加するときに、VM の電源がオンになっていると、 大 RAM 値だけが変更され
ます。割り当て済みのメモリ、起動 RAM、および 小 RAM は変更されません。再起動は必要ありませ
ん。
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図 12 : リクエストの詳細—VM の電源をオンにしてメモリを増加
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図 13 : VM 設定—VM の電源をオンにしてメモリを増加

• Hyper-V VM のメモリを増加するときに、VM の電源がオフになっていると、すべての値が変更されます。
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図 14 : リクエストの詳細—VM の電源をオフにしてメモリを増加
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図 15 : VM 設定—VM の電源をオフにしてメモリを増加

• Hyper-V VM のメモリを減らすときに、VM の電源がオンになっていると、すべての値が変更されます。再
起動が必要です。
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図 16 : リクエストの詳細—VM の電源をオンにしてメモリを減らす
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図 17 : VM 設定—VM の電源をオンにしてメモリを減らす

リース期間の変更操作

サービスの開始日または終了日の変更、サービスの有効期間の延長または短縮を行うには、リース期間の変更
操作を使用します。

サービスのリース期間を変更するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

4. アクションまたはサーバーアクションリストから、サービスのリース期間変更を選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。
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• 新しいリース期間についてのリクエストの検証

• 新しいリース期間に対応するサーバー（サーバーブレードまたは仮想マシンホスト）割り当ての変更

• 新しいリース期間に対応するネットワークおよび IP アドレス割り当ての変更

• 新しいリース期間に対応するディスク割り当ての変更

• リース期間延長についての承認の獲得

注記:

リース期間短縮は承認を必要としません。

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

リース期間の変更操作が正常に完了すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはイン
フラストラクチャのリース期間を変更し、新しいリース期間に対応するように各リソースの割り当てを更新し
ます。リソースが使用できない場合や管理者がリクエストを拒否した場合は、リース期間の変更操作は失敗し
ます。

HPE Matrix インフラストラクチャサービスのリース期間が終了すると、インフラストラクチャオーケストレ
ーションはそのサービスを非アクティブ化します。この処理では、サービス内のすべての論理サーバーが保持
され、他の用途向けに開放される物理サーバー以外のすべてのリソース割り当てが維持されます。サービスの
停止は、リース終了処理のデフォルトポリシーです。管理者はこのポリシーを以下のように変更できます。

• リース期間の終了を無視する

• リース期間終了時にインフラストラクチャサービスのプロビジョニングを解除する

リース終了ポリシーは、..\Program Files\HP\Matrix HPE Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.propertiesファイルで変更できます。

# Specifies the lease period end policy.
# Acceptable values (not case sensitive):
# - Ignore = Simply ignore the lease period ending.
# - Delete = Deletes the infrastructure This cancels all pending and in-
progress requests.
# - Deactivate = Deactivates all infrastructure's resources This cancels all 
pending and in-progress requests.

注記:

クラウドサーバーと lease.end.policy

lease.end.policy が Deactive に変更され、リース期間終了に達すると、クラウドサーバーは電源が切断
されます（可能な場合）。ただし、S3 に接続された AMI から起動された EC2 インスタンスなど、一部
のクラウドサーバーの電源はオフにできません。このような場合、電源切断リクエストは失敗し、クラ
ウドサーバーは引き続き実行されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはサービス所有者に対して、リース終了の 1 週間前
と 1 日前に電子メール通知を送信します。期間終了したサービスが実行中か停止中の場合、リースが延長され
るかサービスが削除されるまで、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって、期間の
終了後週に 1 回電子メール通知が送信されます。上記の通知期間は、..\Program Files\HP\Matrix HPE
Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesファイルで設定されます。

# In *minutes*, when to send the first and the second lease ending notification
# emails and the frequency on which the expired notifications will be sent.
lease.ending.notification.email.first=10080
lease.ending.notification.email.second=1440
lease.expired.notification.email=10080
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サービスの削除操作

サービスを削除する際、削除操作では、既存のインフラストラクチャのプロビジョニングが自動的に解除さ
れ、リソースが解放されて他のサービスで使用できるようになります。

重要:

サービスを削除すると、サービス内部のすべてのサーバーのプロビジョニングが解除され、サーバー、
ディスク、およびネットワークとサービスとの関連付けが削除されます。サービスにログインしている
ユーザーはすべてログオフされます。

注意:

インフラストラクチャオーケストレーションでは、同じ SPE（ストレージプールエントリー）にあるブ
ートディスクや、プライベートデータディスクの削除を自動化できますが、ブートディスクとは別のス
トレージプールエントリーに定義されている共有ディスクやプライベートデータディスクの削除は自動
化できません。この場合、必要な追加のアクションは管理者が行います。

サービスを削除するには、以下の手順を実行します。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. サービスまたはサービスタブを開きます。

3. サービスを選択し、削除をクリックします。

4. または

5. サービスを選択し、詳細または詳細の表示をクリックします。

6. アクションまたはサーバーアクションリストから、サービスの削除を選択します。

この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• ブートディスクとデータディスクのスクラブ

• サーバーの電源オフ

• 仮想マシンまたはサーバーブレードプロファイルの削除

• サーバー（サーバーブレードおよび仮想マシンホスト）の割り当て解除

• ネットワークおよび IP アドレスの割り当て解除

• ブートおよびデータディスクの割り当て解除（HPE SPM オンデマンドプロビジョニングを介して作成さ
れた場合はボリュームの削除）

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

使用停止された物理サービスを削除すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、そ
のサービスを「clean-me」サーバーに変換します。これにより、そのすべてのリソース（特にディスクリソ
ース）を手動クリーンアップに利用できるようになります。IO は、展開サービスによる起動が必要になる、
使用停止されたサービスのディスクのクリーンアップを実行できません。削除操作では、どのサーバープール
を使用するのか、またはどのブレードを使用開始するのかを決定できないため、IO は、サーバーを自動的に
使用開始してディスクを消去することができません。使用停止されたサービスのディスクを消去できないた
めに物理リソースが所定の位置に残るので、管理者が、ディスクを消去したり、論理サーバーを削除したりす
ることができます。

サーバースナップショットの管理

サーバースナップショットは、設定や仮想ディスクを含む、スナップショット作成時の ESX 仮想マシン全体
の状態を取得します。後でスナップショットを使用して仮想マシンの状態を復元できます。スナップショッ
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トには、オプションで仮想マシンのメモリの内容を含めることもできます。スナップショットの作成時には、
物理ディスクの状態は保存されません。

注記:

この操作は、共有ディスクを持たないアクティブ化されている ESXi 仮想マシンでのみサポートされま
す。

サーバースナップショット機能には、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの
サービスタブまたは HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal のサービス
タブからアクセスできます。

手順

1. サーバースナップショットの使用

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサービスタブまたは HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal のサービスタブで、修正するサービスを選
択します。

3. サービスをダブルクリック、詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリックし
ます。

4. アクションリストから、サーバースナップショットの管理を選択します。

5. サービスのスナップショットを管理中ダイアログが表示されます。

6. 新しいスナップショットを作成するには、ツリーを展開してサーバーを選択して、作成をクリックします。
サーバースナップショットの作成ダイアログが表示されます。

a. a～z、A～Z、0～9、_、スペース、&、'、`、<、>、#、{、}、および?を使用してスナップショットの名
前を入力します。

b.（オプション）スナップショットメモリをクリックして選択し、スナップショットに仮想マシンのメモ
リの内容を含めます。

c.（オプション）ファイルシステムの静止（VMware ツールが必要です）をクリックして選択し、ゲスト
オペレーティングシステム上で実行されているプロセスを一時停止します。これにより、スナップショ
ットの作成時にファイルシステムの内容が整合性のある既知の状態になります。このオプションは、電
源が投入されている VM にのみ適用されます。

ファイルシステムを静止させるには、ゲストオペレーティングシステムに VMware Tools をインストー
ルする必要があります。

d. 作成をクリックしてリクエストを完了するか、またはキャンセルをクリックしてアクションをキャンセ
ルします。

7. スナップショットを削除するには、ツリーを展開してサーバーを選択して、削除をクリックします。スナ
ップショットを削除しますか?ダイアログが表示されます。

a.（オプション）子スナップショットも一緒に削除します。をクリックして選択し、そのスナップショッ
トの子スナップショットを削除します。スナップショット間の関係は、子に対する親の関係とよく似て
います。

b. 削除をクリックしてリクエストを完了するか、またはキャンセルをクリックしてアクションをキャンセ
ルします。

8. VM をスナップショットの状態に戻すには、ツリーを展開してスナップショットを選択して、復元をクリ
ックします。スナップショットに復元しますか?ダイアログが表示されます。

9. スナップショットを復元すると、仮想マシンのメモリ（スナップショットの作成時に選択した場合）、設
定、および仮想ディスクがスナップショット作成時の状態に戻ります。

a.（オプション）復元後は電源をオンにしないでください。をクリックして選択し、スナップショットを
復元した後に仮想マシンに電源が投入されないようにします。スナップショットがメモリの状態を含
んでいない場合は、VM の電源が切断されるためこのオプションの効果はありません。

b. 復元をクリックしてリクエストを完了するか、またはキャンセルをクリックしてアクションをキャンセ
ルします。
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フローティング IP アドレスの管理

一部のクラウドプロバイダーは、サーバーへのパブリック IP アドレスの割り当てを管理する機能を提供する、
フローティング（移動自在とも呼ばれます）IP アドレスをサポートします。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサービスタブから、以下の操作を実行
できます。

手順

1. 新しいフローティング IP アドレスを作成し、クラウド論理サーバーに関連付ける。

2. 既存のフローティング IP アドレスをクラウド論理サーバー間で移動させる。

3. フローティング IP アドレスをクラウド論理サーバーから削除し、その割り当てを解除する。

フローティング IP アドレスのライフサイクルは、追加対象のサーバーとは切り離されているため、このアド
レスをサーバー間で移動できます。フローティング IP アドレスは、必要なくなれば、明示的に削除する必要
があります。

注記:

• フローティング IP アドレスの操作は、クラウドプロバイダーに展開されている論理サーバーに対し
てのみ実行できます。

• CloudSystem 8.0、8.1、および 8.1.2 によってホストされているサーバーで、HPE Matrix Operating
Environment からのフローティング IP アドレス操作はサポートされません。

• フローティング IP アドレスの作成、移動、または削除

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサービスタブで、修正するサービス
を選択します。

• サービスをダブルクリックして詳細をクリックするか、サービスレイアウトのプレビューの図をクリック
します。

• アクションリストから、フローティング IP の管理を選択します。

• フローティング IP アドレス管理ダイアログが表示されます。

• 以下の操作から選択します。

◦ 新しいフローティング IP アドレスを作成するには、ツリーを展開して論理サーバーを選択します。新
しいフローティング IP を作成、OK の順にクリックします。

◦ 既存のフローティング IP アドレスを移動するには、ツリーを展開してアドレスの移動先にする NIC の
横にある編集をクリックします。IP アドレスを入力して、OK をクリックします。

◦ フローティング IP アドレスを削除するには、ツリーを展開して論理サーバーを選択します。IP アドレ
スを選択して、OK をクリックします。

• フローティング IP リクエストが発行されましたというメッセージが表示されます。

• OK をクリックして画面を閉じるか、またはリクエストの表示をクリックしてリクエストのステータスを
確認します。

物理ディスクの仮想サーバーへの接続

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、ESX、Hyper-V、および HPE Integrity VM ハ
イパーバイザーをサポートする仮想マシンホストに物理ディスクをマッピングすることができます。HPE
Matrix OE 論理サーバー管理でユーザー定義ポータビリティグループを作成し、仮想サーバーにマッピングす
る物理ディスクをそのユーザー定義ポータビリティグループに含む仮想マシンホストを設定することをおす
すめします。また、そのユーザー定義ポータビリティグループ内に、VM の Raw LUN として使用するストレ
ージプールエントリー（VMware RDM および Hyper-V ディスクパススルーディスク）を作成し、HPE IO が、
同じポータビリティグループからリソースを割り当てたり、リソースを予約したりできるようにすることをお
すすめします。ストレージタグを使用して、HPE IO が割り当てまたは予約時に RDM ベースの SPE を正しく
識別できるようにガイドすることもできます。これは、仮想マシンホストが、デフォルトポータビリティグル
ープとユーザー定義ポータビリティグループの 2 つのポータビリティグループのみに含まれることを意味し
ます。

186  フローティング IP アドレスの管理



詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE Matrix Operating Environment 論理
サーバー管理ユーザーガイドを参照してください。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、以下のものへの物理ディスクの接続をサポ
ートしません。

• クラスター化されていない RDM（ディスクパススルーディスク）を持つ高可用性 Hyper-V VM
• クラスター化された RDM（ディスクパススルーディスク）を持つ非高可用性 Hyper-V VM

詳しくは、RDM を持つ高可用性 Hyper-V VM の要件（81 ページ）を参照してください。

ローカルディスクを使用する物理サーバーのプロビジョニング

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ブートにローカルディスクを使用する Virtual
Connect 論理サーバーをサポートします。（ローカルディスクとは、直接接続されて
いるストレージ（DAS）を意味します。）これらの論理サーバーは、SAN からのブートを使用する論理サーバ
ーのように柔軟に移動することはできませんが、ローカルディスクブートを使用する論理サーバーは、サーバ
ーで 初から使用開始することができます。オペレーティングシステムがローカルディスクにインストール
されているため、一時停止されても同じ物理サーバーで使用開始されます。論理サーバーを、適切なサイズの
ローカルディスクを持つ別の物理サーバー上で使用開始する場合は、オペレーティングシステムを再展開する
必要があります。

Virtual Connect 環境では、Matrix OE ソフトウェアはサーバーブレードに関する情報（メモリ、プロセッサ
ー、および可能な接続）を自動的に収集します。ローカルディスクの情報は、現在のところ収集されません。
このため、ローカルディスクの存在とそのプロパティを示すには、収集されたサーバー情報に注釈を付ける必
要があります。ローカルディスクのブートボリュームはストレージプールエントリーでは表されません。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、ローカルディスクを使用する物理サーバーをプロビ
ジョニングできます。このためには、ローカルディスクを持ち、移動に制限のあるサーバーを Matrix が確実
に認識できるように、プロパティファイルをいくつか手動で編集する必要があります。

ローカルディスク情報による物理サーバーの変更について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library にある HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイドを参照して
ください。

VM ホストへのサーバーの割り当て

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、新たにプロビジョニングされる仮想マシンをホ
ストする VM ホストを以下のガイドラインに従って決定します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、以下のようなサービステンプレート要件に基づ
いて VM ホストを絞り込みます。

• リンククローンのサポート（該当する場合）

• 高可用性のサポート（該当する場合）

• VM テンプレートの互換性（自動 OS 展開として指定されている場合）

• プロセッサーの十分な個数

• 十分な使用可能メモリ

• 十分な使用可能ディスクスペース

• ネットワーク接続

候補となったホストの中から、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、使用可能なディ
スクスペースが も大きい VM ホストを選択します。

すべての VM ホストの空きディスクスペースが同じ場合（クラスター共有ボリュームではよくあります）、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはプロセッサー数と使用可能なメモリを基準に VM ホス
トを選択します。
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注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ホスト上の VM の配置に対してロードバラ
ンシングを行いません。ロードバランシングはハイパーバイザーによって行われます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートの 1 つのサーバーグループ内のす
べてのサーバーが、同じサーバープールに属している必要はありません。HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、使用可能な容量に基づいてサーバーグループを複数のサーバープールに分割
します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはすべての使用可能なサーバープール
を、リストされた順序で検索します。たとえば、サーバープール A に容量がない場合、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションはサーバープール B へと進み、十分な容量がある場合、残りのサー
バーをサーバープール B のリソースに展開します。どちらのサーバープールにも十分な容量がない場合、
リクエストは失敗します。組織へのリソースの追加（284 ページ）

ただし、ハイパーバイザー間のロードバランシングを可能にするために、クラスターのすべてノードを同
じサーバープール内に（またはサービスプロバイダーレベルで、あるいは同じ組織に割り当てて）維持す
ることをおすすめします。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、VM をクラスター
の 1 つのホストに配置し、同じクラスター内の別のホスト（別のサーバープールにある場合があります）
で VM の電源を投入するようにハイパーバイザーを設定し、ロードバランシングを実行できます。ユーザ
ーは、（ロードバランシング後に）VM を配置したホストを含むサーバープールにアクセスできない場合で
も、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションセルフサービスポータルから VM を確認し、
アクセスすることができます。ただし、VM はユーザーに権限が割り当てられていないホストからリソー
スを消費します。実行中の VM は、その VM が属していない組織またはサービスプロバイダーからリソー
スを消費します。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サーバーグループを同じサーバープー
ル内の複数のホストに分割しません。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、
リストされた順序でサーバープールを検索し、各サーバープールで実行中の VM に「 適な」VM を
選択します。

• HPE IO がどこをターゲットとするかは、サーバープールリストによって制御されます。VM テンプレート
をホストしているサーバーがプール B にあり、プロビジョニングリクエストで 初にリストされるのがプ
ール A である場合、HPE IO はプール A で容量を確認します。プール A に十分な容量がない場合のみ、
HPE IO はプール B で容量を確認します。プールの順序は、VM テンプレートとの共通性よりも優先されま
す。

仮想マシンがプロビジョニングされた VM ホストの IP アドレスを確認するには、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションコンソールのサービスタブで、サービスを選択してサービスの詳細をクリックし
ます。サーバーグループを選択し、下のペインでリソースの詳細タブを選択します。右端のリソース ID とい
う列に、VM が 終的に作成された ESX ホストの IP アドレスが表示されます。

仮想マシンへのストレージの割り当て

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、仮想マシンディスクの配置について次のガイド
ラインを使用します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、使用可能な空きスペースを も多く持つター
ゲット VM ホストのデータストアにストレージを割り当てます。

• （別のストレージボリューム名を指定して）別のデータストアを使用する必要があることを Matrix サービ
ステンプレートで指定しない限り、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは単一のデータス
トアにストレージを割り当てます。

• 以下を例外として、各 VM では、ブートディスクとプライベートデータディスクを異なるストレージボリ
ュームに割り当てることができます。

◦ Integrity VM ディスクでは、同じストレージボリューム名を使うか、空白のままにする必要があります。

◦ クラウドサーバーディスクでは、ストレージボリューム名をサポートしていないので、空白のままにす
る必要があります。
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◦ Hyper-V VM リンククローンディスクでは、同じストレージボリューム名を使うか、空白のままにする
必要があります。Hyper-V VM リンククローンディスクを、データストアをまたがって広げることはで
きません。

◦ VM にディスクを追加するときにストレージボリューム名が指定されていない場合、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションは、VM ブートディスクで使用されるデータストアと同じデータ
ストアを使用します。

注記:

デフォルトでは、VM へのディスクの追加時にストレージボリューム名を指定することは管理者だけ
に制限されます（ユーザーは、ブートディスクと同じデータストアに追加されたディスクのデフォル
ト動作を取得します）。VM へのディスクの追加時に、すべてのユーザーがストレージボリューム名

を指定できるようにするには、hpio.propertiesの

user.disk.add.storage.volume.names.restrictedプロパティの値を trueから falseに

変更します。また、このプロパティを false に設定すると、ユーザーは、サービステンプレートに含
まれないストレージボリューム名を指定できます。

Integrity VM の場合、単一の Shared Logical Volume Manager（SLVM）データストアは、1 つ以上の物理
ボリューム/ディスクで構成されます。IO は、1 つの SLVM データストアを、1 つのエンティティとして 1
つのサイズで認識します。

• ESX 4.0 以降では、サーバーグループ用の共有ディスクを定義する場合、その共有ディスクをサーバーグ
ループ内のすべての VM で同じデータストアに割り当てる必要があります。ただし、テンプレートディス
ク要件でそのような統合が許可されない場合はこの限りではありません。たとえば、ブートディスクと共
有ディスクで（または 1 つの共有ディスクと別の共有ディスクで）異なるデータストアがテンプレートに
指定されている場合、それらのデータストアを使用します。（Hyper-V、Integrity VM、および ESX 3.5 は共
有ディスクをサポートしません）。

注記:

Matrix は、ブートディスクボリュームとプライベートデータディスクボリュームの同様の統合を実行
します（テンプレートディスク要件で許可されている限り、共通のデータストアに統合します）。

共有ディスクが指定される場合、サービス内の 初の VM は後続の VM に比べて作成に長い時間がかかり
ます。これは、 初の VM だけが単独で作成されるためです。この作成が完了した後、残りの複数の VM
は並行して作成されます。

• リンククローンプロビジョニングが指定されている（サーバーグループの設定で

リンクしたサーバーの展開

が選択されている）場合は、サーバーグループ内のすべての VM 用のすべてのディスクが、同じデータス
トアに割り当てられます。

初に親 VM をプロビジョニングし、それを使用して子 VM を作成する必要があるため、リンククローン
のプロビジョニングには時間がかかります。

また、リンククローンのプロビジョニングには、テンプレートで指定されているスペースよりも大きなス
ペースが必要になる場合があります。1 つのサーバーだけを展開する場合、親 VM と子 VM をプロビジョ
ニングするために、ディスクスペースの総量がテンプレートよりも大きくなります。ただし、複数のサー
バーを展開する場合は、親 VM に必要なスペースが全体のサイズから差し引かれるために全体のサイズが
テンプレートよりも小さくなることがあります。親 VM は、電源が切られ、子 VM を作成するために使用
されます。親 VM の電源が再び入れられることはなく、子 VM の電源だけが入れられます。

• ストレージボリューム名がインフラストラクチャオーケストレーションテンプレートに指定されている場
合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、制限事項を満たすために 小数のデータスト
アを使用します。

• 共有ディスク、ストレージボリューム名、リンククローンがない場合、サーバーグループ内の各 VM とそ
のディスクは、空きスペースに合わせて、別々のデータストア上で別々のホストに割り当てられることや
共通のホストと別々のデータストアに割り当てられることがあります。
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仮想データディスクの名前は、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、下線、およびハイ
フンを使って作成できます。ダブルバイト文字など、他の文字は許可されません。物理データディスクとブー
トディスクは、ローカルライズされた名前を含むことができます。

ストレージプールから VM ホスト上のディスクの除外

VM ゲストの場合、ホストにローカルなストレージではなく共有ストレージを使用します。これにより、VM
ゲストを別の VM ホストに移動する際、効率的に移動できます。また、仮想マシンのバッキングストレージ
を、ハイパーバイザーシステムファイルを含むストレージとは別のドライブに分離するのもベストプラクティ
スです。これはパフォーマンスの大幅な向上につながります。

インフラストラクチャオーケストレーションのサービスでは、VM のプロビジョニングに使用するデバイスを
設定できます。設定されていない場合、IO は VM ホスト上のすべてのボリュームを仮想マシンプロビジョニ
ングの対象にします。

VM ホスト上のディスクを仮想マシンのデータストアとして扱わないようにするには、以下の手順を実行して
ください。

手順

1. CMS にログインします。

2. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesフ

ァイルにアクセスします。

3. hpio.propertiesファイルで、次のセクションを見つけます。

##################### VOLUMES TO EXCLUDE #####################
# A semicolon separated list of volumes to be excluded for the
# list possible for allocation. They can be either VMware or
# Hyper-V style volumes:
# e.g. /vmfs/volumes/privateStorage; /vmfs/volumes/NotHere

# or C:;Y:;Z:
# An entry may contain one or more "*" characters which
# represent a wildcard and will match any character.
# comparison are case-insensitive.
# For example, if you had two volumes with Ids of
# "/vmfs/volumes/storage1" and "/vmfs/volumes/storage2" –
# you could exclude them both with an entry of
# "/vmfs/volumes/storage*".

# Note:
# This exclusion list applies to all hosts. So any host that
# is found to have a volume that matches an entry on the
# exclusion list - the volume will be removed and not reported
# as available to that host.
volume.exclusion.list =

4. Hyper-V VM ホストを設定する場合は、除外する各ドライブ文字（たとえば、「C:;Y:;Z:」）を

volume.exclusion.listプロパティに追加します。

5. VMware VM ホストを設定する場合は、除外するデータストアパス（たとえば、/vmfs/volumes/
privateStorage）を volume.exclusion.listプロパティに追加します。

6. ファイルを保存します。

7. 次の Windows サービスを再起動します：HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケ
ストレーション。
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注記:

volume.exclusion.list
の値は正規表現として扱われるので、いくつかの文字、たとえば、バックスラッシュ（\）、疑問符（?）、
中かっこ{}などは特別な意味に解釈されます。これらの文字が通常の文字として扱われるようにするに
は、バックスラッシュでエスケープする必要があります。バックスラッシュはプロパティファイル構文
では特殊文字なので、これもエスケープする必要があります。

たとえば、ボリューム

C:;Q:;\\?\Volume{1868cf92}
を除外する場合は、以下の行を

volume.exclusion.listに追加します

:

volume.exclusion.list=C:;Q:;\\\\\\\\\\?\\\\Volume\\{1868cf92\\}
除外構文の例

Hyper-V クラスター共有ボリュームを除外するには、次の入力形式を使用します。

volume exclusion.list=C:\\\\?ClusterStorage\\\\Volume1 
ESX ボリュームを除外するには、次の入力形式を使用します。

volume exclusion.list=/vmfs/volumes/Test-3PAR-IO-DS12
DR を含める例

HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理用の Hyper-V クラスター共有ボリュームを含めるに
は、次の入力形式を使用します。

volume.dr.list =C:\\?ClusterStorage\\Volume2 
たとえば、Hyper-V CSV

C:\?ClusterStorage\Volume1
を除外するには、次の入力形式を使用します。

Volume exclusion.list=C:\\\\?ClusterStorage\\\\Volume1

VM ホストの登録解除

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者は、CLI コマンド ioexec unregister
vmhostを使用して、未使用の VM ホストの登録を解除できます。次の制限が適用されます。

• ホストは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションまたは Matrix OE 論理サーバー管理で
登録されたゲストを持っていてはいけません。

• ホストは、関連付けられている Matrix OE 論理サーバーを持っていてはいけません。

• ホストは、サービスプロバイダーの未割当プール内にある必要があります。

クラスター内のホストの登録を解除するには、-cオプションを指定する必要があります。クラスター化され

ていないホストは、-c属性を使用しても使用しなくても登録解除できます。

VM ホストが使用されていて、登録解除操作の実行中に HPE IO によるホストの使用を妨げる場合は、エラー
メッセージが表示されます。クラスター内のすべてのホストが自動的に登録解除されます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE CloudSystem Matrix/Matrix
Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations Reference Guide を参照してください。

ライフサイクル操作内の手動プロセス

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのライフサイクル操作を実行するために、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション管理者が、手動で作業を行わなければならないことがあり
ます。ワークフローが定義されている場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは HPE
Operations Orchestration ソフトウェアのワークフローを起動して、手動タスクを開始するか、ユーザーに通
知するか、あるいは手動タスクを円滑化して、Systems Insight Manager イベントを作成します。ワークフロ
ー統合または HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのインターフェイスを使用
して、手動タスクの完了を通知できます。

手動タスクは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの自動操作での一時停止の状態と結
び付けられています。以下では手動タスクの例を示します。

• ブートディスクの割り当て

必要な属性を持つ LUN がサービスの作成またはサーバーのグループへの追加操作で使用できない場合、デ
ィスクの割り当てが禁止され、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者に通知さ
れます。操作は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者が次の操作を行うまで
一時停止されます。

◦ SAN 管理者と協力してストレージを作成する。

◦ HPE Matrix OE 論理サーバー管理でストレージを定義する。

◦ 操作を続行する。

操作が続行される場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはリソースの割り当てを
再度試みます。試みが成功するかどうかは、未使用のブート LUN があるかどうかによります。

• 承認

リソースが予約されると、以下の操作は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション管理者
の承認を求めて一時停止します。

◦ サービスの作成

◦ サーバーのグループへの追加

◦ データディスクのグループへの追加

◦ リース期間の変更

（延長のみ）

◦ ネットワークインターフェイスの追加/削除

注記:

管理者が発行したリクエストの場合は、承認が不要です。

• オペレーティングシステムの手動展開

通常、サービステンプレートによってサーバー展開または仮想マシンソフトウェアがサーバーのグループ
に割り当てられます。ただし、サーバー展開または仮想マシンソフトウェアをサーバーのグループに割り
当てずにサービステンプレートを定義することも（一般的ではありませんが）可能です。この場合、サー
ビスの作成およびサーバーのグループへの追加操作は一時停止し、HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションの管理者は、この間にオペレーティングシステムを手動で展開できます。

• データディスクの割り当て

必要な属性を持つ LUN がサービスの作成、サーバーのグループへの追加、またはデータディスクのグルー
プへの追加操作で使用できない場合、ディスクの割り当てが禁止され、HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションの管理者に通知されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンの管理者は、次のように対応できます。
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◦ SAN 管理者と協力してストレージを作成する。

◦ ストレージを Matrix OE 論理サーバー管理で定義する。

◦ 操作を続行する。

操作が続行される場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはリソースの割り当てを
再度試みます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがストレージのプロビジョニングを手動で実行
するように設定され、サービステンプレートでデータディスクが定義されている場合、この一時停止が常
に必要です。マルチイニシエーター NPIV ストレージ機能または HPE Storage Provisioning Manager オン
デマンドプロビジョニングが有効な場合は、必要な場合と必要ではない場合があります。

• データディスクのグループへの追加操作

データディスクのグループへの追加操作によって、プライベートまたは共有データディスクが既存のイン
フラストラクチャサービスに追加されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プロビジョニングを行いストレージが接続さ
れているサーバーにそのストレージを割り当てます。この操作の中で、HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションは以下を実行します。

◦ リクエストの検証

◦ ディスクの割り当て

◦ 承認の獲得

◦ サーバーの電源オフ

◦ 新しいディスクをサーバーに対して表示

◦ サーバーの電源オン

◦ カスタム操作の実行

◦ 通知の送信

• データディスクのスクラブ

サービスの作成操作でオペレーティングシステムの手動展開が使用される場合、対応する削除サービス操
作には、手動でスクラブされるディスクが必要です。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョン管理者が通知を受け、その HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション管理者がプロビジ
ョニング解除中のサーバーに接続されているディスクをスクラブして操作を続行するまで、操作は一時停
止されます。

• データディスクの削除

ストレージのプロビジョニングを手動で行うように HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンを設定している場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者は、サービス
の削除操作の 終段階で通知を受け取ります。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
の管理者は以下を実行する必要があります。

◦ Matrix OE 論理サーバー管理ストレージプールエントリーを編集する。

◦ 手動によるデータディスク割り当て中に該当するストレージプールエントリーから追加したすべての
LUN を削除して、それらの LUN を将来のプロビジョニングリクエストで使用できるようにする。

• ディスクの手動ゾーニング

手動 SAN ゾーニングを必要とするネットワークで構成された SPM を使用する場合、SPM で自動生成さ
れ、ゾーンでまだ構成されていないボリュームは手動 SAN ゾーニングを必要とします。たとえば、SAN
ゾーニングの実行ポイントの先頭で HPE OO ワークフローが定義されていない場合、サービスの作成、グ
ループへのサーバーの追加、データディスクの追加、およびグループへのディスクの追加はゾーニングの
ために一時停止し、管理者に電子メールが送信されます。HPE OO ワークフローが定義されている場合、
ワークフローのみが実行されます（ワークフローが正常に実行された場合、一時停止と電子メールの送信
は行われません）。

接続されている HPE OO ワークフローの実行が失敗し、hpio.properties ファイルのプロパティ
（oo.service.action.fail.request）が true として定義されている場合、リクエストは失敗します。
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接続されている HPE OO ワークフローの実行が失敗し、hpio.properties ファイルのプロパティ
（oo.service.action.fail.request）が false として定義されている場合、リクエストは一時停止し、手動ゾー
ニングが必要であることおよび実行が失敗することを通知する電子メールが管理者に送信されます。

注記:

◦ RDM（ESXi）ディスクまたはパススルー（Hyper-V）ディスクを持つ仮想サーバーでは、VM ホ
ストごとにゾーニングが必要です。

◦ 独自の WWN を取得する Integrity VM（ストレージは VM に直接ゾーニングされます）

◦ 物理サーバーでは、FC ポートごとにゾーンが必要です。

◦ ゾーン内でサーバー WWN がすでに設定されている場合、リクエストは HPE OO ワークフローを
実行しないか、ゾーニングのために一時停止します。

◦ サービスの作成時に、データディスクがブートディスクから同じサーバー WWN を使用する場合、
リクエストは HPE OO ワークフローを実行するか、1 回だけ（ブートディスクの）ゾーニングを
求めて一時停止します。

◦ MRM シナリオ内のレプリカサイトでは、ゾーニングワークフローがトリガーされず、手動ゾーニ
ングが必要な場合に一時停止して電子メールが送信されることはありません。DR 準備完了は、ス
トレージがプロビジョニングされ、提供され、ゾーニングされていることを意味します。これは、
プライマリサイトでのみサポートされます。

• ディスクの手動アンゾーニング

手動ゾーニングを必要とするネットワークで構成された SPM を使用する場合、SPM ボリュームは手動
SAN ゾーニングを必要とします。サーバーのディスクが手動ゾーニングを必要とする場合、ディスク（プ
ライベート/共有ディスク）の削除、グループからのサーバーの削除、およびサービスの削除に対するリク
エストでアンゾーニングが実行されます。これは、SAN ゾーニングの 後に接続された HPE OO ワーク
フローを実行するか、リクエストを一時停止して管理者に電子メールを送信することを意味します。

例：

HPE OO ワークフローが接続されており、実行に失敗した場合、リクエストは HPE OO ワークフローの実
行のみを行います（一時停止と電子メールの送信は行いません）。

HPE OO ワークフローが接続されており、実行に失敗し、hpio.properties ファイルのプロパティ
（oo.service.action.fail.request）が true として定義されている場合、リクエストは失敗し、ロールバックは
実行されません。

HPE OO ワークフローが接続されており、実行に失敗し、hpio.properties ファイルのプロパティ
（oo.service.action.fail.request）が false として定義されている場合、リクエストは一時停止し、手動アン
ゾーニングを要求する電子メールが管理者に送信されます。

別のディスクで（同じストレージプールエントリーを使用して）同じサーバー WWN が使用されている場
合、データディスクの削除を試みると、リクエストは HPE OO WF を実行せず、アンゾーニングのための
一時停止も行いません、

注記:

◦ HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションは、RDM
（ESXi）ディスクおよびパススルー（Hyper-V）ディスクに対してアンゾーニングワークフローを
トリガーしません。多くの場合、これらのゾーンを削除してはならないためです （VM ホストが
データストアまたは他のディスクにアクセスするときにこの同じ FC ゾーンを使用することがあ
ります）。

◦ MRM シナリオ内のレプリカサイトでは、アンゾーニングワークフローのトリガーがサポートされ
ず、手動アンゾーニングが必要な場合に一時停止して電子メールが送信されることはありません。
DR 準備完了は、ストレージがプロビジョニングされ、提供され、アンゾーニングされていること
を意味します。これは、プライマリサイトでのみサポートされます。

194 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロビジョニングと割り当て



HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプ
レートの作成

ESX ホストのゲスト OS サポート

VMware ESXi 5.5 Update 3 および ESXi 6.0 は、VM バージョン 10 以上を必要とする次の新しいゲストオペ
レーティングシステムをサポートします。

• Microsoft Windows Server 2016（64 ビット）

• Microsoft Windows 10（64 ビット）

• Microsoft Windows 10 (32 ビット)

論理サーバーを作成するために HPE Matrix OE ビジュアル化が使用される場合、ユーザーは上記のゲストオ
ペレーティングシステムを使用するときに VM バージョン 10 以上を選択する必要があります。デフォルト
のバージョン 9 を使用すると、VM の電源投入が失敗します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Matrix OE ビジュアル化を使用して論理サーバー
を作成しますが、VM バージョンは直接制御できません。このため、テンプレートでこれらのゲストオペレー
ティングシステムのいずれかを使用する場合、lsa.propertiesファイルで

MAX_DEFAULT_ESX_VM_VERSION値を変更して、Matrix OE ビジュアル化のデフォルト VM バージョンをバ

ージョン 10 または 11 に変更する必要があります。

注記:

MAX_DEFAULT_ESX_VM_VERSIONプロパティは、VM プロパティの編集に VMware vSphere Client を
使用できるようにするため、デフォルトでバージョン 9 に設定されています。値をバージョン 10 また
は 11 に変更すると、VM の編集には VMware vSphere Web Client の使用が必要になります。

物理 HPE ProLiant または HPE Integrity サーバーを含むテンプレートの作成

物理サーバーを HPE ProLiant または HPE Integrity システムに展開するためのサービステンプレートを作成
するには、以下の手順を実行してください。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer（https://<CMS名または IPアドレ

ス>:51443/hpio/designer/）を起動し、新規をクリックして開始します。
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2. 物理サーバーグループ（物理ストレージを含む）およびネットワークのコンポーネントをそれぞれ 1 つ、
作業領域にドラッグします。

3. 物理サーバーグループをネットワークに接続します。
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4. それぞれのコンポーネントの属性を設定します。物理サーバーグループを右クリックし、サーバーグルー
プの編集を選択します。サーバータイプが「物理」になっていることを確認します。プロセッサーアーキ
テクチャーは、ストレージプールエントリーと一致する必要があります。
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5. サーバーグループのネットワーク属性を設定します。
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6. ホスト名を指定します。物理サーバーのホスト名は 3 つの部分で構成されます。 初の部分は、このサ
ービステンプレートで定義します。2 番目の部分は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されま
す。3 番目の部分は、このサーバーグループで作成されるサーバーの数に基づく数字のサフィックスで
す。

7. このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。この文字列は、その
位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ることを示しています。リクエスト
時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文字列を使用しない場合、ホスト名が重複する
ためこのテンプレートは一度しかプロビジョニングできません。ホスト名のすべての部分をできるだけ
短くして、ネットワークホスト名の一般的な制限内に収まるようにしてください。

8. たとえば、テンプレート内のホスト名の値が matrix#であり、補完文字列が abc6 である場合、グループ
内の 初のサーバーのホスト名は matrixabc601 となります。

注記:

完全修飾ドメイン名（FQDN）の相対的なホスト名の部分は、ホスト名パターンに基づいて提供さ
れ、サービス提供時に生成されます。DNS ドメインの部分は、サーバーが接続されているプライマ
リ NIC のサブネットに由来します。この DNS ドメインの部分は、特定のサブネットに関して、コ
ンソールの

ネットワーク

タブで設定されます。これらの 2 つの部分が組み合わされて、プロビジョニングされるサーバーの
FQDN が作成されます。

9. IO 環境の構成に合わせて、IPv4 や IPv6 の割り当てタイプを設定します。DHCP タイプに設定すると、
IP アドレスは DHCP サーバーから取得されます。静的および自動タイプに設定すると、ネットワークリ
ソース設定で設定された静的 IP アドレスの中から IP アドレスが取得されます。なし/外部タイプに設定
すると、IP アドレスの管理を Matrix OE の外部で実行できるように、IO 割り当ての IP アドレスを使用せ
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ずにサーバーをプロビジョニングすることができます。IP アドレスは、HPE Matrix Operating
Environment のアウトオブバンドでプロビジョニングすることができます。または必要ない場合があり
ます（たとえば、アクティブ/アクティブ NIC チーミングを使用している場合）。詳しくは、http://
h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04051142&lang=en-us&cc=us（英
語）にある HPE テクニカルホワイトペーパー IPv6 Support in Insight Management を参照してください。

注記:

Integrity 展開の場合は、常に

自動

,

静的

、または

なし/外部

を選択します。IO は、HP-UX OS の展開について DHCP をサポートしません。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次の項目で選択された指定に従ってプ
ライマリ NIC を指定します。

IP 割当てタイプ

.

• 自動

または

静的

◦ HPE IO は、NIC がプライマリとして設定されている場合にのみ、デフォルトゲートウェイを
設定します。

◦ NIC がプライマリとして設定されており、HPE IO で IPv6 が設定されている場合、HPE IO は
IPv6 設定を使用してデフォルトゲートウェイを設定します。

• DHCP

DHCP は設定を提供します。DHCP サーバーがデフォルトゲートウェイを提供している場合、
HPE IO はこの設定をデフォルトゲートウェイとして使用します。

10. ネットワーク接続は、冗長性を要求するように指定することができます。冗長性要求を選択すると、IO
は自動的に複数の NIC を同一のネットワークに設定します。VC プロファイルは、NIC が複数の代替 VC-
Ethernet モジュールに分散されるように構築されます。IO は、リダンダントペアのプライマリ NIC だけ
に自動/静的 IP アドレスを割り当てます。フェイルオーバー NIC には、IP アドレスの分配または割り当
ては行われません。サービス XML モデルには、リダンダントペアに参加する NIC が記述され、各接続に
割り当てられる MAC アドレスも含みます。IO は、OS レベルの自動 NIC チーミングは行いません。

11. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で各ネットワークに接続する順序は、
VC プロファイル内の NIC の順序を制御します。PXE は、LOM または MEZZ NIC の 初の 2 つのポート
でのみサポートされます。Designer では、リスト内で 初（または 2 番目）にブートネットワークが位
置するような順序で各ネットワークを追加します。

12. アクティブ/アクティブ構成を使用する場合は、必ず、リダンダントフラグは選択解除したままにし、デ
ータセンター内の同じアクティブ/アクティブネットワークを表す独立した 2 つの Virtual Connect ネッ
トワークを明示的に接続します。

13. ソフトウェアタブで、OS および追加ソフトウェアを選択します。
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注記:

デフォルトでは、インフラストラクチャオーケストレーションは、サーバーに OS を展開した後、
OS を自動的にカスタマイズします。自動化された OS カスタマイズをスキップするように

hpio.properties
ファイルを編集することで、Matrix OE の外部でカスタマイズする必要がある OS イメージを使用
することができます。詳しくは、「自動 OS カスタマイズのスキップ（59 ページ）」を参照してくだ
さい。

14. （オプション）ロードバランスタブで、指定した属性を含むロードバランサーをリクエストし、仮想また
は物理サーバーグループのサーバーの間でネットワークトラフィックを分配します。

15. ロードバランサーの設定について詳しくは、ロードバランサーの設定（97 ページ）を参照してください。

16. 物理ストレージコンポーネントを設定します。ストレージタイプは、FC-SAN です。

17. ストレージテンプレートの選択、または必要な属性の指定を選択します。これらのオプションについて詳
しくは、物理ストレージのプロビジョニング（268 ページ）を参照してください。

18. ディスクは起動可能チェックボックスを選択します。RAID レベルは「任意」に設定したままにします。
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19. ディスクへのリダンダント SAN パスの設定は、冗長性のニーズおよび定義されている論理サーバースト
レージプールエントリーによって決まります。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プ
ロビジョニングされたサービスごとに一致するストレージプールエントリーを探します。いずれかが見
つからず、HPE Storage Provisioning Manager が使用中の場合、HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションはストレージプールエントリーを自動生成し、HPE SPM を通じて満たそうとします。
（冗長性がテンプレートに設定されたものと一致する）適切なストレージが見つからない場合、サービス
の作成リクエストは一時停止し、手動ストレージプロビジョニングが必要であることを示す電子メールが
送信されます。リクエストテーブルにも、同じストレージ手動介入リクエストが表示されます。

20. 次に、ネットワークコンポーネントを編集します。

注記:

ネットワークの事前設定について詳しくは、「Insight Control サーバープロビジョニングでの
Windows IPv4 および IPv6 ネットワークの事前設定」と「Insight Control サーバープロビジョニ
ングでの Linux IPv4 および IPv6 ネットワークの事前設定」を参照してください。
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21. 該当するネットワークを選択して、コストを指定します（オプション）。すべてのネットワークの詳細表
示をクリックすると、選択したネットワークの詳細情報が表示されます。

22. カスタマイズ可能をクリックし、テンプレートの特定の属性の変更を可能にします。詳しくは、「サービ
ス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ 」を参照してください。

注記:

修復可能

チェックボックス（DR 保護）は、ESX および Hyper-V VM、および HPE ProLiant 物理サーバーで
のみサポートされています。以下については、DR 保護はサポートされていません。

• クラウドサーバー

• HP-UX vPars および Integrity VM サーバー

• Raw LUN（RDM またはディスクパススルーディスク）を使用する VM
• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内にインポートされた VM

詳しくは、「ディザスターリカバリサービスの設定」を参照してください。

23. これらの手順を完了したら、有効性確認ステータスが緑色になっていることを確認します。緑色でない場
合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。
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24. 公開ボックスを選択し、テンプレートを指定して、保存をクリックします。今後、認証ユーザーはこのテ
ンプレートを使用して展開を行えます。

物理 VM ホストまたは ESXi VM クラスターによるテンプレートの作成

次の図に、物理 VM ホストまたは ESXi VM クラスターにプロビジョニング可能なテンプレートの主な機能を
示します。

上記のテンプレートを作成する方法を含め、詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の
Web サイトで入手できるホワイトペーパー HPE Matrix infrastructure orchestration - ESXi Provisioning を参
照してください。
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HPE ProLiant または HPE Integrity 仮想マシンを含むテンプレートの作成

VM を展開するためのサービステンプレートの作成は、物理サーバーのための手順とよく似ています。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer（https://<CMS名または IPアドレ

ス>:51443/hpio/designer/）を起動し、新規をクリックして開始します。

2. テンプレート名を入力して、仮想サーバーグループ（仮想ストレージが自動的に含まれます）、およびネ
ットワークコンポーネントを 1 つ、説明が表示されている領域にドラッグします。

3. 仮想サーバーグループをネットワークに接続します。

注記:

以下に示す FC SAN ディスクは手動で追加されたものです。仮想サーバーでは、これは自動的に追
加されません。

4. 各コンポーネントについて、コンポーネントを右クリックして必要な属性を入力します。まず、仮想サー
バーグループの属性を入力してください。必須項目の入力が済んでいない場合は、赤色の「×」印が表示
されます。
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注記:

必要に応じて、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用して VM 名を手動で
指定したり、VM 名に対応するホスト名を使用したりできます。

VM 名を手動で入力する

展開する仮想マシンの名前は 3 つの部分で構成されます。

a. 初の部分は、サービステンプレートで指定した VM 名テキストで定義されます。

b. 2 番目の部分は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。

c. 3 番目の部分は、このサーバーグループで作成されるサーバーの数に基づく数字のサフィックス
です。

ホスト名と同様に、番号記号（#）が置換文字列として使用されます。この文字列は、その位置に
VM 名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ることを示しています。リクエスト時に
指定される置換文字列はオプションですが、この置換文字列を使用しない場合、VM 名が重複する
ためこのテンプレートは一度しかプロビジョニングできません。VM 名には英数字、「-」、および
「_」のみを含めることができ、VM 名の長さは 80 文字以内とする必要があります。先頭に「-」の
文字を使用することはできません。

VM 名でホスト名を使用

このチェックボックスを選択すると、このサーバーグループ内の各 VM が、その VM 名に従って名
付けられます。このオプションを選択した場合は、VM 名を手動で入力できません。

VM 名を手動で入力せず、Use Hostname for VM Name を選択しなかった場合、このサーバーグル
ープ内の VM は、デフォルトの<serviceName>_<vmHostname>に従って名付けられます。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、vPars and Integrity VM のオンライン
メモリの追加と削除をサポートします。vPars 仮想サーバーを作成するときは、Integrity 仮想サー
バー用のこの画面に表示されるようにベースメモリおよびフロートメモリオプションを指定できま
す。この機能は、HPE Integrity サーバーブレード論理サーバーでのみサポートされます。vPars 仮
想サーバーの作成について詳しくは、「HP-UX vPars and Integrity VM のサポート」を参照してく
ださい。

クラウドサーバータイプに、オプションでクラウドプロバイダーで認識されている有効なサーバータイプ
を入力します。このサーバータイプを指定すると、サーバーの作成にサーバータイプが使用されプロセッ
サーやメモリの設定は無視されます。指定しない場合、サーバー構成の決定にはプロセッサーやメモリの
設定値が使用されます。クラウドサーバータイプは、ソフトウェアタブでクラウドソースタイプを含むソ
フトウェアイメージが選択されている場合にのみ有効になります。

注記:

クラウドリソースに仮想サーバーを展開するには、ユーザーがクラウドプロバイダーアカウントを
持ち、インフラストラクチャオーケストレーションの構成ファイルでクラウドの容量を定義して有
効化する必要があります。詳しくは、「クラウドでホストされた仮想サーバーの設定」を参照してく
ださい。

リンクしたサーバーとして展開を選択してサーバーグループ内のサーバーをリンクとして展開し、必要に
応じてサーバーの 大数を調整します。
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注記:

リンクされたサーバーとして展開を選択すると、リンクされたクローン論理サーバーグループ内に
ある 初の論理サーバーが、親 VM と複製（子）VM の両方を使用してプロビジョニングされます。
論理サーバーグループ内にある残りの論理サーバーは、クローン VM のみを使用してプロビジョニ
ングされます。リンククローンについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://
www.vmware.com/support/ws55/doc/ws_clone_overview.html

注記:

リンククローンは、HPE Integrity VM ではサポートされていません。

サーバータイプが「仮想」になっていることを確認します。高可用性が選択されている場合、インフラス
トラクチャオーケストレーションは仮想論理サーバーを高可用性（HA）クラスター内にある VM ホスト
に展開します。

クラスター化された VM ホストが使用できない場合、サービスは作成されません。このチェックボックス
が選択されていない状態でも、ターゲットサーバープール内で HA VM ホスト/クラスターしか利用できな
い場合は、非 HA の VM が HA VM ホストに割り当てられます。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、特定の構成では RDM を持つ Hyper-V
高可用性 VM をサポートします。詳しくは、「RDM を持つ高可用性 Hyper-V VM の要件」を参照し
てください。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP-UX vPars（Virtual Partitions）を
Integrity VM 仮想化の仮想論理サーバー用の専用ゲストとしてサポートするようになりました。詳
しくは、「HP-UX vPars and Integrity VM のサポート」を参照してください。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、RDM ディスクをプロビジョニングす
るための HPE Storage Provisioning Manager の使用をサポートします。詳しくは、「HPE Storage
Provisioning Manager による Raw LUN（RDM ディスク）のプロビジョニング」を参照してくだ
さい。

5. 仮想サーバーグループのネットワークタブに情報を入力します。

ホスト名を指定します。仮想マシンのホスト名は 3 つの部分で構成されます。 初の部分は、このサー
ビステンプレートで定義します。2 番目の部分は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。
3 番目の部分は、このサーバーグループで作成されるサーバーの数に基づく数字のサフィックスです。

このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。この文字列は、その
位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ることを示しています。リクエスト
時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文字列を使用しない場合、ホスト名が重複する
ためこのテンプレートは一度しかプロビジョニングできません。ホスト名のすべての部分をできるだけ
短くして、ネットワークホスト名の一般的な制限内に収まるようにしてください。

たとえば、テンプレート内のホスト名の値が matrix#であり、補完文字列が abc6 である場合、グループ
内の 初のサーバーのホスト名は matrixabc601 となります。

6. （省略可能：Hyper-V VM のみ）ネットワークインターフェイスごとに MAC アドレスタイプを指定しま
す。MAC アドレスタイプに指定なしを選択した場合、テンプレートからサービスを作成するときに MAC
アドレスタイプは hpio.propertiesファイルの use.static.mac.address.for.hypervプロパ

ティの現在の値に従ってプロビジョニングされます。

7. HPE Matrix IO 環境の構成方法に従って、IPv4 割当てタイプと IPv6 割当てタイプを設定します。
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• DHCP

サブネットに接続されるサーバーに、DHCP を使用して IP アドレスを動的に割り当てることを示しま
す。

• 静的

サブネットに接続される各サーバーが使用する IP アドレスの割り当てを、設計者が行うことを示しま
す。静的 IP アドレスを使用すると、一度だけプロビジョニングできるテンプレートが作成されます。

• 自動

HPE Matrix IO が、ネットワークに設定されている静的 IP アドレス範囲から、割り当てる静的 IP アド
レスを自動的に選択することを示します。

注記:

HPE Integrity VM の展開には、自動を使用します。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP-UX OS で DHCP をサポートし
ません。

• なし/外部

HPE Matrix OE サービスは、HPE Matrix OE によって IP アドレスが割り当てられていないネットワー
クインターフェイスを持つことができます。ネットワークはデュアルスタックとして構成できます
が、サービスは、HPE Matrix OE の外部で割り当てられた IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのみを
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持つことができます。プロトコルは、ネットワークインターフェースレベルで無効にされません。サ
ービスのすべてのネットワークインターフェイスのすべてのネットワーク割り当てになし/外部オプ
ションを設定することはできません。HPE Matrix OE では、サービスのプライマリネットワークイン
ターフェイスをなし/外部に設定できません。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プライマリインターフェイス上の
1 つの HPE Matrix OE 管理 IP アドレスを必要とします。

選択したネットワークでプロトコルを使用できない場合や、HPE Matrix OE が、選択したプロトコル
の IP アドレスを管理しない場合に、なし/外部プロトコルを使用します。たとえば、選択したプロト
コルの IP アドレスが HPE Matrix OE の外側で管理される場合があります。また、ネットワークがア
クティブ/アクティブ NIC チームの場合に、選択したプロトコルの IP アドレスが必要とされない場合
があります。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、IP 割当てタイプの選択に従ってプラ
イマリ NIC を指定します。

• 自動または静的

◦ HPE Matrix IO は、NIC がプライマリとして設定されている場合にのみ、デフォルトゲートウ
ェイを設定します。

◦ NIC がプライマリとして設定されており、HPE Matrix IO で IPv6 が設定されている場合、
HPE Matrix IO は IPv6 設定を使用してデフォルトゲートウェイを設定します。

• DHCP

DHCP は設定を提供します。DHCP サーバーがデフォルトゲートウェイを提供している場合、
HPE Matrix IO はこの設定をデフォルトゲートウェイとして使用します。

8. ESXi ネットワークアダプターの設定をサポート

7.5 Update 1 より前のリリースでは、HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションで
ESXi VM として作成された論理サーバーは、常に E1000 仮想ネットワークアダプタータイプを使用して
いました。現在は、管理者が、lsa.properties ファイルで新しい
ESX_DEFAULT_NETWORK_VIRTUAL_DEVICE プロパティを使用して ESXi ネットワーク仮想デバイ
スの 5 つのタイプのいずれかを指定することで、ESXi VM で使用するネットワークアダプターのタイプ
を制御できます。ESXi ネットワーク仮想デバイスタイプは、次のとおりです。

• E1000
• E1000E
• VMXNET
• VMXNET2
• VMXNET3
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注記:

• この値を指定しない場合は、デフォルトの「E1000」が使用されます。
ESX_DEFAULT_NETWORK_VIRTUAL_DEVICE の設定は、HPE Matrix OE インフラストラクチ
ャオーケストレーションで作成された ESXi VM 論理サーバーに適用されます（カスタマイズし
た VMware VM テンプレートを使用している場合を除きます）。特定のネットワークアダプター
のタイプで VMware VM テンプレートをカスタマイズしていて、それが
ESX_DEFAULT_NETWORK_VIRTUAL_DEVICE プロパティより優先される場合、lsa.properties
ファイル内の値は無視されます。

• 特定のネットワークアダプターのタイプで VMware VM テンプレートをカスタマイズしていて、
それが ESX_DEFAULT_NETWORK_VIRTUAL_DEVICE プロパティより優先される場合、
lsa.properties ファイル内の値は無視されます。

• 選択できる有効なネットワークアダプターのセットは、VM のオペレーティングシステムによっ
て決まります。各オペレーティングシステムの有効なネットワークアダプターのセットについ
て詳しくは、VMware のドキュメントを参照してください。

9. ソフトウェアタブで、使用する適切なテンプレートを選択します。HPE Insight Control 仮想マシン管理
テンプレートの作成（66 ページ）の手順を使用して作成された VM テンプレートだけがリストに表示さ
れます。（物理的な Insight Control サーバー配備のジョブは表示されますが、それらは VM の作成時の選
択には使用できません。）

Windows テンプレートを使用する場合は、Sysprep ファイルも選択できます。選択する Sysprep ファイ
ルは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\sysprepにあ
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ります。変更ボタンをクリックすると、このディレクトリ内のすべての Sysprep ファイルが表示されま
す。

10. （オプション）ロードバランスタブで、指定した属性を含むロードバランサーをリクエストし、仮想また
は物理サーバーグループのサーバーの間でネットワークトラフィックを分配します。

ロードバランサーの設定について詳しくは、ロードバランサーの設定（97 ページ）を参照してください。

7.5 Update 1 より前のリリースでは、HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションで作
成された ESXi VM で、SCSI コントローラーのタイプとして常に LSI Logic Parallel タイプが使用されて
いました。管理者は、ESXi VM に使用されるストレージコントローラーのタイプを制御できるようにな
りました。ディスクのストレージコントローラーは、IDE または SCSI のいずれかにできます（SCSI が
デフォルトです）。SCSI コントローラーには次の 4 つのタイプがあります。ストレージコントローラー
は、lsa.properties ファイルの新しい ESX_DEFAULT_STORAGE_CONTROLLER_TYPE プロパティに
ESX のデフォルトのストレージコントローラータイプのいずれかとして指定できます。この値を指定し
ない場合は、デフォルトの LSI_Logic_Parallel が使用されます。ESXi ストレージコントローラーのタイ
プは次のとおりです。

• BusLogic_Parallel
• LSI_Logic_Parallel
• LSI_Logic_SAS
• VMware_Paravirtual
• IDE
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注記:

• ESX_DEFAULT_STORAGE_CONTROLLER_TYPE の設定は、Matrix で作成されたすべての
ESXi VM 論理サーバーに適用されます（VMware VM テンプレートを使用している場合を除きま
す）。

• 特定のストレージコントローラータイプの VMware VM テンプレートがあり、それが
ESX_DEFAULT_STORAGE_CONTROLLER_TYPE プロパティより優先される場合、
lsa.properties ファイル内の値は無視されます。

• 選択できる有効なストレージコントローラーのセットは、VM のオペレーティングシステムによ
って決まります。各オペレーティングシステムの有効なストレージコントローラータイプのセ
ットについて詳しくは、VMware のドキュメントを参照してください。

• ESXi VM で認識されている論理サーバーに仮想ファイルベースのディスクを追加すると、（VM
が 初に IDE ディスクを使用して作成された場合でも）ディスクは常に SCSI コントローラータ
イプを使用します。

• 指定された SCSI コントローラータイプのブートディスクが作成されると、新しく追加された
SCSI ファイルベースのデータディスクは、常に VM の既存の SCSI コントローラーのタイプを
使用して作成されます。VM 内のすべての SCSI ディスクは同じコントローラータイプを使用
します（VM では SCSI および IDE ファイルベースのディスクの混在が可能です）。

• VM の作成後に lsa.properties の値が IDE から SCSI に変更された場合、HPE Matrix OE インフ
ラストラクチャオーケストレーションのディスク追加操作によって追加されたディスクは、指定
された SCSI タイプを使用します。サーバーグループへのデータディスクの追加によって追加
されたディスクのストレージコントローラータイプは、既存のディスクと同じです。前述のとお
り、VM では IDE と SCSI のディスクを混在させることができますが、SCSI タイプが異なるデ
ィスクを使用できません。

• 「BusLogic_Parallel」は 64 ビットのすべてのゲストでサポートされていません。lsa.properties
ファイルで「BusLogic_Parallel」がデフォルトのストレージコントローラーとして指定されてい
る場合に、サービステンプレートで指定された 64 ビット OS で ESXi VM を作成すると、Matrix
OE インフラストラクチャオーケストレーションは、「The BusLogic SCSI adapter is not
supported for 64-bit guests.See the documentation for the appropriate type of SCSI adapter to
use with 64-bit guests.」というエラーを報告します。

• 選択できる有効なストレージコントローラーのセットは、VM のオペレーティングシステムによ
って決まります。各オペレーティングシステムの有効なストレージコントローラータイプのセ
ットについて詳しくは、VMware のドキュメントを参照してください。

11. 仮想ストレージの属性を設定します。ストレージタイプは「仮想」に設定する必要があります。

a. ディスクがサーバーグループのブートディスクであることを示す場合は、

ディスクは起動可能

を選択します。

• ブート可能ディスクの場合は、VM ホスト上のマウントされたボリューム名に一致する

ストレージボリューム名

を割り当てることができます。ストレージボリューム名は、ブートディスクを対象にしたオプショ
ン機能です。ストレージボリューム名は、仮想サーバーグループに接続されるすべての仮想ディス
クで使用します。VM ホストストレージボリュームの名前は、カンマ区切りで入力してください。
HPE Matrix IO は、プロビジョニングの際に、ブートディスクのストレージボリューム名と名前が
一致するストレージボリュームから仮想ストレージの割り当てを行います。

• ブートディスク以外

（ディスクは起動可能

が選択されていない）場合、異なる

ストレージボリューム名

を割り当てるか、フィールドを空白のままにすることができます。
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注記:

Integrity VM ディスクおよび Hyper-V VM リンククローンディスクがすべて同じ名前を使用
するか、空白のままである必要があります。クラウドサーバーは、このフィールドを空白の
ままにする必要があります。空白のままにした場合、データディスクは、ブートディスクと
同じボリュームに配置されます。

• Remove - Remove all installed components　(削除 - インストールされたすべてのコンポーネン
ト)オプションを選択して HP MPIO Full Featured DSM for P6x00 family of Disk Arrays を削除しま
す。

プロビジョニングタイプ

.

◦ 未指定

：HPE Matrix IO は、ハイパーバイザーのデフォルト設定を使用します。

◦ Thin

：実際に使用されるストレージ容量だけが割り当てられます。格納されるデータが増えるにつ
れて、ディスクはフルサイズに達するまで自動的に拡張します。

◦ Thick-ディスクのフルサイズが割り当てられます。

◦ LAZY_ZEROED_THICK

：VMware 固有のタイプ。デフォルトの Thick フォーマットで仮想ディスクを作成します。仮
想ディスクに必要なスペースは、仮想ディスクを作成するときに割り当てられます。物理デバ
イス上に残っているデータは作成時に消去されませんが、後で必要に応じて、仮想マシンから
の 初の書き込み時にゼロで消去されます。

◦ EAGER_ZEROED_THICK

：VMware 固有のタイプ。デフォルトの Thick フォーマットで仮想マシンディスクを作成しま
す。このディスクプロビジョニングプロセスは、シックプロセスに加えて、ディスクのプロビ
ジョニング時にディスクアレイ内のすべてのデータを割り当ててゼロで消去します。

テンプレートを選択した後、仮想ストレージのサイズが不十分な場合は、少なくともテンプレートの
サイズに達するまで追加されます。
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12. ネットワークの属性を設定します。適切なネットワークを選択するだけで済みます。その他の指定する
属性はありません。オプションで、コスト値を含めることができます。
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13. カスタマイズ可能をクリックし、テンプレートの特定の属性の変更を可能にして、修復可能をクリック
し、ディザスターリカバリのテンプレートの特定の属性の変更を可能にします。詳しくは、サービス作成
時のテンプレート属性のカスタマイズ（231 ページ）およびディザスタリカバリサービスの設定（83 ペ
ージ）を参照してください。

注記:

修復可能チェックボックス（DR 保護）は、ESX および Hyper-V VM、および HPE ProLiant 物理サ
ーバーでのみサポートされています。以下については、DR 保護はサポートされていません。

• クラウドサーバー

• HP-UX vPars および Integrity VM サーバー

• Raw LUN（RDM またはディスクパススルーディスク）を使用する VM
• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内にインポートされた VM

14. これらの手順を完了したら、有効性確認ステータスが緑色になっているかどうかに注意してください。緑
色でない場合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。
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15. 公開ボックスを選択して、保存をクリックします。今後、認証ユーザーはこのテンプレートを使用して展
開を行えます。

クラウドサービスプロバイダーでプロビジョニングするためのテンプレートの作成

オンプレミスリソースによるプロビジョニングに加え、Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーショ
ンは、HPE CloudSystem リソースプール、その他の HPE CloudSystem Matrix システム、その他の HPE 認定
のバースト先、Amazon EC2 など、外部クラウドサービスへの仮想サーバーのプロビジョニングをサポート
しています。

HP-UX vPars and Integrity VM のサポート

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP-UX Virtual Partitions（vPars）を vPars and
Integrity VM の仮想論理サーバー用の専用ゲストとしてサポートするようになりました。

HP-UX vPars and Integrity VM は、nPartitions に、より細かなコアの精度と動的リソース移行の柔軟性を追加
する、HP-UX 内のソフトパーティショニングテクノロジーです。各仮想パーティションは、ハードウェアの
サブセットを割り当てられ、HP-UX の個別インスタンスを実行し、独自のアプリケーションセットをホスト
します。各仮想パーティションには、少なくとも 1 つの専用 CPU、1 つのネットワークポート、1 つのルート
ディスク、および HP‑UX とホストされるアプリケーション用の十分なメモリが必要です。

注記:

HP-UX vPars and Integrity VM では、Itanium 2 CPU 以上が搭載された少なくとも 1 つのサーバーが必要
です。

vPar ゲストの作成

vPars and Integrity VM サポートにより、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは Integrity
VM 仮想化の仮想論理サーバーに新しいゲストタイプの可用性を追加します。テンプレートを設計するとき、
ユーザーは各論理サーバーグループのゲストタイプとして共有（VM の場合）または専用（vPar の場合）を選
択できます。自動プロビジョニングは、vPar と VM の両方のゲストタイプに対してサポートされています。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer でテンプレートを設計するときに、vPar
ゲストの作成には以下の手順を実行します。

クラウドサービスプロバイダーでプロビジョニングするためのテンプレートの作成 217



手順

1. サーバー構成の編集ダイアログを開くには、仮想論理サーバーアイコンをダブルクリックします。

2. ソフトウェアタブで、ゲストまたは専用をゲストタイプメニューから選択します。

3. 次の構成でゲストタイプメニューが表示されます。

a. 自動ソフトウェア展開が選択され、OS タイプが HP-UX に設定されている場合。

b. 手動ソフトウェア展開が選択され、OS タイプが HP-UX に設定され、仮想化タイプが Integrity VM に
設定されている場合。

サーバーグループアイコンは、テンプレートに対応する値を表示します。

HP-UX ディスクホストモード

HP-UX 11iv3 が HP-UX システムの OS の選択肢として利用できるようになりました。この選択により、HPE
3PAR OS 3.1.3 以降を搭載した HPE StoreServ ストレージシステムなど、適切なサポートを提供するストレ
ージデバイスのホストモードをより細かな精度で設定できます。

管理者が HPE Matrix OE ストレージプールエントリーを手動で作成するとき、または設計者が物理ディスク
を含む HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービステンプレートを設計するときに指定
する値は、HPE Storage Provisioning Manager（HPE SPM）に渡されます。HPE SPM は、3PAR OS バージ
ョンに基づいて適切な Persona を使用します。OS バージョンが 3.1.3 以降の場合、新しい HP-UX 11iv3 オプ
ションが使用されます。バージョンがそれより前の場合は、HP-UX オプションが使用されます。

新しい OS の選択は Matrix が SPM に渡す内容にのみ影響し、SPM が受信した値は SPM マッピング文字列に
よって調整されるため、新しい OS オプションの選択は SPM Persona マッピング文字列の使用とは無関係で
す。たとえば、すべてのシステムで HP-UX 11iv3 を実行している環境では、HP-UX のすべての OS 選択を
11iv3 persona にマッピングすることができます。

ユーザー定義プロパティの設定
プロパティをクリックして、ワークフローおよびスクリプトで使用する独自のプロパティを定義するか、また
は OS ビルドプランのカスタム属性を指定します。テンプレート、サーバー、ネットワーク、およびストレー
ジについて、それぞれの設定ダイアログボックスでプロパティを設定できます。

プロパティ設定には、次のフィールドとコントロールが用意されています。

表 6 : プロパティタブの各フィールドとコントロール

フィールドまたはコントロー
ル

説明

名前 プロパティ名を指定します。ユーザー名は 256 文字未満である必要があり、
<、>、&文字を含めることはできません。

値 プロパティの値を指定します。プロパティが「任意の値」である場合、値の
長さは 1024 未満である必要があり、<、>、&、,、;、=文字を含めることは
できません。値フィールドでは、改行キーを使用して複数の行を使用できま
す。

表は続く
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フィールドまたはコントロー
ル

説明

カスタマイズ 以下を選択します

不可

または

使用可能

サービスの作成時にユーザーがカスタマイズを行えるかどうかを指定しま
す。

有効な値 以下を選択します

任意の値

,

整数

,

10 進

、または

リスト

サービス作成時のカスタマイズの際にユーザーに対して有効な値を指定しま
す。このコントロールは、

カスタマイズ: 使用可能

が選択されている場合にのみ有効です。

クリア このコントロールをクリックすると、既存のエントリーがクリアされます。

追加 このコントロールをクリックすると、プロパティテーブルにプロパティが追
加されます。

注記:

HPE Insight Control サーバープロビジョニング用の OS ビルドプランで、ユーザー定義のプロパティを
使用してカスタム属性を作成できます。詳しくは、HPE Insight Control サーバープロビジョニングの
カスタム属性サポート（236 ページ）を参照してください。

デフォルトでは、HPE Matrix Operating Environment によって登録されているすべてのサーバーで 1 つ
または複数のカスタム属性が定義されます。詳しくは、HPE Insight Control サーバープロビジョニン
グを使った Windows IPv4 および IPv6 ネットワークの事前構成（49 ページ）を参照してください。

既存のプロパティを編集する場合は、アップデートボタンを使用して変更を適用します。キャンセルボタンを
使用して編集内容を取り消すこともできます。

コンポーネントに追加したプロパティは、テンプレートの保存後、HPE インフラストラクチャオーケストレ
ーションコンソール、Organization Administration Portal、および Self Service Portal に表示できます。テンプ
レートタブで詳細の表示をクリックしてください。

サービス作成時のユーザー定義プロパティのカスタマイズ

設計者は、サービス作成時にユーザーが 1 つまたは複数のユーザー定義プロパティをカスタマイズできるよう
にすることができます。
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設計者は、各プロパティのデフォルト値とさまざまな許容値を設定できます。ユーザーがサービスの作成時に
このプロパティをカスタマイズする場合、カスタマイズされる値は、設計者によって設定された許容値の範囲
内でなければなりません。この値が定義された範囲外の値である場合、サービス作成リクエストは失敗しま
す。

名前 説明 制限事項

プロパティ サービステンプレート内の任意の
論理要素で定義されている任意の
カスタマイズ可能なプロパティの
値を変更できます。

• カスタマイズ可能な各プロパテ
ィで定義されている有効性確認
の制限を受けます（存在する場
合）。

• hpio.properties
設定：

allow.customize.user.de
fined.properties=true

論理サブネット – バインドされた
ネットワーク

ネットワークを再バインドできま
す。つまり、論理ネットワークのバ
インド先のネットワークを変更で
きます。

• 属性ベースではないネットワー
クでのみ使用できます

• hpio.properties
設定：

allow.customize.templat
e.network=true

• マルチテナンシインストールで
は、ユーザーのテナントが以下
のリストに含まれる必要があり
ます

hpio.properties
:

customize.template.netw
ork.inclusion.list=<org
1, org2….>

論理ディスクサイズ プロビジョニングされたディスク
のサイズを変更します。

• テンプレートベースの仮想ブー
トディスクのサイズを変更する
ことはできません。

• hpio.properties
設定：

allow.customize.disk.si
ze=true

サーバーグループのメモリ サーバーグループ内のサーバーの
メモリを変更します。

制限なし

表は続く
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名前 説明 制限事項

サーバーグループのプロセッサー
数

サーバーグループ内のサーバーの
プロセッサー数を変更します。

• サーバーグループの初期プロセ
ッサー数がサービステンプレー
ト内の 大プロセッサー数と等
しい場合、カスタマイズできま
せん。

• 値は、初期プロセッサー数と
大プロセッサー数の間にある必
要があります。

サーバーグループのオペレーティ
ングシステム

サーバーグループ内のサーバーご
とに、展開するオペレーティングシ
ステムソフトウェアを変更します。

• CMS で HPE IO に認識される
ソフトウェアの有効な場所であ
る必要があります。

• サーバーグループのタイプに一
致する必要があります。つま
り、物理サーバーグループでは、
展開サーバーに由来する OS ソ
フトウェアを使用でき、仮想サ
ーバーグループでは、展開サー
バーベースのソフトウェア（テ
ンプレート設計でこれをサポー
トしている場合）または VM テ
ンプレートを使用できます。

サーバーグループの仮想化タイプ サービスで使用する仮想化タイプ
を変更します。

• 物理サーバーグループには無関
係です。

• サーバーグループが Hyper-V
または Integrity VM の場合、値
はそれぞれ

Hyper-V
または

INTEGRITY_VM
になります。

• サーバーグループが ESXi VM
の場合、これは、有効な ESXi
OS の種類である必要がありま
す。

サーバーグループの NIC の IP 割
り当てタイプ

サーバーの特定のネットワークイ
ンターフェイスの IP を割り当てる
方法を変更します。

NIC に関連付けられたネットワー
クが、選択された割り当てタイプを
サポートする必要があります。

表は続く
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名前 説明 制限事項

ディスクのプロビジョニングタイ
プ

特定のディスクで使用する VM プ
ロビジョニングタイプを変更しま
す（シンとシック）。

VM ブートディスクまたは仮想デ
ータディスクのみ

ディスクストレージボリューム名 データストア名のカンマ区切りリ
ストを指定します。ディスクのプ
ロビジョニング先のデータストア
を選択するときにこのリストから
選択します。

• 問題のあるディスクのボリュー
ム名をテンプレートのストレー
ジボリューム定義で制限する場
合、ここで指定したすべての名
前が元のリストに存在する必要
があります。それ以外の場合、
任意の有効なボリューム名をこ
こで指定できます。

• hpio.properties
の下にリストされたすべてのボ
リューム名が除外/無視されま
す。

volume.exclusion.list=<
volName1>; <volName2>….

ユーザー定義のプロパティのカスタマイズは、デフォルトでは許可されていますが、hpio.propertiesフ

ァイルの allow.customize.user.defined.propertiesプロパティの設定を falseに編集することに

よって、グローバルに無効にすることができます。

以下に、設計者がテンプレート内でユーザー定義のプロパティを作成し、許容値の範囲を指定する例を示しま
す。
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以下に、ユーザーがテンプレートからサービスを作成し、ユーザー定義のプロパティをカスタマイズする例を

示します。

以下に、ユーザーが CLI を使用してサービスを作成する例を示します。ユーザーは、ネットワークの
Departmentプロパティの値を Salesに変更することでこれをカスタマイズしています。

ioexec create service —s MyService —t myTemplate —a 
“serviceProperty=Network1,Department,Sales”

カスタムホスト名の有効化
カスタムホスト名の機能では、サーバーのホスト名の生成方法に関して Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーション管理者により強い制御が与えられ、ホスト名の作成と割り当てを管理するための HPE OO ワ
ークフローが使用されます。新しいホスト名は、実行されているリクエストとプロビジョニングされている現
在のインフラストラクチャによって決まります。ホスト名の生成方法は HPE OO ワークフローで完全に定義
されます。生成されたホスト名が、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでプロビジョニングさ
れたサーバー内で有効かつ一意であることは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって確
認されます。

HPE OO ワークフローは、ホスト名の割り当てまたは更新が必要な場合に常に呼び出され、以下のイベント
によってトリガーされます。
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• サービスの作成/サーバー追加：ホスト名が、新しく作成したサーバーに割り当てられます。

• サービス削除/サーバーの削除：削除したサーバーからホスト名が解放されます。

• アウトバンドのホスト名の更新：VM ゲストツールがターゲットオペレーティングシステムにインストー
ルされている場合、ホスト名の変更が検出され、HPE OO ワークフローに通知されます。そうでない場合
は、ワークフローは、ホスト名の更新を認識しません。たとえば、VMware ツールが ESX ハイパーバイザ
ーにインストールされていて、ユーザーがホスト名を変更すると、HPE OO ワークフローに通知されます。

デフォルトでは、カスタムホスト名の機能は無効です。有効になるまで、既存のホスト名の生成方法が使用さ
れます。以下のプロパティ（Hpio.properties ファイルで設定）は、新しい機能の動作を制御します。

プロパティ 説明 デフォルト

oo.enable.custom.hostnames True に設定されると、カスタムホスト
名機能が有効になります。

false

oo.custom.hostnames.flow HPE OO ワークフローへのパスを指定
します。このプロパティは
oo.enable.custom.hostnames が true
の場合にのみ評価されます。

/Library/Hewlett-Packard/
Infrastructure orchestration/Custom
Hostnames/samples/hostname
powershell

機能を有効または無効にする場合の重要な注意：

• この機能を有効にすると、hpio.properties ファイルで定義されているワークフローがすべての組織のすべ
てのサービスのホスト名の方法になります。

• この機能が有効になっている間に作成されたサービスは、後で機能が無効になっているサーバーを追加す
ることによって変更できません。サービスを作成し直すか、カスタムホスト名機能を有効にします。

• 機能が無効の場合、桁の数字をインクリメントするデフォルトのホスト名方法がアクティブになります。

HPE OO ワークフローでは、あらゆるロジックを使用してホスト名を生成できます。実装では、Designer で
論理サーバーに定義されたホスト名パターンを使用する場合も使用しない場合もあります。

警告:

ホスト名パターンを使用しない場合は一部の検証は無効です。これにより、これまで無効だったホスト
名が割り当てられる可能性があります。たとえば、設計者が以下を指定する可能性があります。

• 空のホスト名

• 異なるサーバーグループでの同じホスト名（重複するホスト名は許可されていないので、ワークフロ
ーは内部で重複名をヒントとしてのみ使用します）

• #なしのホスト名

注記:

ホスト名の生成方法は HPE OO ワークフローで完全に定義されますが、生成されたホスト名が、Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションでプロビジョニングされたすべてのサーバー内で有効かつ
一意であることは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって確認されます。

カスタムホスト名 HPE OO ワークフローで実行される操作については、「カスタムホスト名ワークフローの作
成」を参照してください。

論理スイッチと標準スイッチのサポート
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2

（Microsoft System Center Virtual Machine Manager）用の論理スイッチと標準スイッチをサポートするように
なりました。分離した VM ネットワークと分離していない VM ネットワークがサポートされます。分離した
VM ネットワークは自動的に検出され、ネットワークインベントリに表示されます。トランクが構成され、
SCVMM VLAN ID に関連付けられると、分離していないネットワークを使用できるようになります。
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注記:

• 論理スイッチは、展開サーバーを介してターゲットで設定しないでください。

• 仮想スイッチを SCVMM サーバーに構成して Hyper-V VM ホストを追加すると、仮想スイッチは
SCVMM サーバーの標準スイッチにマッピングされ、論理ネットワークと VM ネットワークに関連付
けられます。標準スイッチおよび関連付けられている論理ネットワークと VM ネットワークを使用
する前に、SCVMM サーバーにこれらの項目の構成が必要です。構成が完了していない場合、ネット
ワークインターフェイスの削除など、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの操
作は失敗します。

• サービスで複数の論理スイッチネットワークアダプターを使用する場合、ネットワークインターフェ
イスの削除画面に表示されるアダプターリストに表示された 後のネットワークアダプターで、ネッ
トワークインターフェイスの削除操作を常に実行する必要があります。

SCVMM の分離した VM ネットワークの設定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは分離した SCVMM VM サブネットを検出し、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブでそれらをネットワーク
として表示します。管理者は、SCVMM のガイドラインに従って、ネットワークを設定する必要があります。

ネットワーク名に関する以下の考慮事項が適用されます。

• SCVMM VM サブネット名は、

ネットワーク

タブ上で検出されたサブネットをマージするために使用されます。このため、同じ名前を持つ複数のサブ
ネットが HPE IO で検出された場合、それらはすべて同じものとして表示されます。このため、HPE IO が
常に設定済みの SCVMM VM ネットワークを使用してホストのサーバーをプロビジョニングするように、
1 つのホストで一意の VM サブネット名を設定することをおすすめします。

• 複数の SCVMM VM ネットワークで同じスイッチに同じ VM サブネット名が存在する場合、HPE IO は 初
に検出されるサブネットを選択します。設計者やユーザーは、サーバーをプロビジョニングする特定の
SCVMM VM ネットワークを選択するように、ユーザー定義プロパティ機能を設定することができます。
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次の図は、クラスター iow2k12r2 clust で HPE IO によって検出された分離したネットワーク subnet-10 の設
定を示しています。

管理者は、CLI コマンド get vmhostを使用して SCVMM の設定についての詳細な情報を取得できます。こ

のコマンドは、ホストに接続されているすべての VM ネットワークや、ネットワークが SCVMM 論理スイッ
チまたは標準スイッチのどちらであるか、ネットワークのサブネット ID、およびネットワークが分離してい
るかどうか、といった情報を返します。

たとえば、次の部分には、前の図で subnet-10 に関連付けられた VM ネットワーク情報が表示されています。

VM Network:

Name: VMNetwork-single

Isolated: Yes

Subnet IDs: subnet-10

Logical Switch:

Name: SwitchName

Port Classifications: [Host Management]
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SCVMM の分離していない VM ネットワークの設定

分離していない VM ネットワークは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは表示され
ません。分離していない VM ネットワークを使用するには、管理者は論理スイッチまたは標準スイッチをトラ
ンクとして設定し、SCVMM VLAN ID と設定が有効な子ネットワークにそれを関連付ける必要があります。

たとえば、次の部分は、論理スイッチ LS02 内で VMNet-NonIsolated という名前の分離していない VM ネッ
トワークを検出する get vmhostコマンドの実行結果を示しています。

VM Network:

Name: VMNet-NonIsolated

Isolated: No

Subnet IDs:

Logical Switch:

Name: LS02

Port Classifications: [Medium bandwidth]
次の図は、論理スイッチ LS02 がトランクネットワークとして設定されており、Sub-no-isolation が子であ
る、トランク/子モデルを使用した関連付けを示しています。

サービスの SCVMM 属性のカスタマイズ

サービスの作成時に、ユーザーは、ユーザー定義プロパティを設定することによって、SCVMM の VM ネット
ワークやポートの分類と、ネットワークインターフェイスが接続されている論理スイッチまたは標準スイッチ
を選択できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次のプロパティを条件として
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使用して、VM を展開する VM ホストを選択します。プロパティはオプションであり、一緒または個別にサー
ビスのサブネットに追加できます。

?ScvmmVmNetwork 選択した VM ネットワークの名前

?LogicalSwitch 選択した論理スイッチの名前

?StandardSwitch 選択した標準スイッチの名前

?PortClassification 選択したポートの分類

選択されたプロパティが正しくないか、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによってど
のホストも必要な構成と一致しない場合、リクエストは失敗し、メッセージがリクエストの履歴に表示されま
す。

次の図は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer のテンプレートにある
subnet-13 という名前のネットワークに接続されているユーザー定義プロパティを示します。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、1 つの物理ネットワークアダプターにつ
き、分離されていない VM ネットワークを 1 つのみ構成できます。論理スイッチと標準スイッチが同時
に使用されている場合、各スイッチは分離されていない VM ネットワークを同じホスト上で 1 つ使用で
きます。同じホスト上の分離されていない VM ネットワークが標準スイッチに複数ある場合、展開の問
題が発生します。
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ユーザー定義プロパティについて詳しくは、ユーザー定義プロパティの設定（218 ページ）を参照してくださ
い。

サービスリクエストの作成
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal を使用して、公開済みのテンプレ
ートからインフラストラクチャサービスを作成できます。

手順

1. CMS のデスクトップから、Self Service Portal アイコンをダブルクリックするか、ブラウザーを開いて次
のアドレスを入力します。

https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/portal/
または、Systems Insight Manager から、ツール > インフラストラクチャオーケストレーションの順に選
択して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを開きます。

2. HPIO_Users グループのメンバーであるアカウントを使用して HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーション Self Service Portal にログインするか、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションコンソールにログインします。

3. テンプレートタブを選択し、使用できる公開済みテンプレートを表示します。

4. テンプレートを選択します。

注記:

Systems Insight Manager が検出タスクを実行すると、論理サーバーホスト名は、ホスト名の先頭
に VM ホスト名およびサービステンプレート名が付けられて変更されます。たとえば、Systems
Insight Manager が検出を実行した後、HPE Matrix IO がテンプレート mytemplateを使用して VM
ホスト VMhost1で仮想マシン vm1をプロビジョニングした場合、仮想マシンのホスト名は

VMhost1_mytemplate_vm1に変更されます。

検出タスクおよび HPE Matrix IO での自動更新の間に遅延が生じる可能性があります。この間、仮
想マシンのホスト名は Systems Insight Manager と HPE Matrix IO で異なります。次の HPE Matrix
IO 自動更新の後、HPE Matrix IO の仮想マシン名は Systems Insight Manager 名と一致するように
変更されます。

5. サービスの新規作成をクリックします。
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6. オプションをクリックします。展開したテンプレートからサービスの作成ダイアログで、サービス名を指
定し、必要なその他のオプションを設定または入力します。サービス名は、このサービス作成リクエスト
を他と区別するために、ユーザーおよび管理者が使用し、進行状況ログで用いられます。サービス名は、
アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、下線、およびハイフンを使用して、 大 15
文字で作成できます。

テンプレートが ESX ホストまたはクラスターである場合、選択されたリソースプールはクラスターの名
前です。オプションで、データセンター名を指定します。デフォルトのデータセンター名はサービス名で
す。

7. 進行状況の通知を受ける電子メールアドレスを入力します。複数のアドレスは、コンマ（,）またはセミ
コロン（;）で区切ります。 後の電子メールアドレスの後ろにはセミコロンを使用しません。

電子メールアドレスが指定されていない場合、電子メール通知は HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションのインストール時に使用されたデフォルトの電子メールアカウントに送信されます。

8. ホスト名を指定します。仮想マシンのホスト名は 3 つの部分で構成されます。 初の部分は、このサー
ビステンプレートで定義します。2 番目の部分は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。
3 番目の部分は、このサーバーグループで作成されるサーバーの数に基づく数字のサフィックスです。

このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。この文字列は、その
位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ることを示しています。リクエスト
時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文字列を使用しない場合、ホスト名が重複する
ためこのテンプレートは一度しかプロビジョニングできません。また、ホスト名のすべての部分をできる
だけ短くして、ネットワークホスト名の一般的な制限内に収まるようにしてください。

たとえば、テンプレート内のホスト名の値が matrix#であり、補完文字列が abc6 である場合、グループ
内の 初のサーバーのホスト名は matrixabc601 となります。

9. 必要に応じて VM 名の補完文字列を入力します。
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10. 適切なリソースプールを選択します。

11. Submit (送信)をクリックします。

注記:

作成後に、ioexec CLI を使用してサービスの特定のプロパティを変更できます（所有者、費用情

報など）。

12. リクエストタブ（または HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのリクエス
トタブ）を選択してリクエストのステータスを表示します。初期の有効性確認が完了しリソースが予約さ
れると、リクエストは承認を待つためにキュー内で一時停止となります。

注記:

管理者は、hpio.propertiesファイル内の hpio.service.approval.pause.enabledを

falseに設定することで、承認要件を無効にすることができます。

サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ

テンプレートが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer でカスタマイズ可能とし
て指定されている場合、サービスの作成時にテンプレートコンポーネント属性をカスタマイズするオプション
が表示されます。

これらのカスタマイズにより 1 つのマスターテンプレートを基に異なる種類のサービスを作成できるため、使
用環境のテンプレートの数を削減できます。

以下の属性をカスタマイズできます。

サーバーグループ
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• メモリサイズ

• プロセッサー数

注記:

サービス作成後に仮想マシンのプロセッサーの数およびメモリサイズを変更するには、仮想サーバー
の編集操作を使用します。詳しくは、仮想サーバーの編集操作（174 ページ）を参照してください。

• サーバーグループとネットワーク接続の IP アドレス割り当てタイプ

IPv4 と IPv6 の場合、選択項目自動、静的、DHCP、なし/外部を使用できます。

注記:

これらのオプションにはそれぞれ一定の制限が適用されます。詳しくは、物理 HPE ProLiant または
HPE Integrity サーバーを含むテンプレートの作成（195 ページ）または HPE ProLiant または HPE
Integrity 仮想マシンを含むテンプレートの作成（205 ページ）を参照してください。

• オペレーティングシステム（個人用設定）

ソフトウェアの場所または ID。位置は、ソフトウェアタブに表示されます。ID は、ioexec list
softwareコマンドを使用して確認できます。

• 仮想化タイプ

仮想マシン OS のソフトウェアソースタイプが SA の場合、HYPER-V または ESX OS タイプを入力して
VM のタイプをカスタマイズします。ソースタイプが Ignite-UX の場合、INTEGRITY_VM を入力します。
その他すべての OS ソフトウェアソースタイプ（クラウド、VMware、Hyper-V など）では、値は入力しな
いでください。

• ユーザー定義プロパティ

ネットワーク

• ユーザー定義プロパティ

ネットワークのカスタマイズにより 1 つの HPE Matrix IO テンプレートで異なるネットワークへのサービス
の展開ができます（たとえば、テスト、開発および制作）。新しいサービスではネットワーク接続の追加また
は削除はできません。論理サーバーグループは同じ接続を持ちますが、接続はカスタマイズされたネットワー
クを指します。

注記:

サービスまたはサービスタブからサーバーアクションメニューを使用してすでにプロビジョニングされ
ているサービスに対して、ネットワークインターフェイスの追加または削除を行うことができます。詳
しくは、ネットワークインターフェイスの追加（168 ページ）を参照してください。

ネットワーク属性をカスタマイズする場合、以下が適用されます。

• トランクネットワーク（マップまたはトンネル）はカスタマイズできません。サービステンプレートで構
成されたトランクネットワークを他のネットワークに置き換えること、または他のネットワークをトラン
クネットワークに置き換えることはできません。

• 必要な属性の指定を選択してネットワークを指定している場合、サービスの作成時はネットワークをカス
タマイズできません。ネットワークのカスタマイズは指名されたネットワーク上でのみ実行できます。

• Integrity VM のネットワークの割り当てタイプの DHCP へのカスタマイズはサポートされていません。

• カスタマイズは作成中のサービスのみに適用できます。テンプレートは変更されません。

• 組織の管理者およびユーザーは組織がアクセスできるネットワークのみカスタマイズできます。

ストレージ

• プロビジョニングタイプ（仮想ストレージのみ）

• VM ストレージボリューム名（仮想ストレージのみ）
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仮想ストレージの割り当てに使用する VM ホストストレージボリューム名を指定します。テンプレートで
ストレージボリューム名が指定されている場合は、それらのボリューム名から 1 つまたは複数を選んで入
力します。ストレージボリューム名がテンプレートで指定されていない場合、有効な値は、単純な VMware
ESX データストア名（「ClusterStorageOne」など）、単純な Hyper-V データストア名（「S」など）、または
HP-UX 共有論理ボリュームグループ（「/dev/slvm_disk1」など）です。

• ディスクサイズ（仮想および物理ストレージ）

選択した論理ディスクに対してカスタマイズされたディスクサイズを指定します。この機能はサービステ
ンプレートのディスクサイズを拡張または縮小するために使用します。

ディスクサイズのカスタマイズには、以下の制限があります。

◦ サービステンプレートに名前付きのディスクが存在すること。

◦ ディスクサイズがゼロより大きいこと。

◦ VM テンプレートから展開されているサービステンプレートのブートディスクはサイズ変更できませ
ん。

注記:

ディスクサイズのカスタマイズは、デフォルトで有効になっていますが、hpio.propertiesファ

イルに allow.customize.disk.size=falseを設定することで無効にできます。

詳しくは、カスタマイズ可能なテンプレートによるユーザーの設定の変更（31 ページ）を参照して
ください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer でテンプレートのカスタマイズ可能チェ
ックボックスをクリックして選択することで、HPE Matrix IO 設計者はテンプレートがカスタマイズ可能であ
ることを指定できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール、Organization Administrator Portal、また
は Self Service Portal のテンプレートからサービスを作成するときにカスタム属性を指定するには、サービス
の作成ダイアログでオプションをクリックし、カスタム属性の編集ボタンをクリックします。テンプレートが
カスタマイズできない場合は、編集ボタンは表示されません。

各テンプレートコンポーネント（サーバーグループ、ネットワーク、ディスク）には、カスタマイズ可能な独
自のコンポーネントセットがあります。ダイアログには、各テンプレートコンポーネントのエントリーが含ま
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れるツリーコントロールが表示されます。属性をカスタマイズするコンポーネントを展開します。選択した
カスタマイズの内容は、次の形式でカスタム属性結果:ボックスに表示されます。

+ subnet=<original-subnet-id>,<custom-subnet-id>
+ addressingType=<lsg-name>,<subnet-id>,[IPV4|IPV6]EXTERNAL|DHCP| AUTOMATIC | 
STATIC [,<IP>...]
+ memory=<lsg-name>,<size>MB | GB 
+ processor=<lsg-name>,<count>
+storageVolume=<logical-disk-name>,<storage-volume>[,<storage-volume>...]
+ storageProvisioning=<logical-disk-name>,THIN
| THICK | LAZY_ZEROED_THICK | EAGER_ZEROED_THICK | UNSPECIFIED
+ os=<lsg-name>,<software-id>|<software-location>[,HYPER_V | INTEGRITY_VM |<esx-
os-type-variation-code>].

または、同じ形式を使用して対象のカスタマイズ内容をカスタム属性テキストボックスに入力できます。カス
タム属性テキストボックスをクリックすると必要な形式を含むツールヒントが表示されます。このテキスト
ボックスは、カーソルを置くとサイズが大きくなり、入力するとテキストボックスの内容が自動的に調整され
ます。
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たとえば、ネットワーク名を「replacement network」、ネットワークの割り当てタイプを「static」、IP アドレ
スを 192.168.0.99、メモリ容量を 4GB、プロセッサーの数を 2 に変更する場合、テキストボックスの内容は
次のようになります。

subnet=network-in-my-template, replacement-network; 
addressingType=server-group-in-my-template, 
second-network-in-my-template,STATIC,192.168.0.99;
memory=server-group-in-my-template,4GB; 
processor=server-group-in-my-template,2
変更は「承認または拒否」メールおよびリクエスト詳細ペインで強調表示されます。カスタマイズ可能属性が
テンプレートタブに表示されます。

属性をカスタマイズする場合は ioexec CLI または SOAP API を使用することもできます。以下は ioexec
コマンドの例です：
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE CloudSystem Matrix/Matrix
Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations Reference Guide を参照してください。

注記:

テンプレートでカスタマイズ可能オプションが選択されていても、カスタマイズを無効にすることがで
きます。一部のカスタマイズオプションを無効にするには、hpio.propertiesファイルの設定を編集

します。このファイルのデフォルトの場所は、C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.propertiesです。詳しくは、カスタマイズ可能なテンプレートによ

るユーザーの設定の変更（31 ページ）を参照してください。

HPE Insight Control サーバープロビジョニングのカスタム属性サポート

Insight Control サーバープロビジョニング、Server Automation など、OS ビルドプランでのカスタム属性の使
用をサポートする展開サーバーでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザー定義プロ
パティをカスタム属性として使用できます。カスタム属性を使用すると、以下が可能になります。

• Insight Control サーバープロビジョニングを使用したターゲットサーバーネットワークの事前設定

• Insight Control サーバープロビジョニング経由での Windows ターゲットに対する Microsoft Active
Directory ドメインへの参加のサポート

• Insight Control サーバープロビジョニングを使用した、Windows 2008、Windows 2012、および RHEL 6.x
に対するターゲットサーバーの IPv6 ネットワーク設定のサポート
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注記:

Insight Control サーバープロビジョニングは、HPE Intelligent Provisioning v1.60 以降を介した HPE
ProLiant Gen8 以降のサーバーに対する Windows 2008 SP2 または Windows 2008 R2 SP1 のスク
リプト化されたインストールをサポートしていません。

PXE 経由で Windows 2008 SP2 または Windows 2008 R2 SP1 を展開するのには、Insight Control サ
ーバープロビジョニングに WinPE 3.1 PXE イメージをアップロードする必要があります。手順につ
いては、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトにある HPE Insight
Control サーバープロビジョニングインストールガイドで、WinPE の生成およびアプライアンスへの
アップロードに関するセクションを参照してください。

• Insight Control サーバープロビジョニング、VMware Auto Deploy を介した自動 ESXi プロビジョニング経
由での ESXi 展開のサポート

カスタム属性について詳しくは、「HPE Insight Control サーバープロビジョニングの設定（47 ページ）」およ
び Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトで入手できる HPE Insight Control サー
バープロビジョニング管理者ガイドを参照してください。

サービス作成のタイムアウト値の変更

デフォルトで、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、..\Program Files\HP
\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesファイルで、サーバー作成

リクエストに対して 180 分（論理）または 120 分（仮想）のタイムアウト値を設定しています。必要な場合
にはこの値を変更してください。

# Maximum number of minutes wait for a single physical 
# CreateLogicalServer operation 
timeout.create.physical.logicalserver = 180 
    
# Maximum number of minutes wait for a single virtual 
# CreateLogicalServer operation
timeout.create.virtual.logicalserver = 120
      
作成リクエストの開始時からではなく、実際のプロビジョニングの開始時から個々の論理サーバーのプロビジ
ョニングに指定時間以上かかる場合は、タイムアウトが発生します。

展開の承認と自動化

手順

1. サービスリクエストを承認するには、Systems Insight Manager に接続し、HPIO_Administrators グループ
のメンバーであるアカウントを使用してログインします。ツール > Infrastructure orchestration の順に
選択し、リクエストタブを選択して保留中のリクエストキューを表示します。
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2. キューで作成リクエストを選んで、承認をクリックします。

ジョブは、承認を受けると自動的に構築および展開手順に進むため、以降に操作を行う必要はありません。

3. プロビジョニングの進行中、リクエストを生成したユーザーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーション Self Service Portal のリクエストタブで展開の進行状況を監視できます。

ジョブが完了すると、リクエストを生成したユーザーは電子メール通知を受け取ります。Self Service
Portal のリクエストキューのステータス更新は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
コンソールのリクエストタブのステータスと同期されています。

ここまでの操作で、リクエスト作成者は仮想マシンを全面的に使用できるようになります。実行中のサービス
は、Systems Insight Manager の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサービ
スタブに表示されます。
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仮想マシンの 新ステータスとリソースは、HPE Matrix OE ビジュアル化ビューでも監視できます。
（Systems Insight Manager から、ツール > HPE Matrix OE ビジュアル化を選択します。）

管理者は、新しい論理サーバーの管理（239 ページ）の手順に従い、新しいゲストが現在使用している IP ア
ドレスに対して Systems Insight Manager の検出操作を開始することができます。これにより、新しい仮想マ
シンが完全に認識されます。また、次回の検出を予定している場合は、それまで待つこともできます。

新しいゲストは、ネットワーク上で完全に認識されるまでは、その VM ホスト名、HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションのサービス名、および仮想マシン名で構成される自動生成の名前を使って表示
されます。検出されると、すべての HPE Matrix OE ビジュアル化属性が設定されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでプロビジョニングされた物理論理サーバーについ
ては、新しい論理サーバーの管理（239 ページ）の手順に従って、新しく展開された論理サーバーを Systems
Insight Manager および HPE Matrix OE 論理サーバー管理で管理できるよう準備します。

注記:

物理 HP-UX サーバーにのみ必要：物理 HP-UX サーバー用のブートディスクが HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションサービス削除の中で消去されるようにするには、ノードが正しいルー
ト認証情報で正しく検出されている必要があります。正しく検出されていない場合、HPE Matrix インフ

ラストラクチャオーケストレーションのサービス削除は「失敗しました。：論理サーバーのディスク消去

エラー」というエラーメッセージで失敗します。

新しい論理サーバーの管理
作成した論理サーバー（サービスリクエストの作成（229 ページ）で説明しています）を管理するには、以下
の手順を実行してください。

手順

1. Systems Insight Manager で新しい検出タスクを定義し、IP アドレスまたはホスト名で新しい論理サーバ
ーを検出します。DNS サーバーには正引きおよび逆引きの両方を設定します。

この検出操作の前に、ESX ホストを VMware vCenter に接続する必要があります。vCenter が新しいサー
バーである場合は、Systems Insight Manager で vCenter サーバーを検出し、検出した vCenter ノードのシ
ステム認証情報を編集します。さらに Systems Insight Manager のオプション > VME オプション > VME
認証の追加または編集メニューを選択して VME 認証情報を追加します。

検出タスクを作成する方法については、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイト
で入手できる HPE Systems Insight Manager ユーザーガイドを参照してください。

2. Systems Insight Manager で、ツール > HPE Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。次に、ツール >
論理サーバー > 更新を選択し、HPE SIM チェックボックスをクリックして選択します （更新は、30 分ご
とに自動で行われます。）

新しい論理サーバーがハイパーバイザー（Integrity VM ホストなど）である場合は、Insight Control 仮想マ
シン管理リソースも更新してください。

3. HPE Insight Managed System Setup Wizard（MSSW）を使用して、システムを管理できるように設定し
ます。Systems Insight Manager から、設定 > Managed system setup wizard の順に選択します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトで入手できる HPE Insight
Managed System Setup Wizard スタートガイドを参照してください。

注記:

クロステクノロジー型の論理サーバーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは
サポートされていません。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで（サービステンプ
レートの展開によって）作成された論理サーバーを、クロステクノロジー論理サーバーとして管理する
ことはできません。たとえば、物理論理サーバーが HPE Matrix IO 内で作成された場合、Matrix OE 論理
サーバー管理を使用してそれを仮想マシンに移動することはできません。同様に、仮想論理サーバーが
HPE Matrix IO 内で作成された場合、それを Virtual Connect を備えたサーバーに移動することはできま
せん。Matrix OE ビジュアル化内で、作成 > 論理サーバーまたはツール > 論理サーバー > インポートを
使用して作成またはインポートされた論理サーバーのみ、物理から仮想へ、または仮想から物理へ移動
できます。

クロステクノロジー論理サーバーについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
の Web サイトで入手できる HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイドおよ
び HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイドを参照してください。

自動割り当て
割り当てとは、テンプレートに記述される論理オブジェクトに対応するリソースを探すプロセスのことです。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートは、論理オブジェクトと呼ばれるテン
プレートコンポーネントを使って、インフラストラクチャサービスを論理的に指定したものです。ユーザー
は、この指定に基づいて、リソースからインフラストラクチャサービスをプロビジョニングできます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートでは、論理オブジェクトが、属性値と
名前のいずれかで指定されます。論理サーバーグループおよびストレージは属性値で指定され、ネットワーク
は名前または属性で指定されます。論理オブジェクトをリソースに対応付けるプロセスは、HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションの重要な機能であり、サービスの作成リクエストなど、いくつかのリ
クエストタイプに組み込まれています。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのコントローラーは、サービスの作成リクエストの
引数を検証した後に、割り当てを行います。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがテン
プレートの条件を満たすリソースを見つけることができれば、割り当ては成功します。HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションは、対応付けに成功すると、選択したリソースを予約して、テンプレート
が指定するインフラストラクチャサービスをインスタンス化するためのプロビジョニングを実行します。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが必要なリソースを見つけることができない場合、
リクエストは失敗し、リソースは予約されず、インフラストラクチャサービスも作成されません。ストレージ
リソースを取得できなかった場合は、手動ストレージプロビジョニングのサポートがあり、適切な情報を含む
電子メールを送信することができます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プロビジョニングの過程でも割り当てプロセス
を使用できます。この内部的な割り当てプロセスは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンが論理サーバーを正常にプロビジョニングできない場合に開始されることがあります。このプロセスでは、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、割り当て済みのサーバーを解除して、交換用の
サーバーを見つけプロビジョニングを続行するために別の割り当て操作を試みます。この再割り当ても失敗
した場合、作成リクエストは失敗します。

論理リソースを個別に表示する場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが正常にテン
プレートを割り当てることができない場合があります。あるネットワークに接続された論理サーバーグルー
プが正常に割り当てることができないものである場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンは、そのネットワークの割り当てを行えません。同様に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションが論理サーバーグループ内のすべてのサーバーにストレージを割り当てることができない場合、そ
のグループを割り当てることはできません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、割り当てのアルゴリズムを実行してリソースを
検索するとき、ネットワーク、論理サーバーグループ、ストレージの順に割り当てを試みます。割り当てのア
ルゴリズムでは、成功の可能性をできるだけ高めるために、常に、各カテゴリ内で も制約の厳しい論理オブ
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ジェクトの割り当てが 初に試みられます。たとえば、テンプレート内のすべてのネットワークを評価して、
候補になるサブネットが も少ないネットワークがまず割り当て対象として選ばれます。

Virtual Connect ドメイングループは、リソースセット、つまりサーバー、ネットワーク、および SAN ボリュ
ームの境界を定義します。VC ドメイングループ内のどのリソースも、同じ VC ドメイングループ内の他のリ
ソースから認識でき接続されます。一方、VC ドメイングループ間の接続は不確定です。HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションのアルゴリズムは、バックトラックを行い、割り当ての候補になるソリュ
ーションを順次構築し、割り当てを完了できない可能性があると判断した時点で部分的な各候補を廃棄するこ
とで、VC ドメイングループの境界を確認します。VC ドメイングループに関連付けられたネットワークに接
続されている十分な数のサーバーがサブネットにない場合、ネットワークに割り当てられたサブネットは廃棄
されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、別の候補サブネットを選択して、論
理サーバーグループの割り当てを再試行します。別の有効な候補サブネットが見つからない場合は、割り当て
プロセスは失敗し、部分的なすべての予約が解除されます。

割り当てタスクは、同時に発行される複数のサービスの作成リクエストのコンテキスト内で実行されます。2
つの割り当てが同時に発生すると、失敗する可能性があります。この問題は、ユーザーが同じリソースを使用
するソリューションを同時にプロビジョニングする場合に発生します。そのため、HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションは割り当てをクリティカルセクションと見なし、同時に複数の割り当てが発生
しないようにします。

オペレーティングシステムの自動プロビジョニング
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのオペレーティングシステムの自動プロビジョニン
グでは、SAN ブートまたはサーバーブレードでの DAS ブートのいずれか（両方ではない）がサポートされて
います。SAN から起動するように設定する場合は、内蔵ハードディスクドライブを無効にする必要がありま
す。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、SAN データの有無にかかわらず、DAS ブ
ートがサポートされますが、DAS データがある場合、SAN ブートはサポートされません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Insight Control サーバープロビジョニング、
HPE Insight Control サーバー配備、HPE Server Automation（SA）、および Ignite-UX を使用して、SAN ブー
トまたは DAS ブートの OS 展開をサポートしています。

Insight Control サーバー配備では、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでの SAN からの
ブートをサポートするには、（HP デプロイメントツールボックス\ハードウェア設定フォルダーから）ProLiant
システム設定（BL BFS）のデプロイのサーバーの展開ジョブをジョブフォルダーに置く必要があります。

HP-UX を Integrity ブレードにプロビジョニングし、新しくプロビジョニングされたサーバーが Systems
Insight Manager によって検出された後、次のように新規の Systems Insight Manager ノードが CMS ツールの
実行を承認される必要があります。

手順

1. UI から Systems Insight Manager の検出を実行するか、またはコマンドラインで mxnode -a <target
IP or DNS name> -wを入力します。

注記:

mxnodeコマンドを使用するには、プロビジョニングされたサーバーの root/<root password>を
Systems Insight Manager のグローバル認証に入力します（オプション > セキュリティ認証情報 > グ
ローバル認証）。

2. GUI またはコマンドライン mxagentconfig -a -n <target IP or DNS name> -u <user> -p
<password>を使用して、Systems Insight Manager エージェントをサーバーに展開します。

ここで、

<user> は root です。

<ip> は新規作成した Systems Insight Manager ノードの IP アドレスです。
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<password> は新規作成した Systems Insight Manager ノードのルートパスワードです。

注記:

正常にサーバーを削除し、サーバーに接続されているストレージを正しくスクラブして、サーバーを新
しいサービスで使用できるようにするには、上記の手順を完了する必要があります。

HPE Server Automation（SA）の物理プロビジョニングには、これ以外の設定は必要ありません。

マルチパスストレージへのオペレーティングシステムの展開
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、オペレーティングシステムをマルチパススト
レージボリュームに展開できます。Insight Control サーバー配備では、Windows オペレーティングシステムの
場合サーバー配備の変更は必要ありません。ただし、Red Hat Enterprise Linux 5.4、5.5、6.0 の場合は、
Configure Boot Environment ジョブを編集してデフォルトのサーバー配備プロセスを変更します。

Configure Boot Environment ジョブを編集して、export kernparm=mpathカーネルパラメーターを追加

します。ジョブを更新した後、Red Hat Enterprise Linux 5.5、5.6、6.0 をマルチパス LUN に展開できます。

注記:

HPE Server Automation（SA）および HPE Insight Control サーバープロビジョニングを使用してマルチ
パスストレージを展開する方法については、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手
できる HPE Server Automation の設定と HPE Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイド
を参照してください。

HPE Matrix Operating Environment の HPE I/O Accelerator サ
ポート

HPE I/O Accelerator は、HPE Matrix Operating Environment で制限付きでサポートされます。ハイパーバイ
ザーバージョンと Virtual Connect モジュールでは、特定の HPE I/O Accelerator をサポートする必要がありま
す。HPE Matrix OE は、HPE I/O Accelerator を使用するようにハイパーバイザーホストをプロビジョニング
しません（このアクセラレータを使ったハイパーバイザーのインストールと構成は、HPE Matrix OE と関係な
く行われます）。HPE Matrix OE を使用して VM をハイパーバイザーホストにプロビジョニングできます。
HPE I/O Accelerator については、http://www.hpe.com/info/io-accelerator-cClassBL を参照してください。
HPE I/O Accelerator を使用するためのセットアップおよびシナリオについて詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library の Web サイトで入手できる次のホワイトペーパーを参照してください。

• Insight Management and HPE I/O Accelerators (ioTurbine version 2.0.3.1) – Supported Environments and
Scenarios

• Insight Management and HPE I/O Accelerators (ioTurbine version 2.1) – Supported Environments and
Scenarios

コストおよび課金情報の割り当ておよび取得（チャージバック）
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設計者は、サービスのリソースの割り当てコスト
を指定できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、この割り当てデータを収集お
よび保存し、これらはさまざまなサードパーティ製のアプリケーションで簡単に取り込むことができる形式で
取得できます。

次に、指定およびレポート可能なコストの種類を示します。

• 固定コスト - サービスインスタンスごとに固有です。スタートアップコスト、ソフトウェアまたは管理オ
ーバーヘッド、および継続的なメンテナンスを表します。

• サーバー割り当てコスト - サーバーのコストは次に分類されます。
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◦ メモリユニットコスト - サーバーに割り当てられている各 CPU に関連する割り当てコスト。

◦ CPU ユニットコスト - CPU ユニットあたりの割り当てコスト。

◦ サーバーベースコスト - リンククローンの展開や高可用性などのその他のサービスを網羅するサーバ
ーに関連するコストを表します。CPU およびメモリの数に依存しない、サーバーあたりベースのコス
トの割り当てにも使用できます。

• ディスク割り当てコスト - ディスクユニットあたりの割り当てコスト（MB または GB）。これはテンプレ
ートで指定されているディスクスペースであり、実際のディスクスペースの消費量ではありません。たと
えば、それぞれ 50 GB の物理ディスクのインベントリがあり、HPE Matrix IO テンプレートで 20 GB だけ
必要であることを指定する場合、使用可能なディスクのサイズが 50 GB であるため、HPE Matrix IO は、
50 GB でストレージを割り当てます。ただし、ユーザーは、テンプレートで使用することを指定した 20
GB についてのみ課金されます。

• IP アドレス割り当てコスト - サービスで割り当てられている各アドレスに割り当てられたコストで、仮想
IP アドレスを含みます。

• ネットワークカスタマイズのコスト – 以下のカスタマイズタイプから構成されます。

◦ IP 割当てタイプ – 特定の割り当てタイプについて、IP アドレス 1 つあたりのコストの変更を表示しま
す。

◦ ネットワーク – テンプレートの各ネットワークについて、IP アドレス 1 つあたりのコストの変更を表
示します。

• OS カスタマイズのコスト – 以下のカスタマイズタイプから構成されます。

◦ OS タイプ – 選択した OS のサーバー 1 つあたりのコストの変更を表示します。

◦ 仮想化タイプ – 仮想化に合わせてサーバー 1 つあたりのコストの変更を表示します。

• コスト頻度 - サービスに割り当てられ、すべてのリソースに継承されます。これは、前記の各コストの再
現性を表します。

チャージバックシステムでは、コスト頻度あたりの分の値に基づいてコストを取得します。

コスト頻度は次のように設定できます。

日 24 時間

週 7 日（168 時間）

月 30 日（720 時間）

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのチャージバック機能を使用して、管理者は次のこ
とを実行できます。

• サービス、論理サーバー、論理ネットワークおよび論理ディスクへの割り当てデータのマッピング

• 論理サーバーのアップタイムのマッピング

• 特定の期間のデータのフィルタリング

• 直近の 365 日の割り当てデータの保存、および 365 日経過後の月次データのアーカイブ

割り当てデータの取得には SOAP API 拡張および chargebackコマンドラインインターフェイスを使用で

きます。詳しくは、CLI を使用したチャージバックデータの取得（250 ページ）を参照してください。

注記:

API および CLI コマンドでは直近の 365 日のデータのみを取得できます。必要に応じて、1 年以上経過
する前に、データにアクセスできるように古いデータを必ず保存してください。

テンプレートおよびサービスの固定費の指定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、テンプレートの設計者がサーバー、ネットワ
ーク、およびストレージのコスト以外に、固定費をテンプレートに追加できます。固定費の例としては、電力
コストや設置費があります。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、テンプレートのコストタブをクリック
し概要ウィンドウの固定コストテキストボックスに値を入力して、固定費を入力します。

コスト頻度の値を選択します。これは、固定費を計算する時間間隔です。値は、月（デフォルト）、週、日、
時間、または指定しない、です。

テンプレートのカスタマイズを行うためのコスト差分を指定するには、カスタマイズタブをクリックします。
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入力した値は、カスタマイズに適用されるコスト差分です。値 0 はコスト調整がないことを意味します。正の
値はコストを増やし、負の値はコストを減らします。

たとえば、テンプレートは Windows 2008 OS イメージを指定する可能性がありますが、ユーザーは（1.00 の
コスト増加の）Windows 2012 にカスタマイズする、または（2.00 のコスト減少の）Linux にカスタマイズす
ることができます。同様に、テンプレートが DHCP に対して IP アドレスあたり 1 のコストを指定する可能性
がありますが、IP 割り当てタイプが静的に変更される場合、コストは 1 増えて IP アドレスあたり 2 になりま
す。またはネットワークが 26_net に変更される場合は 0.25 減少します。

リソースのユニットあたりのコストの指定

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、サーバーグループ上を右クリックし構
成タブを表示します。ここで、サーバーグループのサーバー数あたりのコスト、サーバーあたりのプロセッサ
ー、およびメモリサイズを入力できます。

HPE Matrix IO テンプレートでのサーバーのコストは 3 つの値に分類されます。

サーバー 1 台あ
たりのベースコ
スト

CPU およびメモリコストを除くサーバーのすべてのコストを含みます。使用可能な特性
および種類の特性（物理、仮想、クラウド）を含めることができます。このコストは、サ
ーバーのライフサイクルにおいて変化しません。

プロセッサーあ
たりのコスト

サーバーの CPU あたりのコスト。このコストは、サーバーのライフサイクルにおいて、
ユーザーが行った変更に基づき、サーバーコストを増減させます。これにより、サーバー
コストとサーバー設定を一緒に調整できます。
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メモリユニット
あたりのコスト

サーバーのメモリユニットあたりのコスト。サーバーに割り当てられたメモリ量に基づ
いて、サーバーコストもサーバー設定への変更に対して更新されます。

サーバーあたりの総コストは次のように計算されます。

サーバーあたりの総コスト = ベースコスト + （ユニットあたりの CPU コスト * CPU ユニット）+（ユニット
あたりのメモリコスト * メモリユニット）

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、ネットワークまたはトランクを右クリ
ックし構成タブを表示します。ここでは、IP アドレスあたりのコストを入力できます。

注記:

ネットワークカスタマイズのコスト差分が指定されていて、ユーザーがサービス作成時にカスタマイズ
する場合、IP アドレスあたりのコストは適切に変更されます。詳しくは、コストおよび課金情報の割り
当ておよび取得（チャージバック）（242 ページ）を参照してください。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、仮想または物理ディスクを右クリック
し構成タブを表示します。ここでは、ディスクユニットあたりのコストを入力できます（MB または GB）。

注記:

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで、管理者は modifyService CLI を使用し

て、展開されたサービスのコストを変更することができます。これにより、管理者は、設計者によって
設定された値をサービスのプロビジョニング後に変更することができます。次のコストタイプを指定で
きます。

• fixedCostOfService
• costPerIP
• baseCostPerServer
• costPerUnitOfMemory
• costPerProcessor
• costPerGB
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE CloudSystem Matrix/Matrix
Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations Reference Guide を参照してくだ
さい。
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パブリッククラウドプロバイダーに展開されたサービスのコストの指定

パブリッククラウドサービスプロバイダーに展開されるテンプレートは、コスト値とコスト頻度を、テンプレ
ートの他のすべてのリソースと同様の方法で、外部リソースに関連付けることができます。この値は、そのサ
ービスについて、管理者または設計者がユーザーに課金するコストを表し、クラウドインスタンスに関してク
ラウドプロバイダーが管理者に課金する実際のコストとは関係ありません。

チャージバックコンポーネントは、サービステンプレートのコストの割り当てに基づいて、クラウド外部リソ
ースのコストをレポートします。これにより、管理者および設計者はサービスプロバイダーの課金（定期、固
定など）およびクラウドバーストインフラストラクチャの維持に必要なオーバーヘッドを網羅するコストを割
り当てる機会が得られます。ただし、管理者がこのコストを変更してこれらのサーバーに関するクラウドサー
ビスプロバイダーの課金のみをユーザーに課金したい場合、チャージバックコンポーネントはどのリソースが
外部クラウドプロバイダーに展開されているかを識別します。

サービスの課金コードの指定

サービスを作成するとき、課金コードを追加できるため、API またはデータベースを使用する HPE Matrix IO
チャージバックまたは他のデータマイニングソリューションでどの組織に請求すべきかについての情報を抽
出できます。

テンプレートからサービスの作成ダイアログのオプションボタンをクリックして、支払いコードテキストボッ
クスに値を入力し、課金コードを入力します。

非アクティブ化された論理サーバーは、コスト情報を計算するときは論理サーバーとして数えられます。

サービスの詳細ページに、課金コードが表示されます。

注記:

課金コードは、コンソール以外からは変更できません。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーション Self Service Portal および HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
Organization Administrator Portal では読み取り専用です。

課金コードの情報は、承認のための一時停止、サーバーの追加、およびディスクの追加について送信される電
子メールメッセージに表示されます。課金コードが入力されない場合、情報は表示されません。
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すべてのテンプレートを対象にしたグローバルコスト単位の指定

テンプレートのグローバルコスト単位を変換するには、テンプレート設計領域の空白部分を右クリックして、
グローバルコストユニットへテンプレートを変換を選択します。このメニュー項目は、テンプレートのコスト
単位が..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesファイルの cost.units.global.valueプロパティで定義されるグローバルコスト

単位と違う場合にのみ有効です。この違いは、次のような場合に発生することがあります。

• hpio.propertiesファイルで設定したコスト単位とは異なるコスト単位でテンプレートをインポート

した

• テンプレートの作成後に、hpio.propertiesの cost.units.global.value値を変更した

グローバルコストユニットへテンプレートを変換ダイアログで、換算率を正の 10 進数（整数値）で入力しま
す。たとえば、テンプレートのコスト情報がユーロ（€）で表記され、hpio.propertiesファイルで設定さ

れているグローバルコスト単位がドル（$）の場合、現在の為替レートと一致する変換率（1.3358 など）を入
力して、テンプレートの表記をユーロからドルに変更できます。現在のグローバルコスト単位が$/年で、テン
プレートのコスト情報が月当たりのドルで入力されている場合は、変換率の 12 を入力して、テンプレートの
表記を月単位から年単位に変更します。

値を変更しないで、テンプレートをグローバルコスト単位に変換する場合は、「1」を入力します。たとえば、
グローバルコスト単位がユーロで、テンプレートの情報がユーロ単位での正しい値を含んでいるのに表記がド
ル表記になっている場合は、「1」を入力してテンプレートの表記をドルからユーロに変更します。

カスタマイズのコストの指定

テンプレートのカスタマイズを行うためのコスト差分を指定するには、コストボタンをクリックし、カスタマ
イズタブを選択します。次の OS とネットワークの値に対してカスタムコスト調整を適用できます。

• OS タイプ

– 選択した OS のサーバー 1 つあたりのコストの変更を表示します。

• 仮想化タイプ

– 仮想化に合わせてサーバー 1 つあたりのコストの変更を表示します。

• IP 割当てタイプ

– 特定の割り当てタイプについて、IP アドレス 1 つあたりのコストの変更を表示します。

• ネットワーク

– テンプレートの各ネットワークについて、IP アドレス 1 つあたりのコストの変更を表示します。

入力される値は、これらの領域でサービスが作成およびカスタマイズされる場合のサーバーコストの変更を示
します。設計者がこれらの値をテンプレートに入力する場合、作成およびカスタマイズされるサービスは変更
されたコストを使用します。チャージバックレポートは、それに応じて更新されます。詳しくは、テンプレー
トおよびサービスの固定費の指定 （243 ページ）を参照してください。

収集およびレポートされるチャージバックの評価基準
以下の表は、レポート評価基準およびその値を示しています。
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表 7 : チャージバックでレポートされる評価基準

評価基準 値

割り当て時間 分で測定されます。リソースがインフラストラクチャサービスに
割り当てられていた時間を表します。サービス、論理サーバー、デ
ィスク、IP アドレスを含むインフラストラクチャ内のすべてのリソ
ースおよびインフラストラクチャ自体に関して収集されます。

割り当てコスト コスト単位で測定されます。割り当て時間に割り当てコスト（分）
を乗じて表します。固定費、論理サーバー、ディスクおよびインフ
ラストラクチャ内の IP アドレスを含むすべての個々のリソースお
よびインフラストラクチャ全体に関して収集されます。

論理サーバーのアップタイム 分で測定されます。論理サーバーが起動および稼働している（電源
ステータス UP）の時間を表します。

固定コスト サービスに割り当てられます。全体のサービスのライフサイクル
で 1 回考慮されます。

CLI を使用したチャージバックデータの取得

注記:

チャージバックデータについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手で
きるホワイトペーパー Extracting Resource Allocation Data for Chargeback in a HPE Virtual Server
Environment for HPE Integrity Servers を参照してください。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、チャージバック使用データを取得するための
コマンドラインツールが含まれています。このツールはブラウザーで、または Microsoft Excel を使用して開
くことができるチャージバックデータを含む XML ファイルを生成します。

chargeback.batツールはデフォルトで C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\chargeback\binにあります。

表 8 : チャージバックの CLI コマンド

操作 説明

get usage 選択したサービスの使用およびコストデータを返します。毎日のインフ
ラストラクチャの使用データの場合、period.type フラグを DAILY に設定
します。期間の要約インフラストラクチャを戻すには、period.type フラ
グを PERIOD に設定します。サーバー、ディスク、および IP アドレスデ
ータは、インフラストラクチャごとにまとめられます。

get detailedusage 選択したサービスの詳細な使用およびコストデータを返します。毎日の
インフラストラクチャの使用データの場合、period.type フラグを DAILY
に設定します。期間の要約インフラストラクチャを戻すには、period.type
フラグを PERIOD に設定します。各サーバーのデータ、ディスク、IP ア
ドレスの詳細が表示されます。

get aggregatedusage 選択したサービスの集約した使用およびコストデータを返します。期間
全体に対して 1 つのエントリーと統合データを戻します。
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CLI ツールを使用するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. CMS 上で、コマンドプロンプトを開き <IO-installation-path>\chargeback\binにディレクトリ

を変更します（cd）。
2. コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

chargeback <operation> [<general-options>] <operation-options>
（オプションの情報を確認するには、chargeback --helpと入力します。）

たとえば、4 月 23 日の割り当て使用データと output.xml に送信された結果を確認するには、次のように入
力します。

chargeback get usage -S 4/23/2013 -E 4/23/2013 -o output
3. Windows エクスプローラーから、output.xml ファイルがある<IO-installation-path>\chargeback

\bin\reportsに移動します。

4. 結果を表示するには、次のいずれかを実行します。

a. output.xml をブラウザーの URL バーにドラッグし、ブラウザーでファイルを表示する。

b. Microsoft Excel を実行し、output.xml を開く。

c. downloaded xsl ファイルの情報を使用して output.xml ファイルを編集し、レポートを作成する。
Sample xsl ファイルは、HPE Developer Resource Center for CloudSystem（英語）からダウンロー
ドできます。

次に、ダウンロードした xsl ファイルを使用して getServiceUsageDetailを表示する例を示しま

す。
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図 18 : getServiceUsageDetail の出力の例

チャージバックログのアーカイブ
チャージバックデータは時間とともに蓄積され、データベースのパフォーマンスに悪影響を与えるおそれがあ
ります。管理者は、次の CLI コマンドを使用して必要なくなったデータをアーカイブし、データベースのデー
タ容量を管理できます。

注記:

チャージバックアーカイブコマンドは慎重に使用する必要があるため、システム管理者のみに実行する
権限が与えられています。

チャージバックログをアーカイブするには、以下の手順に従ってください。

手順

1. archive databaseexportコマンドを実行します。

このコマンドにより、管理者は、今後レポートには表示しないデータをファイルシステムにエクスポート
することができます。

2. アーカイブのエクスポートが成功したことを確認します。

3. archive databasedeleteコマンドを実行します。
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このコマンドにより、管理者はデータベースからデータを削除できます。

注記:

databasedeleteの実行前と実行後に、データベース管理者に相談することをおすすめします。削

除するデータの容量に応じて、このコマンドにより、チャージバックデータベースのトランザクショ
ンログのサイズが非常に大きくなる場合があります。

4. アーカイブ操作のステータスを表示するには、archive executionhistoryコマンドを実行します。

注記:

アーカイブ操作は非同期です。つまり、バックグラウンドで実行され、完了するまでに時間がかかる
場合があります。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションのストレージ管理

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、顧客の環境に適合するさまざまなストレージプロビジ
ョニング機能をサポートしています。管理者は、ストレージプールエントリーを手動で定義しストレージを手
動でプロビジョニングすることも、HPE Matrix Operating Environment と HPE Storage Provisioning Manager

（SPM）の統合を活用することもできます。

SPM は HPE Matrix OE の一部として自動的にインストールされます。HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションは、SPM と通信して、リクエスト内の要件に合致するストレージリソースを検出または
作成し、そのストレージを使用可能な状態にします。サービステンプレートを HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーション Designer 内で定義する際、管理者は論理ディスクのプロパティ（サイズ、RAID、
タグなど）を手動で指定できますが、SPM で定義されたストレージテンプレートを参照して適切なものを選
択することもできます。

注記:

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーは、HPE Matrix OE ビジュアル
化を使用してストレージ関係についての詳細情報を表示できます。詳しくは、

HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイド

（Hewlett Packard Enterprise Information Library

Web サイトで入手可能）を参照してください。

• HPE Storage Provisioning Manager およびストレージハードウェアを含む、ソリューションコンポー
ネント間のサービスリソースの関係を表示できます。詳しくは、「ストレージ関係の表示（139 ペー
ジ）」を参照してください。

サービスプロビジョニングの中で、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは論理ディスク
の要件に合うストレージプールエントリーを探します。見つからない場合は、（サービステンプレートの論理
ディスク情報を使用して）ストレージプールエントリーを自動的に作成できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは SPM と連携して、ストレージサービスを提供し、
ストレージに関するいくつかの操作を自動化します。SPM との対話はサービスプロビジョニングの中で行う
ことができます。また、ストレージプールエントリーを手動で作成し、SPM カタログを使って実行すること
を望む顧客向けには事前に行うこともできます。ストレージリクエストが SPM に対して行われた場合（手動
または自動で作成された場合）は、SPM ストレージテンプレートが使われます。テンプレートは HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーション Designer で選択できます。選択しない場合はデフォルトのテン
プレートが使用されます。SPM はサービスカタログに基づいてリクエストを実行します。たいていは、事前
にプロビジョニングされたストレージまたはオンデマンドでプロビジョニングされたストレージ（SPM スト
レージテンプレート内のポリシーに基づく）が使用されます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library Web サイトで入手できる HPE Storage
Provisioning（SPM）ユーザーガイドを参照してください。

注記:

ストレージプールエントリーは手動で作成することもできますが、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションによって自動的に作成することもできます。どちらの場合も、ストレージプールエ
ントリーは、SPM を通じて、事前にプロビジョニングされたボリュームまたはオンデマンドのプロビジ
ョニング（SPM で定義されたストレージテンプレートに反映されている顧客の要件に基づく）を使用し
て実行できます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、以下ような種類のストレージプロビジョニン
グを利用できます。システム全体を、これらのプロセスの一部または全部を組み合わせて使用できます。
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• オンデマンドのストレージプロビジョニング

ストレージ管理者は SPM カタログにアレイおよびストレージプールを設定しておき、ストレージテンプレ
ートをさまざまなポリシー（それらのプールへのアクセスを含む）で定義します。新しいボリュームは、
ストレージサービスの使用を通じて（管理者または HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンによって）既存のプールから分配できます。プロビジョニングポリシーは、ストレージ設計者がテンプ
レート要件を使用して制御します。

オンデマンドのプロビジョニングは、HPE EVA/P6000 および HPE 3PAR StoreServ ストレージシステム
でサポートされます。また、オンデマンドのプロビジョニングに、Brocade SAN 環境内での SAN 自動ゾ
ーニングを含めることができます。

注記:

オンデマンドのストレージプロビジョニングはデフォルトでは無効です。

• 事前プロビジョニングのストレージプロビジョニング

ストレージ管理者は、ストレージサービスの実行に使用される予定のアレイ、ストレージプール、および
すべてのボリュームを SPM カタログに設定しておき、それらのボリュームへのアクセス権を設定します。
ボリューム選択ポリシーは、ストレージアーキテクトにより、テンプレート要件を使用して制御されます。

事前プロビジョニングされたストレージは、HPE P6000/EVA、HPE P9000/XP、および HPE 3PAR
StoreServ ストレージシステムでサポートされます。HPE P9000 XP 10000 はサポートされません。

事前プロビジョニングのストレージプロビジョニングは、以下のような場合には使用できません。

◦ SPM が設定されていない

◦ 環境がプライベートディスクと共有ディスクを NPIV なしで併用している

• SPE の手動作成

ストレージリクエストはユーザーにより手動で作成でき、ストレージサービスのフルフィルメントのため
に SPM に送信されます。SPM はオンデマンドまたは事前プロビジョニングのストレージで実行できるた
め、ユーザーは返された候補から選択することができます。

特定のストレージソリューションモデルおよびソフトウェアバージョンの詳細は、

HPE Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイド

（Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能）を参照してください。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによるストレージプールエントリーの作成（自動
生成）

ストレージリクエストは HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションにより自動で作成でき、
ストレージサービスのフルフィルメントのために SPM に送信されます。SPM はオンデマンドまたは事前
プロビジョニングのストレージで実行できるため、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンは 適な候補を選択することができます。

自動生成のストレージプールエントリーは、サービステンプレートに定義された論理ディスクストレージ
の要件に基づいて作成され、いくつかの規約（SPM の使用、複数のボリュームの同一ストレージプールエ
ントリーへの結合、SAN ファブリックの選択など）に従います。これらの規約に従わない特別なストレー
ジ設定には、手動作成のストレージプールエントリーが適切です。次に例を示します。

◦ SPM が使用されない

◦ 他のプライベートデータボリュームに属する別のエントリー内にブートボリュームがある

◦ プライベートディスクと共有ディスクを NPIV なしで併用する

◦ 異なるファブリック上に複数の非リダンダントディスクがある

◦ ディスクへのリダンダントパスが一般的でないファブリックの組み合わせをまたいでいる

◦ リダンダントボリュームと非リダンダントボリュームが混在する

◦ Virtual Connect モジュールが複数の SAN ファブリックに接続されている

HPE Matrix OE を含む環境で、Virtual Connect モジュールのアップリンクポートが異なる SAN に接続
されている場合、ストレージプールエントリーの自動生成が不十分な場合があります。HPE Matrix イ
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ンフラストラクチャオーケストレーションは VC モジュールごとに 1 つの代表アップリンクを選択し、
その SAN（そのモジュールの他のアップリンクを使用してアクセスできる SAN ではない）への接続を
認識します。このような環境では、ストレージプールエントリーは手動で作成する必要があります（手
動または SPM を通じて引き続き実行できます）。

特定のストレージソリューションモデルおよびソフトウェアバージョンの詳細は、

HPE Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise Information
Library で入手可能）を参照してください。

• 手動ストレージプロビジョニング

SAN ボリュームが事前プロビジョニングされた後、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンは 2 つの異なる方法によってサーバーへの LUN の提供プロセスを自動化できます。

◦ マルチイニシエーター NPIV による静的 SAN ボリューム自動化

◦ 動的 SAN ボリューム自動化

論理サーバー管理を使用する手動
ストレージプロビジョニング

SPM を使用する IO による事前
プロビジョニングのストレージ
プロビジョニング

静的（NPIV） ✓

動的（SPM） ✓ ✓

マルチイニシエーター NPIV による静的 SAN ボリューム自動化
このプロセスの使用では、SAN ボリュームは SAN 内で 1 つ以上のイニシエーター WWN に対して事前にマス
クされています。論理サーバーは 1 つの物理 HBA ポートで複数のイニシエーターをサポートできます（マル
チイニシエーター NPIV）。ゾーニングもあらかじめ設定されます。これで、HPE Matrix OE のビジュアル化
ストレージプール内で SAN ボリュームがストレージプールエントリーとして使用可能となります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはサービス作成時に、ストレージプールからストレ
ージプールエントリーを 1 つ以上選択します。インフラストラクチャオーケストレーションに対して表示す
る既存のストレージプールエントリーは、すでにストレージボリュームに関連付けられています（手動フルフ
ィルメント、または HPE SPM を介したフルフィルメントを使用）。適切なストレージプールエントリーがな
く、SPM が使用中の場合、インフラストラクチャオーケストレーションはストレージプールを作成し、SPM
を通じて実行を試みます。SPM フルフィルメントが失敗した場合、インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンは手動ストレージプロビジョニングが必要であることを示します。ストレージプールエントリーが関連
付けられているサービスについて、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはそれぞれのス
トレージプールエントリーに関連付けられているイニシエーター WWN を検証して、サーバーに対する必要
な割り当てを実行します。これにより、ストレージプールエントリーによって定義される SAN ボリュームタ
ーゲットのセットに対して SAN 内のサーバーが表示されるようになります。

このプロセスは、OS のプロビジョニングの中で、既存の SAN 管理インターフェイスにアクセスすることな
く、サーバーに対してブートとデータのストレージを別々に表示できるという利点があります。この方法は、
Virtual Connect 管理対象サーバーに限定されます。

注記:

HPE Integrity および HPE ProLiant サーバーでは、NPIV がデフォルトで有効です。

動的 SAN ボリューム自動化
より動的な環境では、事前プロビジョニングされた SAN ボリュームで LUN マスキングを適切に調整できま
す。また、SAN ボリュームを適切な LUN マスキングを用いてオンデマンドでプロビジョニングすることもで
きます。
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事前プロビジョニングを使用する場合、SAN ボリュームは SPM 内であらかじめ作成されていますが、1 つ以
上のイニシエーター WWN に対してマスクされていません。ゾーニングをあらかじめ設定することはできま
せん。ゾーニングはストレージプールエントリーの作成時に設定します。SAN ボリュームが SPM ストレー
ジカタログ内で使用可能になり、Matrix OE ビジュアル化のストレージプールにストレージプールエントリー
として表示されます（手動で作成されたストレージプールエントリーの場合は事前に表示される。また、HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがストレージプールエントリーを自動で生成した場合は、
サービスのプロビジョニング時に表示される）。

サービス作成時に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは適切なストレージプールエン
トリーの検出を試みます。ストレージプールエントリーは、論理サーバーのストレージ要件（SAN ボリュー
ムの個数、サイズ、RAID レベル、OS タイプ、冗長性、オプションで 1 つ以上のタグのセット）を完全に満
たす必要があります。上記のマルチイニシエーター NPIV の方法とは異なり、HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションは SPM を通じて自動 LUN マスキングとホストモード割り当てを行うことができ
ます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはこれによって、OS のプロビジョニング中に
ブートとデータのストレージを別々に表示することができます。また、1 つのストレージプールエントリーを
別々の論理サーバー上で再使用できます。これは、論理サーバーの要件に基づいてホストモードも動的に設定
できるからです。

適切なストレージプールエントリーが検出されない場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションは SPM を通じてストレージプールエントリーを作成しリクエストの実行を試みます（SPM ストレージ
テンプレートポリシーに基づいて、事前にプロビジョニングされたボリュームと照合するか、オンデマンドの
プロビジョニングを使用します）。戻されたストレージプールは、適切なイニシエーター WWN へのマスキン
グ/提供も含め、プロビジョニングされるサービスの要件を満たしています。

このプロセスは Virtual Connect が管理するサーバーでのみサポートされます。この手法では、SAN ボリュー
ムインベントリおよび LUN マスキングの操作を実行できるように、SAN 管理者がディスクアレイ管理インタ
ーフェイスへの制限付きアクセスを許可する必要があります。さらにオンデマンドのプロビジョニングを使
用する場合は、ボリューム作成操作と、SAN ゾーニングのための Brocade SAN 管理 SMI-S 計測へのアクセ
スも許可される必要があります。ストレージ管理者は SPM を使用してストレージテンプレート内でポリシ
ーを指定できます。SPM では、ストレージ管理者がストレージテンプレートを作成し、その中に、サイズ（限
度）、RAID レベル（使用するレベル、または避けるレベル）、タグ、事前プロビジョニングされた SAN ボリ
ュームとオンデマンドプロビジョニングの使用、シンプロビジョニングの使用（または、これを使用しない）、
などのさまざまなポリシーを含めることができます。SPM カタログのエントリーは事前プロビジョニングさ
れた SAN ボリュームを表し、操作を詳細に制御できます（LUN マスキングとホストモードの変更をサポート
している場合と、していない場合があります）。これにより、サーバー管理者にストレージアレイにアクセス
するための Admin パスワードを与えるよりも、ずっと詳細な制御を行うことができます。

仮想マシンのデータストア
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションは、VVOL（VMware Virtual
Volume）ベースのデータストアに基づいて、サービスをプロビジョニングし、ストレージを追加できます。

注記:

論理サーバーは次の制限事項に従って、VMware VVOL ベース、Virtual SAN ベース、SAN ベース、また
はローカルのデータストアを使用できます。

制限事項

• リンククローン機能は、VVOL ベースのデータストアに基づいた仮想マシンのプロビジョニングではサポ
ートされません。

• RDM ディスクでは VVOL データストアを使用できません。VM では、SAN ベースの RDM ディスクと、
VVOL データストアを使用するファイルベースのディスクの両方を持つことができます。

◦ RDM ディスクを定義する場合は、SAN ベースのデータストアを指定する必要があります。サービステ
ンプレートに仮想サーバーを定義する場合は、ブートディスク用の SAN ベースのデータストアを指定
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します（これは RDM ディスク情報の格納にも使用されます）。必要な場合は、ファイルベースの個々
のディスクが VVOL ベースのデータストアを使用できます。

◦ ブートボリュームが VVOL ベースのデータストア上にあるサーバーに RDM ディスクを追加すること
は、サポートされていません。

• VVOL ベースのデータストアは、HPE 3PAR OS 3.2.2 MU2 以降が実行されている HPE 3PAR StoreServ
Storage システムでのみサポートされています。

VMware Virtual Volume および VMware Virtual SAN のサポー
ト

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、さまざまな仮想マシンデータストア（ハイパ
ーバイザーに表示され、仮想マシン用のファイルを保存するために使用されるストレージ）がサポートされて
います。データストアでは、さまざまなストレージテクノロジー（ファイバーチャネル、iSCSI、NAS、
DAS）を使用できます。ハイパーバイザー（VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、HPE Integrity VM）間の VM
ゲストに関するストレージオプションに関する詳細、およびストレージのサポートに関するハイパーバイザー
ベンダーのドキュメントについては、HPE Insight Management サポートマトリックス（http://www.hpe.com/
info/matrixoe/docs）を参照してください。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ハイ
パーバイザー用にファイバーチャネルストレージをプロビジョニングするために使用できます。

VMware Virtual SAN のサポート
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションは、VMware Virtual SAN ベ
ースのデータストアに基づいて、サービスをプロビジョニングし、ストレージを追加できます。

注記:

論理サーバーは次の制限事項に従って、VMware VVOL ベース、Virtual SAN ベース、SAN ベース、また
はローカルのデータストアを使用できます。

制限事項

• リンククローン機能は、Virtual SAN ベースのデータストアを使用した仮想マシンではサポートされていま
せん。

• RDM ディスクでは Virtual SAN データストアを使用できません。VM では、SAN ベースの RDM ディスク
と、Virtual SAN ベースのデータストアを使用するファイルベースのディスクの両方を持つことができま
す。

◦ RDM ディスクを定義する場合は、SAN ベースのデータストアを指定する必要があります。サービステ
ンプレートに仮想サーバーを定義する場合は、ブートディスク用の SAN ベースのデータストアを指定
します（これは RDM ディスク情報の格納にも使用されます）。必要な場合は、ファイルベースの個々
のディスクが Virtual SAN データストアを使用できます。

◦ ブートボリュームが Virtual SAN ベースのデータストア上にあるサービスに RDM ディスクを追加する
ことは、サポートされていません。

ディザスタリカバリのストレージ

HPE Matrix Operating Environment 7.5 リリースで 2 つの新しいストレージプールエントリーフラグが導入さ
れました。管理者は、これを使用して、ストレージをディザスタリカバリの目的で使用することおよびストレ
ージを複製する必要があることを HPE Matrix に明示的に通知できます。この 2 つのフラグは、チェックボッ
クスとして GUI で表されます。ストレージプールエントリーの 上位レベルにあるフラグはすべてのボリュ
ームに適用され、もう一方のフラグはボリュームレベルで適用されます。

これらのフラグを使用して、HPE Matrix OE リカバリ管理を含め、複製のあらゆるニーズに対応できます。詳
しくは、HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs）を参照してください。
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Disaster Recovery が有効

• Disaster Recovery が有効フラグにより、ストレージプールエントリー内のストレージは、複製がサポート
されているものとして識別されます。修復可能な物理サービスでは、ディザスタリカバリが有効になって
いるストレージを使用する必要があります（修復不可能なサービスではこのストレージを使用しないでく
ださい）。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが修復可能な物理サービスのストレージプール
エントリーを自動生成している場合、Disaster Recovery が有効フラグが自動的に選択されます。それ以外
の場合は、管理者がストレージプールエントリの作成時に Disaster Recovery が有効チェックボックスを手
動で選択します。

• ディザスタリカバリが有効になっているストレージプールエントリーは、ストレージプールエントリー内
のすべてのボリュームが適切に設定され、Disaster Recovery レディフラグが設定されるまで使用できませ
ん。

• ディザスタリカバリが有効になっているストレージプールエントリーは、ストレージプールエントリー内
のすべてのボリュームが適切に設定され、Disaster Recovery レディフラグが設定されるまで使用できませ
ん。

Disaster Recovery レディ

• Disaster Recovery レディフラグは、ボリュームがストレージ複製用として設定され、ボリュームの使用準
備ができているとして、ボリュームを識別します。

• ストレージボリュームでリモートコピー要件を含む SPM ストレージテンプレートを使用しており、複製の
すべての自動設定が正常に完了している場合、Disaster Recovery レディフラグが自動的に設定されます。
それ以外の場合は、複製が正常に設定された後にこのフラグを手動で設定する必要があります。

• SPM ジョブに問題がある場合は、リモートコピー要件を含む SPM ストレージを使用しても、Disaster
Recovery レディフラグは自動的に設定されません。ストレージプールエントリーにエラー（赤色の X）が
表示されます。

• SPM リモートコピー要件を含むストレージを使用しない場合は、管理者が適切なストレージ設定（複製な
ど）を完了した後に Disaster Recovery レディフラグを手動で設定します。

注記

• HPE Matrix OE リカバリ管理を使用してサービスのディザスタリカバリ保護を行う場合、同じリカバリグ
ループ内のサービスのすべてのストレージプールエントリーで同じリモートコピーグループを使用する必
要があります。

• セカンダリサイトの HPE Matrix リカバリ管理のリカバリグループタブで、インポートされたリカバリグル
ープはインポート後にメンテナンスモードになります。リカバリグループでメンテナンスモードを無効に
できるのは、Disaster Recovery が有効フラグが設定されているリカバリグループのすべてのサービスまた
は論理サーバーで、そのすべてのボリュームに Disaster Recovery レディも設定されている場合だけです。
有効になっている必要のあるボリュームの準備が完了していない場合は、インポートジョブに Completed
– Storage Configuration Required が示され、それらのボリュームの Disaster Recovery レディチェックボ
ックスを選択する前に手動による設定が必要です。

• HPE Matrix IO サービステンプレートに修復可能のマークが付いている場合、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションは、サービスに対して、ディザスタリカバリが有効になっているストレージ
プールエントリーだけを自動生成します。基礎となる論理サーバーを DR 保護している場合、DR が有効に
なっているストレージを取得できません。

• 修復不能の HPE Matrix IO テンプレートを使用して作成された HPE Matrix IO サービスについては、論理
サーバーストレージプールエントリ内で Disaster Ready Enabled フラグを選択しないでください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる HPE Matrix Operating
Environment リカバリ管理ユーザーガイドを参照してください。

手動ストレージプロビジョニング
手動ストレージプロビジョニングは、Matrix OE ビジュアル化論理サーバー管理の変更 > 論理サーバーストレ
ージプール画面および HPE Storage Provisioning Manager（SPM）を使用して実行できます。

手動ストレージプロビジョニングは、論理サーバー用にストレージが事前プロビジョニングされていない場
合、またはストレージの一部しか事前プロビジョニングされていない場合に使用されます。HPE Matrix イン
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フラストラクチャオーケストレーションは、サービス作成時にストレージリソースを検索して割り当てようと
します。ストレージプールエントリーは、論理サーバーのストレージ要件（SAN ボリュームの個数、サイズ、
RAID レベル、OS タイプ、冗長性、オプションで 1 つ以上のタグのセット）を完全に満たす必要があります。

ストレージリソースが見つからない場合は、リクエスト全体が一時停止され、管理者が手動で必要なストレー
ジをプロビジョニングします。管理者は HPE Operations Orchestration が生成する電子メールメッセージで
通知を受け取ります。この電子メールには、プロビジョニング中のサービス、必要なストレージリソース、フ
ァブリック情報、および WWN 情報の詳細が含まれます。管理者がストレージプロビジョニングプロセスを
完了すると、リクエストが再度アクティブ化されて続行可能となります。

HPE Matrix IO 管理者がストレージリクエストを SPM に発行し、その候補が戻されなかった場合、実行され
なかったリクエストは SPM 内に表示されます。ストレージ管理者が適切なストレージを要件に合わせて作
成する（適切な SAN ゾーニングも行う）と、SPM でリクエストが実行されます。

HPE Matrix IO が、自動生成されたストレージプールエントリーのストレージを見つけられない場合、そのス
トレージプールエントリーは削除されています。管理者はストレージリクエストを手動で満たすか、SPM 内
でストレージを調整することができます。たとえば、カタログのボリュームを増やす、アレイをインポートす
る、テンプレートを変更する、などを行ってから、ストレージプールエントリーの作成を再度試行し、SPM
を通じてリクエストを満たします。

HPE Storage Provisioning Manager による Raw LUN（RDM ディスク）のプロビ
ジョニング

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、VMware、Hyper-V、および HPE Integrity VM の
Raw LUN をプロビジョニングする HPE Storage Provisioning Manager（SPM）の使用をサポートします。詳
しくは、RDM を持つ高可用性 Hyper-V VM の要件（81 ページ）を参照してください。

注記:

• Raw LUN は、VMware では

RDM ディスク

と呼ばれ、Microsoft Hyper-V では

ディスクパススルーディスク

と呼ばれます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって自動生成されるストレージプール
エントリー内の RDM ブートディスクは、そのサービス用の論理サーバーを作成する前に作成されま
す。RDM データディスクは、OS の展開後に作成されます。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ポータビリティグループ名としてサー
バープール名を使用します。ポータビリティグループ名が見つからない場合、HPE Matrix OE は
HPE Matrix OE ビジュアル化からデフォルトのポータビリティグループを使用します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバープールと同じ名前でポータビリ
ティグループを作成することをおすすめします。

HPE Matrix OE ビジュアル化での SAN に接続されたストレージの手動作成

SAN に接続されたストレージは物理サーバーまたは仮想マシンで使用できます（Raw LUN として使用する
か、ファイルベースのディスクとしてハイパーバイザーを介して使用します）。この項では、このようなスト
レージのストレージプールエントリーを手動で作成する方法について説明します。

Matrix OE ビジュアル化において SAN に接続されたストレージプールエントリーを手動で作成するには、以
下の手順を実行してください。

手順

1. Systems Insight Manager がターゲットエンクロージャーを正しく検出していることを確認します。

2. HPE VCEM でターゲットエンクロージャーを含む Virtual Connect ドメイングループを作成します。
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3. HPE Matrix OE を更新して、HPE VCEM との同期を取ります。HPE Matrix OE を更新するには、以下の手
順を実行します。

a. Systems Insight Manager を使用して、ツール > HPE Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。次
に、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。

サーバーリソース情報の更新ページが表示されます。

b. Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）およびストレージプールエントリーを選択して、更新
をクリックします｡
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4. 変更 > 論理サーバーストレージプールをクリックします。

5. ポータビリティグループリストで、ターゲット Virtual Connect ポータビリティグループを選択します。

ストレージプールエントリーの追加または変更の方法について詳しくは、ストレージプールの管理画面のヘル
プ、および Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる HPE Matrix Operating
Environment 論理サーバー管理ユーザーガイドを参照してください。

HPE Matrix OE ビジュアル化を使用した ESX RDM ストレージの作成

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、HPE Storage Provisioning Manager（SPM）
を使用して、ESX VM 用の RDM（Raw デバイスマップ）ディスクとして使用する SAN ストレージまたは
Hyper-V VM 用のディスクパススルーストレージを作成できます。

この操作には以下の方法があります。

• 手動で作成した事前定義済みのストレージプールエントリー（SAN カタログストレージエントリー）を使
用する

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの機能を使用して、ストレージプールエントリー
（SAN カタログストレージエントリー）を自動生成する

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、リクエスト作成操作およびディスク追加操作
中にストレージをプロビジョニングする必要があります（これを VM の Raw LUN ディスク用とすること
もできます）。Designer でサービステンプレートを定義する場合、各論理ディスクで HPE SPM ストレー
ジテンプレートを指定できます（またはデフォルトテンプレートを使用します）。SPM がボリューム要求
を満たす場合、ストレージカタログにすでに含まれる事前プロビジョニングされたストレージを使用した
り、適切なボリュームのオンデマンドプロビジョニングを実行したりできます。

VM の Raw LUN ストレージプールエントリーを手動で作成するには、以下の手順を実行します。

手順

1. Systems Insight Manager がターゲット VM ホストを正しく検出していることを確認します。
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オプションで、ポータビリティグループを作成し、VM ホストが共有しているストレージで VM ホストを
グループ化します。

2. HPE Matrix OE を更新して、Insight Control 仮想マシン管理との同期を取ります。Matrix OE を更新するに
は、以下の手順を実行します。

a. Systems Insight Manager を使用して、ツール > HPE Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。次
に、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。

サーバーリソース情報の更新ページが表示されます。

b. Insight Control 仮想マシン管理（VMM）とストレージプールエントリーを選択し、更新をクリックし
ます。

3. 変更 > 論理サーバーストレージプールをクリックします。
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4. ストレージプールの管理画面で、ストレージの追加先の VM ホストセットを含むターゲットポータビリテ
ィグループを選択します。

5. SPM を使用するようにストレージタイプに SAN カタログストレージエントリーを選択し、エントリーの
追加をクリックします。

6. 画面でポートおよびボリュームの情報を指定し、候補の表示をクリックしていずれかを選択し、ストレー
ジプールエントリーを保存します。これは、今後のサービスプロビジョニングリクエストで使用すること
ができます。

SPM カタログエントリーによってこのエントリーが認証されると、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションはストレージプールエントリーの LUN マスキングおよび必要に応じてホストモード
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を動的に調整できます。要件を満たすボリュームが事前プロビジョニングされておらず、使用しているテ
ンプレートでオンデマンドプロビジョニングが有効である場合、SPM は適切なストレージを作成できます
（さらに、Brocade SAN 環境で自動ゾーニングを実行できます）。

HPE Matrix OE ビジュアル化の使用事例およびストレージ管理方法について詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library にある次の資料を参照してください。

• HPE Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイド

• HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイド

• ホワイトペーパー HPE Matrix Operating Environment -- Automated Storage Provisioning: Static SAN
volume automation via multi-initiator NPIV

ストレージタグの作成

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ストレージプールエントリーのタグリストから
選択されたタグと、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で提供される論理ディ
スクタグとの照合を行います。

重要:

論理ディスクタグがテンプレート設計で指定されている場合、まったく同じタグを持つボリュームのみ
が割り当てられます。論理ディスクタグ情報が指定されていない場合、割り当てプロセスはストレージ
ボリュームタグを無視します。

注記: タグはボリューム単位で設定できるため、ストレージプールエントリー内のボリュームごとに異
なるタグを設定できます。

タグはストレージプールエントリーのレベル、およびボリューム単位で設定できるため、ストレージプ
ールエントリー内のボリュームごとに異なるタグを設定できます。

HPE Matrix OE は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービステンプレートで、
ストレージプールエントリーレベル全体、および個々の論理ディスクでのタグ定義をサポートします。
ストレージプールエントリーを定義するときに個々のボリュームのタグも定義もできます。タグがスト
レージプールエントリー全体での定義と個々のボリュームの定義の両方で設定される場合は、個々のボ
リュームに設定されたタグが優先されます。ストレージプールエントリーにタグを設定すると、既存の
タグのあるボリュームを除き、ストレージプールエントリー内のすべてのボリュームに適用されます。
たとえば、ストレージプールエントリーに「Gold」とタグが付けられ、1 つのボリュームには「Tier 1」
とタグが付けられ、他のボリュームには個別のタグがない場合、タグが「Tier 1」のボリュームが 1 つ、
他は「Gold」タグのボリュームになります。

ストレージタグを作成するには、以下の手順を実行してください。

手順

1. HPE Systems Insight Manager を使用して、ツール > HPE Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。

2. 変更 > 論理サーバーストレージプールを選択します。

ストレージプールの管理ページが表示されます。

3. タグの管理をクリックします。

ストレージタグの管理ページが表示されます。
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4. ストレージタグと、オプションで説明を追加します。

ストレージタグは、すべてのストレージプールエントリーのタグリストに表示されます。ストレージプー
ルエントリーの横の変更をクリックし、タグ名の横のチェックボックスをクリックして選択して、タグを
ストレージプールエントリーに関連付けます。

5. ボリュームおよびパスの選択セクションでボリュームを選択し、ストレージプールエントリーでそれぞれ
にタグを割り当てます。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、ストレージプールエントリーにストレージプ
ールエントリー単位のタグとボリューム単位のタグの両方がある場合、ボリューム単位のタグのみがストレー
ジタブに表示されます。ただし、表示されるタグがボリューム単位かストレージプールエントリー単位かを視
覚的に示すものはありません。
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注記:

• タグを照合するときに、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションまたはストレージ
プールエントリーでタグが指定されていない場合、HPE SPM からのストレージタグと一致します。
タグがないことは、タグ要件が存在しないことを意味します。タグがないことをタグ要件とするもの
ではありません。

• ストレージプールエントリーが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって動
的に作成される場合、タグは各ボリュームに対して個別に適用されることに注意してください。これ
により、異なるタグ要件を持つ複数のボリュームを同じストレージプールエントリー内で使用できま
す。

• ユーザーは、HPE Matrix OE 論理サーバー管理および HPE Storage Provisioning Manager でディス
クタグを追加できます。あるタグが論理サーバー管理にのみ存在し、別のタグが HPE SPM にのみ存
在する場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは両方のソースのタグをリス
トできます。

ユーザーが HPE SPM にのみ存在するタグを使用して HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーション物理ディスクを設定した場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
が HPE SPM タグを使用して論理サーバー管理でストレージプールエントリーを作成しようとする
と、論理サーバー管理ではそのタグの存在を認識していないため、リクエストが失敗します。このよ
うな場合、HPE SPM は HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションリクエストの詳細
に Matching SPM candidate was not found for the volume 1というエラーメッセージ

を返します。これは、予期された動作です。

タグの動作は以下のルールに従っています。

◦ タグは論理サーバー管理にのみ存在できます。

◦ タグは論理サーバー管理と HPE SPM の両方に存在できます。

物理ストレージのプロビジョニング
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションコンソールのストレージタブに、プロビジョニングで使用できるストレージボリュームを表示しま
す。ストレージプールエントリーでもあるボリュームは、Matrix OE ビジュアル化 – 変更 – 論理サーバースト
レージプールのページにも表示されます。

注記:

ストレージタブの表の中のすべてのストレージボリュームが、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションで使用できるわけではありません。ストレージタブに表示されるストレージプールエン
トリーを HPE Matrix IO で使用できない場合があることについてはさまざまな理由があります。詳しく
は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでアクセスできないストレージプールエン
トリーを参照してください。

サービスのプロビジョニング中に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは適切なストレ
ージプールエントリーを検索し、何も見つからなかった場合はエントリーを作成できます。自動生成ストレー
ジプールエントリーは、pre-provisioned カタログストレージプールのエントリー、またはオンデマンドでプ
ロビジョニングされたストレージのどちらかを使用して SPM で実行されます。

HPE SPM ストレージカタログの生成とオンデマンドプロビジョニングの有効化（オプション）について詳し
くは、HPE SPM ユーザーガイドを参照してください。ストレージプールエントリーの定義について詳しく
は、物理プロビジョニング用の環境設定を参照してください。

サービステンプレートは、ストレージテンプレートの選択を使用してストレージを
定義

ストレージ設計者は HPE Storage Provisioning Manager（SPM）を使用してストレージテンプレートを作成
し、すべてのストレージプロビジョニングリクエストで使用することができます。SPM を使用すると、スト
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レージ設計者はストレージテンプレート定義の中にポリシーをカプセル化し、各種の要件（たとえば、特定の
RAID レベル、容量の制約、またはシンプロビジョニングの使用が推奨と必須のどちらであるか）を指定する
ことができます。

これらのストレージテンプレートは、サービステンプレートで論理ディスクを定義するときに HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Designer で確認および選択できます。また、論理ディスク属性を
手動で定義することもできます。どちらの場合でも、リクエストを実行するストレージは、あらかじめプロビ
ジョニングしておくこと、または SPM を使用してオンデマンドで新しく作成することができます。

選択したストレージテンプレートの要件は、ユーザーが変更または追加したすべての要件と組み合わされ、プ
ロビジョニングプロセスが満たす目標を形成します。

注記:

ストレージテンプレートの指定は、要件と一致する既存のストレージプールエントリーが存在しない場
合にのみ、SPM でのストレージの実行にのみ使用されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで強制的にストレージプールエントリーを自
動生成し、既存のストレージプールエントリーではなく SPM を使用するには、使用可能な一致するス
トレージプールエントリーが存在しないことを確認します。これを行う 1 つの方法は、ストレージプー
ルエントリーに関連付けられていないが、SPM のボリュームまたはストレージプールに関連付けられて
いるストレージのタグを選択することです。

ストレージ設計者は SPM の中で、必要とされる保護の度合い（たとえば、Windows ブートディスク、HP-UX
ブートディスク、トランザクションログ用の LUN、各種アプリケーション用の LUN）を満たすポリシーを表
す、ストレージテンプレートのセットを作成します。SPM はオンデマンドでストレージボリュームを作成し、
適切なプレゼンテーションステップとゾーニングステップを実行します。ストレージ設計者は、Resource
Existence 要件をテンプレートの読み取り専用要件として定義することにより、オンデマンドのプロビジョニ
ング機能を使用する範囲を決定します。Resource Existence を必須のものとして設定し、Use Existing
Volume を選択して必須のものにした場合は、オンデマンドプロビジョニングは使用されず、リクエストを満
たすために既存のボリュームのみが使用されます。

重要:

連携 CMS 環境で使用するようにセカンダリ CMS を設定した場合は、SAN ストレージボリュームがそ
れぞれ 1 つの HPE Storage Provisioning Manager によってのみ管理されるようにします （ストレージ
アレイは複数の SPM によって共有することができます）。

連携環境でセカンダリ CMS を使用している場合は、サービステンプレートで物理ストレージを設定す
るときに、HPE Matrix Default Storage Template を選択し、オプションで追加の属性を定義すること
をおすすめします。

CMS はそれぞれが個別の HPE Matrix Default Storage Template を持っており、各テンプレートは独立し
ています。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で表示されるデフォルト
ストレージテンプレートは、プライマリ CMS のデフォルトストレージテンプレートです。ただし、ス
トレージの自動プロビジョニングはテンプレートを展開する CMS 上で検出されたテンプレートに基づ
いて行われます。

HPE Matrix Default Storage Template ではなく、ユーザー定義のストレージテンプレートを選択する場
合は、同じ SPM サーバーがすべてのボリューム定義に使用されます。1 つの SAN ストレージボリュー
ムを複数の SPM または CMS によって管理すると、予測不可能な結果が生じる場合があります。

サービステンプレートは、必要な属性の指定を使用してストレージを定義

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サービスのプロビジョニング時に、設定タブで
指定された属性を使用して適切なストレージプールエントリーの検出を試みます。HPE Storage Provisioning
Manager（SPM）が使用されている場合、エントリーが見つからなければ、ストレージプールエントリーを
自動生成して要件を満たすことができます（インフラストラクチャオーケストレーション Designer で設計者
が選択した SPM ストレージテンプレートを使用。また、設計者がディスク属性を指定している場合は、HPE
Matrix Default Storage Template を使用できます）。設定タブの中で指定した必要な属性は、インフラストラク
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チャオーケストレーション Designer で選択されたテンプレートで定義したすべての要件と組み合わされま
す。

あらかじめ定義された HPE Matrix Default Storage Template は 小限の制約を記録していて、任意の容量、
RAID レベル、プレゼンテーション要件、またはタグを許容し、あらかじめプロビジョニングされたストレー
ジを必要とします。SPM を使用して HPE Matrix Default Storage Template を編集するか、コピーして追加の
テンプレートを作成することができます。

デフォルトで、リソースの存在は HPE Matrix Default Storage Template の中で必要なものとして設定される
ので、手動で定義したすべてのストレージリクエストを満たすために既存のボリューム（事前にプロビジョニ
ングされたストレージ）のみが使用されます。この中には、（必要な属性の指定を選択して）サービステンプ
レートに対して論理ディスク情報を指定すること、または Matrix OE ビジュアル化の論理サーバー管理の中で
ストレージプールのエントリーを手動で作成し、SPM を使用して実行することが含まれます。

注記:

HPE Matrix Default Storage Template に対して加えた編集は、手動で指定したすべてのストレージに適
用されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer でサービステンプレートを設定するとき
にストレージテンプレートを選択すると、ストレージテンプレートのデフォルト要件によって、設定している
ストレージの必要な属性が定義されます。これらの値を変更すること、およびストレージテンプレートで定義
されていなかった付加的な値を追加することもできます。

注記:

SPM テンプレート内のいずれかのおよびすべてのコンストラクトは豊富な機能を提供します。そのす
べては、SPM がストレージリクエストを実行するときに使用されます。Designer でストレージテンプ
レート情報を要約する場合、Matrix OE は一般的な情報を提供しますが、すべての詳細な節を解析して
反映するとは限りません。SPM ストレージテンプレートの説明フィールドを使用して、関連する、テン
プレート定義の側面を取得できます。これは、設計者が適切なストレージテンプレートを選択するのに
役立ちます。

SPM ストレージテンプレートを定義する場合は、説明フィールドを使用して要件を要約します（テンプレー
トが RAID 1 および RAID 5 をサポートしている場合など）。この説明は HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーション Designer で設計者に対して表示されます。IO で特定の SPM ストレージテンプレートを
使用している場合は、ストレージテンプレートの容量、RAID、およびタグ要件に注意してください（説明フ
ィールドにあります）。これらの要件、または正しくプロビジョニングされない可能性のあるストレージと競
合する値を指定しないでください。

以下のようなストレージ要件を手動で定義できます。

• ディスクの名前

• 個々のディスクサイズは、ギガバイト（GB）単位でのディスクのサイズです。物理（SAN）ディスクの場
合、この属性は、指定されている値以上の容量を備える SAN ディスクの検出に使用されます。（物理スト
レージの場合、MB×1,000=GB。）

• GB あたりのコストは、ギガバイト当たりの推定コストの数値です。

• RAID レベルは、特定の RAID レベルか、「任意」を指定します。RAID レベルを指定する場合は、その選
択肢は、サービス割り当て時に HPE Matrix OE のストレージボリュームのプロパティと比較されます。一
致する RAID レベルを持つ SAN ボリュームのみが、そのテンプレートのプロビジョニングを満たすために
使用されます。

• ディスクは起動可能は、ディスクがサーバーグループのブートディスクであることを示します。

• ディスクへリダンダント SAN パスは、ディスクへのリダンダントパスをディスクが持つことを示します。
ディスクがブートディスクの場合、選択するソフトウェアは、内蔵マルチパスソフトウェアを含むイメー
ジでなければなりません。

• ディスクはサーバー全体で共有は、このディスクが、グループ内のすべてのサーバーで共有されるデータ
ディスク（ブートディスクではない）であることを示します。

• タグでは、Matrix OE 論理サーバー管理によって定義されているタグのリストから、1 つまたは複数のタグ
を選択できます。ストレージタグは、HPE Matrix OE インベントリ（または SPM ストレージカタログ）
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内にある、対応する SAN ストレージボリュームと比較する目的で使用されます。タグセットは、HPE IO
によってあらかじめ定義されることも、制限されることもありません。

• タグの追加では、コンマ区切りのタグリストを入力できます。

注記:

サービス割り当ての中で、指定されたタグは、既存の HPE Matrix OE ストレージプールエントリー
で条件に合う適切な割り当てを検出するために使用されます。または、新しく作成されるストレージ
プールエントリーの実行のために SPM に渡されます。一致するタグを持つ SAN ボリュームのみ
（事前プロビジョニングされているか、オンデマンドで作成される）が、その IO テンプレートのプロ
ビジョニングを満たすために使用されます。タグフィールドを空白にすると、その IO テンプレート
に関するプロビジョニングオプションが拡張されます。タグを指定しないことは、IO またはストレ
ージプールエントリーにタグ要件が存在しないことを意味します。リクエストは、SPM 内のタグを
含むストレージを使用して引き続き実行される可能性があります。

仮想ストレージのプロビジョニング
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer の仮想ストレージコンポーネントの設定
タブでは、仮想ストレージに接続されているサーバーグループ内の各サーバーのブート可能ディスクまたはデ
ータディスクを設定できます。

仮想マシンでは、手動または HPE Storage Provisioning Manager を使用してプロビジョニングされた物理ス
トレージを使用することもできます。

以下のような仮想ストレージ要件を手動で定義できます。

• ディスクの名前

• 個々のディスクサイズはディスクのサイズです。単位（メガバイトまたはギガバイト）も指定します。仮
想ディスクの場合、この値は、定義済みのディスクサイズを設定します。（仮想ストレージの場合、MB×
1024=GB。）

• GB あたりのコストは、ギガバイト当たりの推定コストの数値です。

• ディスクは起動可能は、ディスクがサーバーグループのブートディスクであることを指定します。

注記:

Integrity VM ディスクおよび Hyper-V VM リンククローンディスクがすべて同じ名前を使用するか、
空白のままである必要があります。クラウドサーバーは、このフィールドを空白のままにする必要が
あります。空白のままにした場合、データディスクは、ブートディスクと同じボリュームに配置され
ます。

注記:

ストレージボリューム名については、注意深く検討することをお勧めします。止むを得ない場合を除
き、選択アルゴリズムを制約することがないようにしてください。Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションは、指定されたストレージボリューム名によって与えられる制約を満たすことがで
きる 小数のデータストアを使用します。VM のターゲットホストは必要なすべてのストレージへ
のアクセスを必要とするため、統合によって移動が簡単になります。

• ディスクはサーバー全体で共有は、このディスクがデータディスクであること（ブートディスクではない
こと）、そしてそれがグループ内のすべてのサーバーで共有されることを指定します。

• プロビジョニングタイプは、次のオプションを含むドロップダウンリストです。

◦ 未指定を選択すると、ハイパーバイザーのデフォルト設定が継承されます。

◦ Thin を選択すると、実際に使用されるストレージ容量だけが割り当てられます。格納されるデータが
増えるにつれて、ディスクは自動的にフルサイズへと拡張します。

◦ Thick を選択すると、ディスクのフルサイズが割り当てられます。

◦ EAGER_ZEROED_THICK は、デフォルトのシック形式で仮想マシン（VM）ディスクを作成する、
VMware のプロビジョニング形式です。このディスクプロビジョニングプロセスは、シックプロセスに
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加えて、ディスクのプロビジョニング時にディスクアレイ内のすべてのデータを割り当ててゼロで消去
します。

◦ LAZY_ZEROED_THICK は、デフォルトのシック形式で仮想ディスクを作成する、VMware のプロビジ
ョニング形式です。仮想ディスクに必要なスペースは、仮想ディスクを作成するときに割り当てられま
す。物理デバイス上に残っているデータは作成時に消去されませんが、後で必要に応じて、仮想マシン
からの 初の書き込み時にゼロで消去されます。

注記:

Integrity VM、共有ディスク、およびクラウドサーバーは、シンプディスクプロビジョニングをサポ
ートしません。Hyper-V VM テンプレートの展開の場合、ブートディスクプロビジョニングタイプ
は、VM テンプレートのブートディスクのタイプと同じままです SA または手動 OS 展開を使用する
Hyper-V VM では、シンディスクをサポートしていません。

EAGER_ZEROED_THICK および LAZY_ZEROED_THIN は ESXi VM に固有であるため、VMware 仮
想マシンでのみサポートされています。ESXi VMware 共有ディスクでは、
EAGER_ZEROED_THICK プロビジョニングフォーマットを使用する必要があります。

• ストレージボリューム名は、接続されているサーバーグループに仮想ストレージを割り当てる目的で使用
される VM ホストストレージボリュームを指定する、コンマ区切りのリストです （これは物理ストレージ
タグを使用して物理サーバーにストレージを割り当てる際に使用するストレージボリュームの指定と似て
います）。ブートディスク、プライベートデータディスク、および共有ディスクに対してストレージボリュ
ーム名を個別に指定できます。

ストレージボリューム名は、単純な VMware ESX データストア名（「ClusterStorageOne」など）、単純な
Hyper-V データストア名（「S」など）、または HP-UX 共有論理ボリュームグループ（「/dev/slvm_disk1」
など）にできます。1 つまたは複数のボリューム名を指定する場合は、テンプレートをプロビジョニング
するときに、これらの名前に一致するボリュームのみが対象になります。

注記:

ストレージボリューム名については、注意深く検討することをお勧めします。止むを得ない場合を除き、
選択アルゴリズムを制約することがないようにしてください。HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションは、指定されたストレージボリューム名によって与えられる制約を満たすことができ
る 小数のデータストアを使用します。VM のターゲットホストは必要なすべてのストレージへのアク
セスを必要とするため、統合によって移動が簡単になります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのスト
レージの予約および割り当て方法

サービス作成のプロセスでの重要な手順として、サービステンプレートが必要とするすべてのリソースを予約
するフェーズと割り当てるフェーズがあります。このセクションでは、ストレージアルゴリズムでのストレー
ジの予約および割り当ての規則を説明します。

以下の規則が順次に適用されます。1 つの規則は、部分的一致とすることはできません。一致とするには、規
則定義の全体が一致する必要があります。各規則は、 初にブートディスクでの一致の検出を優先的に行いま
す。
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手順

1. 論理サーバーのブートディスク定義に従って完全に一致するブートディスクのみを含むストレージプール
エントリーを見つけます。

• 上記のブートディスクが見つかったら、論理サーバーのデータディスク定義に完全に一致する追加の
SPE を 1 つ以上見つけます。

結果：規則 1 と 1a の両方が一致した場合、一致した SPE を含むサーバーをプロビジョニングします。そ
れ以外の場合は、一致する SPE を別の構成内で引き続き探します。

2. 単一のストレージプールエントリーおよび独立したデータボリュームエントリーでは、ブートディスク予
約が満たされない場合、論理サーバーのブートディスク要件とプライベートデータディスク要件の両方と
完全に一致する単一のストレージプールエントリーを探します。（共有データディスクはそれぞれ独自の
ストレージプールエントリーに含まれる必要があります。）

結果：規則 2 に一致するストレージプールエントリーが見つかった場合、一致したストレージプールエン
トリーを含むサーバーをプロビジョニングします。

3. ブートディスクの予約がまだ満たされない場合は、論理サーバーのブートディスク定義のみに完全一致す
る単一のストレージプールエントリーを探します。（これは規則 1 で検出されるストレージプールエント
リーと同じ場合があります。）

結果：一致するブートディスクがあった場合は、データディスクのストレージをプロビジョニングするた
めに規則 5 に進みます。

4. ブートディスクの予約がまだ満たされない場合、Matrix OE は、SPM を通じて自動的に行われる、ブート
ディスクとプライベートデータディスクを含むストレージプールエントリーの自動作成を試みます。

結果：データディスクが依然として満たされない場合、SAN ゾーニングの実行ポイントの先頭に接続され
ている HPE OO ワークフローを実行します。HPE OO ワークフローが接続されていない場合、リクエスト
を一時停止し、データディスクの手動ストレージプロビジョニングをリクエストする電子メールアラート
を（HPE Operations Orchestration ワークフローを使用して）送信します。ブート/データディスクのリク
エストが満たされたものの、手動ゾーニングの必要があることを SPM が示している場合、リクエストは
SAN ゾーニングの実行ポイントの先頭に接続されている HPE Operations Orchestration ワークフローを
実行します。ワークフローが接続されていない場合、リクエストは一時停止し、適切なディスクの手動ス
トレージゾーニングをリクエストする電子メールアラートを（HPE Operations Orchestration ワークフロ
ーを使用して）送信します。ストレージ管理者が手動でストレージのゾーニングを行い、SPM の XML フ
ァイルを編集する必要があります。この後、リクエストは再開されます。このときに、HPE Matrix
Operating Environment は、適切なストレージプールエントリーを使用します。

ブート/データディスクのリクエストが満たされたものの、手動ゾーニングの必要があることを SPM が示
している場合、リクエストは SAN ゾーニングの実行ポイントの先頭に接続されている HPE Operations
Orchestration ワークフローを実行します。ワークフローが接続されていない場合、リクエストは一時停止
し、適切なディスクの手動ストレージゾーニングをリクエストする電子メールアラートを（HPE
Operations Orchestration ワークフローを使用して）送信します。ストレージ管理者がストレージのゾーニ
ングを行い、SPM の XML ファイルを編集する必要があります。この後、リクエストは再開されます。こ
のときに、HPE Matrix Operating Environment は、適切なストレージプールエントリーを使用します。

5. ブートディスクが予約され、データディスクの予約がまだ満たされていない場合、HPE Matrix OE は、SPM
を通じて行われる、データディスク用のストレージプールエントリーの自動作成を試みます。

結果：データディスクが依然として満たされない場合、SAN ゾーニングの実行ポイントの先頭に接続され
ている HPE OO ワークフローを実行します。HPE OO WF が接続されていない場合、リクエストを一時停
止し、データディスクの手動ストレージプロビジョニングをリクエストする電子メールアラートを（HPE
Operations Orchestration ワークフローを使用して）送信します。ブート/データディスクのリクエストが満
たされたものの、手動ゾーニングの必要があることを SPM が示している場合、リクエストは SAN ゾーニ
ングの実行ポイントの先頭に接続されている HPE Operations Orchestration ワークフローを実行します。
ワークフローが接続されていない場合、リクエストは一時停止し、適切なディスクの手動ストレージゾー
ニングをリクエストする電子メールアラートを（HPE Operations Orchestration ワークフローを使用して）
送信します。ストレージ管理者が手動でストレージのゾーニングを行い、SPM の XML ファイルを編集す
る必要があります。この後、リクエストは再開されます。このときに、HPE Matrix Operating Environment
は、適切なストレージプールエントリーを使用します。
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ブートディスクとデータディスクのリクエストは満たされたものの、SPM が手動ゾーニングを必要として
いる場合は、リクエストを一時停止し、該当するディスクの手動ストレージゾーニングをリクエストする
電子メールアラートを（Operations Orchestration ワークフローを使用して）生成します。ストレージ管理
者がストレージのゾーニングを行い、SPM の XML ファイルを編集します。この後、リクエストは再開さ
れます。このとき、Matrix OE は特定された SPE を使用します（上記のアルゴリズムを繰り返すことはあ
りません）。

6. ストレージプロビジョニングの一時停止されたすべてのリクエストについて、管理者はストレージプール
エントリーを手動で作成し、手動での実行、または SPM を通じての実行（リクエストを事前にプロビジョ
ニングされたストレージと照合するか、有効化されている場合はオンデマンドプロビジョニングを使用）
を試みることができます。ストレージゾーニングのために一時停止されているリクエストは、ストレージ
管理者が手動でストレージのゾーニングを行い、そのゾーニングを反映するように SPM XML ファイルを
編集した後で再開されます。

注記:

手動ストレージプロビジョニングのために一時停止されたリクエストを続行する場合、HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションは、予約アルゴリズムに再入し、論理サーバーのブートディス
クおよびデータディスクの両方の要件を満たすために同じロジックを適用します。

SPM を通じて実行される場合、IO はそのジョブステータスを監視します。完了したら、サービスリク
エストでそのストレージを使用します。手動ストレージゾーニングのために一時停止されていたリクエ
ストを続行する場合、インフラストラクチャオーケストレーションアルゴリズムは、すでに SPM を通
じて実行された適切な SPE（ゾーニングが行われ、使用に適切な状態になっている）を使用します。

ストレージ要件を満たす操作は、上記の手順を使用して以下の優先順位で実行されます。

1. 試行：マルチイニシエーター NPIV による静的 SAN ボリューム自動化（各ボリュームは別個のストレージ
プールエントリー内にある）

2. 代替手段：LUN マスキングによる動的 SAN ボリューム自動化（複数の SPE 内で複数のボリュームを結
合）

• 既存の SPE を検索する

• 見つからない場合、SPE を自動生成し、SPM を通じての実行を試みる

3. 代替手段：手動ストレージプロビジョニング

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでアクセスできないスト
レージプールエントリー

ストレージタブの表の中のすべてのストレージボリュームが、HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションで使用できるわけではありません。ストレージタブに表示されるストレージプールエントリーを
HPE Matrix IO が使用できない場合があることについては、以下を含め、さまざまな理由があります。

274  HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでアクセスできないストレージプールエントリ
ー



問題 解決策

ストレージプールエントリーでディザスタリカバリ
が有効になっているが、すべてのボリュームで DR 準
備完了フラグがチェックされていない。

HPE Matrix OE 論理サーバー管理を使用して、各ボリ
ュームのストレージプールエントリーを編集します。
DR 準備完了フラグがチェックされていない場合は、
初にボリュームがディザスタリカバリに対して正

しく設定されていることを確認し、DR 準備完了フラ
グを選択し、ストレージプールエントリーを保存しま
す。

ストレージプールエントリーは事前提示されたボリ
ュームを使用している。

これは、ストレージプールエントリーは使用可能です
が、その提示を変更できず、そのために HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションで使用
できなくなっていることを示しています。HPE
Matrix IO が OS プロビジョニングに使用するにはス
トレージエントリーのマスク解除が必要ですが、HPE
Matrix IO はこれをユーザーに対して示せません。

この問題を解決するには、論理サーバー管理でストレ
ージプールエントリーを表示してそのタイプが何か
を確認します。この情報は、ストレージプールエント
リー画面の上部にあります。

• ストレージプールエントリーは HPE SPM ベース
ではなく、DR 準備完了フラグがチェックされて
いない。

• HPE SPM ベースのボリュームの HPE SPM サー
ビスに適合性がない。

• HPE SPM ベースのボリュームの HPE SPM サー
ビスがない。

• HPE SPM ベースのボリュームが手動でゾーン設
定解除されている。

• HPE SPM ベースのボリュームが手動で削除され
ている。

• HPE SPM ベースのボリュームが手動で提供解除
されている。

これらの問題を解決するのには、論理サーバー管理で
ストレージプールエントリーを表示します。赤色の

X

にマウスカーソルを重ねて問題を確認します。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションのマルチテナンシ

マルチテナント機能により、各組織に仮想 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションシステム
を提供することで、データセンターリソースは各テナント間で動的かつ安全に共有することができます。HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、テナントは、組織とも呼ばれます。

組織の概要
組織の仮想 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションシステムは、以下の特徴を持つ企業体を
想定しています。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションシステムを使用してサービスを作成することを
希望する多数のユーザー、またはユーザーからなるグループが所属している。

• リソース、活動、およびユーザーに関する情報を組織内で秘密に保ち、他の組織による干渉から保護する
ことを必要とする。

異なる組織が使用する仮想 HPE Matrix IO システムの間には、情報セキュリティとプライバシーがあります。
組織からサービスプロバイダーまたは CMS へのアクセス手段はありません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、サービスプロバイダーと組織という 2 つのレ
ベルがあります。

サービスプロバイダー

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、単一の恒久的なサービスプロバイダー（本質
的には、従来のバージョンの HPE Matrix IO システム）が含まれています。サービスプロバイダーは以下の役
割を持ちます。

• サービスプロバイダーの管理者

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用します。また、すべての組織の
インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal と HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーション Self Service Portal にログインできます。

注記:

サービスプロバイダーの管理者が<organization-id>_Administrators または<organization-
id>_Users グループのメンバーでもある場合、そのサービスプロバイダーの管理者は HPE Matrix イ

ンフラストラクチャオーケストレーションコンソールにログインできません。
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サービスプロバイダーの管理者は次のことを行うことができます。

◦ HPE Matrix IO システムおよびそのすべてのリソースにフルアクセスして制御する

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでの組織作成と組織へのリソース
の割り当てを担当します

◦ プールを作成して、サービスプロバイダーのユーザーをプールに割り当てることができる

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal のタイト
ル、ロゴ、イメージ、背景色とテキストの色、およびリンクをカスタマイズできます

◦ カスタマイズ可能な一部のユーザー定義プロパティを設定できる

• サービスプロバイダーユーザー

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal にログインし、公開済みテン
プレートを使用してプロビジョニングのリクエストを開始できます。割り当て済みのリソースプールから
選択を行い、リース期間の開始日時と終了日時を指定します。ユーザーは、Self Service Portal を使用し
て、サービスの継続的な管理のための別のリクエストを発行します。

組織

サービスプロバイダーの管理者は HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用
して組織を動的に作成し、組織がリソースを利用できるようにします。詳しくは、組織の作成（282 ページ）
および組織へのリソースの追加（284 ページ）を参照してください。

組織ごとに、CMS 上で Microsoft Windows の 2 つのグループが作成されます。

• <organization-id>_Administrators

インフラストラクチャオーケストレーション Organization Administrator Portal を使用して組織の仮想
HPE Matrix IO システムを制御する権限を持ちます。このポータルでは、次の操作を行えます。

◦ プールを作成してユーザーをそのプールに割り当てる

◦ サーバーとディスクを既存のサービスに追加する

◦ リクエストを発行する

◦ 組織のユーザーからのリクエストを承認または拒否する

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal のタイトル、ロゴ、イメー
ジ、背景色とテキスト色、およびリンクをカスタマイズする

• <organization-id>_Users

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal にログインし、公開済みテン
プレートを使用してプロビジョニングのリクエストを開始できます。サービスプロバイダーユーザーと同
じ機能を持ちますが、使用できるリソースの範囲内に限定されます。使用できるのは、公開済みのテンプ
レートと、組織またはそのユーザーに割り当てられているネットワークのみです。また演算リソースは、
組織の管理者によってそのユーザーに割り当てられているプール内に存在する必要があります。

詳しくは、組織へのユーザーの割り当て（284 ページ）を参照してください。

注記:

HPE Storage Provisioning Manager（SPM）を使用すると、各 Matrix 組織でセキュリティグループを定
義できます。また、（Matrix OE 用に使用されるものと同じ Windows グループに設定されているメンバ
ーシップを備える）Matrix 組織の管理者や組織ユーザーを対象に同等の役割を定義できます。サービス
プロバイダーの管理者、ストレージ設計者、およびストレージ管理者は、組織ごとに独立したストレー
ジアレイ、独立した複数のストレージプールを備える共有アレイ、ボリュームレベルでの分離など、多
様なタイプが提供される共有ストレージインフラストラクチャの範囲を決定できます。
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インフラストラクチャオーケストレーションのマルチテナンシに
おけるセキュリティ

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでのマルチテナンシは、ある組織の情報が別の組織
に渡ることがないことを保証します。リソースおよび情報のフィルタリング方法について詳しくは、リソース
へのアクセスと情報セキュリティを参照してください。

リソースへのアクセス

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでのリソースへのアクセスは階層的になっていま
す。サービスプロバイダーの管理者はリソースへの無制限のアクセスを持ち、各組織がリソースを利用できる
ようにすることができます。組織内では、組織の管理者が、組織のユーザーによる演算リソースへのアクセス
を制御します。

サービスプロバイダーの管理者は、サービスプロバイダーユーザーをテンプレートに割り当てます。ただし、
組織の管理者は組織ユーザーをテンプレートに割り当てることができません。組織のユーザーは、その組織に
割り当てられているすべてのテンプレートへのアクセス権を持っています。

Windows ユーザーは、サービスプロバイダーユーザーと組織ユーザーの両方になる可能性があります。この
場合、Windows ユーザーが Self Service Portal にログインすると、ユーザーは自身に割り当てられたテンプレ
ートへのアクセス権を持ちます。Windows ユーザーが Administrator Portal をログインすると、ユーザーは組
織に割り当てられたすべてのテンプレートへのアクセス権を持ちます。

表 9 : サービスプロバイダーおよび組織の管理者/ユーザーに表示されるリソース

リソース 組織 サービスプロバ
イダーの管理者
による制御

サービスプロバ
イダーのユーザ
ーによるアクセ
ス

組織の管理者に
よるアクセス

組織のユーザー/
グループによる
アクセス

インフラストラ
クチャオーケス
トレーションテ
ンプレート

HPE Matrix イン
フラストラクチ
ャオーケストレ
ーション
Designer を使用
して HPE Matrix
IO 設計者によっ
て作成される

1 つ以上の組織
に割り当てる、
サービスプロバ
イダーのユーザ
ー/グループによ
るアクセスを制
限する

公開されている
場合に表示され
る。アクセス制
限が有効な場合
は、公開済みで、
かつそのテンプ
レートがユーザ
ー/グループに割
り当てられてい
る場合に表示さ
れる

サービスプロバ
イダーの管理者
によって組織に
割り当てられて
いる場合に表示
される（公開済
みか未公開かに
かかわらず）

組織の管理者に
よって組織に割
り当てられてい
る場合に表示さ
れる（公開済み
のみ）

ネットワーク HPE Matrix IO
によって作成ま
たは検出され
る。サービスプ
ロバイダーの管
理者によって編
集可能

1 つ以上の組織
に割り当てる

1

制限なし サービスプロバ
イダーの管理者
によって組織に
割り当てられて
いる場合に表示
される

組織の管理者に
よって組織に割
り当てられてい
る場合に表示さ
れる

表は続く
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リソース 組織 サービスプロバ
イダーの管理者
による制御

サービスプロバ
イダーのユーザ
ーによるアクセ
ス

組織の管理者に
よるアクセス

組織のユーザー/
グループによる
アクセス

演算リソース
（物理サーバー、
VM ホスト、ESX
リソースプー
ル、Hyper-V リ
ソースプール、
およびクラウド
リソース）2

HPE Matrix IO
によって検出さ
れる

サービスプロバ
イダー側で維持
するか、1 つの組
織に割り当てる

リソースがサー
ビスプロバイダ
ーレベルで維持
され、サービス
プロバイダーの
管理者によって
そのリソースを
含むプールにユ
ーザーが割り当
てられている場
合に表示される

サービスプロバ
イダーの管理者
によって組織に
割り当てられて
いる場合に表示
される

組織に割り当て
られ、組織の管
理者によってそ
のリソースを含
むプールにユー
ザーが割り当て
られている場合
に表示される

ストレージプー
ルエントリー 3

Matrix OE によ
って自動的に生
成される、また
はサービスプロ
バイダーの管理
者によって
Matrix OE 論理
サーバー管理
と、オプション
で Storage
Provisioning
Manager を使用
して作成され
る。

必要に応じて、
組織ごとに別々
の SPM ストレ
ージテンプレー
トを持つか、共
有テンプレート
を持つことがで
きる。組織単位
でストレージに
タグを付けるこ
とができる。
HPE Matrix IO
サービステンプ
レートは、SPM
ストレージテン
プレートまたは
特定のストレー
ジタグを参照で
きる。

表は続く
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リソース 組織 サービスプロバ
イダーの管理者
による制御

サービスプロバ
イダーのユーザ
ーによるアクセ
ス

組織の管理者に
よるアクセス

組織のユーザー/
グループによる
アクセス

ソフトウェア HPE Matrix IO
は、VMware、
SA、Ignite、
VMM、ICsp、
RDP などからイ
ンベントリを取
得する

1 つ以上の組織
に割り当てる

制限なし 組織に割り当て
られている必要
がある

組織に割り当て
られている必要
がある

ロードバランサ
ー

HPE Matrix IO
API または CLI
経由で追加され
る

次のいずれかの
方法を使用し
て、特定の組織
用にロードバラ
ンサーを「予約」
できます。

• ioexec add
loadbalancer
コマンドで
タグを指定
し、そのタグ
を HPE
Matrix インフ
ラストラク
チャオーケ
ストレーシ
ョン
Designer の
ロードバラ
ンスタブで
指定する。

• 特定の組織
に割り当て
られたロー
ドバランサ
ーにすべて
のネットワ
ークが表示
されること
を確認する。
ロードバラ
ンサーに表
示できる論
理ネットワ
ーク N を持
つテンプレ
ートでは、選
択された実
際のロード
バランサー

NA NA NA

280 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのマルチテナンシ



リソース 組織 サービスプロバ
イダーの管理者
による制御

サービスプロバ
イダーのユーザ
ーによるアクセ
ス

組織の管理者に
よるアクセス

組織のユーザー/
グループによる
アクセス

は、HPE
Matrix IO が
N に割り当て
たネットワ
ークによっ
て決定され
ます。

1 SPM テンプレートでは、SPM がオンデマンドでプロビジョニングしたボリュームに、カスタムプレフィッ
クスを指定できます（したがって、必要な場合は、組織ごとに異なる値を持つことができます）。

2 物理サーバーブレードのストレージ管理はサービスプロバイダーの管理者のみが実施できます。
3 ストレージ管理は、サービスプロバイダー管理者のみが実行できます。

情報のセキュリティ

以下の表は、サービスプロバイダーの管理者、サービスプロバイダーのユーザー、組織の管理者、および組織
のユーザーのそれぞれに表示される情報を示しています。

サービスプロバイダーの管理者とユーザーは、その組織に関連するメッセージのみ確認できます。情報がスト
レージを通じてある組織から別の組織に渡るのを避けるため、HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションはサービスを削除するときにブートディスクとデータディスクの両方をスクラブします。

サービスプロバイダーの管理者のみが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション CMS にログ
インし、論理サーバー管理、Systems Insight Manager、詳細な HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションログなど、他のテクノロジーにアクセスすることができます。

情報のセキュリティ 281



表 10 : サービスプロバイダーおよび組織の管理者/ユーザーに表示される情報

情報 サービスプロバイダ
ーの管理者（コンソ
ールを使用）

サービスプロバイダ
ーのユーザー（Self
Service Portal を使
用）

組織の管理者
（Organization
Administrator
Portal を使用）

組織のユーザー
（Self Service
Portal を使用）

ユーザー

1

各組織に関連付けら
れた Windows ユー
ザーとグループ

表示不可：

他のユーザー

組織に割り当てられ
たユーザーとグルー
プ

表示不可：

他のユーザー

表示不可：

他のユーザー

リクエストのメッセ
ージ

制限なし ユーザーのリクエス
トからのメッセージ

組織のすべてのユー
ザーのリクエストか
らのメッセージ

そのユーザーから、
またはユーザーがメ
ンバーとして所属し
ているすべての組織
から発信されたメッ
セージ

サービス

2

制限なし そのユーザーによっ
て作成されるサービ
ス

組織のすべてのユー
ザーによって作成さ
れるサービス

そのユーザーによっ
て作成されるサービ
ス

1 ユーザーは複数の Windows グループに所属できます。つまり、通信の外で情報共有が発生する可能性があ
ります。

2 サービス名は 1 つの組織内では一意でなければなりませんが、別の組織では同じ名前を使用できます。ただ
し、組織によって使用されている名前を使ってサービスプロバイダーの管理者またはユーザーがサービスを
作成することはできません。

組織の作成
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用して、サービスプロバイダー管理
者が組織タブで組織を作成しないと、組織管理者は、インフラストラクチャオーケストレーションの組織管理
者ポータルにログインできません。

組織を作成するときに、各組織には固有の名前、および org<数字から成る文字列>という形式の固有の識別

子が割り当てられます。組織の識別子は、CMS 上に存在して組織の管理者とユーザーを格納しているローカ
ルの Windows グループで、名前の一部として使用されます。組織の名前を変更するときも、組織の識別子は
変化しません。

組織を作成するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの組織タブで、作成をクリックしま
す。組織の作成ページが表示されます。
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2. 組織名に、新しい組織の名前を入力します。

3. 追加をクリックします。

4.（オプション）組織の管理者を追加します。ローカルユーザー、Windows の Active Directory（AD）ユーザ
ー、または Windows の AD グループの名前を入力し、ユーザーの追加またはグループの追加のどちらか適
切なものをクリックします。

5.（オプション）組織のユーザーを追加します。ローカルユーザー、Windows の AD ユーザー、または
Windows の AD グループの名前を入力し、ユーザーの追加またはグループの追加のどちらか適切なものを
クリックします。

6. 閉じるをクリックします。

組織を削除するには、組織に対して演算リソースが何も割り当てられていないこと、およびすべてのサービス
が削除されていることが必要です。

組織の削除
組織を削除するには、組織に対して演算リソースが何も割り当てられていないこと、およびすべてのサービス
が削除されていることが必要です。

手順

1. HPE インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal のサービスタブで、
組織のユーザーによってプロビジョニングされたすべてのサービスを削除します。

2. HPE インフラストラクチャオーケストレーションの Organization Administrator Portal のサービスタブで、
すべてのサーバープールを未割当プールに移動します。HPE インフラストラクチャオーケストレーショ
ンコンソールのサーバータブにプールが表示されます。
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3. HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールで、すべてのテンプレート、ネットワーク、
サーバープールを組織から割り当て解除します。

4. HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの組織タブから組織を削除します。

組織へのユーザーの割り当て
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールにより、サービスプロバイダー管理者は、
すでに存在するローカル Windows ユーザーを追加することによって、<組織 ID>_Administrators グループと<
組織 ID>_Users グループを設定します。CMS が Windows ドメインの一部である場合は、すでに存在してい
る Active Directory ユーザーおよびグループを<組織 ID>_Administrators グループと<組織 ID>_Users グルー
プに追加することもできます。

高可用性（HA）CMS が新しいノードにフェイルオーバーすると、各組織の<organization-id>_Administrators
グループと<organization-id>_Users グループはその新しいノードに自動的に作成されます。現在のアクティ
ブノードに対して有効でないグループは、削除されます。

注記:

サービスプロバイダー管理者が、組織管理者ポータル以外の場所（Windows のローカルユーザーとグル
ープなど）で<組織 ID>_Administrators グループまたは<組織 ID>_Users グループに変更を加える場合
は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを Systems Insight Manager で実行する必
要があります。そうしない場合は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを再起動す
ると変更が失われます。

組織管理者ポータルの外で変更を行ったら、その後で ioexec sync Organizationsを実行する

か、 ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesファイルの organization.sync.intervalの値に基づいて HPE Matrix IO が

自動的に変更を同期するのを待ちます。デフォルトは、600 秒（10 分）です。

組織へのリソースの追加
サービスプロバイダー管理者は、コンピューティングリソースを、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションコンソールの組織タブで組織に割り当てます。

新しく作成した組織には、デフォルトでメンテナンスプールと未割当プールが含まれています。

重要:

組織への割り当てを行うには、コンピューティングリソースはサービスプロバイダーの未割当プールの
中に存在している必要があり、使用中であってはなりません。

組織に割り当てた後は、演算リソースは組織の未割当プールの中に表示されます。 組織タブで、組織からリ
ソースを削除することもできます。それら削除されたコンピューティングリソースは、サービスプロバイダー
の未割当プールに移動されます。

サービスプロバイダーの管理者は以下について割り当てと割り当て解除を行うことができます。

• 一連の演算リソース。ここで、演算リソースとは、仮想マシンホスト、物理ブレード、ESX リソースプー
ル、Hyper-V リソースプール、またはクラウドリソースを指します。

複数の組織で単一の演算リソースを共有することはできません。

サービスプロバイダーおよび組織管理者は、リソースプールを作成することができます。コンピューティ
ングリソースは、使用中でなく、未割当プールの中に存在していれば、組織に割り当てたり、割り当てを
解除したりすることができます。サービスプロバイダー管理者が表示できるのは、組織の未割当プールだ
けです。

ハイパーバイザー間のロードバランシングを可能にするために、クラスターのすべてノードを同じサーバ
ープール内に（またはサービスプロバイダーレベルで、あるいは同じ組織に割り当てて）維持することを
おすすめします。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、VM をクラスターの 1 つの
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ホストに配置し、同じクラスター内の別のホスト（別のサーバープールにある場合があります）で VM の
電源を投入するようにハイパーバイザーを設定し、ロードバランシングを実行できます。ロードバランシ
ングが実行された後、VM が配置されたホストを含むサーバープールにアクセスできない場合、作成され
た VM は表示されません。

• 一連のネットワーク。

ネットワークを複数の組織に割り当てることができます。組織間でのネットワークの共有は、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションでは拒否されず、その可不可はサービスプロバイダーポリシ
ーによって決定されます。サービスプロバイダー管理者は、ネットワークを 1 つまたは複数の組織に割り
当てることができます。使用中のネットワークは、組織から割り当てを解除することができます。既存の
サービスは影響を受けませんが、組織のユーザーは、そのネットワークを使用してサービスを作成するこ
とができなくなります。サービスプロバイダーポリシーによってネットワーク共有が禁止されている場合
は、ネットワークを別の組織に割り当てなおす前に、そのネットワークを使用するすべてのサービスを削
除する必要があります。

詳しくは、VLAN 分離のための組織へのネットワークの割り当て（286 ページ）を参照してください。

• 一連の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレート。

IO テンプレートは、複数の組織および組織内の複数のユーザーに割り当てできます。組織内部の特定のユ
ーザーがテンプレートにアクセスできるようにするには、テンプレートを組織とそのユーザーに割り当て
ます。hpio.propertiesファイルで template.access.restricted=trueに設定されていない場

合、テンプレートアクセス制限は個々のユーザーレベルでは適用されません。この設定がない場合、組織
内のすべてのユーザーが、組織に割り当てられているすべてのテンプレートにアクセスできます。

手順

1. リソースを割り当てたり、割り当てを解除したりするには、以下の手順に従ってください。

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの組織タブで、組織を選択します。組
織名は、右の組織リスト内で表示されます。

2. サービスプロバイダーリストから、演算リソース、ネットワーク、またはテンプレートを選択します。

サービスプロバイダーの未割当プール内にあり使用中でない演算リソースのみ、移動できます。

3. ツリーを展開して 1 つ以上のリソースを選択し、左のサービスプロバイダーリストで 1 つのリソースを選
択し、右矢印をクリックします。この操作により、選択したリソースが右の組織リストに移動され、その
リソースが組織に割り当てられます。リソースを選択し、左矢印をクリックすると、そのリソースの組織
への割り当てが解除されます。

リソースの選択を続けるには、矢印を使用して組織へのリソースの割り当てを調整します。
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4. 保存をクリックします。

VLAN 分離のための組織へのネットワークの割り当て

各組織に異なる HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションネットワークを割り当てると、物理
ホストまたは仮想ホストのプロビジョニング用に VLAN 分離を実現できます。

HPE Matrix IO テンプレートが定義されている場合、特定のネットワークを選択する代わりに属性を使用して
ネットワークを指定できます。属性の 1 つがネットワーク名です。命名規則を使用すると、テンプレートはそ
の名前の一部によってネットワークを指定することができ、サービスの割り当て中に組織に適したネットワー
クが割り当てられます。例：

手順

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのコンソールタブで、VLAN の
organization_1_Production および organization_2_Production を、それぞれ organization_1 および
organization_2 に割り当てます。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、テンプレートを作成し、次のよう
にネットワークを指定します。

a. ネットワークの設定タブで、必要な属性の指定を選択します。

b. 割当て名のヒント:に_Production を指定します。

organization_1 にサービスが作成されると、ネットワークは organization_1_Production にバインドされます。

organization_2 にサービスが作成されると、ネットワークは organization_2_Production にバインドされます。

注記:

必要な属性の指定を選択してネットワークを指定している場合、サービスの作成時はネットワークをカ
スタマイズできません。ネットワークのカスタマイズは指名されたネットワーク上でのみ実行できま
す。
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トラブルシューティング

CMS 設定の確認
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、CMS の設定に関わる問題の特定と解決に役立
てるために、vseassist ツールと Systems Insight Manager の診断メニューが使用されます。CMS 構成のチェ
ックタスクは、CMS の構成を確認します。このタスクを実行するには、Systems Insight Manager のメニュー
から、診断 > HPE Matrix OE のトラブルシュート > CMS 構成のチェックを選択します。また、システムへの
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール時には、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションの設定およびリソースを利用できるどうかについての一連のチェック機能を実
行して HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定の問題を特定することができます。

IOAssist には独自のコマンドラインインターフェイスがあります。ただし、IOAssist は主に vseassist で使用
されます。この際、Systems Insight Manager インターフェイスまたは vseassist コマンドラインインターフ
ェイス（vseassist -c）が使用されます。vseassist について詳しくは、vseassist（1M）のマンページおよ

び HPE Matrix Operating Environment ヘルプシステムを参照してください。

使用法

ioassist [–f <filter>][–o <output type>]

ioassist —g <group id> [–f <filter>][–o <output type>]

ioassist —c <check id> [–d][–f <filter>][ –o <output type>]
ioassist —L <locale>
ここで、

• [–f <filter>]はレベルごとに出力をフィルターします。有効なエントリーは ALL、PASS、INFO、WARN、
および FAILです。

• [–g <group id>]は、特定グループへのチェックを実行します。

• [–d]は、依存性チェック全体の実行を強制します（必ず–c と一緒に使用されます）。

• [–c <check id>]は、提供されたチェック識別番号によって識別されるチェックの検証を実行します。

• [–L <locale>]は、出力を該当する言語（英語で出力したい場合は en、日本語は ja）で表示します。

• [–o <output type>]は、デフォルトまたは XML の形式で出力を表示します。

• [–l]は、使用可能なチェックおよびグループ、または指定されたグループに使用可能なチェックをリストし
ます。

• [–h]は、ヘルプを表示して終了します。

例：CLI でのすべてのチェックの実行

..\Documents and Settings\Administrator>ioassist
-g all
HP IO Assist tool
Executing checks...
Checking group all
-----------------------------------
Check: HP IO Database Responsiveness
Result: PASS
Actions:
-----------------------------------
Check: HP SIM Responsiveness in Primary CMS
Result: PASS
Actions:
-----------------------------------
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Check: HP IO And Domain User Groups Configured
Result: WARN
Actions:
There are no users or user groups in the HPIO_Architects group in the Primary 
CMS.
Assign a valid user or user group to the HPIO_Architects group.
There are no users or user groups in HPIO_Users group in the Primary CMS.
Assign a valid user or user group to the HPIO_Users group.
(...)
Amount of checks executed: xx

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで提供されるチェック機
能

名前 説明

IO CMS の通信 CMS が連携環境で正常に通信しているかどうかを検
証します。

IO データベースの応答性 データベース通信の HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーション設定ファイルを検証します。

IO の応答性 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンと Systems Insight Manager の間の通信を検証
します。

IO ユーザーグループの設定 Windows で、HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションのユーザーグループが基本操作用
に正しく設定されているかどうかを検証します。

HPE SIM での IO ツールボックスの設定 Systems Insight Manager で、HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションのユーザーグルー
プが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーション操作用に正しく設定されているかどうかを
検証します。

Insight Control 仮想マシン管理ソフトウェアの応答
性

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンと仮想マシン管理の間の通信を検証します。

Virtual Infrastructure Server の設定 Systems Insight Manager の仮想インフラストラクチ
ャサーバーの設定を検証します。

展開サービス 展開サーバーがオペレーティングシステムの自動展
開に使用可能であるかどうかを検証します。

Logical Server Management の通信 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンが論理サーバー管理と通信可能であるかどうか
を検証します。

IO ネットワークの設定 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンで、少なくとも 1 つのネットワークが、プロビジ
ョニング用のパラメーターの 小要件を満たして正
しく設定されているかどうかを検証します。

表は続く
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名前 説明

IO ユーザープールの設定 - リソースの可用性 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンのユーザープール（仮想および物理）でのリソー
スの可用性を確認します。

IO ユーザープールの設定 - プールに割り当てられて
いるユーザー

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンプールに割り当てられているユーザーがいるか
どうかを確認します。

組織、プール、ネットワーク、ユーザー、およびテン
プレート

構成された各組織のネットワーク、リソースプール、
ユーザープール、ユーザーグループ、およびテンプレ
ートを確認します。

HPE Operations Orchestration ワークフローの設定 HPE Operations Orchestration で設定されている使
用可能な HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションワークフローを確認します。

仮想ソフトウェアのカスタマイズ 仮想ソフトウェアのカスタマイズが、オペレーティン
グシステムの自動展開向けに正しく設定されている
かどうかを確認します。

使用可能な公開済み IO テンプレート 公開済みの有効な HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションテンプレートがあるかどうか
を確認します。

VCDG に割り当てられているストレージプール 各 VCDG で物理プロビジョニング向けに使用可能な
ストレージプールがあるかどうかを確認します。

使用可能なネットワーク プロビジョニングできる物理ネットワーク、仮想ネッ
トワーク、および混合ネットワークがあるかどうかを
確認します。

サーバーの可用性 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョン操作に使用可能な仮想サーバーおよび物理サー
バーがあるかどうかを確認します。

使用可能なソフトウェア 展開サーバーにオペレーティングシステムの自動展
開用のソフトウェアが含まれているかどうかを検証
します。

クラウドキャパシティプールの構成 構成されているクラウドキャパシティプールがある
ことを確認し、プールの数を表示します。

クラウドキャパシティプールで使用可能なソフトウ
ェアイメージ

使用可能なクラウドキャパシティイメージがあるこ
とを確認し、イメージの数を表示します。

表は続く
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名前 説明

管理できなくなったクラウドサーバー IO が作成したが管理できなくなったと考えられるク
ラウドサーバーをチェックし、これらの不明なクラウ
ドサーバーの名前が表示されます。

管理できなくなったクラウドファイアウォール IO が作成したが管理できなくなったと考えられるフ
ァイアウォール（セキュリティグループ）をチェック
し、これらの不明なファイアウォールの名前が表示さ
れます。

各チェックが実行されると、以下のステータスインジケーターのうちの 1 つが表示されます。

• PASS - 設定に問題はありません。

• FAIL - 深刻な設定上の問題が検出されました。正常な操作のためには解決する必要があります。

• WARN - 設定上の問題があります。この問題によって、必ずしも操作上問題が発生するわけではありませ
んが、機能によっては操作が制限される場合があります。

• N/A - チェックはこのタイプのシステムに該当しません。

IOAssist 実行のタイムアウト

問題 ioassist でのチェックが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと通信
できず、TimeoutException を生成する。

考えられる原因 VM ホストの詳細についての仮想マシン管理の応答が遅延しました。

各 IOAssist チェックのデフォルトのタイムアウト値は 2 分です。タイムアウトは、検証さ
れたコンポーネント（HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション、そのサ
ブシステムまたはパートナー）が応答しない、使用できない、または所定の応答時間外に
応答することを示します。

IOAssist のタイムアウトからは、コンポーネントが想定される応答時間内に応答しないと
いうことがわかるだけです。必ずしもコンポーネントが使用不可であるということでは
ありません。IOAssist のエラーメッセージには、これ以外の理由が表示されます。

アクション 次のいずれかを選択します。

• ..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration
\conf\ioassist.properties
で、

timeout.await
を 120 秒より大きい値に設定します。

• Windows のコマンドプロンプトで、

ioassist
コマンドラインを実行します。

連携 CMS の手動での有効化

連携 CMS 環境には、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを実行する 1 つのプライマリ
CMS と、HPE Matrix OE を実行する 1 つまたは複数のセカンダリ CMS が含まれます。
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問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション連携 CMS は、新規インストール
時にデフォルトで有効になる。新規インストールの 後の段階で、Insight Management イ
ンストーラーにより次のメッセージが表示される。

警告 — HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは正常にインストール
されましたが、連携 CMS 機能が有効化されませんでした。連携 CMS を有効にする方法
については、HPE Matrix infrastructure orchestration User Guide を参照してください。

考えられる原因 インストール時に CMS の IP アドレスが CMS の FQDN に正しく名前解決できなくなり、
インストーラーが CMS の IP アドレスを

managed_cms_list
プロパティに追加しています。ただし、

managed_cms_list
は、CMS の FQDN で設定する必要があります。

操作 連携 CMS 環境では、正引き DNS 検索によって CMS ホスト名が IP アドレスに解決され
ます。さらに、プライマリ CMS では、各セカンダリ CMS を正引きおよび逆引き DNS 検
索で解決できる必要があります。

1. 各システムの FQDN を使用して、すべての DNS 検索を解決できることを確認してくだ
さい。

2. 連携 CMS を手動で有効にします。詳しくは、連携 CMS 環境の設定（41 ページ）を参
照してください。

Ignite-UX 展開サーバーからイメージを取得できない

問題 連携環境の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用してプライマ
リ CMS の Ignite-UX サーバーに展開する場合、展開サーバーからイメージが表示されな
い。

考えられる原因 Ignite-UX サーバーが、プライマリ CMS で検出されていません。

操作 サーバーを展開する前に、プライマリ CMS の HPE Systems Insight Manager 内の Ignite-
UX サーバーを検出します。

詳しくは、Ignite-UX 展開サーバーの検出（55 ページ）を参照してください。

CMS 上で SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2 サーバーの登録が失敗する

問題 SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2 サーバーの登録が CMS で断続的に失敗す
る。CMS は、Microsoft Windows 2012 Standard オペレーティングシステムに構成され
る。

考えられる原因 これは、Microsoft Windows 2012 Standard オペレーティングシステムで断続的に発生す
る問題です。

アクション この問題を解決するには、SCVMM サーバーの登録を再試行してください。

サービスの作成

物理サービスの作成
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同じ Virtual Connect ドメイングループでサーバーおよびネットワークを割り当てできない

障害メッセージ 同じ Virtual Connectドメイングループでサーバーおよびネットワークを割り当てる

ことができません。より多くの利用可能なサーバーが必要か、メモリサイズ、ディスク領
域およびプロセッサー数要求に対して既存のサーバーと一致していません。

考えられる原因 予約に失敗した理由：

• 作成リクエストで参照されたサーバープールに、適切なサーバーが十分になかった。

• 使用可能と見なされる 1 台以上のサーバーが、実際にはメンテナンスプール内にあっ
た。

• 参照されたユーザーサーバープール内の 1 台以上のサーバーブレードに、プロファイ
ルがすでに割り当てられていた。

操作 • テンプレートのすべてのサーバー、ストレージ、およびネットワーク要件を考慮に入
れて、作成リクエストで参照されている HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションのサーバープールに適切なサーバーが十分にあることを確認してくださ
い。

• 以前にプロビジョニングが失敗して、サーバーがメンテナンスプールに移動されてい
ないかどうかを確認します。論理サーバー

clean-me

を確認してください。サーバーがある場合は、手動でクリーンアップを実行してくだ
さい。手動クリーンアッププロセス（物理）（376 ページ）を参照してください。

• これらの手順で問題を特定できない場合は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションによって空きと見なされている各サーバー（ブレードのみ）に、Virtual
Connect プロファイルが割り当てられていないことを確認してください。確認するに
は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内の利用可能な（

使用中

ではない）各サーバーブレードを識別して、以下の手順に従ってください。

1. Systems Insight Manager から、ツール > 内蔵コンソール > HPE Virtual Connect
Enterprise Manager を選択します。

2. サーバープロファイルタブを選択して、サーバーブレードに関連付けられたプロフ
ァイルを割り当て解除します。

3. Matrix OE ビジュアル化の画面で、ツール > 論理サーバー > 更新を選択して、HPE
Matrix OE を更新し、変更を有効にします。

4. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサーバータ
ブで、（サーバーリソースをリフレッシュするにはクリックしてくださいの左側にあ
る）回転している緑色の矢印アイコンをクリックして変更点を検出します。

ホスト名の生成に失敗した。

障害メッセージ Failed to generate hostname(s): The following hostname(s) are
invalid: #. The current service is configured to work only with
custom hostnames enabled. Enable custom hostnames in
hpio.properties, or create a new service from the template.

考えられる原因 これは、カスタムホスト名機能が有効になっているサービスをプロビジョニングした後
で、ユーザーがカスタムホスト名機能を無効にした場合に発生することがあります。

アクション カスタムホスト名機能を有効にするか、テンプレートから新しいサービスを作成します。
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HPE OO ワークフローの実行中に、ESXi 6.0U2 デポに付属する vCenter Auto Deploy を使用し
た VM クラスターのプロビジョニングに失敗する

症状

初の HPE OO ワークフロー（00_ConfigureVMADBootProfile_server_begin）の実行中に、ESXi 6.0U2 デポ
に付属する vCenter Auto Deploy を使用した VM クラスターのプロビジョニングに失敗します。

原因

ESXi 6.0U2 デポに付属する新しい VIB が原因で、イメージをカスタマイズしなければならない場合がありま
す。詳しくは、https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?
language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2144595 を参照してください 。

アクション

手順

1. PowerCLI バージョン 5.1 または 5.5 を開きます。

2. 次の例に示すように、ESXi 6.0 Update 2 zip バンドルをデポとして PowerCLI 追加します。

PowerCLI C:\> Add-?EsxSoftwareDepot <location of the depot ESX6.0U2 zip file>
3. 次の例に示すように、esx ベースの VIB とその依存関係を満たすイメージプロファイルを作成します。

PowerCLI C:\< New-?EsxImageProfile -?NewProfile -Name 60u2-customImage -?
SoftwarePackage esx-base, vsan, vsanhealth -Vendor "VMware, Inc."  -?
AcceptanceLevel ?PartnerSupported

4. 次の例に示すように、カスタマイズされた ZIP バンドルにカスタムイメージプロファイルをエクスポート
します。

PowerCLI C:\ Export-?EsxImageProfile -?ImageProfile 60u2-customImage -?
ExportToBundle -?FilePath <location of the depot ESX6.0U2 zip file>

サービスのプロビジョニングリクエストが一時停止した

障害メッセージ <service_id>のプロビジョニングリクエストは、一時停止されました。手動データディ

スクの割当が必要です。

考えられる原因 このエラーは、サービスをプロビジョニングするための十分な LUN がないことを示して
います。

アクション LUN を作成してからプロビジョニングを再開します。

HPE OO ワークフローの実行中に、ESXi 6.0U2 デポに付属する vCenter Auto Deploy を使用した VM クラスタ
ーのプロビジョニングに失敗する 293
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マルチディスクのリクエストでのストレージのプロビジョニング中にタイムアウトが発生する

障害メッセージ ストレージのプロビジョニング中にタイムアウトが発生しました。

考えられる原因 マルチディスクのリクエスト（たとえば、1 つのサーバーを含む論理サーバーグループ、
1 つのプライベートディスク、および 1 つの共有ディスクなど）の発行は、想定以上の時
間がかかるとタイムアウトとなります。

操作 1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのリクエストタブ
で、一時停止されたリクエストを削除します。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロパティファイルで、
timeout.generate.storage.entryプロパティを編集します。このファイルはデ

フォルトで C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration
\conf\hpio.propertiesにあります。

3. デフォルトのタイムアウトを 25 分（1500 秒）から 60 分（3600 秒）に増やします。

4. 論理サーバー管理のプロパティファイルで、spm_timeoutプロパティを編集します。

このファイルはデフォルトで C:\Program Files\HP\Virtual Server
Environment\conf\lsa\lsa.propertiesにあります。

5. デフォルトのタイムアウトを 20 分（1,200,000 ミリ秒）から 40 分（2,400,000 ミリ
秒）に増やします。

6. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを再起動します。

7. HPE Logical Server Automation サービスを再起動します。

8. テンプレートタブで、テンプレートを選択し、新しいサービス作成リクエストを発行
します。

論理サーバーのタスクが無効な UUID のために失敗する

障害メッセージ 論理サーバー<logical_server_id>のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジョ

ブ(ID =…)は、障害ステータスで完了しました。展開サービスは指定されたシステム

UUIDを記録していません。展開サーバーコネクターは提供されたシステム UUIDを確認

できません。

考えられる原因 展開サーバーがサーバーをブートストラップできません。この問題は、サーバーに接続さ
れている LUN に OS がすでに展開されているために、サーバーが指定の展開サーバーに
ブートするのではなく、提供されている LUN からブートする場合に発生する可能性があ
ります。

アクション 1.「論理サーバーをプロビジョニング中です」というメッセージを見つけてください。こ
のメッセージで、使用中のサーバーブレードを特定できます。

2. 影響を受けている論理サーバーに対して、手動でクリーンアップを行います。手動ク
リーンアッププロセス（物理）（376 ページ）を参照してください。
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ストレージプールエントリーのステータスがエラーが発生したが提示は完了 - 操作不能または

提示が完了 - 操作不能になる

問題 SPM にインポートされたアレイからストレージプールエントリーを作成した後、Matrix
OE ビジュアル化のストレージプールの管理画面でストレージプールエントリーのステー
タスが次のようになる。

エラーが発生したが提示は完了 - 操作不能

または

提示が完了 - 操作不能

.

考えられる原因 この問題について考えられる 1 つの原因は、アレイを SPM にインポートしたときに、ア
レイのプロパティ画面で Matrix User Security Group 以外のセキュリティグループが選択
されたことです。

アクション ストレージ管理者、または SPM を使用する権限のある管理者が、以下の手順を実行する
必要があります。

1. https://localhost:8000を指定してブラウザーを開き、SPM を起動します。

localhostは CMS の名前です。

2. アレイを右クリックし、セキュリティグループの変更を選択します。

3. Matrix User Security Group を選択します。

4. Matrix OE で、ツール > 論理サーバー > 更新、または変更 > 論理サーバーストレージ
プール画面で、ストレージプールエントリーを更新します。

操作不能なストレージプールエントリーのステータスが、提示が完了 - 使用可能に変化し
ます。

ストレージプールエントリーのステータスがエラーが発生したが提示は完了 - 操作不能または提示が完了 -
操作不能になる 295



ストレージプロビジョニングが「一致するストレージが見つからない」というエラーで失敗する

問題 Matrix OE 論理サーバー管理は、SPM Storage Provisioning Manager からのストレージが
IO テンプレートの要件に一致することを要求する。一部の環境では、自動プロビジョニン
グが成功せず、「一致するストレージが見つからない」というエラーが表示される。

考えられる原因 HPE Matrix IO の非リダンダントストレージリクエストの場合：

HPE Matrix OE 論理サーバー管理はファブリックを 1 つ選び、そのファブリック上に、IO
設計者が定義した要件に一致するストレージがあるかどうかを SPM に尋ねます。一致す
るストレージをファブリックが戻さない場合、論理サーバー管理はリスト内の次のファブ
リックを試します。これをストレージが見つかるか、すべてのファブリックが終了するま
で繰り返します。すべてのファブリックを終了しても一致するストレージが見つからな
い場合、自動プロビジョニングは失敗します。

ファブリックが 初のボリュームに使用されると、同じストレージプールエントリー内に
ある他のすべてのボリュームは、同じファブリック上で検出される必要があります。検出
されない場合、自動プロビジョニングは失敗します。

HPE Matrix IO のリダンダントストレージリクエストの場合：

試行可能なファブリックの組み合わせは膨大な数になるので、論理サーバー管理は組み合
わせを制限するために、接続ベイのナチュラルなペアに関連付けられているファブリック
のペアのみを選択します。たとえば、エンクロージャー内で、ベイ 3 とベイ 4 がナチュラ
ルなペアであり、さらにベイ 5、6、7、8 が存在するとします。ナチュラルなペア以外の
ファブリックのペアは、VC ドメイングループにファブリックが 2 つしかない場合にのみ
試行されます。

ファブリックのペアが 初のボリュームに使用されると、同じストレージプールエントリ
ー内にある他のすべてのボリュームは、同じファブリックのペア上で検出される必要があ
ります。検出されない場合、自動プロビジョニングは失敗します。

操作 HPE Matrix OE ビジュアル化論理サーバー管理の変更 > 論理サーバーストレージプール
画面を選択して、手動でストレージを設定します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを介してストレージプールエン
トリーを自動生成する際のファブリックの選択方法について詳しくは、HPE Matrix
Operating Environment リリースノートを参照してください。
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論理サーバーを、SLVM ファイルベースのストレージを使用するゲストに関連付けると、論理サー
バーは操作不能になります。

問題 HPE Integrity VM ホストを開始後、論理サーバーを、SLVM ファイルベースのストレージ
を使用するゲストに関連付けると、論理サーバーは操作不能になる。

考えられる原因 HPE Integrity ゲストは、SLVM ストレージを使用できます。これは、Matrix OE 論理サー
バー管理の中では、ファイルベースストレージと呼ばれるものです。これらのボリューム
は、HP-UX LVM ボリュームグループの中で作成されます。デフォルトでは、HP-UX ホス
トの起動時に、このボリュームグループはオンラインになりません。この結果、既存のゲ
ストは自らのストレージにアクセスできず、さらに、関連付けられているすべての論理サ
ーバーも操作不能になります。

アクション 各 SLVM ボリュームグループに対して複数ノードの Serviceguard パッケージを作成し、
ホストのリブート後にボリュームグループを使用開始します。この結果、HPE Integrity
VM ホストの起動時に Serviceguard が開始されるときに、SLVM ボリュームグループが開
始されるようになります。

Web サイト http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs から入手できる HPE Integrity
Virtual Machines: Installation, Configuration, and Administration のセクション 10.5.2
（SLVM バッキングストレージを持つ Serviceguard パッケージとしての VM の作成および
構成）にある 初の 2 つの手順に従ってください。

HPE Integrity VM ホストの起動時に Serviceguard が自動的に開始するようにするには、/
etc/rc.config.d/cmclusterで AUTOSTART_CMCLD を 1 に設定します。

サーバーのシリアル番号が見つからない、または論理サーバーのタスクが失敗する

障害メッセージ • シリアル番号<serial_number>を備えたサーバーを見つけられませんでした。

• 論理サーバー<logical_server_id>のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジ

ョブ<job_id>は、障害ステータスで完了しました。Failure: Exception
creating connection to: 15.2.50.138; nested exception is:
java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect.

• 論理サーバー<logical_server_id>のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジ

ョブ<job_id>は、障害ステータスで完了しました。Failure: no such object
in table.

考えられる原因 プロビジョニングの実行中、割り当て済みのサーバーブレードで、電力が足りないことを
示す警告、停電など、ハードウェアまたはファームウェアの問題が発生しています。

アクション 1. Onboard Administrator を使用して、サーバーブレードのステータスを確認します。

2. サーバーブレードに 新のファームウェアがインストールされていることを確認しま
す。

3. 影響を受けている論理サーバーに対して、手動でクリーンアップを行います。手動ク
リーンアッププロセス（物理）（376 ページ）を参照してください。
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手動ストレージプロビジョニングに関する電子メールに、要求されているものより多くのデータ
LUN を追加すべきと説明してある

問題 手動ストレージプロビジョニングに関する電子メールに、要求されているものより多くの
データ LUN を追加すべきと説明してある

考えられる原因 次の項目のうち 1 つ以上が該当する場合、新しいサーバーを既存のサービスに追加すると
このような電子メールが送信されます。

• サーバーの追加機能を使用して、展開済みのサーバーグループにサーバーを追加した。

• 選択したグループ内のサーバーが共有データディスクに接続されている。

• データディスクについて手動でのストレージプロビジョニング操作が必要である。

操作 この電子メールを受信した場合、新しいサーバーの HPE Matrix OE ストレージプールエン
トリーに LUN 情報を追加します。

静的 IP アドレスを使用する既存のサービスにサーバーを追加できない

問題 静的 IP アドレスを使用する既存のサービスにサーバーを追加できない。

考えられる原因 静的 IP アドレスの割り当てに関する制約

サービスに複数のサーバーが含まれネットワークが静的 IP アドレスで設定されている場
合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインターフェイスでリクエ
ストを作成する際に警告は表示されませんが、プロビジョニング済みのサービスにサーバ
ーを追加することはできません。このようなリクエストは、処理の際に失敗します。

テンプレートが、IP アドレスを静的に定義したサーバーグループと、自動割り当てされる
ネットワークを定義している場合、そのテンプレートからサービスをプロビジョニングで
きるのは 1 回だけです。通常、テンプレートでは、静的 IP アドレスは明示的に定義され
たネットワークと組み合わせて使用します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションは、重複する IP アドレスセットで別々のネットワークおよび VLAN に分割
される複数のインフラストラクチャをサポートしません。1 つのネットワークに割り当て
られた静的 IP アドレスを、別のネットワークに再割り当てすることはできません。

アクション テンプレートを使用するたびにテンプレート内の静的 IP アドレスを変更するか、または
IP アドレスを自動で割り当てるようにします。IP アドレスを自動で割り当てれば、複数
のインフラストラクチャに対してテンプレートを複数回使用できます。この場合、各イン
フラストラクチャではサービスに別々の IP アドレスセットが割り当てられます。
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手動でのストレージ割り当て中にプロビジョニングリクエストが一時停止のままとなり、ストレー
ジプールエントリーが作成されない

問題 手動でのストレージ割り当て中にプロビジョニングリクエストが一時停止したまま（5%
前後）になり、ストレージプールの画面に VC ドメイングループが表示されないため、
HPE Matrix OE でストレージプールエントリーを作成できない。

考えられる原因 VCDG が工場出荷時のデフォルト MAC/WWN 設定を使用しています。HPE Matrix OE お
よび HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、工場出荷時のデフォル
ト MAC/WWN 設定を持つ VCDG をサポートしません。論理サーバーでは、ブレードサー
バー間で WWN および MAC アドレスを移動できなければなりません。

操作 HPE Virtual Connect Enterprise Manager で VCDG を作成するとき、

HPE があらかじめ定義する

オプションを選択して、移動可能な WWN および MAC アドレスを有効にしてください。
（詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE Virtual
Connect Enterprise Manager のドキュメントを参照してください。）

• この問題を防止するには、移動可能なアドレスで設定されていない VCDG から提供さ
れるサーバーが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバー
プールに含まれていないことを確認します。

• 問題がすでに発生している場合にその問題を解決するには、リクエストを取り消して、
移動可能なアドレスが設定された VCDG から提供されるサーバーを含むターゲット
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプールを使用してリクエス
トを再発行します。

手動でのストレージ割り当て中にプロビジョニングリクエストが一時停止のままとなり、ストレージプールエ
ントリーが作成されない 299
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HPE Integrity ブレード BL870c i2、BL890c i2、BL870c i4、および BL890c i4 で、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションプロビジョニングが失敗する

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロビジョニングは、Integrity サ
ーバーブレード BL870c i2、BL890ci2、BL870c i4、および BL890c i4 では失敗します。

考えられる原因 hpio.propertiesファイルの serverboot.physical.wait.secondsと

lsa.propertiesファイルの INTEGRITY_POWERON_WAITTIMEが、ブレードモデルに

従った適切な値に設定されていません。待機時間は、インフラストラクチャオーケストレ
ーションまたは Matrix OE 論理サーバー管理が電源の切断を実行する前に、Integrity ブレ
ードが完全に起動するまで待機する時間です。この設定は、Virtual Connect プロファイル
を NVRAM に書き込んだり NVRAM から削除したりする間に、QLogic HBA カードの EFI/
ファームウェアが壊れる可能性を回避するために必要です。

注記:

hpio.propertiesファイルは、IOinstalledDir/confにあります。

lsa.propertiesファイルは VSEinstalledDir/conf/lsaにあります。

アクション 1. Integrity ブレードをプロビジョニングする際の電源再投入に必要な時間を測定します。

注記:

この時間は、ブレードモデル、そのメモリサイズ、および QLogic カードの枚数
によって変化します。電源再投入の時間は、Integrity ブレードリモートコンソー
ルから Onboard Administrator（OA）または VCEM を使用して測定できます。

2. 手順 1 で測定された時間に従って、serverboot.physical.wait.secondsおよび

INTEGRITY_POWERON_WAITTIMEを設定します。

次のパラメーターを 小値として使います。

• BL870c i2 および i4 ブレードの場合

◦ serverboot.physical.wait.secondsを 540 秒に設定します。

◦ INTEGRITY_POWERON_WAITTIMEを 540000 ミリ秒に設定します。

• BL890c i2 および i4 ブレードの場合

◦ serverboot.physical.wait.secondsを 1080 秒に設定します。

◦ INTEGRITY_POWERON_WAITTIMEを 1080000 ミリ秒に設定します。
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gWLM がホストを制御しているときに HPE Integrity VM ゲストを展開できない

問題 HPE Matrix IO が gWLM によって制御されているホストを HPE Integrity VM ゲストサー
ビステンプレートの展開に選択した場合、ゲストは開始できず、次のメッセージが/var/
opt/hpvm/common/command.logに表示される。

05/31/12 11:43:45|ERROR|Guest_number|root|Guest Guest_numberは開始

可能にマークされていません。

05/31/12 11:43:45|ERROR|Guest_number|root|このホスト上で外部マネージャ

ー（gWLM）が VMを管理しています。このマネージャーは locationにあり、http://
locationからアクセスできます。起動できるように VMをマネージャーに追加します。

考えられる原因 gWLM が VM ホストを制御しているときに Integrity VM ゲストは展開できません。

アクション gWLM が制御している HPE Integrity VM ホストおよび VSP を HPE Matrix IO サーバープ
ールから除外します。

SAN ブートの物理サーバーに展開する際、HPE Insight Control サーバー配備による OS 展開が失
敗する

問題 SAN 起動の物理サーバーに展開する際、HPE Insight Control サーバー配備によるオペレー
ティングシステムの展開プロセスが失敗する。

考えられる原因 ターゲットサーバーが環境内で他のサーバーと FC ゾーンを共有している場合、RSCN
（Registered State Change Notification）イベントなどの SAN 内の変更により、オペレー
ティングシステム展開または SAN ブートが失敗することがあります。

操作 ファブリック内の各サーバーを隔離するために、イニシエーター WWN ゾーンを使用しま
す。サーバーを SAN 内のディスクから起動する場合は、これが SAN の標準的なベストプ
ラクティスです。ストレージプールエントリー、FC ゾーン、およびディスクアレイ提供
の設定（379 ページ）を参照してください。

.
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ターゲットの再構成段階で、サービスの作成が失敗する

障害メッセージ ターゲットの再構成段階で、サービスの作成が失敗します。

RedHat Enterprise Linux 6 OS でサービスを作成するとき、サービスの作成が断続的に失
敗します。

考えられる原因 バージョン 8.70 以前の HPE ヘルスエージェントの問題が原因で、ターゲットサーバーが
シャットダウンに失敗しています。

操作 1. メンテナンスサーバープールで、問題のあるターゲットサーバーを特定します。

a. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで、サーバータブを選択し
ます。

b. メンテナンスサーバープールを展開します。

c. このサーバープールでサーバーの名前をメモします。サーバーの名前は、サーバー
のシリアル番号です。

2. Matrix OE ビジュアル化から論理サーバーを削除します。

a. Systems Insight Manager で、ツール > Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。

b. 観点ドロップダウンボックスで、論理サーバーを選択します。

c. 名前が「Clean-me」で始まり前の手順で記録したシリアル番号を含む、論理サーバ
ーエントリーを特定します。

d. 削除 > 論理サーバーの削除の順に選択し、該当する論理サーバーを選択して削除し
ます。

3. 論理サーバーを正しく削除したら、サーバーをメンテナンスプールから該当するサー
バープールに移動します。

a. ツール > インフラストラクチャオーケストレーションの順に選択して、サーバータ
ブを選択します。

b. メンテナンスプールからサーバーを移動する先のサーバープールを選択します。

c. プール修正ボタンをクリックします。

d. ドロップダウンリストからメンテナンスを選択します。

e. 表示されるリストから移動する必要があるサーバーを選んで、>>ボタンをクリック
します。

f. サーバープールを保存します。
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Windows Server OS を選択すると、サービス作成が物理リクエストで失敗する

問題 Windows Server OS を含む物理テンプレートを選択すると、サービス作成が失敗する。タ
ーゲットサーバーでの HPE Insight Management WBEM プロバイダーのインストールが
ハングする。

考えられる原因 Insight Control サーバー配備による Insight Management エージェントのインストール完
了を待っている間に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがタイムア
ウトしました。

操作 リクエストが失敗すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは自動
的にリクエストを再試行し、リクエストされたサービスを使用して新しいサーバーがプロ
ビジョニングされます。元のサーバーはメンテナンスプールに移動され、クリーンアップ
してから有効なサーバープールに戻すことができます。頻繁に失敗する場合は、以下の手
順に従って Insight Management WBEM プロバイダーのインストールを無効にすること
ができます。WBEM プロバイダーがインストールされていない場合でも、Insight
Management SNMP エージェントが引き続き管理機能を提供します。

1. <Insight Managementのインストール先フォルダー>\rdp\deployment
server\hpfeatures\hpagents-ws\componentsフォルダーの下にある

install.cmdファイルを編集して、次の 2 つの行を削除します。

• call :installsc wbem%PROCESSOR_ARCHITECTURE%
• if %cpresult% geq 1 set /a cpresults=cpresults+1

2. ファイルを保存します。

新しいサービスリクエストは、Insight Management WBEM プロバイダーのインストール
を試みなくなります。

開始日がまだ来ていないリクエストが 10%に留まり、ステータスが予約済みになる

問題 開始日がまだ来ていないリクエストが 10%（

進行状況

フィールド）に留まり、ステータスが（スケジュール済みでなく）予約済みになる。

考えられる原因 リクエストはスケジュール済みですが、ステータスが更新されていません。

アクション 以下のいずれかを実行します。

• 選択した開始日まで待ちます。リクエストは自動的にプロビジョニングを開始しま
す。

• リクエストを取り消し、再発行します。

注記:

サービスがプロビジョニングされる前にリース期間の変更を予定している場合
の準備としては、このオプションを使用してください。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを再起動します。リクエスト
のステータスが更新されます。
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Insight Control サーバー配備を使用した物理サーバーのプロビジョニングが 後の個別設定ステ
ップで失敗する

問題 IE で自動プロキシ設定スクリプトを使用して CMS を設定するとき、Insight Control サー
バー配備を使用した物理サーバーのプロビジョニングが 後の個別設定ステップで失敗
する

考えられる原因 Microsoft Internet Explorer で設定された自動設定スクリプトに問題があるか、自動設定ス
クリプトとの通信に遅れがあります。Windows .NET の問題であり、プロキシ設定は IE
と.NET 間で共有されます。

プロキシ設定が物理展開の失敗の原因となっている場合は、..\Program Files\HP
\Matrix HPE infrastructure orchestration\logsにある HPE Matrix インフ

ラストラクチャオーケストレーションのログファイルに次のようなエラーが表示されま
す。

ERROR com.hp.hpio.sbapi.tasks.CreatePhysicalServerTask.execute —
Error personalizing OS with host uuid: 38C77BED-9FAE-4886–8C06–
0F536BA46507 com.hp.hpio.sbapi.exception.AresAdapterException:
Deployment server did not accept customization data.
Insight Control サーバー配備を駆動するコネクターソフトウェアのログファイル（..
\Program Files\HP\Systems Insight Manager\logs\Alc1_0.0.log）に、カ

スタマイズを実行する操作のタイムアウトが記録されています。

アクション 以下のいずれかを実行します。

• 自動設定スクリプトを使用する代わりに、明示的なプロキシサーバーアドレスと適切
な例外処理を使用して Internet Explorer を設定します。CMS 上にサーバーの展開サー
バーがある場合は、「ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない」を選択し
ます。そうでない場合は、プロキシサーバーを設定するための詳細設定オプションの
例外フィールドに、サーバーの展開サーバーのアドレスを入力します。

• Internet Explorer 用の.NET 設定ファイルを提供し、システムのデフォルトプロキシを
使用しないようにします。以下の内容を持つ

..\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\alc-
rdpaccess.config
ファイルを作成します。

<configuration>
  <system.net>
    <defaultProxy>
     <proxy usesystemdefault = "false" />
    </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>
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割り当て済みプールにサーバーが存在する場合でも、サーバーの予約と割り当てが失敗する

問題 サーバーがテンプレート要件を満たす割り当て済みプールに存在する場合でも、サーバー
の予約と割り当てが以下のメッセージで失敗する。

• 論理サーバー <サーバー> の予約に失敗しました。次の要求を満たす物理サーバー

を見つけることができません：サービスをプロビジョンする利用可能なターゲットが
有効でありません。選択したプールのターゲットがメンテナンス中かどうか確認して
ください。

• 同じ Virtual Connectドメイングループでサーバーおよびネットワークを割り当

てることができません。より多くの利用可能なサーバーが必要か、メモリサイズ、デ
ィスク領域およびプロセッサー数要求に対して既存のサーバーと一致していません。

考えられる原因 論理サーバー管理と OA の間で通信エラーがあったため、リソースの検出中に HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションの Resource Manager によってサーバーが
「無効」になりました。

操作 エンクロージャー内のサーバーブレードのステータスを確認します。

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールで、サーバータブ
を選択し、エンクロージャー列を確認します。環境内の C-Class エンクロージャーが
表示されています。

2. Systems Insight Manager のすべてのエンクロージャー収集で各エンクロージャーを
探します。各エンクロージャーのページには、Onboard Administrator（OA）へのリン
クが含まれます。

3. OA にログインし、エンクロージャー情報の下で、デバイスベイをクリックしてステー
タスエラーや警告を解決します。

ヒント:

アクティブな OA をリセットすると、ステータスエラーを解決できる場合があり
ます。

作成リクエストは失敗するが、サービスが「予約済み」状態でサービスタブに残り、リソースは割
り当てられない

問題 作成リクエストは失敗するが、サービスが「予約済み」状態で

サービス

タブに残り、リソースは割り当てられない。

考えられる原因 作成リクエストが承認を待っている間にデータ移行が試行されました。

アクション 作成リクエストが承認待ちの間は、データ移行を行わないでください。作成リクエストを
承認または拒否してリクエストを完了させ、データを移行します。
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Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと Ignite-UX による Integrity i2 または i4 サ
ーバーブレードへの HPUX 11iv3 の展開が失敗することがある

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと Ignite-UX を使用して HP-UX
11iv3 を BL860c i2、BL870c i2、BL860c i4、BL 870c i4、または BL890c i4 サーバーブレ
ードに展開する場合、サービス作成リクエストが失敗し、サーバーがプロビジョニングさ
れないことがあります。HP-UX OS を展開するリクエストの手順が失敗し、次のエラーが
表示されます。

Major,"Failed while deploying operating system for <your service
name>. 原因：論理サーバーのジョブ（ID = <論理サーバー ID>）は、障害ステータス

で完了しました。Failure: Deployment server does not have a record of
the target system(s).”

考えられる原因 –––

アクション 1. 展開対象のターゲットサーバーによって使用されるディスクを消去します。

a. すべてのホストが同じゾーン内にあることを確認してから、LUN クリーンアップを
実行します。ストレージ管理サーバー（HPE P6000 Command View ソフトウェア、
HPE 3PAR StoreServ Management Console など）にログインします。

b. 仮想ディスクに関連付けられたホストへの提供を解除し、仮想ディスクを削除しま
す。

c. 必要なサイズと RAID レベルで新しい仮想ディスクを作成し、各ホストに仮想ディ
スクを提供します。

2. ターゲットサーバーに関連付けられた論理サーバーを使用停止します。

a. HPE Matrix Operating Environment のメニューから、ツール > HPE Matrix OE
Visualization をクリックします。

b. 観点ドロップダウンメニューから論理サーバーを選択します。

c. 論理サーバーを選択し、ツール > 論理サーバー > 使用停止...の順にクリックしま
す。

d. レポート > 論理サーバーのジョブステータスの順に選択してタスクのステータス
を監視します。

e. タスクが正常に完了するまで待ってから、次の手順に進みます。

3. 論理サーバーを削除します。該当する、アクティブ化が解除された論理サーバーを選
択し、削除 > 論理サーバーの削除...の順にクリックします。

4. ターゲットサーバーを、HPE IO メンテナンスプールから、希望するサーバープールに
移動します。

a. HPE Matrix Operating Environment のメニューから、ツール > Infrastructure
Orchestration をクリックします。

b. サーバータブをクリックします。使用状況列を調べて、サーバーが使用されていな
いことを確認してください。

c. プール修正オプションを使用して、メンテナンスプールのサーバーを目的のサーバ
ープールに移動します。

5. サービスリクエストを再作成します。
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Hyper-V クラスター内のすべての VM ホストが Insight Control 仮想マシン管理に登録されてい
る場合以外は、クラスター共有ボリュームが正しく認識されない

問題 Hyper-V クラスター内のすべての VM ホストが HPE Insight Control 仮想マシン管理に登
録されている場合以外は、クラスター共有ボリュームが正しく認識されない。

考えられる原因 Hyper-V クラスター内の 1 つの VM ホストのみが HPE Insight Control 仮想マシン管理で
管理されている場合は、以下の領域が影響を受けます。

• Matrix インフラストラクチャオーケストレーション - IO はクラスター共有ボリューム
（CSV）をクラスターディスクとして扱い、1 つの VM のみをクラスターディスクに割
り当てます。複数の VM を展開しようとすると、次のエラーが表示されます。

プロビジョニング要求が一時停止しました。VMホスト上のストレージボリュームを、

論理ディスク要件を満たすように変更してください。IO管理者に、通知しました。

• Matrix OE 論理サーバー管理 — 登録されている VM ホスト ID が VM ホスト所有者の
場合、その VM ホストでは CSV とクラスターディスクのみを使用できます。オーナー
でなければ、VM ホストは Rejected List に配置され、VM ホストでストレージを使用で
きないことを通知するエラーが生成されます。

アクション Hyper-V クラスター内のすべての VM ホストを HPE Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションに追加し、それらを VM ホストとして HPE Insight Control 仮想マシン管理
に登録します。VM ホストは Unassigned プールに残すことも、IO 内で通常の VM ホスト
として使用することもできます。

ストレージプールエントリーにブートディスクが含まれていない場合、ストレージ自動プロビジョ
ニングで事前構成されたデータディスクが選択されない

問題 ストレージプールエントリーにインフラストラクチャオーケストレーションサービスの
要件に一致するボリュームが含まれる場合は、ストレージプロビジョニング時に、一致す
るボリュームがサービス用に使用されます。

考えられる原因 HPE Matrix IO テンプレートにブートディスクとデータディスクが含まれ、ストレージプ
ールエントリーにブートディスクしか含まれない場合は、ブートディスクが使用され、デ
ータディスクは自動的に作成されます。ただし、ストレージプールエントリーにデータデ
ィスクしか含まれない場合、そのボリュームは使用されません。ブートディスクとデータ
ディスクの両方が作成されます。

アクション 必要なデータディスクを含むストレージプールエントリーにブートディスクを追加する
か、または両方のディスクの自動作成を許可します。

物理データディスクの追加は成功するが、ディスクがサーバーに表示されない

問題 物理データディスクを追加する場合、操作は成功するが、ディスクがサーバーの OS に表
示されない。

考えられる原因 正しいストレージドライバーがサーバーにインストールされていません。

アクション 正しいストレージドライバーをサーバーにインストールします。

OS にディスクが重複してリストされる場合は、MPIO（Microsoft Multipath I/O）が正しく
インストールされていることを確認します。

Hyper-V クラスター内のすべての VM ホストが Insight Control 仮想マシン管理に登録されている場合以外は、
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ネットワーク削除操作で VMware vCenter 6.0 から vSwitch が削除されない

問題 VM ホストである物理サーバーでネットワーク削除操作を実行すると、操作は成功するが、
ネットワークインターフェイスが使用可能なネットワークのリストに引き続き表示され
る。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションから vSwitch（ネットワークイン
ターフェイス）を削除しても、ハイパーバイザー設定には反映されません。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Matrix OE ビジュアル化
は論理サーバー管理機能を備えており、HPE Virtual Connect Enterprise Manager で設定
されたすべてのネットワークを認識しています。仮想スイッチは、VMware vCenter また
は Hyper-V で削除されていても、引き続き HPE VCEM では認識されるため、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションに引き続き表示されます。

操作 仮想スイッチ（ネットワークインターフェイス）を削除してハイパーバイザー設定を手動
で変更するか、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでのネットワー
ク削除操作に結合している HPE Operations Orchestration ソフトウェアワークフローを
使用してハイパーバイザー変更を自動化します。

仮想サービスの作成

Windows 2008 R2 以降のプロビジョニングされた VM でパスワードが空白になる

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションから Windows 2008 R2 OS 以降
の VM を、Sysprep ファイルにパスワードを設定せずにプロビジョニングすると、以下の
ような状況が発生する。

• VM は、ESX および ESXi ホストブートアップに展開され、空白のパスワードでログイ
ンできる。

• VM は、Hyper-V ブートアップに展開され、ユーザーにパスワードを設定するように求
めるプロンプトが表示される。

考えられる原因 マイクロソフトは、「パスワードを無期限にする」というオプションを Windows 2008 R2
以降では削除しています（Sysprep の一部）。

VMware は、「次回ブート時にパスワードを求めるプロンプトを表示する」というオプシ
ョンを無効にしています。

アクション • Windows 2008 R2 以降のオペレーティングシステムを含む VM の展開について、
Sysprep.iniファイルで明示的にパスワードを指定します。パスワードは、クリアテ

キストまたは暗号化形式で指定できます。または、

• Sysprep.iniファイルで空の文字列""を指定します。こうすることにより、VMware
から、「次回ブート時にパスワードを求めるプロンプトが表示」されます。
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論理サーバーの展開エラー：仮想マシンのコピーの失敗：ファイル vmware-template-name.vmdk
にアクセスできない

障害メッセージ vm://<vmhost-ip>/vmfs/volumes/...<vm-hostnames>.vmx/で実現される<vm-
hostname>_lsからの論理サーバーの展開エラー。仮想マシンのコピーに障害が発生し

ました。[inactive-datastore-name]vmware-template-name/vmware-
template-name.vmdkファイルにアクセスできません。

上記のメッセージで、「/.../」の部分は VM 用に割り当てられたデータストアを表し、

「[inactive-datastore-name]」はテンプレートがあるデータストアを表しています。

考えられる原因 ESX VM のプロビジョニング用に選択したテンプレートがアクティブでないデータスト
アにあります。

アクション 以下のいずれかを実行します。

• 選択した VMware テンプレートが存在するデータストアをアクティブにします。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、ESX VM のプロ
ビジョニング用に別の VMware テンプレートを選択します。

仮想マシンの起動機能の失敗：操作を実行するために十分なライセンスがインストールされていな
い

障害メッセージ 仮想マシン<logical_server_id>の起動機能に障害が発生しました。操作を実行する

ための十分なライセンスがインストールされていません。

考えられる原因 ESX ホストにライセンスが適用されていません。

アクション vCenter を使用して、完全な ESX ライセンスをホストに適用してください。

ターゲット先として空のフォルダーを選択または作成することを求められる

障害メッセージ ターゲット先として、空のフォルダーを選択または作成してください。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが展開しようと試みるディレク
トリが空いていません。おそらく、以前に障害が発生した、完全にクリーンアップされな
かったプロビジョニングのためです。

操作 仮想マシンを展開する場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは仮
想マシンがプロビジョニングされる場所にディレクトリ構造を作成します。作成される
ディレクトリは、<VMFS ボリューム>\<サービス名>\<VM 名>という形式に従います。こ
のフォルダーには、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダーとファイルが含まれ
ます。このフォルダーとその中身をすべて削除してください。

ESX の場合、これを実行する も簡単な方法は、vCenter クライアントを使用して、ESX
サーバーデータストアを参照します。次に、そのディレクトリに移動して、問題のあるデ
ィレクトリと、そのディレクトリの内容を削除します。

論理サーバーの展開エラー：仮想マシンのコピーの失敗：ファイル vmware-template-name.vmdk にアクセスで
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<vm name>を削除できない、または削除に失敗する

障害メッセージ • <host:path/to/vm>上の<vm name>を削除できませんでした。VMはまだ存在して

いる可能性があります。ディレクトリを手動でクリーンアップしてください。

• VM <vm name>を<host:path/to/vm>から削除できませんでした。ディレクトリを

手動でクリーンアップしてください。

考えられる原因 プロビジョニングが失敗し、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと仮
想マシンホストとの通信が失われました。その結果、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションは仮想マシンの削除を完了できませんでした。

操作 仮想マシンを展開する場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは仮
想マシンがプロビジョニングされる場所にディレクトリ構造を作成します。作成される
ディレクトリは、<VMFS ボリューム>\<サービス名>\<VM 名>という形式に従います。こ
のフォルダーには、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダーとファイルが含まれ
ます。このフォルダーとその中身をすべて削除してください。

ESX の場合：

1. vCenter クライアントを使用して、ESX サーバーデータストアを参照します。

2. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容
を削除します。

Hyper-V の場合：

1. Hyper-V ハイパーバイザーに接続します。

2. Hyper-V Manager から VM を削除します（すでに削除されていない場合）。

3. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容
を削除します。

VM のプロビジョニングに、HPE Server Automation（SA）展開が使用されている場合：

1. 上記の手順に従い、ESX VM や Hyper-V VM を削除します。

2. SA サーバーに接続します。

3. HPE Server Automation（SA）の「デバイス」ビューで、VM を選択します。

4.「アクティブ化の解除」と「削除」を行います。
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未割当プールに新しいサーバーが表示されない

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの未割当プールに新しいサーバ
ーが表示されない。

考えられる原因 リソースが未割当プールに追加されるのは、リソースが使用可能であること、ライセンス
が適用されていること、正しく設定されていることを HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションが認識した場合です。デフォルトでは、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションは使用できるリソースを 1 時間に一度検出して更新します。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの未割当プールでは、新たに追加
されたリソースは追加後 1～2 時間経ないと使用できません（Insight Control 仮想マシン管
理、HPE VCEM、HPE Matrix OE など、他の製品の検出プロセスによって異なります）。

操作 • HPE Matrix OE の管理画面で、ツール > 論理サーバー > 更新を選択して、HPE Matrix
OE を更新し、変更を有効にします。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションの画面で、サーバータブをクリックし、更新ボタンをクリックしてサーバー
インベントリの更新を開始します。

• Systems Insight Manager の検出を実行します。HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションでサーバーを使用するには、そのサーバーを IP アドレス検出メカ
ニズムを介して Systems Insight Manager のレベルで検出しておく必要があります。
また、VM ホストを Insight Control 仮想マシン管理に登録する必要があります。

• サーバーに HPE Matrix OE のライセンスが適用されていることを確認します。

• VMware ESX ホストに ESX の（基本ライセンスではなく）完全なライセンスが適用さ
れていることを確認します。

“Could not retrieve mounted disk drive details” error when deploying a Hyper-V template

Failure
message

When customizing a Hyper-V VM, the error

Could not retrieve mounted diskdrive details
is displayed.

Possible cause HPE Insight Control virtual machine management requires that the boot disk for a Hyper-
V VM must be on the disk ide0:0.

Action • Edit the template in SCVMM and change the boot disk to be in ide0:0, or
• Delete the virtual machine management template, change the original VM to set the

boot disk to ide0:0, then recreate the template.

HPE Insight Control 仮想マシン管理が Hyper-V VM を管理できない

障害メッセージ Hyper-V VM を仮想マシン管理で管理できません。

考えられる原因 サービス作成後、Hyper-V VM の ide1:1 に単一のローカルディスクがあり、ide1:1 に OS
がインストールされている場合、VM を仮想マシン管理で管理できません。

アクション • SCVMM 内のテンプレートを編集してブートディスクが ide0:0 内にあるように変更す
るか、または

• 仮想マシン管理テンプレートを削除し、元の VM を変更してブートディスクを ide0:0
に設定し、テンプレートを再作成します。
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VM のカスタマイズ段階で、サービスの作成が失敗する

問題 VM のカスタマイズ段階で、サービスの作成が失敗する

• Hyper-V ホスト上で仮想マシンを作成するとサービスの作成に失敗する

• 仮想マシンの展開のカスタマイズ段階で、サービスの作成に失敗する。Insight Control
仮想マシン管理のログファイルに、VMware の障害メッセージ
fault.CustomizationPending.summaryが表示される。

• Windows Server 2008 仮想マシンをカスタマイズする際の障害。VM コンソールに、次
のエラーメッセージが表示されます。

Windowsは、pass[specialize]について自動応答ファイルを解析または処理でき
ませんでした。応答ファイルで指定されている設定を適用できません。エラーは、
[Microsoft-Windows-Shell-Setup]コンポーネントの設定の処理中に検出され
ました。
コンピューターが予想に反して再起動したかまたは予想外のエラーが発生しました。
Windowsのインストールを続行できません。Windowsをインストールするには、OK
をクリックしてコンピューターを再起動してから、インストールを再開します。

考えられる原因 • 環境の設定が不十分です。

• 仮想マシン管理テンプレートで使用された仮想マシンの電源が適切に切断されていま
せん。

• vCenter または vSphere が正しく設定されていないため、カスタマイズを正常に行う
ことができません。

• ファイル

Sysprep
でのオペレーティングシステムのプロダクトキーの指定が誤っています。

• HPE IO Sysprep ファイルに無効なパラメーターが含まれています。

• Hyper-V ホストに対して設定されているパスワードに、「｜」または「“」文字が含まれ
ています。

• Windows Sysprep ファイルが追加されていないまたは欠落しています。

アクション • VMware ESX VM では、テンプレートの作成に使用するソース VM に VMware Tools が
インストールおよび設定されていることを確認します。Linux VM ゲストでは、ツール
のインストール後に、vmware-config-tools.plコマンドが実行されているかどう

かを確認します。

• テンプレートの作成前に、テンプレートの作成に使用するソース VM が、停止または
一時停止（サスペンド状態ではなく）されていることを確認します。

• テンプレートの作成前に、テンプレートの作成に使用されるソース VM が、正しくシ
ャットダウンされていることを確認します。ゲストが正しい手順でシャットダウンま
たは停止されていないと、カスタマイズ段階の失敗の原因になることがあります。

• 次のテストを実行して、Sysprepファイルで使用されているプロダクトキー（および

他の設定オプション）が VM で機能していることを確認します。vCenter または
vSphere で：

◦ 問題が起きている仮想マシン管理テンプレートの作成に使用した元の VM を見つけ
ます。

◦ VM を右クリックし、テンプレート > テンプレートとしてクローン作成の順に選択
します。この操作により、VM の vSphere テンプレートが作成されます。
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◦ vSphere で vSphere テンプレートから新しい VM を作成します。VM 作成ウィザー
ドで、VM をカスタマイズするためのオプションを選択し、要求されるカスタマイ
ズパラメーターを入力します。

◦ この VM カスタマイズプロセスが失敗すると、HPE IO での展開が失敗します。
vSphere のカスタマイズの問題を修正し、正常に機能する VM をベースにして新し
い Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成します。HPE IO からの展開
手順に移ります。

• IO Sysprepファイルに無効なパラメーターが含まれています。サンプルファイルを

リファレンスとして使用します。

• VMware VM では、HPE OneView for VMware vCenter Server モジュールで、vCenter
管理サーバーの VMware VirtualCenter\sysprep\svrOSフォルダーに Sysprep
ツールをインストールする必要があります。Hyper-V では、CMS の Insight Control 仮
想マシン管理 Sysprep フォルダーで Sysprep ツールが必要です。

• Hyper-V ホストのパスワードを、「｜」または「”」文字を含まないパスワードに変更し
ます。

1. システムリストから Hyper-V ホストを選択します。

2. システム認証情報を編集します。オプション > セキュリティ > 認証情報 > システ
ム認証…の順に選択して、リストから Hyper-V ホストを選択します。

3. サインイン認証情報を変更して、新しい認証情報を保存します。ホストが再識別を
完了するまで、数分待ちます。

4. HPE IO サービスリクエストを開始します。

5. Windows Sysprep ファイルが追加されていることを確認します。

◦ Windows を実行する Hyper-V VM の場合は、CMS に移動し、Sysprep ファイル
を C:\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\Sysprep\2003にコピーします。

◦ Windows を実行する VMware ESX VM の場合は、Virtual Center がインストール
されているシステムに移動し、Sysprep ファイルを以下のパスにコピーします。

– Virtual Center 4.x および 5.x：

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
\VMware\VMware VirtualCenter\sysprep\svr2003

仮想マシンのカスタマイズエラーでサービス作成が失敗する

問題 仮想マシンのカスタマイズエラーが表示され、作成リクエストが失敗する

考えられる原因 • 環境の設定が不十分です。

• 仮想マシン管理テンプレートで使用された仮想マシンの電源が完全には切断されてい
ません。

環境の構成が不十分な場合、仮想マシンのカスタマイズ手順の実行中にリクエストが失敗
することがあります。問題には、vCenter Server での sysprepフォルダーの欠落、

vCenter Server でのライセンスが不完全、vCenter Server でサポートされていないゲスト
オペレーティングシステムを含む仮想マシンのカスタマイズの試みなどがあります。

操作 • 環境が正しく設定されていることと、プロビジョニング対象のゲストオペレーティン
グシステムがサポートされていることを確認してください。構成について詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手可能な HPE Insight
Management インストール/コンフィギュレーションガイドを参照してください。

• 仮想マシン管理テンプレートを作成する前に仮想マシンの電源を完全に切ります。
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同時サービス作成リクエストにより Hyper-V ホストが VM の UUID を変更する

問題 10 個以上のサービス作成リクエストが Hyper-V VM ホストに同時に到達すると、Hyper-V
ホストが一部の UUID を変更します。

障害メッセージ IO によって提供される入力：UUID は value=で示されています。

2012-05-22 07:04:29,682 | DEBUG | RMI TCP
Connection(18256)-172.16.101.0 | 8026 | Entering |
setDeviceProperty(config=vmfile://172.16.0.161/E:
\VSE_VirtualMachines\ Template1_5_22_c_testCirotest06,
device=BIOSSerial, prop=BIOSGUID, value=2EFDF6C5-8FAE-9C41-BB68-
DF1598E3BCB4) | 1337681069682
Insight Control 仮想マシン管理での VM の詳細：biosID=の UUID が上記とは異なることに
注意してください。

vm://172.16.0.161/E:\VSE_VirtualMachines
\Template1_5_22_c_testCirotest09\Virtual Machines
\2BC14013-0967-46EC-AFDC-E0A743A5626B.xml biosId = C11CA80F-
C9A0-4891-B213-5CC78A09FCFC

操作 • より大きいブートディスクサイズを指定して並行したリクエスト間で十分な時間を作
ります。または、

• VM を 2 つ以上の異なる Hyper-V VM ホスト上に作成します。

内部エラーでサービスの作成が失敗する

問題 次のようなエラーでサービス作成リクエストが ESX または Hyper-V 上で失敗する。「失
敗しました。論理サーバー ESXre301 のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジョブ
は、障害ステータスで完了しました。失敗しました。：内部エラー（展開テンプレートの
操作中にエラーが発生しました：null）」。

考えられる原因 Systems Insight Manager および Insight Control 仮想マシン管理サービスのスタートアッ
プ中にこのエラーが表示されます。この問題は、アップグレード中、データ移行後のサー
ビスの再起動中、または CMS の再起動中に発生する可能性があります。完全にアップお
よび実行中になるこれらのサービスのタイミングで時間の小さいウィンドウが示され、そ
の結果データの初期化が正しくなくなります。

アクション Insight Control 仮想マシン管理サービスを再起動し、サービス作成リクエストを再試行し
ます。
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サービス作成が「ブートディスクパスが見つからない」で失敗する

問題 次のようなエラーでサービス作成リクエストが ESX または Hyper-V 上で失敗する。「論
理サーバー{logical_server}_ls のブートディスクパス H:\VSE_VirtualMachines が見つかり
ません。VM ホスト{vm_host}には、ターゲットデータストアとして表示できるローカルデ
ィスクが複数ある可能性があります。単一のローカルディスクを持つ VM ホストを選択
するか、選択した VM ホストがローカルディスクを 1 つのみ持つようにアップグレードし
てください。」

考えられる原因 このエラーは、仮想化のタイプに対する同時リクエストの数が多すぎる場合に表示されま
す。

操作 1. ..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesファイルを編集します。

2. esx.max.concurrent.requestsまたは hyperv.max.concurrent.requests
あるいはその両方の値を 5 に設定します。

3. サービスリクエストの作成を再試行します。

サービス作成が「リモート例外：VM の VLAN ID をスイッチポート null に設定中にエラー」とい
うエラーで失敗する

問題 サービス作成リクエストが、一定の時間、Hyper-V ホストで「リモート例外：VM の VLAN
ID をスイッチポート null で設定中にエラー」というエラーで失敗する。Hyper-V ホストイ
ベントはエラーコード：2424869 のエラーを表示する。

考えられる原因 この問題についての Microsoft のサポート技術情報

では、特定のバックアッププログラムがホストにインストールされ実行されているときに
発生する、タイミング上の問題であると説明されています。

操作 サービス作成リクエストを別のホストで再試行します。または、しばらく時間をおいた後
に同じホストで再試行します。

サービス作成が「論理サーバーの電源オン時のエラー」で失敗する

問題 自動 OS 展開を含む ESX VM テンプレートで、サービス作成リクエストが失敗する。次の
エラーが表示される。

失敗しました。：論理サーバーの電源オン時のエラー。仮想マシン vm-nameの起動機能が

失敗しました。VMware ESXサーバーは仮想ディスク disk-nameをクラスター化用に

オープンできません。仮想ディスクが「thick」オプションを使用して作成されているこ

とを確認してください。ディスク disk-name、またはこれが依存するスナップショット

ディスクの 1つがオープンできません。理由：Thin/TBZディスクは、書き込みプロセス

が複数のモードではオープンできません。このエラーは、ターゲット VMホストで使用可

能な仮想マシンライセンスがないときに発生することがあります。

考えられる原因 VMware ESX Server 3.5 がターゲット VM ホストになっています。これは、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションではサポートされなくなりました。

操作 VM ホストを ESX のサポートされるバージョンに更新します。または、IO サービスを編
集し、ESX のサポートされるバージョンを含む ESX VM ホストが存在する別のリソース
プールを選択します。
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Sysprep.inf で設定されたタイムゾーンが Microsoft Windows 2008 の仮想マシンゲストで反映
されない

タイムゾーンが Sysprep.inf と VM ゲストの間で一致していません。

問題 Microsoft Windows 2008 仮想マシンゲストに

Sysprep.inf
で設定されたタイムゾーンが反映されず、デフォルトの GMT（グリニッジ標準時）に設
定される。

考えられる原因 インストールされる仮想マシン管理のデフォルト設定ファイルには、定義済みのワールド
ワイド標準タイムゾーンが含まれており、カスタマイズできます。仮想マシン管理のデフ
ォルト設定ファイルに含まれていないタイムゾーンの場合、次のファイルにインデックス
が割り当てられていません。

tzmapping

操作 1. bin ディレクトリ（..\Program Files\HP\Insight Control virtual
machine management\bin）にある tzmappingファイルを編集します。

2. 仮想マシンゲストに含める必要がある新しいタイムゾーンの一意のインデックスを割
り当てます。

<一意の番号>=<新しいタイムゾーン>

次に例を示します。

235=Tokyo Standard Time

サーバー追加リクエスト中の DHCP アドレスの取得エラー

問題 ユーザーがサーバーの追加中に特定のサブネットの DHCP アドレスを割り当てることが
できない

考えられる原因 この問題は、次の条件が満たされると発生します。

• Matrix OE を連携 CMS 環境で実行している

• サブネット上で同時に変更が行われている（サブネットの編集中に IP アドレスの割り
当てを要求している）

• エラーメッセージの後で、バックアップ/復元プロセスが開始した

アクション この問題を回避するには、次のようにします。

• リクエスト（サーバーの作成/削除/追加）によって変更されたアドレスを持つサブネッ
トを編集しない

• 複数のログユーザーによる同じサブネットの編集を許可しない

この問題が発生した場合：

システムはしばらくすると自然にこの状態から回復します。

仮想データディスクの名前に、ダブルバイト文字を含むことができない

無効な仮想データディスク名
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問題 テンプレートの作成時に仮想データディスクの名前に無効な文字やダブルバイト文字が
含まれると、要求は発行されず、次のエラーメッセージが表示されます。

ディスク<ディスク名>の無効な論理ディスク名。有効なディスク名が含むことができる

文字は、A～Z、a～z、0～9、'_'、'-'、および' 'のみです。これ以外の文字は許可さ

れません。

物理データディスクとブートディスクは、ローカルライズされた名前を含むことができま
す。

考えられる原因 仮想データディスクの名前に、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、
下線、およびハイフン以外の文字が使われています。

アクション 有効な文字を使用して仮想データディスクの名前を付け直してから、リクエストを再発行
します。

Microsoft Windows 2008 仮想マシンゲストが、Active Directory ドメインに参加できない

問題 Microsoft Windows 2008 仮想マシンゲストが、Active Directory ドメインに参加できない

考えられる原因 • ネットワークタブの Windows 設定タブおよび DNS タブで、または Sysprep.infフ

ァイル内で、ドメイン名が指定されていません。

• DomainAdminユーザー名の先頭には、Sysprep.infファイルのドメイン名が付きま

す。

アクション HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが新しい仮想マシンを Microsoft
Windows ドメインに自動的に参加させるように指定するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. 仮想マシンを接続するネットワークのドメイン名を指定します。

a. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワー
クページで、ネットワークを選択してネットワークの編集ダイアログボックスを開
きます。

b. DNS タブを編集して、MS Domain を指定します。

c. Windows 設定タブを編集して、MS Domain を指定します。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの Sysprep.infファイルを

編集します。これは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\sysprep\Sysprep.infにあります。

次の各行で、ドメインのユーザー名とパスワードを指定します。DomainAdmin値は、

ドメインプレフィックスを除くユーザー名でなければなりません。

DomainAdmin="Administrator"
DomainAdminPassword="password"
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仮想マシンのプロビジョニングが「VM はカスタマイズのために電源を切る必要がある」というエ
ラーメッセージで失敗する

問題 仮想マシンのプロビジョニングが

VM must be powered off for customization
というエラーメッセージを表示して失敗した。

考えられる原因 使用している Insight Control 仮想マシン管理テンプレートが、仮想マシンが一時停止状態
のときに作成されています。

操作 仮想マシンが一時停止状態のときに仮想マシン管理テンプレートが作成され、その後に
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用された場合は、カスタマイ
ズ中にエラーメッセージが表示されてプロビジョニングが失敗します。この問題を解決
するには、仮想マシンから仮想マシン管理テンプレートを作成する前に仮想マシンの電源
を切ります。

作成、編集、または追加リクエストがキャンセルされた

問題 作成、編集、または追加のリクエストがキャンセルされた。

考えられる原因 再起動が必要な場合、リクエストをキャンセルしてください。のチェックボックスがチェ
ックされています。リクエストが結果的にシステムを再起動する場合、このチェックボッ
クスが選択されていると、リクエストはキャンセルされます。

アクション チェックボックスのチェックを外して、操作をやり直してください。

VM ホストのハードウェア構成が適切でないため、プロビジョニングされた Windows 2008 VM が
機能しない

問題 VM ホストのハードウェア構成が適切でないため、プロビジョニングされた VM が機能し
ない。プロビジョニングされた VM のカスタマイズが失敗して、HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションのサービスリクエストが失敗する。

考えられる原因 Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1/SP2 を搭載する ProLiant サーバー上での VM の迅速な
プロビジョニングの際に、仮想ネットワークマネージャーをロードできません。次のエラ
ーメッセージが表示されます。

論理サーバーのタスクが失敗しました。障害が発生した仮想マシンのハードウェアが正
しく設定されていませんでした。

操作 1. HPE NCU 10.10 をインストールします。インストール手順については、HPE Network
Configuration Utility for Windows Server 2008 R2（英語）を参照してください。

2. Hyper-V ホストで TCP オフロード機能を有効にします。

• VM ホストの Network Adapter のプロパティウィンドウにアクセスします。

• 詳細設定タブをクリックします。

• プロパティリストで TCP 接続オフロードを選択して、値として有効を選びます。

• OK をクリックします。
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VM ホストサービスを削除しても、VM ホストサーバーブレードがサーバープールに「未使用」の
サーバーとして戻されない

問題 VM ホストサービスを削除しても、VM ホストサーバーブレードがサーバープールに「未
使用」のサーバーとして戻されない。サーバーブレードのマークは「使用中」の VM ホス
トのままであり、他の展開に使用できない。

考えられる原因 初に VM ホストの Insight Control 仮想マシン管理への登録を解除する必要があります
が、その登録解除の前に、VM ホストの HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションサービスが削除されています。

操作 Insight Control 仮想マシン管理クライアント API を使用して、VM ホストの登録を解除し
ます。

1. 次のようにログインします。

..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine management
\clientapi\bin>adminlogin

2. 次のコマンドで VM ホストの登録を解除します。

..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine management
\clientapi\bin>cli unregisterAgent -host <VM ホストの IP アドレス>

3. 次のコマンドで、VM ホストとして登録されている IP アドレスのリストを取得します。

..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine management
\clientapi\bin>cli getHostIds

4. 当該の VM ホストの IP アドレスがリストから削除されていることを確認します。

論理サーバーのタスクの失敗：ソースサーバー上のサービスコンソール負荷平均がしきい値より高
い

障害メッセージ 論理サーバー<ls name>のタスクは、失敗しました。失敗しました。：ソースサーバー上

のサービスコンソール負荷平均がしきい値より高いです。後で操作をやり直します。

考えられる原因 ソースまたはターゲット VM ホスト上の負荷平均が高すぎる可能性があります。..
\Program Files\HP\Virtual Machine Management\log\hpvmmsvc.logで

Insight Control 仮想マシン管理のログファイルを調べると、この問題を確認できます。次
のようなログメッセージを探してください。

• 2009/07/29 08:31:02 | INFO - Source server 16.92.61.30 load
average for 5 Minute -> 1.85

• 2009/07/29 08:31:02 | INFO - Source server 16.92.61.30 load
average for 15 Minute -> 2.27

• 2009/07/29 08:31:02 | WARN - Source server 16.92.61.30 load
average exceeded the threshold

このようなログメッセージは、

Source server
タグで識別される VM ホストが、許容されるしきい値を超え、VM 展開が失敗したことを
示しています。

操作 VMware サービスコンソールに割り当てられているメモリと CPU 共有は、VM ホストのパ
フォーマンスを改善するために増加させることができます。

VM ホストサービスを削除しても、VM ホストサーバーブレードがサーバープールに「未使用」のサーバーとし
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Matrix OE で定義されたストレージプールエントリーがインフラストラクチャオーケストレーシ
ョンコンソールのストレージタブに表示されない

問題 HPE Matrix OE で定義されたストレージプールエントリーが HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションコンソールの

ストレージ

タブに表示されない場合がある。

考えられる原因 • HPE Matrix OE のストレージプールの管理ページでの変更後、HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションコンソールのストレージページが更新されていませ
ん。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの使用に対して無効であるた
め、ストレージプールエントリーが除外されています。

操作 • HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのストレージページを更新し
てください。

• HPE Matrix OE のストレージプールの管理ページでストレージプールエントリーを確
認し、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの使用に対して有効に
してください。

◦ ストレージエントリーのオペレーティングシステムが正しく指定されていること
を確認してください。

◦ WWN が正しく指定されていることを確認してください。

◦ LUN が正しく指定されていることを確認してください。

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのストレージページを更
新してください。
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サービスを SCVMM サーバーに追加できない

問題 SCVMM テンプレートを展開する IO サービスリクエストの実行が失敗し、次のエラーメ
ッセージが表示される。

VM Deploy Template failed. Caused by: Failed to deploy VMTemplate
for SCVMM: <IP Address> The VM file <VMNAME> is already in use by
another VM. (Error ID: 802, Detailed Error: ) Wait for the object
to become available, and then try the operation again.

考えられる原因 展開のためにリクエストされているものと同じホスト上に同じ名前で、SCVMM データベ
ースに VM がすでに存在しています。このような状況が発生する原因として、以下のこと
が考えられます。

1. 以前のサービスリクエストの一部として、同じホストに、同じ名前の VM が展開され
た可能性がある。

2. ユーザーが手動で同じホスト上に同じ名前の VM を作成した可能性がある

3. VM の削除やその他の操作（使用停止など）の失敗により、SCVMM データベースで
VM のステータスが「Missing」になっている

アクション 1. サービスリクエストの一部として、VM に異なる名前を使用します。

または

2. SCVMM UI に移動し、特定の VM を右クリックして削除してから、サービスリクエス
トを再実行します。

または

3. VM の展開に異なるホストを使用します。
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Windows 2012 OS テンプレートを使用する場合に IO プロビジョニングおよびリンククローンプ
ロビジョニングが失敗する

問題 プロビジョニング時に Windows 2012 OS テンプレートを使用すると、仮想マシンが応答
しなくなり、黒色の画面に白色のステータスリングが表示されるか、次の停止コードが表
示される。

Error Code 0xc0000001
仮想マシンを再起動しても、問題が解決されない。

考えられる原因 これは、Windows Server 2012 リリース候補版を ESXi 5.0 Update 1 ホストまたは
VMware Workstation プレビュー版にインストールした後に発生する既知の問題です。

アクション 次のいずれかの手順を実行します。

• VMware vCenter で Windows 2012 仮想マシンを作成し、vmGenCounter.enable =
FALSEを仮想マシンの.vmx ファイルに追加するという回避策を適用します。

1. 仮想マシンを右クリックし、電源 > ゲストのシャットダウンの順にクリックしま
す。

2. 仮想マシンを右クリックし、設定の編集をクリックします。

3. オプションタブをクリックします。

4. 詳細の全般をクリックします。

5. 構成パラメータをクリックします。

6. 行の追加をクリックします。

7. 名前に「vmGenCounter.enable」と入力します。

8. 値に「False」と入力します。

9. OK をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。

10. 仮想マシンの電源を入れます。

注記:

vmGenCounter.enableパラメーターを仮想マシンの.vmxファイルに追加す

るための手順を実行すると、Windows 8 および Windows Server 2012 で導入さ
れたドメインコントローラーのための新しいスナップショット保護が機能しな
くなる場合があります。詳しくは、Microsoft TechNet アーティクル Active
Directory Domain Services (AD DS) Virtualization を参照してください。

• Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成します。

• 次のいずれかのオプションを選択します。

◦ 通常の IO プロビジョニングの場合は、IO でサービスを作成し、仮想マシンをカス
タマイズします。

◦ IO リンククローンのプロビジョニングの場合は、IO でリンクしたサーバーの展開
を選択した状態のテンプレートからサービスを作成し、仮想マシンをカスタマイズ
します。展開されたリンククローン VM（子 VM）は起動せず、黒色の画面に白色
のステータスリングが表示されます。

子 VM の電源を切り、回避策を手順 1 から再度適用します。カスタマイズが開始さ
れ、すべてのパラメーターが VM で設定されます。VM で設定されたすべてのカス
タマイズパラメーターが反映されるまでに 10～15 分かかります。

• すべてのパラメーターが正しく設定された状態で VM が正常に起動します。
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サービスを Matrix リカバリ管理のリカバリグループに追加できない

問題 サービスをリカバリグループに追加しようとすると失敗し、次のエラーメッセージが表示
される。

Two or more services have the same name in different
Organizations. Service-ids are unique across organizations but
service-names are not.

考えられる原因 サービス名が、すべての組織にわたって一意ではありません。

アクション リカバリグループへのサービスの追加を試みる前に、サービス名が一意であることを確認
してください。

修復可能なサービスを作成するときは、サービス名の先頭に、組織名と、サービス名でサ
ポートされる特殊文字を付けて、サービス名が一意でなくなる可能性を制限してくださ
い。サービス名は、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、および次の特殊文字
を使用して、 大 15 文字で作成できます：スペース、下線、およびハイフン。

Integrity VM の同時プロビジョニング中に HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンがタイムアウトになる

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが Integrity VM をプロビジョニ
ングしようとすると、完了までに 60 秒以上かかる場合があり、その結果タイムアウトに
なる。

考えられる原因 デフォルトのタイムアウトは、60 秒です。

アクション タイムアウトをデフォルトの 60 秒から延長する必要があります。

1. Insight Control virtual machine management\binフォルダーの

hpvmm.confファイルに次のエントリーを追加してタイムアウトを設定します。

VirtQueryTimeout= <time in ms> i.e. XX000
デフォルト値は 60000 です。これをより大きな値に変更します。

2. Insight Control 仮想マシン管理を右クリックし、再起動を選択して、Insight Control
仮想マシン管理を再起動します。
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RDM ディスクを高可用性 Hyper-V テンプレートとともに使用するサービス作成が失敗する

問題 高可用性を備えた RDM ディスクを使用してサービスリクエストを作成する場合、プロパ
ティが Matrix OE 論理サーバー管理および HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションのプロパティファイルで有効になっている必要がある。そうでないと、サービ
スの作成は失敗し、次のメッセージが表示される。

The specified configuration is not supported. A physical disk
cannot be connected to a High Availability Hyper-V template.
Modify the template and deselect High Availability, or connect
virtual storage to the template instead of physical storage.

考えられる原因 プロパティが、Matrix OE 論理サーバー管理と HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションのプロパティファイルで有効になっていません。

操作 • Matrix OE 論理サーバー管理の場合：

1. C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsaに移動

します。

2. HA_VM_RDM_ENABLEDプロパティを trueに設定することによって、

lsa.propertiesファイルを編集します。

3. Matrix OE 論理サーバー管理サービスを再起動します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの場合：

1. C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf
に移動します。

2. hyperv.ha.vm.rdm.enabledプロパティを trueに設定することによって、

hpio.propertiesファイルを編集します。

3. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを再起動します。

SLES11 SP3 OS の展開時にインストールが 60%でハングアップするので、サービス作成リクエ
ストが失敗する

問題 SLES11 SP3 のインストールがターゲットサーバーでハングアップし、次のメッセージが
表示されます。

• HPE Matrix OE では、インフラストラクチャオーケストレーションのリクエスト画面
で次のエラーが表示され、失敗したサーバーはメンテナンスプールに移されます。

サービス<サービス名>のオペレーティングシステムの展開中に失敗しました。原因：

論理サーバーのジョブは、障害ステータスで完了しました。Failure: At least
one OS or software deployment has failed. 展開サービスを確認して詳細

を診断してください。

• Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスのコンソールに次のエラー
が表示されます。

Failed to integrate HPE SA Agent at Step 19.

推奨処置 1. 手動クリーンアップを実行します。「手動クリーンアッププロセス（物理）」（手動クリ
ーンアッププロセス（物理）（376 ページ））を参照してください。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでサービスリクエストを再作
成します。
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クラッシュ後、VCenter で VM が利用可能で、リクエストが失敗する

問題 HPE IO サービスがプロビジョニング操作中に停止された場合、一部の状況では、サービ
スの再起動後、進行中であった VM インスタンスを HPE IO が必ずしもすべて削除できな
い場合がある。

考えられる原因 サービスの再起動の時点で進行中であった VM は HPE IO によって作成されたものとし
て一意に識別されない場合があり、その結果、安全に削除できません。

推奨処置 リクエストの履歴は、失敗したリクエストを正常にクリーンアップできなかったことを示
します。示されている VM がハイパーバイザー上にまだ存在するかどうかを確認し、必要
に応じて VM のクリーンアップ/削除を手動で実行します。

新しいディスクのサイズが、IO の外部での変更後にサービスの詳細のイメージで更新されない

問題 VMware vCenter からディスクサイズを直接変更する場合、

サービス

画面下部の

論理の詳細

セクションには新しいサイズが正しく表示される。

原因 この問題は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの外部でディスクサ
イズを変更することによって発生します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーション内から変更を行った場合、ディスクサイズの変更は正常にサービスの詳細のイ
メージに表示されます。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内でサービスのディスクサイズ
を変更し、サービスの詳細のイメージに変更内容が正しく表示されること確認します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが ESX リソースプールへの変更を反映
しない

問題 VM をサービスとしてインポートすると、次のメッセージが表示される。

com.hp.mx.vmm.vmtools.grid.VmmRuntimeException: Could not find a
resource pool specified by id resgroup-7095.

考えられる原因 VM が関連付けられている ESX リソースプールが削除されています。

アクション ESX リソースプールを削除した後、環境が変更内容を同期するまでに数分待ち、ESX リ
ソースプールが削除されたことを確認してから操作を再試行します。
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CMS 上で SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2 サーバーの登録が失敗する

問題 SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2 サーバーの登録が CMS で失敗します。
CMS は、断続的に Microsoft Windows 2012 Standard オペレーティングシステム上で構成
されます。これは、Microsoft Windows 2012 Standard オペレーティングシステムで断続
的に発生する問題です。

考えられる原因 –––

操作 この問題を解決するには、SCVMM サーバーの登録を再試行してください。

Microsoft Windows 2012 R2 ホストで静的 IPv4 が使用されている場合、Microsoft Windows
2012 および Microsoft Windows 2012 R2 のゲストの NIC のカスタマイズが失敗する

問題 Windows 2012 R2 Hyper-V ホストでゲストとして動作する Windows Server 2012 または
Windows Server 2012 R2 に sysprep を実行しようとする場合、HPE Insight Control 仮想
マシン管理から提供される sysprep.xmlファイルでは IPv4 アドレスは正しく設定され

ません。ただし、このファイルは IPv6 アドレス、および IPv4 DNS とゲートウェイアド
レスを設定します。

考えられる原因 –––

操作 sysprepを実行する前に VM で静的 IP が設定されていると、この問題は発生しません。

sysprepの実行前に汎用的な疑似静的 IP v4 アドレスを設定すると、この問題は防げま

す。そうしない場合、Windows Server 2012 の場合は、sysprepを実行する前に一般公

開用の更新プログラムのロールアップを VM にインストールして、この問題回避する必要
があります。

詳しくは、次の Web サイトで KB 2756872 を参照してください。

http://support.microsoft.com/kb/2756872

更新プログラムをダウンロードするには、次の Web サイトを参照してください。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=34943

RHEL 7 のカスタマイズがサポートされていない

問題 RHEL 7 のゲストのカスタマイズがサポートされていない。

考えられる原因 サービス作成時に設定されたホスト名に従ってホスト名が更新されていないため、VM が
IP アドレスを取得できません。この問題は VMware の制約により発生します。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、RHEL 7 のゲスト用の手動構
成のみをサポートします。
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NPIV データディスクを使った HPE Integrity VM のプロビジョニングが失敗する

問題 NPIV ディスクを使った HPE Integrity VM は HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションによって作成できます。ただし、サービスを作成した後に、ディスク追加操
作によってディスクを追加する必要があります。サービスの作成前に NPIV データディ
スクを追加しようとすると、その操作は失敗し、HPE IO のリクエスト画面に以下のよう
なエラーメッセージが表示されます。

Workflow execution failed for operation type EditLS: could not
delete:
[com.hp.vse.lsa.datamodelV72.LsaFcConnection#44]

考えられる原因 –––

操作 1. HPE IO テンプレートからサービスを作成します。

2. HPE IO のアクションまたはサーバーアクションリストからサーバーの電源オフを選
択して、NPIV データディスクを追加する仮想サーバーの電源をオフにします。

3. HPE IO のアクションまたはサーバーアクションリストからディスクの追加を選択し
て、必要な NPIV データディスクを仮想サーバーに追加します。

4. HPE IO のアクションまたはサーバーアクションリストからサーバーの電源オンを選
択して、仮想サーバーの電源をオンにします。

自動 IP アドレスで Hyper-V サービスをカスタマイズできない

問題 カスタマイズ可能なテンプレートに対してサービスリクエストが送信され、IP 割り当ての
タイプが自動に変更されている場合、サービスリクエストが失敗し、リクエストサービス
詳細に NullPointerExceptionが表示される。

考えられる原因 Hyper-V VM テンプレートのソフトウェアインベントリリストで OS 名および OS タイプ
フィールドが空です。

操作 展開 > 仮想マシン > テンプレート > 仮想マシンテンプレートの作成を使用して HPE
Systems Insight Manager で作成されるテンプレートには以下の要件があります。

• Hyper-V によってホストされている Windows VM の電源が入っている必要がある。

• Microsoft Hyper-V Integration Services がインストールされていて実行中である。

結果として得られる Hyper-V VM テンプレートのソフトウェアインベントリリストでは、
OS 名と OS タイプフィールドに値が含まれ、正常にプロビジョニングすることができま
す。
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rdmPortability グループが false に設定されているため、RDM ディスクに既存の SPE を使用でき
ない

問題 仮想サーバーで物理 RDM ディスクを使用するとサービスの作成が失敗する。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションログにある割り当て条件テーブ
ルは、rdmPortability グループが false として返されることを示しています。

アクション これは既知の問題です。割り当てマネージャーの動作の変更により、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションは、HPE IO サーバープールと同じ名前を持つポー
タビリティグループを検索します。HPE IO サーバープール名に一致する使用可能なポー
タビリティグループがない場合、HPE IO はデフォルトのポータビリティグループを使用
して仮想サーバーを配置します。

展開サーバー経由で ESXi をプロビジョニングするときにサービス作成リクエストが一時停止す
る

問題 HPE Server Automation（SA）または Insight Control サーバープロビジョニングなどの展
開サーバー経由で ESXi をプロビジョニングする場合、サービス作成リクエストが一時停
止する。

考えられる原因 展開サーバーの OSType属性が HPE IO ソフトウェアの OSType属性と一致しないため、

ESXi ソフトウェアが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのソフト
ウェアタブに表示されません。

操作 展開サーバーソフトウェアの OSType属性の値を vmwareに変更します。これにより IO
は、ソフトウェアを正しく識別し、ソフトウェアタブにリストできます。
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仮想マシンを含む Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスがユーザーの操作
なしに非アクティブ化され、操作が失敗する

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスが、基になる仮想マシ
ンを変更するようなサービスに対するユーザーの操作（編集など）なしで、状態がアクテ
ィブから非アクティブに変更される。

サービスが非アクティブの場合、さまざまな操作が失敗することがあります。

これは、仮想マシンの数が多い環境（3,000 台以上）で確認されています。

考えられる原因 内部ロックの競合が存在する可能性があります。

これが問題かどうかを確認するには、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションコンソールで、サービスタブのリストからサービスを選択し、リクエストの詳細 >
レポート > 論理サーバーのジョブステータスの情報の順に選択します。ログには、次のよ
うなエラーメッセージが含まれます。

Unexpected exception: LockAcquisitionException: could not delete
collection:
[com.hp.vse.lsa.datamodelV75.LsaNetworkActual.ipAddresses#341226]

操作 このエラーが発生した場合は、ツール > 論理サーバー > 更新 > すべての Virtual Machine
リソースを更新するにはを参照して HPE Matrix OE を更新します。

サービスで操作が失敗した場合は、操作を繰り返します。更新によってサービスが正しく
アクティブ状態になると成功します。

二重の DNS IP およびサフィックスのエントリーが Linux ゲストに生じる

問題 VMware ホスト上に存在する Linux VM に DNS サフィックスを指定すると、VMware はド
メイン名の設定に失敗する。DNS サフィックスをドメイン名として設定します。

考えられる原因 これは、VMware の問題です。

アクション HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションネットワークを定義している間
は、DNS サフィックスを指定しないでください。VMware ホスト上に存在する Linux VM
に対して DNS サフィックスを手動で設定します。

RHEL 7.1 のカスタマイズが IP とホスト名の設定で失敗する

問題 RHEL 7.1 をカスタマイズするとき、VMM カスタマイズが IP アドレスとホスト名の設定
に失敗する。

考えられる原因 これは、VMware の問題です。カスタマイズ操作が、vCenter Customization Manager を
使用した VM での IP アドレスとホスト名の設定に失敗します。このため、VMM カスタマ
イズはプロビジョニングされた RHEL 7.1 VM での IP アドレスとホスト名の設定にも失
敗します。

アクション この問題を解決するには、RHEL 7.1 を実行しているゲスト OS の IP アドレスとホスト名
を手動で設定します。

仮想マシンを含む Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスがユーザーの操作なしに非アク
ティブ化され、操作が失敗する 329



サービスリクエストによって MAC アドレスの重複が発生する

症状

ネットワークアダプターに静的 MAC タイプを使用する VM テンプレートに基づくサービスリクエストによ
って、MAC アドレスの重複が発生します。

原因

VM テンプレートに基づくサービスリクエストが送信され、VM テンプレートでネットワークアダプターに静
的（手動）MAC タイプが設定されている場合は、そのテンプレートから展開された VM の MAC アドレスが
実際の VM テンプレートと同じになります。これにより、同じ VM テンプレートを使用した複数の展開が影響
を受け、MAC アドレスの重複が発生します。

修正方法：

VM テンプレートで使用されるネットワークアダプターで静的（手動）MAC アドレスが使用されていないこ
とを確認します。

sysprep カスタマイズ後の再起動時の致命的なエラー

症状

sysprep をカスタマイズすると、再起動時に致命的なエラーが発生します。

原因

Windows 2012 Guest OS にインストールされた統合サービスバージョン 6.2.9000.16384 は、sysprep カスタ
マイズで適切に動作します。より新しいバージョンの統合サービス（たとえば、6.3.9600.16384）に移行する
と、sysprep で再起動時に VM の障害が発生する場合があります。Matrix は、VM テンプレートからプロビジ
ョニングされた VM に対して Windows OS のカスタマイズ用の sysprep を使用します。sysprep 操作は初回
作成時、およびネットワークの追加や削除などの後続の操作時に行われます。

修正方法：

エラーが発生した後の修正操作はありません。VM は起動しないので、削除して再作成する必要があります。
この問題を回避するには、sysprep が適用される前に一般公開用の更新プログラムのロールアップを Windows
VM ゲストにインストールする必要があります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービステンプレートを再作成または編集して、一
般公開用の更新プログラムのロールアップがインストールされている VM テンプレートを使用します。これ
は、統合サービスが更新される場合に他の VM で同じ問題が発生するのを防ぐために必要です。

詳しくは、KB 2756872（http://support.microsoft.com/kb/2756872 ）を参照してください。更新プログラム
をダウンロードするには、http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34943 に移動しま
す。

サービスの削除

物理サービスの削除
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削除した覚えのないインフラストラクチャサービスが削除されている

問題 削除した覚えのないインフラストラクチャサービスが削除されている

考えられる原因 リース期間終了後、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがインフラス
トラクチャサービスを削除するよう設定されている可能性があります。インフラストラ
クチャサービスのリース期間が終了してサービスが削除されると、リース期間の満了によ
り削除プロセスがトリガされた場合でも、履歴およびリクエスト詳細には「オーナーが削
除プロセスを開始した」という内容のメッセージが表示されます。

アクション リース期間終了とサービス削除についての電子メール通知は、そのイベントの 1 週間前と
1 日前に送信できます。電子メールは HPE Operation Orchestration の

System Property: HpioNotificationRecipients
HPE Operations Orchestration Studio で、この設定パラメーターを設定してください。

削除リクエストが失敗する

問題 削除リクエストが失敗したため、環境を手動でクリーンアップする必要がある

考えられる原因 —

アクション 仮想論理サーバーの場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、仮
想マシンホストの下に、ユーザーが入力したインフラストラクチャサービスと同じ名前で
フォルダーを作成します。このフォルダーには、仮想論理サーバーに対応するすべてのフ
ォルダーとファイルが含まれます。このフォルダーとその中身をすべて削除してくださ
い。

仮想論理サーバーの場合、すべての仮想マシンおよびインフラストラクチャフォルダーの
名前が vCenter Server から削除されていることを確認してください。仮想マシンホスト
の下にある、ユーザーが入力したインフラストラクチャと同じ名前の HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションフォルダーを探します。HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションは、このフォルダーの下に仮想マシンを作成します。これ
らが削除されずに残っている場合は、仮想マシンとインフラストラクチャフォルダーを削
除する必要があります。

物理論理サーバーの場合、影響を受ける論理サーバーに対して手動でクリーンアップを実
行します。手動クリーンアッププロセス（物理）（376 ページ）を参照してください。

仮想サービスの削除
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがリソースを正常に予約できない

問題 環境によっては、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが属性によって
指定されるネットワークと仮想論理サーバーグループを含むテンプレートの作成リクエ
ストを処理中に、リソースがあってもこれを予約できない場合があります。

この問題に対して特定の失敗メッセージはありませんが、この問題はサーバー予約失敗メ
ッセージとして示されます。この問題は、仮想論理サーバーでのみ発生します。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはサーバー割り当ての前にサブ
ネット割り当てを実行します。以下の場合を考えてみましょう。

2 つのサブネット（Subnet1、Subnet2）が LogicalSubnetA に対応している。

Subnet1 が VmHost1 にのみ関連付けられている。

Subnet2 が VmHost2 にのみ関連付けられている。

サブネット割り当ての条件によると、Subnet1 が LogicalSubnetA に 適です。

ただし、VmHost1 が LogicalSubnetA に関連付けられている LogicalServerGroups に適し
ていない場合は、Subnet2 が評価されずに予約が失敗します。VmHost1 は、回復可能でな
いかプロセッサーの数が不足しているため、不適切であるかもしれません。このような場
合には、以下のサーバー予約エラーメッセージが表示されます。

"論理サーバー SvrGrp1-1 の予約に失敗しました。次の要求を満たす仮想サーバーを

見つけることができません：修復可能。3プロセッサー"

アクション この問題を解決するには、ネットワーク選択オプションを細かく指定します。つまり、ネ
ットワーク選択の属性から汎用的な指定（Any オプション）を取り除きます。汎用的なオ
プションをすべて削除しても、正しいネットワークが選択されない場合は、ネットワーク
を名前で指定するか、リクエストを発行する際に選択するサーバープールとリソースを少
なくします。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで指定された論理サーバーでプロビジ
ョニングされているインフラストラクチャサービスを見つけられなかった

障害メッセージ HPE Matrix OE 論理サーバーの視点から、HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションで論理サーバーを管理しますアイコンをクリックすると、次のメッセージが表
示される。

Matrixインフラストラクチャオーケストレーションで指定された論理サーバーでプロ

ビジョニングされているインフラストラクチャサービスを見つけられなかった。物理サ
ーバーが選択され、インフラストラクチャサービスが HPE Matrixインフラストラクチ

ャオーケストレーションでプロビジョニングされていた場合、ステータスがスタンバイに
なっていないかどうかを確認してください。

考えられる原因 論理サーバーが非アクティブ化されました。

アクション • そのサーバーが clean-me 論理サーバーでない場合は、HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションに戻り、その論理サーバーに対するサーバーのアクティブ
化リクエストを発行します。

• そのサーバーが clean-me 論理サーバーの場合は、そのサーバーを手動でクリーンアッ
プします。手動クリーンアッププロセス（物理）（376 ページ）を参照してください。

サービスへのサーバーの追加
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データディスク追加リクエストが失敗する

問題 データディスクの追加リクエストが失敗する

考えられる原因 サーバーが非アクティブ化されました。

アクション 非アクティブ化された論理サーバーにデータディスクを追加しようとすると、このエラー
が発生することがあります。データディスクの追加を続行するには、

サーバーの使用開始

リクエストを開始し、サービスを回復してから論理サーバーグループにディスクを追加し
ます。

HPE Matrix OE サービスのプロビジョニングがカスタマイズで失敗する

問題 HPE Matrix OE サービスのプロビジョニングがカスタマイズで失敗する。

考えられる原因 OS のインストール中に、Insight Control サーバープロビジョニングまたは HPE Server
Automation（SA）の展開で、サーバーを Active Directory に参加させるか NIC チーミング
を実行しようとすると、HPE Matrix OE サービスのプロビジョニングがカスタマイズで失
敗することがあります。これを行うと、HPE Matrix OE の、インストール後のカスタマイ
ズ手順で次のメッセージが表示されて失敗します。

<ターゲット UUID>により実現した論理サーバー<論理サーバー名>をカスタマイズ中に

エラーです

操作 HPE Matrix OE 環境では、高度なサーバーのカスタマイズを使用して、新しくプロビジョ
ニングされたサーバーによるドメインへの参加や NIC チーミングの実行ができます。詳
しくは、HPE Insight Control サーバープロビジョニングの設定（47 ページ）を参照して
ください。

注記:

HPE OO ワークフローを使用して、新しくプロビジョニングされたサーバーをドメ
インに参加させることはお勧めできません。そのためには、すべてのコンピュータ
ーを信頼されたホストとして追加する必要があります。
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IO/HPE OO Load Balancer ワークフローが大きな HAProxy 構成リクエストを処
理できない

問題 Load Balancer HAProxy をターゲットとする Create Logical Load Balancer Groups ワー
クフローは、次のエラーメッセージが表示されて失敗することがあります。

The execution of the workflow Create a Logical Load Balancer
Groups has failed.

考えられる原因 このエラーメッセージが表示される場合は、HAProxy 構成ファイルが大きすぎるために、
インフラストラクチャオーケストレーション/HPE OO Load Balancer ワークフローがこ
のリクエストを処理できません。

操作 このロードバランサーを使用するサービスを多数作成する場合は、F5 BIG-IP Load
Balancer を使用することをお勧めします。詳細は、「F5 - BIG-IP Local Traffic Manager」
の Web サイト（http://h17007.www1.hp.com/one/alliance/f5/big-ip.htm?
jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001（英語））を参照してください。

ディスクの追加操作が VM クラスター環境で動作しない

問題 ディスクを追加する場合、次のエラーメッセージが表示される。

少なくともひとつの動作中または VMホスト内で定義された VMがあります。リクエスト

された操作を実行する前に削除または移動する必要があります。

考えられる原因 動作中の VM があるか、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが VM が動作
中かどうかを判別できません。

アクション この VM ホスト上で実行している既存の VM を削除または移行するか、VM ホストの通信
の問題をすべて修正します。

サーバー追加操作の後、ホストが vCenter でメンテナンスモードのままになる

問題 VM クラスター環境で、サーバーの追加操作はホストを作成するが、メンテナンスモード
のままにする。

考えられる原因 ホストがメンテナンスモードのとき、IO はホストをサーバープールに追加しません。

アクション サーバーの追加操作を実行する前に、vCenter でメンテナンスモードからホストを手動で
削除します。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサービスをプロビジョ
ニングするときに Virtual Connect プロファイルの作成が失敗する

問題 HPE IO を使用して Virtual Connect ブレード上でサービスをプロビジョニングするとサ
ービスの作成が失敗する。

考えられる原因 特定の VC ブレードまたは HPE Matrix Operating Environment では、一部の Virtual
Connect プロファイルおよびドメイングループの機能はサポートされません。HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用して、サポートされていない機
能を持つブレード上でサービスをプロビジョニングする場合は、プロファイルの作成が失
敗します。

操作 サーバーをサーバープールに追加する場合は、HPE Matrix OE でサポートされている VC
機能を持つブレードのみを追加してください。また、同じサーバープール内にある同様の
機能および接続を持つ VC ブレードをグループ化してください。LOM やメザニンカード
が異なると VC ブレードは別の接続を使用することがあります。

HPE Matrix OE では、次の VC ドメイングループ機能はサポートされません。

• 部分的にスタックされたドメイン

以下の VC プロファイル機能は、Matrix OE ではサポートされません。

• EXTENDEDFC — サーバープロファイルには、同じ接続ベイ（同じ connectionBay 属
性値。この値は HPE Integrity BL860c 用に作成されたサーバープロファイルを識別し
ます）を使用して 2 つ以上の FC 接続があります。

• EXTENDEDFCOE — サーバープロファイルには、同じインターコネクトベイ（IO ベ
イ）に関連付けられた複数の FCoE 接続があります。

• ISCSI — サーバープロファイルには、1 つ以上の iSCSI 接続があります。

• NAG — サーバープロファイルは Network Access Group に関連付けられています。

PXE を使用した、HPE ProLiant Gen8 以降のサーバーのブート

問題 展開サーバーが HP Intelligent Provisioning の使用をサポートしているが、PXE ブートが
使用されている。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの hpio.propertiesファイ

ル内で hp.intelligent.provisioning.bootプロパティが falseに設定されてい

ます。

操作 Hp.intelligent.provisioning.bootプロパティを trueに設定します。

また、Systems Insight Manager\libディレクトリにある SAplugin.jarが

SAAL-53351-setup.exe以降であることを確認します。

詳細は、CMS の Systems Insight Manager\bin\sa\にある readme.txtファイル

を参照してください。
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PXE を使用した、HP Intelligent Provisioning が有効な HP ProLiant Gen8 以降の
サーバーのブート

問題 HP Intelligent Provisioning が有効になっている HP ProLiant Gen8 以降のサーバーが PXE
を使用して展開されている。

HP Intelligent Provisioning は、hpio.propertiesファイルで

enable.hp.intelligent.provisioningプロパティが trueに設定されて有効にな

っている。

考えられる原因  iLOare のアクセス認証情報が設定されていません。

アクション iLO の

ユーザー管理

ページを使用して、ユーザー名とパスワードを持つローカルユーザーを追加します。

HP Server Automation オペレーティングシステムの展開中にサービスの作成が失
敗する

問題 HPE Server Automation（SA）によるオペレーティングシステムの展開が、以下の診断に
より失敗します。

Failed while deploying operating system for service <server name>.
原因：論理サーバーのジョブ（ID = <サーバー ID）は、障害ステータスで完了しました。
Failure: The requested operation is not allowed in the current 
life cycle state of the server according to the deployment 
server. One possible reason is that a node with the same MAC 
address or UUID exists on the deployment server.

考えられる原因 HPE Server Automation（SA）のバージョンが HP Intelligent Provisioning をサポートして
いません。

操作 HP Intelligent Provisioning をサポートする HPE Server Automation（SA）のバージョンに
アップグレードするか、hpio.propertiesファイルの

hp.intelligent.provisioning.bootプロパティを falseに設定して HP
Intelligent Provisioning の使用を無効にします。
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Gen9 サーバーに対する HPE Virtual Connect Enterprise Manager のサーバープ
ロファイルの割り当てが失敗する

問題 HPE VCEM（HPE Virtual Connect Enterprise Manager）プロファイルを Gen9 サーバー
に割り当てようとすると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサー
ビスのプロビジョニングが失敗する。HPE VCEM のログには次のメッセージが示され
る。 

Error during Assign server profile <プロファイル> in domain <ドメイン
>. 
Details: VCEM received an unexpected error from the VC Manager.

考えられる原因 EV ストアがサーバー再起動中に不整合になるため、HPE VCEM プロファイルの正常な割
り当てができなくなります。

操作  この問題が発生した場合は、物理的にサーバーをリセットするか、Onboard Administrator
を使用してサーバーをリセットし、プロファイルを再適用します。問題を解決できない場
合は、サーバーの BIOS 設定をクリアします。

この問題を回避するには、Virtual Server Environment/conf/lsa.properties
ファイルの GRACEFUL_POWEROFFプロパティの値を falseから trueに変更します。

HP Server Automation を使用してインストールするように作成される RHEL 7.X
VM には、少なくとも 1.5 GB の RAM が必要

問題 1.5 GB RAM 未満で作成された VM に HPE Server Automation（SA）を使用して RHEL 7.x
をインストールしようとすると、SA OS ビルドプランがターゲットで SA エージェントを
抽出しようとするときにエラーが発生する。

考えられる原因 RHEL 7.x は、1.5 GB 未満の RAM を使用して作成された VM にはインストールできませ
ん。

操作 HPE Server Automation（SA）を使用して OS をインストールする前に、RHEL 7.x をイ
ンストールするターゲットに少なくとも 1.5 GB の RAM があることを確認します。

メモリエラーのために VM が HP Insight Control サーバープロビジョニングの使用
に失敗する

問題 Insight Control サーバープロビジョニングを使用して HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションで VM をプロビジョニングするときに、リクエストが失敗する。

考えられる原因 プロビジョニングの実行に十分な RAM が VM にありません。

アクション Insight Control サーバープロビジョニングには、VM と物理サーバーに少なくとも 2 GB の
RAM が必要です。

非アクティブ化、アクティブ化、電源オフ、または電源オンの操
作
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管理者が一時停止中のブートディスク展開を取り消すと、メッセージが表示される

問題 停止中のブートディスク割り当て操作を取り消すと、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションのリクエストページに 2 つのメッセージが表示されることがある。

• 初のメッセージは、以下の例のようにブートディスク展開が管理者によって取り消
されたことを示します。

3Tier_infra_1 のリクエストは、Ann によりキャンセルされました。

• 2 番目のメッセージには、たとえば以下のような、取り消しの際に管理者が入力したメ
モが含まれます。

これをすぐには実行できません。スケジュールを再設定するので、555-1234までお

電話ください。Ron メモが管理者によって入力されたものでない場合は、このメッセ

ージが省略されます。

考えられる原因 —

操作 なし。情報のみ。

SPP をインストールしていない場合、割り当てられているストレージが表示されな
いことがあります

問題 SPP をインストールしていない場合、割り当てられているストレージが表示されないこと
がある。

考えられる原因 —

アクション OS を展開するときに、割り当てられたストレージを表示できるようにするために SPP が
インストールされていることを確認します。詳しくは、次の Web サイトにある SPP のホ
ームページを参照してください。

http://www.hpe.com/servers/psp

この製品のドキュメントについては、次の Web サイトにある SPP ドキュメントのページ
を参照してください。

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/
index.aspx?cat=smartupdate&subcat=hp_spp#.V-mJJyErKWh

コンソール操作

338  管理者が一時停止中のブートディスク展開を取り消すと、メッセージが表示される

http://www.hpe.com/servers/psp
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=smartupdate&subcat=hp_spp#.V-mJJyErKWh
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=smartupdate&subcat=hp_spp#.V-mJJyErKWh


ログイン失敗のために HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションツ
ールが表示されない

障害問題 Systems Insight Manager で HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソー
ルに次のメッセージが表示される。

HPE Matrixインフラストラクチャオーケストレーションツールを表示できません。問

題：Systems Insight Managerから HPE Matrix HPEインフラストラクチャオーケ

ストレーションサービスにログインできませんでした。

考えられる原因 ログインしている Windows ユーザーは、HPIO_Administrators グループに所属していませ
ん。Administrators グループのメンバーは、自動的に HPIO_Administrators グループのメ
ンバーになるわけではありません。

アクション ユーザーを HPIO_Administrators グループに追加します。たとえば、Windows 2008 の場
合は以下の手順に従ってください。

1. スタート > 管理ツール > コンピューターの管理の順に選択します。

2. システムツール > ローカルユーザーとグループを展開します。

3. グループをクリックします。

4. HPIO_Administrators を右クリックして、グループに追加を選択します。

5. 追加...をクリックします。

6. 選択するオブジェクト名を入力してください（例）フィールドで、<追加したいユーザ
ー名>を入力します。

7. OK をクリックします。

8. OK をクリックします。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションツールが表示されず、ユー
ザーが認証されないというメッセージが表示される

問題 Systems Insight Manager で HPE Matrix OE HPE インフラストラクチャオーケストレー

ションコンソールに次のメッセージが表示される。HPE Matrixインフラストラクチャ

オーケストレーションツールを表示できませんまた、次のようなエラーダイアログが表示

される。ユーザーが認証されません

考えられる原因 HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソール（テンプレートタブの新規ま
たは編集ボタンを使用）から HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer
を起動した後の Designer からのサインアウト。

操作 HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、サインアウトをクリック
するのではなく、ブラウザーを閉じる（右上の閉じる（X）ボタンを使用する）か、ブラ
ウザーのタブを閉じます（HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer タ
ブの右端の閉じる（X）ボタンを使用する）。
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サービスとの通信失敗のために HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションツールが表示されない

問題 Systems Insight Manager の HPE インフラストラクチャオーケストレーションにログイ
ンするとエラーページが表示される。

エラーページのメッセージは次のとおり。

HPE Matrixインフラストラクチャオーケストレーションツールを表示できません。

<service-name>で実行中の HPEインフラストラクチャオーケストレーションサービス

と通信できません。

考えられる原因 HPE インフラストラクチャオーケストレーションサービスが CMS で実行されていませ
ん。

操作 CMS のサービスウィンドウで、HPE Matrix HPE インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンサービスが実行されていることを確認します。

1. たとえば Windows 2008 の場合、スタート > 管理ツール > サービスを選択します。

2. HPE インフラストラクチャオーケストレーションのステータスが開始になっているこ
とを確認します。

サーバープールをリストするときに HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションツールが表示されない

問題 Systems Insight Manager では、サーバープールがリストされたまま操作されず 1 分のタ
イムアウト超えた場合、

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションツールを表示できません

という HPE インフラストラクチャオーケストレーションのエラーページが表示される。

考えられる原因 • 物理サーバーまたは仮想マシンハイパーバイザーが応答していない。

• HPE Matrix HPE インフラストラクチャオーケストレーションサービスが停止してい
る。

• ネットワークで遅延が発生しているかネットワークが接続されていない。

アクション • 物理サーバーと VM ホストが使用可能であることを確認します。

• HPE Matrix HPE インフラストラクチャオーケストレーションサービスが開始されて
いることを確認します。

• ネットワークが正しく設定されていることを確認します。

• ページ

サーバー

を更新します。
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HPIO_Administrators グループに追加したユーザーが、HPE インフラストラクチャ
オーケストレーションコンソールにログインできない

問題 HPIO_Administrators グループに追加したユーザーが、HPE インフラストラクチャオーケ
ストレーションコンソールにログインできない。

考えられる原因 Systems Insight Manager で、HPIO_Administrators グループが HPE インフラストラクチ
ャオーケストレーションツールボックスに関連付けられていません。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール後、
HPIO_Administrators グループが Systems Insight Manager の HPE インフラストラクチ
ャオーケストレーションツールボックスに関連付けられている必要があります。
Systems Insight Manager でこの関連付けが正しく行われていることを確認してくださ
い。詳しくは、Windows での HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
ユーザーの設定（24 ページ）を参照してください。

サービスの詳細ページにオペレーティングシステム情報が表示されない

問題
サービスの詳細

ページにオペレーティングシステム情報が表示されない

考えられる原因 サーバーまたはサービスの状態が「UNKNOWN」の場合、そのサーバーまたはサービスで
問題が発生します。

操作 オペレーティングシステムが展開されていないと、サービスの詳細ページにオペレーティ
ングシステム情報が表示されません。この状況では、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションはデータベースを消去できますが、パートナードメインからサービス
またはサーバーを削除しないことがあります。この問題が発生する場合は、システム管理
者がアクセス不可能なサーバーを消去する必要があります。物理サーバーの場合は、手動
クリーンアッププロセス（物理）（376 ページ）を参照してください。

仮想サーバーの場合は、トラブルシューティングの問題の削除リクエストが失敗する（331
ページ）を参照してください。
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ネットワークタブがネットワーク情報を取得しない

問題 ネットワークタブがネットワーク情報を一切取得しない、または IO 割り当ての失敗とプ
ロビジョニングの失敗が発生する。

考えられる原因 • HPE OneView for VMware vCenter Server モジュールの認証情報が設定されていない
か、Insight Control 仮想マシン管理の更新中に失われました。

• HPE OneView for VMware vCenter Server モジュールがアクセス不可能です。

操作 • HPE SIM で HPE OneView for VMware vCenter Server モジュールの認証情報を入力
します。

1. オプション > VME オプション > VME 設定の参照に移動し、vCenter のステータス
を確認します。

2. このページで手順を実行します。または以下の手順を実行します。

a. オプション > セキュリティ > 認証 > システム認証を選択します。

b. システム認証情報を編集します。

c. アドバンスドプロトコル認証を表示 > VME タブをクリックします。

d. 認証情報を入力して、OK をクリックします。

• 設定した HPE OneView for VMware vCenter Server モジュールがアクセス可能である
ことを確認します。

予約プロセスが完了すると、リクエストの詳細に、割り当て済みと表示される

問題 予約プロセスが完了すると、リクエストの詳細に、割当て済みと表示される

考えられる原因 リソースが予約されています。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プロビジョニングリクエスト

に対してリソースを予約すると、割当て済みメッセージを表示します。スケジュール設定
されたプロビジョニング操作についてこのメッセージが表示される場合、そのリソースは
将来のリース期間に向けて予約されていますが割り当てはされていません。

インストール後またはユーザーを別の HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーショングループに割り当てた後、そのユーザーが HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションにログインできない

問題 インストール後またはユーザーを別の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ショングループに割り当てた後、そのユーザーが HPE Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションにログインできない。

考えられる原因 CMS が再起動を必要としています。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール後または HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーグループ間で（たとえば、
HPIO_Administrators グループから HPIO_Users グループに）ユーザーを移動した後、そ
のユーザーが Systems Insight Manager の HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションコンソールや HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self
Service Portal にログインできないことがあります。この問題を解決するには、CMS を再
起動します。
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リース期間の延長が、具体的な理由やエラーメッセージを表示することなく失敗す
る

問題 リース期間を延長するとき、具体的な理由やエラーメッセージが表示されることなく操作
が失敗する

考えられる原因 リソースが不足しています。含まれるリソースで静的 IP アドレスが不足している場合や
仮想マシンホストの容量が不十分な場合、そのリソースにとって実際に使用できる期間よ
り長くインフラストラクチャのリース期間を延長しようとすると、次のエラーメッセージ
が HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって表示されます。

通知されたリース期間は他のインフラストラクチャサービスのリース期間と矛盾するの
で更新できません。

アクション 次のリソースが十分あり利用できることを確認してください。

• 静的 IP アドレス

• 仮想マシンのメモリリソース

• ディスクリソース

VCDG の下にあるサーバーに対する操作で、リクエストされた操作が完了しない

問題 VCDG の下にあるサーバーに対する操作で、リクエストされた操作が完了しない

考えられる原因 サーバーが HPE Virtual Connect Enterprise Manager によって管理されていません。HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがそのリソースに対して操作を正し
く行うには、HPE Virtual Connect ドメイングループのステータスが「Virtual Connect
Enterprise Manager による管理」と表示されている必要があります。

操作 HPE Virtual Connect Enterprise Manager で管理される Virtual Connect ドメインに対して
メンテナンス操作を実行する際に、VCDG のメンテナンス中に利用できない物理サーバー
を HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが使用しないようにするに
は、以下の手順を実行します。

1. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールにアクセスして、
サービスタブを選択します。

2. VCDG 内の物理サーバーをメンテナンスプールに移動します。

3. HPE Virtual Connect Enterprise Manager にアクセスして、必要な手順を実行し、目的
の操作を完了します。

4. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで、物理サーバーをメンテナ
ンスプールから該当するサーバープールに戻し、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションで使用できるようにします。
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サーバータブに一部の仮想リソースが表示されない

問題 サーバータブに一部の仮想リソースが表示されない。

考えられる原因 更新ボタンをクリックしてから 5 分経過しても、サーバータブに仮想ホストが表示されま
せん （getVMHostServerPools呼び出しからの TimeoutExceptionが、CMS の

hpio-controller.logファイル内のスタックトレースにあります。） 原因としては、

仮想マシン管理が一部の VM ホストとの通信に予想外に時間がかかる環境の問題、または
仮想マシン管理がすべての VM ホストからの情報検索に時間がかかる大規模セットアッ
プなどが考えられます。時間内に応答する VM ホストは、その結果をサーバータブに戻し
ます。

hpio-controller.logファイルで、「割り当てられた時間内に、VM ホストのすべてに

ついてはデータを取得できません。一部のホストからのデータは返されません。」および
「割り当てられた時間内にホスト<ホスト名>の VM ホストデータを取得できません。」とい
う形式の警告メッセージがないか確認します。

操作 環境の問題を修正するか、次のタイムアウトプロパティの設定値を増やしてください。（特
に上記のアクション 3 および 4 で）ブレードがプロビジョニング用に再び使用可能になる
と予想されない場合は、使用不能サーバー用に特別に作成された別のサーバープールにこ
のブレードを移動できます。

1. ..\Program Files\HP\Matrix HPE Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.propertiesファイルを編集します。

2. timeout.get.serverpoolsをこれまでよりも長い間隔に設定します （たとえば、

20 分間隔にするには、timeout.get.serverpools=20と設定します）。

3. timeout.get.vmhostをこれまでよりも長い間隔に設定します。ただし、

timeout.get.serverpoolsよりは短くしてください timeout.get.vmhostのデ

フォルト値は 10 です。（この値を変更した場合、HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションのアップグレード後、値はデフォルトにリセットされます。）

timeout.get.vmhostの値は、必ず、timeout.get.serverpoolsの値よりも小さく

してください。

大規模環境で Hyper-V VM ホストが IO サーバープールから消えることがある

問題 大規模環境で Hyper-V VM ホストが IO サーバープールから消えることがある。

考えられる原因 Windows サーバーの WMI データと Hyper-V VM ホストの間で時々起きる通信の問題に
より、IO のサーバータブで VM ホストがサーバーリソースプールから消えることがあり
ます。

アクション WMI Mapper プロパティを更新します。

1. <vmm-install>\bin\hpvmm.confで HyperVQueryTimeoutプロパティの値を

HyperVQueryTimeout=300000に変更します。

2. HPE Insight Control 仮想マシン管理サービスを再開します。

3. Systems Insight Manager で Hyper-V VM ホストを再検出します。 
4. VM ホストのデバイスサブタイプを確認します。サブタイプが Microsoft Hyper-V

Virtual Host と表示されていない場合は、WMI Mapper サービスを再起動し、VM ホス
トを再検出します。
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使用中でないサーバーブレードが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションのサーバープールに表示されるが、それらはプロビジョニング用に割り当
てられていない

問題 使用中でないサーバーブレードが HPE IO サーバープールに表示されるが、HPE IO はそ
のブレードをプロビジョニング用に割り当てない。

考えられる原因 サーバーブレードが、プロビジョニングの有効なターゲットではありません。

アクション sbapi GetServerPoolsコマンドを実行し、ブレード用の isValidTargetの値をチ

ェックします。

• IsValidTarget=trueの場合は、サーバーの表示を更新して再試行してください。

• IsValidTarget=falseの場合、ブレードはプロビジョニング用に使用できません。

考えられる原因：

1. ブレードハードウェアの問題です。

2. ブレードエンクロージャーがメンテナンスモード中（HPE VCEM で確認）

3. ブレードがエンクロージャーにない（OA で確認）

4. VC ドメイングループが削除されている（HPE VCEM で確認）

ブレードがプロビジョニング用に再び使用可能になると予想されない場合は、使用不能サ
ーバー用に特別に作成された別のサーバープールにこのブレードを移動できます（IO に
は内蔵メンテナンスプールがあります）。

サーバーをメンテナンスプールに移動すると、サーバーが常に非アクティブ化され
る

問題 サーバーをメンテナンスプールに移動すると、サーバーが常に非アクティブ化される

考えられる原因 サーバーをメンテナンスプールに移動すると、リソースが非アクティブ化されます。今後
使用するためにサーバーを予約しているサービスが取り消されることを示す警告が表示
され、リソースを使用している現在の論理サーバーが非アクティブ化されます。

アクション サーバーをメンテナンスプールに移動する際、サーバーがメンテナンスに移動された理由
を示すメモをサーバーに添付します。

サーバーの使用停止操作を行っても、仮想マシンホストに割り当てたメモリリソー
スが利用できるようにならない

問題 サーバーの使用停止操作を行っても、仮想マシンホストに割り当てたメモリリソースを利
用できるようにならない

考えられる原因 仮想インフラストラクチャまたは個々のサーバーが使用停止されても、HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションは、以前に論理サーバーに割り当てられていたメモ
リを他の仮想マシンに割り当てできるメモリとして認識しません。

操作 —

使用中でないサーバーブレードが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバープール
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リクエストの詳細でステップが失敗となる

問題 リクエストの詳細ページのステップが「失敗した」と表示される

考えられる原因 リクエストを実行すると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがリク
エストの詳細ページに 1 つまたは複数のステップの失敗をレポートすることがあります。
このエラーが発生したあと、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、
タスクを再試行するかまたはリソースを割り当て直すことで、回復を試みます。HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、回復のための割り当てプロセス
で、 初のリクエストで選択されたサーバープールを使用します。あるステップが何度も
失敗する場合は、リクエスト全体が失敗しています。

操作 ..\Program Files\HP\Matrix HPE Matrix infrastructure orchestration
\conf\hpio.propertiesファイルで、再試行の回数を設定します。

取り消した後でも、リクエストの処理が続く

問題 取り消した後でも、リクエストの処理が続く

考えられる原因 現在のタスクが進行中です。

操作 リクエストが取り消された場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
は、管理対象環境内の進行中のタスクを完了させなければなりません。新しいタスクが開
始されることはありませんが、リクエストを取り消すには、事前に、進行中のタスクをす
べて完了させる必要があります。

一部の Microsoft SCVMM テンプレートがソフトウェアタブに表示されない

問題 一部の SCVMM テンプレートがソフトウェアタブに表示されない。

原因 —

操作 1. SCVMM サーバーで、仮想マシン管理の powershell コマンドプロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。

get vmmserver –ComputerName localhost
get-template | select -Property Name
get-template | select -Property Name, VirtualizationPlatform

VirtualizationPlatform を「Hyper-V」として返すテンプレートが、HPE Matrix インフラス
トラクチャオーケストレーションのソフトウェアタブにリストされるようになります。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのアンインストール中に、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバープールツリー
が Systems Insight Manager から削除されなかった

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのアンインストールプロセス中
に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバープールツリーが
Systems Insight Manager から削除されなかった。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのアンインストール中に、
Systems Insight Manager を使用できませんでした。

操作 • HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを停止します。

• HPE SIM 収集を手動で削除します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを開始します。

実行中の VM でのメモリまたはプロセッサー設定の編集後、VM の再設定に失敗する

問題 実行中の VM で

仮想サーバーの編集

操作を使用してメモリまたはプロセッサー設定が変更された後、VM が再設定に失敗する。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで実行中の VM を編集してメモ
リまたはプロセッサー設定を変更するには、OS のサポートが必要です。VM に OS がイ
ンストールされていない場合、または OS がオンラインで変更をサポートしていない場合
は、メモリまたはプロセッサー編集操作を実行する前に VM の電源を切る必要がありま
す。以下のメッセージが表示されます。

• メモリ設定の編集時：

Failed to reconfigure VM! You cannot hot plug memory to this
virtual machine via direct connection to its ESX host.

• プロセッサー設定の編集時：

Failed to reconfigure VM! CPU hot plug not supported for this
virtual machine.

詳しくは、仮想サーバーの編集操作（174 ページ）を参照してください。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを停止して VM を停止
してから、

仮想サーバーの編集

操作を繰り返します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのアンインストール中に、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションのサーバープールツリーが Systems Insight Manager から削除されなかった
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Virtual Center ではゲスト OS で HotAddMemoryプロパティや HotPlugCPUプロ

パティを有効にすることができない

問題 Virtual Center GUI で、ユーザーが HotAddMemoryプロパティや HotPlugCPUプロパテ

ィを有効にすることができない。

考えられる原因 Virtual Center GUI では、ユーザーは、電源オンの状態にある ESXi VM に対して、
HotAddMemoryプロパティや HotPlugCPUプロパティを有効にすることはできません。

ただし、HPE Insight Control 仮想マシン管理では、VM の電源状態に関係なく、
HotAddMemoryプロパティまたは HotPlugCPUプロパティを有効または無効にできま

す。

HotAddMemoryプロパティや HotPlugCPUプロパティと互換性がないゲスト OS の一

覧は、Hewlett Packard Enterprise Information Library から入手可能な HPE Insight
Management サポートマトリックスを参照してください。

操作 なし。情報のみ。

OS がインストールされていない ESXi VM に CPU を追加した場合のエラー
（HotPlugCPUプロパティ）

問題 vCenter と同様に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、まだ OS
がインストールされていない VM に CPU を追加することはできない。

考えられる原因 –––

アクション まず

HotPlugCPU
プロパティ機能の使用をサポートするオペレーティングシステムを含む VM をプロビジ
ョニングする必要があります。

RedHat 6.4 がインストールされている ESX VM に CPU を追加した場合のエラー
（HotPlugCPUプロパティ）

問題 ESX 5.1 ホストから Redhat 6.4 を実行している ESX VM の CPU を増やすと、次のエラー
メッセージが表示される。

CPU hot plug is not supported for this virtual machine.

考えられる原因 HPE Insight Control 仮想マシン管理と VMware によって、ユーザーは ESX VM に対して
HotPlugCPUプロパティを有効にできますが、Enable CPU hot add only for this virtual
machine は vSphere で使用できません。VMware と vSphere は仮想マシン管理設定を認
識しません。

ESX 5.5 ホスト上で VM を実行している場合、この問題は発生しません。

アクション なし。情報のみ。
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フローティング IP アドレスの追加操作が HPE CloudSystem Matrix 8.0 および 8.1
サーバーで失敗する

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによるフローティング IP アドレ
スの追加操作が、CloudSystem Matrix 8.0 または 8.1 のリソースプールにプロビジョニン
グされたサーバー上で実行されたときに、IP アドレスの割り当て障害を示すエラーで失敗
する。

考えられる原因 HPE Matrix OE によって開始されるフローティング IP アドレスの作成は CloudSystem
Matrix 8.0 または 8.1 のリソースプールではサポートされません。

アクション CloudSystem Matrix コンソールまたは CLI を使用してフローティング IP アドレスを割り
当てます。

トランクネットワーク編集操作で警告メッセージが生成される

問題 トランクネットワークを編集するとき、すでに論理サーバーグループに直接接続されてい
るトランクのネットワークを選択する場合は、トランクネットワークの編集ダイアログボ
ックスに次のメッセージが表示される。

警告：次のネットワークはすでに同じ論理サーバーグループに接続されています：<ネッ
トワーク名>

考えられる原因 このサービスには、同じネットワークに複数回接続されている、論理サーバーグループが
1 つ以上あります。ネットワークポートの割り当てに関する問題がある場合、この設定の
作成は失敗する可能性があります。ネットワーク設定を調整するための以降のサービス
操作がブロックされる場合があります。

アクション テンプレートのトランクネットワークの設定を確認してください。

VM テンプレートでの Hyper-V Generation 2 VM の展開で、ブートディスクの編集
が失敗する

問題 VM テンプレートでの Hyper-V Generation 2 VM の展開でブートディスクの編集が失敗
し、次のエラーメッセージが表示される。

ID <resource_binding_id>に関連付いている論理ディスク<disk name>リソース

は無効です。ディスクは別のデータストアロケーションに移動された可能性があります。
ioexec sync logicalserverコマンドを実行するために管理者に連絡してください。

その後、操作を再度実行してください。

考えられる原因 HPE Matrix OE ビジュアル化では、ブートディスクコントローラーが ide0:0と想定され

ているため、ビジュアル化はブートディスクを識別していません。Generation 2 VM の場
合、ブートディスクコントローラーは scsi0:0です。

アクション VM をオフにした Hyper-V ホストで直接ブートディスクを編集します。

Self Service Portal 操作
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Linux サーバーで 近追加したデータディスクがリストされない

問題 使用している Linux サーバーで 近追加したデータディスクがリストされない

考えられる原因 サーバーが再起動されていません。

アクション 既存のサービスに新しいデータディスクを追加する際、サーバーが物理 Linux サーバーで
ある場合やデータディスクが手動で追加されている場合（マルチイニシエーター NPIV が
使用されていない場合など）は、ディスクを使用可能にするために Linux サーバーを再起
動する必要があります。

ネットワークの WINS 設定でホスト名を入力すると、Windows のカスタマイズに失
敗する

問題 ネットワークの WINS 設定でホスト名を入力すると、Windows のカスタマイズに失敗す
る

考えられる原因 —

アクション IP アドレスを入力するか、ネットワーク WINS 設定を空白のままにします。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの未割当プールにリソー
スが表示されない

問題 リソースを追加したが、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの未割当
プールに表示されない。

考えられる原因 リソースが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの未割当プールに追
加されるのは、リソースが使用可能であること、ライセンスが適用されていること、正し
く設定されていることを HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが認識
した場合です。

操作 VM ホストを表示するには以下の手順を実行します。

1. Insight Control 仮想マシン管理で、VM ホストを登録します。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサーバータブ
で、（サーバーリソースをリフレッシュするにはクリックしてくださいの左側にある）
回転している緑色の矢印アイコンをクリックします。

物理サーバーを表示するには以下の手順を実行します。

1. Matrix OE ビジュアル化メニューで、ツール > 論理サーバー > 更新を選択するか、論
理サーバー管理で自動検出されるまで 60 分間（デフォルト。他の値に設定可能）待ち
ます。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサーバータブ
で、（サーバーリソースをリフレッシュするにはクリックしてくださいの左側にある）
回転している緑色の矢印アイコンをクリックします。
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サーバーがサーバープールから消失する

問題 サーバーがサーバープールから消失する。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインベントリプロバイダー（論
理サーバー管理または仮想マシン管理）のいずれかで通信の問題が発生しているか、また
はプロバイダーサービスが停止しています。

操作 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、管理対象環境でサーバー（ブ
レードまたは仮想マシンホスト）を定期的に取得して、HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションのサーバープールにリストされているリソースを更新します。デフ
ォルトのポーリング間隔は、60 分です。2 回のポーリング間隔を過ぎてもリソースがイン
ベントリに表示されない場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは
リソースをサーバープールから削除します。リソースは管理対象の環境から削除されてい
ると考えられるため、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバー
プールからも削除されるべきと判断されます。

通信を回復するかまたはプロバイダーサービスを再開します。次に Systems Insight
Manager を使用してツール > 論理サーバー > 更新を選択し、HPE Matrix OE を更新してく
ださい。Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)と Insight Control 仮想マシン管理
(VMM)のうち該当する項目を選んでください。

代替策として、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration
\conf\hpio.propertiesの server.keep.alive.roundsプロパティの値を変更し

て、ポーリング間隔の回数を変えサーバーの削除開始を遅らせることもできます。

公開されているテンプレートで、作成リクエストが失敗する

問題 公開されているテンプレートで、作成リクエストが失敗する

考えられる原因 リソースが使用できません。公開されたテンプレートは、HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーション Designer で検証されます。しかし、公開の後、リソースがシス
テム（ソフトウェア、ネットワーク）から削除されると、テンプレートはリソースがない
ために無効となる場合があります。この場合、テンプレートは再度検証され、HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーション Designer で保存されるまで、HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションによって検出されません。

アクション 環境設定を変更した後、影響のあるテンプレートをすべて再検証します。

Designer 操作
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一定時間操作を行わなかった後、テンプレートの保存を試みるまで、テンプレート
は編集可能であるように見える

問題 一定時間操作を行わなかったが、テンプレートは編集できるようだった。ただし、編集後
テンプレートを保存することはできない

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer のセッションサービス
の期限が切れています。

アクション HPE Matrix OE HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer はユ
ーザーをログアウトさせますが、変更を保持します。テンプレートを保存するには、ログ
インして、変更内容を復元しテンプレートを保存してください。

サーバーグループに接続されたネットワークのうち先頭のネットワーク以外には、
仮想 IP アドレスを割り当てることができない

問題 サーバーグループに接続されたネットワークのうち先頭のネットワーク以外には、仮想 IP
アドレスを割り当てることができない

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer では、サーバーグルー
プの仮想 IP アドレスを定義できます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションでは、サーバーグループに複数のネットワークが接続されている場合、仮想 IP ア
ドレスを割り当てることができるのは、そのサーバーグループ用のリストの先頭に表示さ
れるネットワークに対してだけです。ネットワークは、英数字の順序でリストされます。

アクション • 使用する予定のネットワーク名を aで開始することで、強制的にリストの先頭になる

ようにします。または、

• テンプレートの XML ファイルをエクスポートして編集し、仮想 IP アドレスに割り当
てるネットワークを変更します。

論理ネットワークの予約が失敗する

問題 論理ネットワーク<ネットワーク名>の予約が失敗した。ネットワーク向けに設定されて
いる静的 IP アドレス範囲に、IP アドレス「xx.xx.xx.xxx」が含まれる必要がある

考えられる原因 テンプレートで定義される静的 IP アドレスは、選択したネットワークの静的 IP アドレス
の範囲内である必要があります。

アクション 静的 IP アドレスが選択したネットワークの静的 IP アドレスの範囲内となるようにテン
プレートを変更するか、選択したネットワークの静的 IP アドレスの範囲をテンプレート
の静的 IP アドレスを含むように変更します。
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Designer のコスト単位フィールドで特殊文字が検証されない

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer のコスト単位フィール
ドで特殊文字が検証されない。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer は、コスト単位テキス
トフィールドの検証は行いません。

操作 想定していない文字が表示されないようにするには、テンプレート設定の際にコスト単位
フィールドに特殊文字を入力しないでください。

ユーザーおよび設計者に対し、テンプレートへのアクセスが制限される

問題 ユーザーおよび設計者に対し、テンプレートへのアクセスが制限される

考えられる原因 管理者以外（設計者およびユーザー）によるテンプレートの表示および使用に関しては、
管理者によって、アクセスが割り当てられているテンプレートの表示および使用に限定さ
れるよう設定されている場合があります。制限の内容は、通常、以下のとおりです。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal の管理者
は、自身のテンプレートのみを表示および使用できる。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer および HPE Matrix
インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal の設計者は、自身のテ
ンプレートのみを表示および使用できる。

• ユーザーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Self Service
Portal で、アクセス権のある、または割り当てられている公開済みテンプレートを表示
および使用できる。

操作 この問題を解決するには、管理者にお問い合わせください。..\Program Files\HP
\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesで、管

理者は、CMS のテンプレートを制限する（template.access.restricted=true）、
または CMS のテンプレートを公開する（template.access.restricted=false）を

選択できます。制限されている場合は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションコンソールで、テンプレートをクリックし、続いてユーザー修正をクリックしてテ
ンプレートに各ユーザーを割り当てるか割り当て解除します。

Designer を初期化中に致命的なエラーが発生する

問題 Designer のエラーダイアログメッセージ：

Designerを初期化中に致命的なエラーが発生しました。

HPE Matrix HPE Matrixインフラストラクチャオーケストレーションサービスが実

行中であることを確認して再試行してください。

考えられる原因 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer を HPE Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションコンソールから起動する（テンプレートタブの編集
ボタンを使用する）と発生します。

アクション ブラウザーを使って https://<cms>:51443/hpio/designer を指定して HPE Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーション Designer を起動し、目的のテンプレートを開きます。
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テンプレート XML の手動編集の間違いのいくつかが、HPE Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーション Designer へのインポート時に検出されない

問題 XML 手動編集エラーが発生するテンプレートがある。たとえば、重複する論理サーバーグ
ループのブート順序が、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
Designer で XML からテンプレートをインポートする際に適用されない。

原因 テンプレートが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer から
XML にエクスポートされ、XML が重複した<Ordinal />値で手動編集され、 後に XML が
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer に再度インポートされ
たことが原因です。

操作 XML テンプレートを HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer
以外で編集しないでください。XML テンプレートを HPE Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーション Designer 以外で編集することはサポートされず、ドキュメントで
の説明もありません。XML スキーマは公開されているインターフェイス仕様の一部では
ありません。当社は XML スキーマを通知することなく変更する場合があります。XML
テンプレートを変更するユーザー、または XML テンプレートを独自に作成するユーザー
は、自身の責任においてそれを行ってください。無効なテンプレートを使用すると、プロ
ビジョニングが失敗する場合があります。当社は、サポートを提供する前に、IO が生成し
た未変更のテンプレートを使用して問題を再現するように、ユーザーに依頼する場合があ
ります。

IO の新しいリリースで作成されたテンプレート XML ファイルを旧リリースにイン
ポートする

問題 IO の新しいリリースで作成されたテンプレート XML ファイルを、旧リリースの IO にイ
ンポートすると、次のようなエラーが表示される。

「テンプレートが無効です。IOサーバーによって準備がされていません。詳細タブには、

テンプレート XMLのどの部分が無効であるのかについて詳細な情報が提供されます。」

原因 サービステンプレートを作成してエクスポートした後、同じまたは新しいバージョンの IO
にサービステンプレートをインポートできます。 たとえば、7.5 で作成とエクスポートを
行い、7.6 にインポートします。

サービステンプレートを作成し、古いバージョンの IO にインポートすることはできませ
ん。 たとえば、7.6 で作成し、7.5 にインポートすることはできません。

操作 ターゲットにしている も古い IO バージョンでテンプレートを作成および公開してくだ
さい。
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共有ディスクが含まれている VM テンプレートのリンククローンのプロビジョニン
グが失敗する

問題 共有ディクスが含まれている VM テンプレートのリンククローンのプロビジョニングが
失敗する。

考えられる原因 ESX サーバーのプロビジョニング中に、次のようなエラーが表示されます。

Error taking a snapshot on virtual Logical Server nnnnn . Virtual
machine is configured to use a device that prevents the snapshot
operation: Device is a SCSI controller engaged in bus-sharing.
IO テンプレートから作成される VM テンプレートは、リンククローンサーバーを指定し、
埋め込まれた共有ディスクとしてソフトウェアを展開します。この組み合わせはサポー
トされません。

アクション 次のいずれかを実行します。

1. IO Designer でテンプレートを編集して、リンクされたサーバーとして展開を選択解除
します。

2. 他のソフトウェアを選択して、埋め込み共有ディスクなしで展開し、Create Service 操
作を再試行します。

テンプレートベースの VM のカスタマイズがブロックされる

問題 テンプレートでオペレーティングシステムネットワークデータのカスタマイズオプショ
ンを選択して ESX VM サーバーグループにネットワークインターフェイスを追加する場
合、リクエストは正常に完了するが、ネットワークカスタマイズが実行されない。

考えられる原因 テンプレートで選択されている sysprep ファイルで、AutoLogonおよび

AdminPasswordプロパティが設定されていません。

アクション sysprep ファイルで、AutoLogonプロパティの値を Yesに変更し、AdminPasswordプ

ロパティの値をオペレーティングシステム管理者アカウントのパスワードに一致するよ
うに変更します。両方の行をコメント解除します。

論理サーバーにプロビジョニングされるネットワークの数が原因でプロビジョニン
グが失敗する

症状

論理サーバーグループにサポートされているよりも多くのネットワークを持つサービステンプレートを使用
すると、プロビジョニングに失敗します。

原因

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer では、論理サーバーグループに接続できる
ネットワークの数に制限はありません。実際には、次の制限が適用されます。

• Hyper-V 論理サーバー：8 つのネットワーク

• ESXi 論理サーバー：10 個のネットワーク

• Integrity VM 論理サーバー：64 個のネットワーク

• HPE Virtual Connect を使用した物理論理サーバー：128 個のネットワーク

• HPE Virtual Connect（静的）以外のサーバー：4 つのネットワーク

修正方法：
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上記の 大値に基づいて、論理サーバーグループへのネットワーク接続の数を制限します。追加のネットワー
クは、サービスのプロビジョニング後、ただし（ハイパーバイザーと HPE Virtual Connect の制限内で）サポ
ートされている 大数よりも少ない接続数で論理サーバーグループが作成された場合にのみ追加できます。

ストレージ管理

その他の問題

電子メールおよび通知

インフラストラクチャオーケストレーションの電子メールメッセージ（承認、通知など）が送信さ
れない

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの電子メールメッセージ（承認、
通知など）が送信されない。

考えられる原因 • SMTP の設定パラメーターが誤っています。

• SMTP の認証情報が正しくありません。

• SMTP サーバーが応答していません。

• CMS が SMTP サーバーと通信できません。

アクション • SMTP の設定パラメーターと認証情報が正しいことを確認します。

• CMS と SMTP サーバーの接続をチェックします。

• SMTP サーバーが正しく動作していることを確認するための調査を行います。

インフラストラクチャオーケストレーションの通知電子メールに、Microsoft Outlook でリンクと
して表示されない URL が含まれる

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの通知電子メールに、Microsoft
Outlook でリンクとして表示されない URL が含まれる。

考えられる原因 —

操作 URL リンクを手動でコピーし、ブラウザーに貼り付けます。

インフラストラクチャオーケストレーションが、サーバープールに割り当てられたユーザー、また
は割り当てが解除されたユーザーに電子メール通知を送信しない

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、サーバープールに割り当てら
れたユーザー、または割り当てが解除されたユーザーに電子メール通知を送信しない。

考えられる原因 —

操作 ..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesで、

oo.user.pool.notification.enabled=true
が設定されていることを確認します。

356  ストレージ管理



プライベートネットワークを使用して電子メール通知から HPE Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションの Web ページにアクセスするときのエラー

問題 プライベートネットワークを使用して電子メール通知から HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションの Web ページにアクセスするときのエラー。

考えられる原因 ユーザーのリクエストを続行するか拒否するかをたずねる通知電子メールから、承認/拒否
の Web ページ（および他の HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションペー
ジ）に管理者がアクセスできない場合があります。予想される HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションリクエストの Web ページの代わりに、アクセスページエ
ラーが表示されます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション CMS がプライベートネットワ
ークを使用するように設定され、プライベートネットワークがパブリックネットワークと
通信する場合、このエラーが発生します。プライベートネットワークは仮想および物理イ
ンフラストラクチャのプロビジョニングに使用され、アクセスできるのは HPE IO CMS
だけです。HPE IO の通知電子メールには、そこに記載されている URL への外部アクセス
を禁止するプライベートネットワーク設定値が指定されています。

アクション 1. HPE Operations Orchestration Central を起動し、有効な認証情報を使用してログイン
します。

2. Content Management メニュー、Configuration Items の順に移動します。

3. System Properties ノードを展開します。

4. HpioCmsIP プロパティをダブルクリックします。

5. 編集（鉛筆のアイコン）をクリックします。

6. プロパティの値を CMS のホスト名に更新します。

7. 保存をクリックします。

Operations Orchestration

HPE Operations Orchestration Studio のインストールが「Studioバージョン：9.00が

Centralバージョン：2.0と一致しません。セットアップは終了します 」というエラーで失敗

する

問題 HPE Operations Orchestration Studio をインストールできない。次のエラーが表示され
る。

セットアップを終了します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール時に、OS のタイ
プ（32 ビットか 64 ビット）に合わせて正しいバージョンの HPE Operations Orchestration
Studio が CMS にインストールされます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションのインストール時に、OS のタイプ（32 ビットか 64 ビット）に合わせて正し
いバージョンの HPE Operations Orchestration Studio が CMS にインストールされます。

考えられる原因 64 ビット CMS OS に、32 ビット版の HPE Operations Orchestration Studio をインストー
ルしようとしました。

アクション 64 ビット OS が CMS にインストールされている場合は、HPE Insight Management DVD
#2 の/matrixio フォルダーにある 64 ビット版の HPE Operations Orchestration Studio を
インストールします。
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Operations Orchestration がデフォルトパスにインストールされていない場合の ESA フローの
編集

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがデフォルトパス（..\Program
Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration）以外にインストールさ

れている場合は、HPE Matrix IO がインストールされているパスを参照するようにワーク
フロー操作を編集する必要がある。

考えられる原因

アクション 1. HPE Operations Orchestration Central を開きます。

2. 左側のウィンドウに表示されるツリーで、Library、Hewlett-Packard > ESA >
Server > Flows の順に展開します。

3. Get Inventory フローをダブルクリックします。

4. Readfile 操作をダブルクリックします。

5. インスペクターグリッドで、実際のパスに合わせて定数値フィールドに表示されるパ
スを編集します。

6. コンテンツパックを作成するには、プロジェクトフォルダーを選択し、Create Content
Pack アイコン、次へ、Create CP の順にクリックします。

7. HPE Operations Orchestration Central で、Content Management に移動し、Content
Pack をクリックします。

8. Deploy New Content（プラスのアイコン）、Add file for deployment（プラスのアイコ
ン）の順にクリックします。

9. 生成した新しいコンテンツパックを選択し、Deploy をクリックします。

カスタム HPE OO ワークフローメニュー項目がサーバーアクションメニューに表示されない

問題 カスタム HPE OO ワークフローメニュー項目が

hpio.properties
ファイルの変更後、サーバーアクションメニューに表示されない。

考えられる原因 hpio.properties
ファイルで指定されたプロパティが、有効ではない既存の HPE OO ワークフローです。

アクション
hpio.propertiesファイルに追加するプロパティが

有効な既存の HPE OO ワークフローであることを確認します。詳しくは、カスタムサー
バーアクションの定義（33 ページ）を参照してください。

.

HPE Operations Orchestration のためのデータ移行ツールが既にサポートされていない

症状

HPE Matrix Operating Environment 7.6 より前では、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
は、組み込みの HPE Operations Orchestration 9.x をソリューションの一部としてインストールしていまし
た。7.6 リリースでは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは HPE Operations
Orchestration 10.60 をインストールしています。この OO には非常に堅牢なデータベースがありますが、現在
の移行ツールはサポートしていません。 ただし、HPE OO データベースの移行が必要ない場合もあります。
推奨される操作を確認し、シナリオに従って操作を選択します。 
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原因

移行は、ソース CMS にある HPE OO がカスタマイズされた（ワークフローが作成/削除/変更された）場合に
のみ必要です。 ソース CMS にある HPE OO で行われたすべての変更がターゲット CMS でも行われる場合
にも、移行は必要ありません。

適切なシナリオに応じてデータ移行プロセスに追加される手動操作セットは、次の 2 つです。

シナリオ 1 - HPE OO データベースの移行が必要ない

ターゲット CMS には、ソース CMS で提供されたものと同じ元の HPE OO コンテンツがあります。不足して
いる情報は、実行履歴データ、スケジュール済みワークフロー、および新しい HPE OO ユーザーのみです。
ソース CMS の HPE OO コンテンツ（新しい/カスタマイズ済みのワークフローなど）に変更がない場合は、
HPE OO データベースの移行は必要ありません。他のすべてのコンポーネントでは、データの移行が実行さ
れます。

シナリオ 2 - HPE OO データベースの移行が必要である

移行する必要があるソース CMS の HPE OO コンテンツに変更がある場合は、実行する方法に関係なく、ユ
ーザが手動でデータベースの移行プロセスを実行する必要があります。

ただし、ターゲット CMS で HPE OO を起動して実行するには、いくつかのステップに従う必要があります。
ここでは、この移行プロセスのステップを提案します。詳しくは、<IM_DVD_INSTALLATION_PATH>\HP
\Operations orchestration 10\docs で入手できる HPE OO ドキュメントを確認してください。

アクション

手順

1. ターゲット CMS で HPE OO サービスを停止します。

a.「SPM Operations Orchestration Central」サービスを停止します。

b.「SPM Operations Orchestration RAS」サービスを停止します。

2. HPE OO データベースをエクスポートまたはインポートします。

任意のツールを使用して、HPE OO データベースをエクスポートまたはインポートできます。提案として、
下記のように SQL Management Studio を使用できます。

a. 前提条件

• プロセス中にデータ競合を回避するには、ターゲット CMS で oodb にデータをインポートする前
に、必ずすべてのテーブルからすべてのデータをクリーンアップしてください。

• また、データベースを再作成することもできます。HPE Operations Orchestration データベースの名
前は「oodb」にしてください。

b. ソース CMS で、SQL Management Studio に接続します。

c.「Databases」フォルダーを展開します。

d.「oodb」データベースを右クリックし、Tasks→Export Data を選択します。

e. ソースデータが正しいことを確認します。

• データソース 
• サーバー名

• 認証

• データベース（「oodb」がデータベース選択であることを確認します）

f. 次へをクリックします。

g. ターゲットデータが正しいことを確認します。

• データソース 
• サーバー名
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• 認証

• データベース（「oodb」がデータベース選択であることを確認します）

h. 次へをクリックします。

i. Copy data from one or more tables or view を選択し、次へをクリックします。

j. すべてのテーブルが選択されていることを確認し、次へをクリックします。

k. テーブルがソースからターゲット CMS データベースにコピーされます。

3. HPE OO データベースが移行されたら、次のステップを実行して、ソースからターゲット CMS にセキュ
リティと構成のファイルをコピーします。

a. ソース CMS から、次のフォルダーをコピーします。

• <OO_INSTALLATION>/central/conf
• <OO_INSTALLATION>/central/var/security
• <OO_INSTALLATION>ras/conf
• <OO_INSTALLATION>/ras/var/security

b. ターゲット CMS で、上記と同じフォルダーを削除またはバックアップします。

c. バックアップフォルダーの内容をソースからターゲット CMS の同じパスに貼り付けます。

4. ターゲット CMS の情報と一致するように、構成ファイルを編集します。

ターゲット CMS に応じて値を置き換えるには、次のファイルを編集する必要があります。

a. <OO_INSTALLATION>/central/conf/central-wrapper.conf

• 「wrapper.java.additional.14=-Dmgmt.url=https://<SOURCE IP/HOSTNAME>:8443/oo」を
「wrapper.java.additional.14=-Dmgmt.url=https://<TARGET IP/HOSTNAMW>:8443/oo」で置き換えま
す。

• 「wrapper.java.additional.30=-DCentral.HOSTNAME=<SOURCE IP/HOSTNAME>」を
「wrapper.java.additional.30=-DCentral.HOSTNAME=<TARGET IP/HOSTNAME>」で置き換えます。

b. <OO_INSTALLATION>/central/conf/database.properties

• 「jdbc.url=jdbc\:jtds\:sqlserver\://<SOURCE IP/HOSTNAME>\:1433/oodb;domain\=<SOURCE IP/
HOSTNAME>;useNTLMv2\=true」を「jdbc.url=jdbc\:jtds\:sqlserver\://<TARGET IP/HOSTNAME>\:
1433/oodb;domain\=<TARGET IP/HOSTNAME>;useNTLMv2\=true」で置き換えます。

c. <OO_INSTALLATION>/ras/conf/ras-wrapper.conf

• 「wrapper.java.additional.4=-Dmgmt.url=https://<SOURCE IP/HOSTNAME>:8443/oo」を
「wrapper.java.additional.4=-Dmgmt.url=https://<TARGET IP/HOSTNAME>:8443/oo」で置き換えま
す。

5. サービスを開始し、サービスが起動して実行されているかどうかを確認します。

• 「Operations Orchestration Central」サービスを停止します。

• 「Operations Orchestration RAS」サービスを停止します。

• ターゲット CMS からブラウザー経由で https://localhost:8443/oo にアクセスします。

• ログインし、ホームページにアクセスできるかどうかを確認します。

6. ターゲット CMS と一致するように、HPE OO システムアカウントとプロパティを変更します。

• 左側の Content Management メニュー、 上部のメニューにある Configuration Items の順にクリック
します。

• System Accounts および System Properties を展開します。

• ターゲット CMS と一致するように、?HpioCmsCredentials システムアカウントを変更します。

• ターゲット CMS と一致するように、HpioCmsIP システムプロパティを変更します。

7. この時点で、正常に移行され、起動して実行されています。
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バージョン 10.01 への変換後の HPE Operations Orchestration コンテンツの誤った動作

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのお客様は HPE OO 10.00 を使
用しないはずだが、HPE OO 10.00 と HPE Matrix Operating Environment の間で既知の互
換性の問題があるため、HPE OO のリモートインスタンスが HPE OO 10.01 を使用してい
ることを確認する。

考えられる原因
および操作

次の HPE OO 10.x バージョンは HPE Matrix OE 7.5 によって認定されています。

• HPE OO プラットフォーム：

10.60 build 27
• HPE OO コンテンツパック：

◦ ベース:

1.8.0
◦ Database:

1.2.0
◦ HPE ソリューション製品：

1.8.2

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の Web サイトで入手可能な
HPE Matrix OE および HPE Operations Orchestration の構成とバージョンのアップグレ
ードホワイトペーパーを参照してください。

HPE OO ワークフローが電子メールを送信するとヌルポインター例外が報告される

問題 HPE Operations Orchestration ワークフローが電子メールを送信しようとすると、

null pointer
例外が報告される。

考えられる原因 HpioSmtpCredentials
これは、SMTP サーバーに認証が必要でないときに発生する場合があります。

アクション 両方のフィールドに値があることを確認し、必要に応じてダミーのデータを指定してくだ
さい。SMTP サーバーに認証が必要ない場合、これらのフィールドは使用されません。

HPE Operations Orchestration のインストールまたはアップグレード時にエラーが発生する

症状

HPE Insight Management DVD のインストールの完了時に、HPE Operations Orchestration のインストールに
失敗するため、エラーが発生します。

原因

特殊文字（!#$^&()など）を含む Windows ユーザーを使用して HPE Insight Management をインストールまた
はアップグレードすると、HPE Operations Orchestration Central で Welcome リンクの作成に失敗するため、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストールに失敗します。

この問題を解決するには、HPE Insight Management DVD のインストールまたはアップグレードを開始する前
に、次の操作を実行して Windows の一時フォルダーを変更します。
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アクション

手順

1. Windows のスタートメニューを開きます。

2. コンピューターを右クリックし、プロパティをクリックします。

3. 左側のパネルにあるシステムの詳細設定をクリックすると、ダイアログボックスが開きます。詳細設定タ
ブをクリックします。

4. 下部付近にある環境変数というラベルが付いたボタンをクリックします。

5. <アカウントユーザー名>のユーザー環境変数というラベルが付いたセクションに TMP と TEMP の両方が
一覧表示される場合があります。

6. HPE IM DVD のインストールが完了した後に、これらの元の値を復元する場合は、両方の変数の現在の値
をバックアップします。

7. 両方の変数を編集します。特殊文字を含まないフォルダーを選択し、OK をクリックします。

8. システムの詳細設定（システムのプロパティ）パネルで OK をクリックします。

HPE IM DVD のインストールが完了したら、（必要に応じて）両方の変数の値を復元します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Windows サービス

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、サーバーが認識されるのを待ってタ
イムアウトすることがある

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、サーバーが認識されるのを
待ってタイムアウトすることがある。

考えられる原因 長時間に及ぶサーバーのポスト時間。特に、BL620c G7 または BL680c G7 の使用時。

アクション 任意のサーバーでこの問題を防止するには、以下の手順に従ってください。

1. ..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesを編集し、retry.count.ares.pxeパラメーターを 30 より大

きい値に設定します。

2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを再起動します。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスが、システムの再起動の後、
「mxpassword からデータベースパスワードを取得できない」というエラーで自動的に開始しない
ことがある

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスは、システムの再起動
後、自動的に開始しないことがある。

mxpasswordで、HPIOのデータベースパスワードを取得できませんというエラーメッセ

ージが表示される

考えられる原因 CMS の使用率が高いとき（ほとんどの場合、サービスの起動時）に、Systems Insight
Manager の

mxpassword
コマンドが結果を返すまでに 1 分を超え、HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーション起動時の前提条件のチェック中に障害が発生することがあります。

アクション 次のいずれかの操作を実行します。

• 他のサービスの起動完了後に、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンサービスを手動で開始します。

• IO が必要な情報を取得するためのタイムアウトを長くし、試行回数を増やします。..
\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesで

以下のプロパティの数値を増やします。

◦ launcher.mxpasswd.retry.count
mxpasswordコマンドが失敗した場合、IO が実行する回数です。デフォルトは、6
です。

◦ launcher.mxpasswd.retry.timeout
各試行の間の時間（秒）です。デフォルトは、30 秒です。

CMS クラッシュの復旧

CMS クラッシュの復旧の後、サービス作成リクエストが正常に完了しない

問題 CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、サービス作成リクエストが正常に完了し
ない。IO が推奨する手動ステップは、論理サーバーを復旧し、リクエストを正常に再発行
するには不十分です。

考えられる原因 HPE VCEM と Virtual Connect Manager（VCM）は、サーバープロファイルの割り当て中
に CMS クラッシュが起こると、同期が取れなくなります。

アクション • VC ドメインのメンテナンスの実行。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library にある HPE Virtual Connect Enterprise Manager ユーザーガイド
を参照してください。

• リストされているすべての clean-me-<LS>logical serverを削除します。

• ブレードを、メンテナンスから別のサーバープールに移動します。これにより、サー
バー IP アドレスが開放され、ブレードが使用可能としてマークされます。

• 論理サーバー管理から、サーバーのリソースを更新します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサービス作成リクエストを
再実行します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスが、システムの再起動の後、「mxpassword か
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CMS クラッシュの復旧の後、物理サーバーの使用停止が正常に完了しない

問題 CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、物理サーバーの使用停止が正常に完了し
ない。HPE Matrix IO が推奨する手動ステップは、論理サーバーを復旧し、リクエストを
正常に再発行するには不十分です。

考えられる原因 HPE VCEM と VCM は、サーバープロファイルの割り当て解除中に CMS クラッシュが起
こると、同期が取れなくなります。

アクション • HPE VCEM で VC ドメイングループのメンテナンスを行います。これによりサーバー
プロファイルが割り当て解除されます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library にある HPE Virtual Connect Enterprise Manager ユーザーガイド
を参照してください。

• 論理サーバーを、メンテナンスから別のサーバープールに移動します。これにより、
サーバー IP アドレスが開放され、ブレードが使用可能としてマークされます。

• 論理サーバー管理から、サーバーのリソースを更新します。

• 論理サーバー管理から、サーバーをアクティブ化します。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの使用停止リクエストを再発
行します。

CMS クラッシュの復旧の後、仮想サーバーの使用開始/停止が正常に完了しない

問題 CMS がクラッシュから復旧した後、仮想サーバー操作の使用開始または使用停止が正常
に完了せず、サービスが一部停止状態（Partial/Down）ステータスのままである可能性が
ある

考えられる原因 使用開始/停止リクエストが完了せず、VM の現在の状態が不明です。

アクション • 手動更新を実行します。Matrix OE ビジュアル化で、

ツール論理サーバー更新を選択します。

• 誤った状態のサーバーが手動で使用開始または使用停止します。

CMS クラッシュの復旧の後、物理サーバーの作成/停止が正常に完了しない

問題 CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、仮想サーバーの作成/削除操作が正常に完
了しない。

考えられる原因 作成した VM が削除されておらず、リソースが解放されていません。

アクション • サービスがまだ存在している場合は、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションでサービスを削除します。

• VMware vCenter から仮想マシンの手動削除を含む、論理サーバーの手動クリーンアッ
ププロセスを実行します。手動クリーンアッププロセス（仮想）（378 ページ）を参照
してください。

• 作成操作の場合は、インフラストラクチャオーケストレーションのサービスリクエス
トを再送信します。
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CMS クラッシュの復旧の後、ESX 仮想サーバーのディスク追加リクエストが正常に完了しない

問題 CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、ESX 仮想サーバーのディスク追加リクエ
ストが正常に完了しない。

考えられる原因 vCenter が仮想ディスクを作成しているときに CMS クラッシュが発生し、ディスク作成
が完了しませんでした。

アクション • 途中まで作成された仮想ディスクファイルを vCenter から削除します。

• 論理サーバー管理から、サーバーのリソースを更新します。

• ディスク追加リクエストを再発行します。

ログファイル

エラーについて詳しい情報を得る方法を教えてください

問題 エラーについて詳しい情報を得る方法を教えてください

考えられる原因 —

アクション CMS の

..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\logs
にある

hpio-controller.log
ファイルを参照してください。
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vCenter サーバーが Systems Insight Manager に設定されていないか利用不可能になる

問題 vCenterサーバーが Systems Insight Managerに設定されていないか利用不可能に

なる。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが上記のメッセージを何度も生
成するため、HPE インフラストラクチャオーケストレーションのログファイルのサイズが
急速に増大する。

考えられる原因 Insight Control 仮想マシン管理に登録されている ESX ホストがあるが、仮想マシン管理で
vCenter の認証情報が設定されていない場合、HPE インフラストラクチャオーケストレー
ションは仮想マシン管理が vCenter と通信するように設定されていないという内容のエ
ラーを記録し続けます。

操作 • Systems Insight Manager で、検出される vCenter ノードのシステム認証情報を登録
し、VME 認証情報追加します。Systems Insight Manager のオプション > VME オプシ
ョン > VME 認証の追加または編集メニューを使用します。

• VMware vCenter Management Webservices サービスが開始されていることを確認
します。

• このメッセージが HPE インフラストラクチャオーケストレーションのログファイル
の急速な増大の原因になっている場合、回避策（ESX 上で VM のプロビジョニングを
行っていない場合）として、HPE インフラストラクチャオーケストレーションを
Hyper-V 専用モードに設定します。..\Program Files\HP\Matrix HPE
infrastructure orchestration\conf\hpio.propertiesファイルで以下の

プロパティを変更します。

##### HYPERVISORS ##### Set this value to true if the only 
hypervisors in the # managed environment is MS Hyper-V 
only.hyperv.hypervisors = true
hpio.propertiesファイルを更新したら、HPE Matrix HPE インフラストラクチャオ

ーケストレーションを再起動してください。
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Insight Management 7.3 または 7.3.1 へのアップグレード後に、HPE Matrix IO お
よび Matrix OE ビジュアル化の DAS ディスクの構成が失われる

問題 Insight Management 7.3 または 7.3.1 へのアップグレード後に、HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションおよび Matrix OE ビジュアル化の DAS ディスクの構成が
失われる。

考えられる原因 ローカルディスクまたは DAS とともに構成されている論理サーバーがある場合、アップ
グレード処理でディスク関連の定義を維持できません。論理サーバー管理では、SAN ベー
スのディスクなどの DAS ディスクはサポートされません。DAS ディスクは、特定のブレ
ードのみに関連付けられます。したがって、この場合、管理者は Insight Management 7.3
または 7.3.1 へのアップグレード後に、DAS ディスクの構成を手動で実行する必要があり
ます。

アクション 正しい構成を取得および保存するために、管理者は使用されているディスクのすべての定
義を XML 形式でエクスポートする必要があります。これは、アップグレードする前に次
のコマンドを入力することによって行うことができます。

lsmutil -export -an -file c:\[file name].xml
7.3 または 7.3.1 にアップグレードした後に、次のコマンドを入力して、すべての定義を
リストアします。

lsmutil -import -an -file c:\[file name].xml

VMware 仮想マシンでオペレーティングシステムをブートできない

症状

• VM でブートに失敗し、次のエラーが表示されます。オペレーティングシステムが見つかりません

• ゲストオペレーティングシステムのブートプロセス中にブルースクリーンエラーが発生します。

• 仮想マシンで PXE ブートが試みられます。

原因

仮想マシンの SCSI バス 0 と SCSI バス 1 では、SCSI コントローラーの種類が異なります。 詳しくは、
VMware の技術資料 KB1023592（https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?
language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1023592）を参照してください。

アクション

手順

1. 仮想マシンで BIOS をブートし、ブートディスクがリストの一番上になるように HDD の順序を変更しま
す。

VMware vSphere Web Client から HDD のブート順序を変更するには：

1. 仮想マシンを右クリックし、Edit Settings...をクリックします。

2. VM Options タブをクリックしてから、ブートオプションをクリックします。 3 仮想マシンの電源投入時に
BIOS をブートできるように、Force BIOS Setup を選択します。

3. BIOS でブートメニューに移動します。

4. Hard Drive を選択し、Enter キーを押します。

5. ブートハードドライブをリストの一番上に移動します。

6. F10 キーを押して変更を保存し、BIOS を終了します。
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インフラストラクチャオーケストレーションコンソールをロードできない

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、自己署名の証明書を使用する
ように設定されている。これにより、ブラウザーで以下のメッセージのいずれかが表示さ
れる場合がある。

• Google Chrome での表示：

「このサイトのセキュリティ証明書は信頼できません。または空白のページがアイコ
ンと一緒に表示されます。」

• Internet Explorer での表示：

「この Webサイトのセキュリティ証明書には問題があります」または「コンテンツは、

有効なセキュリティ証明書により署名されていないため、ブロックされました。」

• Mozilla Firefox での表示：

This Connection is Untrusted.

考えられる原因
および操作

この問題を解決するには、以下を実行します。

1. 新しいタブまたは新しいブラウザーウィンドウを開きます。

2. IO セルフサービスポータルのアドレスを入力します。

https://[you-CMS-name-or-IP]:51443
3. お使いのブラウザーでメッセージが表示されたら、ブラウザーに合わせて次のいずれ

かを実行してください。

• Chrome：とにかく続けるをクリックします。

• Internet Explorer：このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。をクリックし
ます。

• Firefox：

a. I understand the risks をクリックします。

b. 例外を追加をクリックします。

c. 次回以降にもこの例外を有効にするをクリックします。

d. セキュリティ例外を承認をクリックします。

4. Systems Insight Manager タブに戻って画面を更新するか、新しいタブを開いて HPE
SIM Web アドレスに移動します。

5. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを起動します。

SAN が複数のパスで構成されている場合、Ignite がプロビジョニングに失敗する

問題 SAN の複数のパスがアクティブ/パッシブモードで構成されている場合、Ignite による HP-
UX 展開が失敗する場合がある。物理サーバーで HP-UX オペレーティングシステムをイ
ンストールすると次のエラーメッセージにより失敗する可能性がある。

The path to the root device
(0/0/0/5/0/0/0.0x207000c0ffda4ee1.0x4070000000000000) does not
support boot. You must choose a bootable path to the root disk.
Virtualized FibreChannel paths are not bootable.

考えられる原因 この問題が発生する可能性があるのは、SAN の複数のパスが物理ブレードにアクティブ/
パッシブモードで構成されている環境です。

アクション マルチパス構成の場合、アクティブ/アクティブモードに切り替えます。そうすることでア
クティブモードで SAN のすべてのパスが設定されます。
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アップグレード後に、ioexec コマンドによってインストールパスの指定が要求され
る

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Windows 環境のデフォルトの
インストールパスが C:\Program Files\HP\Insight Orchestrationから C:
\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestrationに変更されまし

た。Matrix OE 7.2 以降の新規インストールでは、IO 用の binフォルダーが DOS パスに

追加されるため、CMS 上の任意のフォルダー内でコマンドプロンプトから ioexecコマ

ンドを実行できます。ただし、Insight Dynamics 6.3 から Matrix OE 7.2 以降へのアップグ
レードの後は、ioexecコマンドは C:\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\binフォルダーからしか実行できません。

考えられる原因 –––

アクション 推奨処置 1

コマンド行で、手動で C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\binと入力してから、ioexecコマンドを実行します。

推奨処置 2

CMS を再起動し、自動的に IO の binフォルダーを DOS パスに更新します。

Matrix API および CLI によるネットワークインターフェイスの追加操作でカスタマ
イズオプションがサポートされない

問題 Matrix API のバージョン 8 では、

addNetworkInterfaceToLogicalServerGroup
操作でオプションの

customizeNetwork
この機能は現在、サポートされていません。

考えられる原因 –––

操作 このパラメータを省略するか、falseの値を指定します。trueの値を指定するとリクエ

ストが失敗します。

CLI の addniclogicalservergroup操作は、対応する-customize-operating-
systemと-Oオプションを定義します。これらのオプションを使用することはできませ

ん。いずれかを指定するとリクエストが失敗します。
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CMS 上で SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2 サーバーの登録が失敗する

問題 SCVMM 2012 SP1 および SCVMM 2012 R2 サーバーの登録が失敗することがある。こ
れは断続的な問題であり、ほとんどは Windows 2012 または Windows 2012 R2 オペレー
ティングシステムで設定されている CMS 上で発生する。

考えられる原因 –––

操作 この問題を解決するには、以下の手順に従ってください。

1. 次のいずれかを実行します。

• SCVMM サーバーの登録を再試行してください。

• パラメーター

SCVMM_Retries
を

hpvmm.conf
ファイル（

<IMinstallation>\Insight Control virtual machine management
\bin
にある）に追加し、5 より大きい値を設定します。

2. Insight Control 仮想マシン管理サービスを再起動し、登録を再試行してください。

3. 登録がまだ失敗する場合は、以下を実行します。 

a. HPE Matrix SCVMM Webサービスが SCVMM サーバーにインストールされてい

ることを確認します。

b. HPE Matrix SCVMM Webサービスがインストールされていない場合は、

ScvmmWS2012.msiファイルを<IM installation>\Insight Control
virtual machine management\binからターゲットの SCVMM サーバーに手

動でコピーします。

c. HPE Matrix SCVMM Web Serviceを手動でインストールします。

d. ターゲットの SCVMM サーバー上で HPE Matrix SCVMM Webサービスが実行中

になったら、SCVMM サーバーを再登録します。
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HPE Insight Management のアップグレードでエラーメッセージが表示される

問題 SQL の AlwaysOn が有効で高可用性を備えた CMS 環境に HPE Insight Control および
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションがイン
ストールされている場合、HPE Insight Management 7.2.x 以降を 7.4 にアップグレードす
ると次のメッセージが表示される。

• HPE Insight Control パフォーマンス管理の場合：

SEVERE: The operation cannot be performed on database
“PMP_V5_0” because it is involved in a database mirroring
session or an availability group. Some operations are not
allowed on a database that is participating in a database
mirroring session or in an availability group.

• HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションの場
合：

Failed to set recovery mode to simple or auto close to false in
HPE Operations Orchestration database.

考えられる原因 –––

操作 Always On のデータベースが含まれる高可用性環境で、サポートされる Insight
Management スタックのアップグレードを実行しているときに、以下の手順を実行してこ
のエラーを回避します。

1. HPE Insight Control パフォーマンス管理（PMP_V5_0）および HPE Matrix Operating
Environment インフラストラクチャオーケストレーションデータベース（hpio、oo、
および HPMOEMetering）を AlwaysOn 可用性グループから削除します。

2. 削除されたデータベースがいずれかのレプリカサーバーに存在する場合、削除された
データベースに対する、可用性グループに残っている保留中の既存の接続を避けるた
めにサーバーを切断します。

この手順をスキップすると、アップグレード後に、削除されたデータベースを再び
AlwaysOn 可用性データベースに追加しようとすると障害が発生します。詳しくは、
Microsoft MSDN Library にある可用性グループからのプライマリデータベースの削除
（SQL Server）を参照してください。

3. 両方のノードでアップグレードを実行します。

4. アップグレードが正常に完了するまで待ってから、可用性グループの Add database
wizard を使用して、HPE Insight Control パフォーマンス管理（PMP_V5_0）および
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーション
（hpio、oo、および HPMOEMetering）データベースを AlwaysOn 可用性グループに

追加します。

詳しくは、Microsoft MSDN Library にある可用性グループへのデータベースの追加
（SQL Server）を参照してください。

OS のカスタマイズの結果が期待のとおりにならない

症状

XML の情報が誤っていることが原因で VM のカスタマイズが発生しません。

原因

OS のカスタマイズには、特定のツールの特定のバージョンが必要である場合があります。
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アクション

手順

1. OS のカスタマイズの結果が期待のとおりにならない場合は、ハイパーバイザーゲスト OS のカスタマイズ
のサポートマトリックスとハイパーバイザーゲスト OS の互換性ガイドで、使用するハイパーバイザーに
よるカスタマイズがサポートされていることを確認します。

2. また、必要なツールの適切なバージョンがインストールされていることを確認します。

HPE Matrix Operating Environment が HPE Server Automation（SA）IMR1 で
IPv6 をサポートしない

問題 HPE Server Automation（SA）IMR1 で IPv6 を使用するサービスを作成する、またはネッ
トワークを追加する場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが警
告メッセージを送信し、アクションが失敗する。

考えられる原因 HPE Matrix Operating Environment では今後、HPE Server Automation（SA）IMR1（SA
10.10）で IPv6 をサポートしません。

アクション IPv6 を使用するには HPE Server Automation（SA）IMR2（SA 10.20）にアップグレード
する必要があります。

コピー/移動の操作後、共有ディスクのある VM の電源が投入されなくなる

問題 共有ディスクに関連付けられている HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンサービスのある論理サーバー上の HPE Matrix OE ビジュアル化でコピー/移動の操作
を使用した後、操作が成功したように見えるが、VM の電源が投入されなくなる。

考えられる原因 Matrix OE ビジュアル化コピー/移動の操作は、共有ディスクに関連付けられている HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを持つ論理サーバーで使用
しないでください。

操作 VM で電源を再びオンにできるようにするには、VM をコピー/移動元のデータストアに戻
し、VM から共有ディスクを切り離してから、SCSI コントローラーで正しいディスクフ
ォーマットを指定して、追加しなおします。

インポートされた Hyper-V Gen2 VM でディスク追加操作が失敗する

問題 HPE インフラストラクチャオーケストレーションにサービスとしてインポートされた
Hyper-V Gen2 VM で、ディスクの追加操作が失敗し、

SBAPI VMMAdapterExceptionエラーメッセージが表示される。

.

考えられる原因 DVD ドライブが VM 上の iSCSI コントローラーアダプターでマップされています。

アクション HPE インフラストラクチャオーケストレーションに Hyper-V Gen2 VM をインポートす
る前に、iSCSI コントローラーアダプターで DVD ドライブがマップされていないことを
確認します。
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RDM がデータディスクの場合に SPM の自動プロビジョニングが呼び出されない

問題 SPM の自動プロビジョニングが失敗し、

Matching SPM candidate was not found for the volume 1
というエラーメッセージが表示される。

考えられる原因 HPE Storage Provisioning Manager にのみ存在するタグを使用して HPE Matrix OE 論理
サーバー管理でストレージプールエントリーを作成すると、論理サーバー管理が HPE
SPM タグを識別できないため、このように失敗します。

操作 タグの動作は以下のルールに従っています。

• タグは論理サーバー管理にのみ存在できます。

• タグは論理サーバー管理と HPE SPM の両方に存在できます。

• タグは HPE SPM にのみ存在することはありません。

詳しくは、ストレージタグの作成（265 ページ）を参照してください。

同じネットワークへの 3 つ以上の接続を使用してインポートされた VM で、ネット
ワークインターフェイスの削除またはネットワークインターフェイスの追加操作に
失敗する

症状

同じネットワークへの 3 つ以上の接続を使用してインポートされた VM で、ネットワークインターフェイスの
削除またはネットワークインターフェイスの追加操作に失敗します。

原因

HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション 7.6 より前のバージョンでの問題では、単一ネッ
トワークへの 3 つ以上の接続を使用した VM のインポートが許可されていました。この状態でインポートさ
れた VM に基づく HPE IO サービスでは、ネットワークインターフェイスを追加または削除するときにエラー
が発生する可能性があります。

アクション

手順

1. VM を含む HPE IO サービスを管理解除します。

2. ネットワークごとに構成される接続数が 2 つ以内になるまで、VM からネットワークアダプターを削除し
ます。

3. VM を再インポートします。

修正手順

チャージバックデータベースの手動アップデート
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チャージバックサーバーが実行されていない

問題 チャージバックサーバーが何らかの理由で実行されていない場合、チャージバックデータ
ベースが期限切れになる。

考えられる原因 —

アクション Update_Chargeback_DB.pyコマンドを実行し、指定した日または一連の日のチャージ

バックデータベースを強制的に追加します。

（デフォルトで）..\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure
orchestration\chargebackにある Update_Chargeback_DB.pyを実行します。

ツールを実行するには、Python および pyodbc が CMS にインストールされている必要が
あります。このツールは、データベースへの管理権限を持つユーザーのみ実行できます。
このコマンドは、データベースへの接続に認証モードを使用します。

コマンドの使用例は次のとおりです。ここで、start_dateおよび end_dateは yyyy-
MM-ddとして指定します。

Update_Chargeback_DB.py start_date [end_date] [-force]

通信障害のトラブルシューティング

原因

問題 通信障害のトラブルシューティング

考えられる原因 —

操作 • Systems Insight Manager で、vCenter の認証情報が正しいことを確認します。

• 仮想マシンホストが Insight Control 仮想マシン管理で使用できるように正しく登録さ
れていることと、Systems Insight Manager で問題を報告していないことを確認しま
す。

• HPE Matrix OE がリソース（物理または仮想）を正しく表示していることを確認しま
す。

• Onboard Administrator の認証情報をエンクロージャーノードに追加済みであることを
Systems Insight Manager で確認します。

通信の問題があれば修正して、次の同期サイクルを待ちます。同期化が完了したら、HPE
インフラストラクチャオーケストレーションの未割当プールにリソースが正しく表示さ
れるはずです。

ストレージプロビジョニング時の一般的な障害のトラブルシューティング

症状

ストレージプロビジョニング時に障害が発生すると、サービス作成ステータスが「12%」で一時停止し、
「Manual provisioning required」という一般エラーメッセージが表示されます。HPE Storage Provisioning
Manager 内で適合するボリュームを検出できない場合も、同じエラーが発生します。

以下の場所を調べて、問題のトラブルシューティングに役立つ情報を確認してください。
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アクション

手順

1. HPE SPM をチェックして、要件に適合するボリュームが含まれていること、または Matrix デフォルトテ
ンプレートがボリュームを自動分配するように変更されていることを確認します。

2. テンプレートが変更されている場合は、HPE SPM 内のストレージプールに、要求されているボリューム
のための十分なスペースがあることを確認します。

3. Matrix OE 論理サーバー管理のジョブテーブルをチェックして、失敗しているジョブがないか調べます。レ
ポート、論理サーバーのジョブステータスの順に選択して、Activated SPM Storage Pool Entry ジョブを
調べてください。

4. HPE SPM のジョブテーブルをチェックして、失敗しているジョブがないか調べます。HPE SPM で、画面
の左下にある実行中ジョブなしをクリックし、履歴タブをクリックして、Activating Service ジョブを調
べます。

5. これらの場所に、問題を解決するために必要な情報がない場合は、以下のログファイルをチェックします。

• C:\Program Files (x86)\HP\Storage Provisioning Manager\logs
\operational_log.txt

• C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\logs\hpio-
controller.log

• C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\logs\vselog.lsm.log
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リソースが表示されない場合のタイムアウトの増加

問題 HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーインターフェイスで
表示されない HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのリソースのタイ
プが 1 つ以上ある（仮想ネットワークなど）。

考えられる原因 取り出すリソースが多いため、HPE Matrixインフラストラクチャオーケストレーション

の 1つまたは複数のリソースの取り出し操作が完了を待つ間にタイムアウトする場合が

あります。デフォルトでは、HPE Matrixインフラストラクチャオーケストレーションの

各リソースの取り出し時間は 大 5分に設定されます。

操作 タイムアウトは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが実行されてい
る CMS の hpio.propertiesファイルで設定できます。これは、たとえば、..
\Program Files\HP\Matrix HPE infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesにあります。

増やすことが必要になる可能性のある主なタイムアウトプロパティは、以下のとおりで
す。

• timeout.get.serverpools
• timeout.get.subnets
多くの Software Automation（SA）または展開イメージの場合、このプロパティは
timeout.get.imagesです。

他の設定可能なタイムアウトプロパティは、以下のとおりです。

• timeout.get.storagepools
• timeout.generate.storage.entry
• timeout.get.vmtemplates
• timeout.get.deployment.services

たとえば、fetch subnets timeoutをデフォルト値の 5 分から 15 分に増やすに

は、

timeout.get.subnets = 5
という行を次のように変更します。

timeout.get.subnets = 15

手動クリーンアッププロセス（物理）

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの物理サーバー展開またはサービス削除リクエスト
が失敗する場合は、以下を含む手動クリーンアッププロセスを実行します。

• オペレーティングシステムをブートディスクから完全に消去します。

• ブレードをストレージから切断します。

• この後のプロビジョニングリクエストのために、ブレードを HPE Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションのサーバープールに戻します。

このような失敗があると、サーバーブレードは HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのメ
ンテナンスプールに強制的に移され、HPE Matrix OE 論理サーバーの名前はプレフィックス Clean-me-を使
用して変更されます。
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サーバープロファイルとブートディスクはそのまま確保されるため、管理者は、このサーバーブレードをユー
ザープールに戻す前に、失敗の原因を確認し必要なメンテナンスを行うことができます。失敗したサーバーブ
レードの手動クリーンアップは、プロビジョニングに使用される展開サーバーに依存します。

Insight Control サーバープロビジョニングの場合：

手順

1. サーバーブレードの電源を入れます。

2. F9 キーを押し、システムデフォルトオプション、起動ディスクの消去を選択します。

3. 再起動し、再度 F9 キーを押して NIC を 1 番目のブートデバイスとして選択します。

4. 上記の手順を完了したら、サーバーブレードの電源が切れていることを確認します。必要に応じて、ブレ
ードサーバーの電源を手動で切ります。

5. サーバーブレードは、Servers リストに存在し、MAC アドレスで識別される場合があります（ハードウェ
アまたはネットワークのビューに切り替えて、MAC アドレスを確認します）。リストから、サーバーブレ
ードを手動で削除してください。

Ignite-UX の場合

• サーバーブレードの電源を入れてオペレーティングシステムをブートできるようにします。

• CMS から、Windows のコマンドプロンプトに以下のコマンドを入力して mxtool の Ignite Erase Disks を
実行します。

• * mxexec -t “Ignite Erase Disks” -n <ip>
• * ここで<ip>は消去中の Igniteサーバーの IPアドレスです。

HPE Server Automation（SA）の場合：

• サーバーブレードの電源を入れます。

• F9 キーを押し、システムデフォルトオプション、起動ディスクの消去を選択します。

• 再起動し、再度 F9 キーを押して NIC を 1 番目のブートデバイスとして選択します。

• 上記の手順を完了したら、サーバーブレードの電源が切れていることを確認します。必要に応じて、ブレ
ードサーバーの電源を手動で切ります。

• サーバーブレードは、Unprovisioned Servers リストまたは Unmanaged Servers リストのデバイスリス
トに存在し、MAC アドレスで識別される場合があります（ハードウェアまたはネットワークのビューに切
り替えて、MAC アドレスを確認します）。いずれのリストからもサーバーブレードを手動で削除します。

使用中の展開サーバーで上記の手順を完了した後、以下の手順を実行してストレージプールエントリーを今後
のプロビジョニングリクエストで選択できるようにします。

• HPE Matrix OE メニューのツール > 論理サーバー > 使用停止を使用して、関連付けられている HPE Matrix
OE 論理サーバー（アクティブな場合）を停止します。

• 関連付けられている論理サーバーが使用停止された後、論理サーバーを削除します。HPE Matrix OE メニ
ューの削除 > 論理サーバーの削除を使用します。

• 論理サーバーの削除画面のはいと入力という問いにはいと答えて操作を確認してください。

注記:

論理サーバーの管理解除オプションは選択しないでください。このオプションを選択すると、論理サ
ーバーのストレージプールエントリーが変更され、提供またはゾーニングとは関係なく新しい WWN
が含まれるようになります。この問題を解決するには、ストレージプールエントリー、FC ゾーン、
およびディスクアレイ提供の設定（379 ページ）の手順に従ってください。

• HPE Virtual Connect Enterprise Manager で、プロビジョニングに失敗したサーバーブレードに関連付けら
れている VC プロファイルが存在するかどうか確認します。プロファイルが存在する場合、プロビジョニ
ングに失敗したサーバーブレードに関連付けられている VC プロファイルの割り当てを解除し HPE
Virtual Connect Enterprise Manager から削除します。

• サーバーブレードを HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのメンテナンスプールから
取り出します。
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◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソール（Systems Insight Manager からア
クセス）で、元のサーバーブレードプールを選択しプール修正をクリックします｡

◦ HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのメンテナンスプールから失敗したサーバー
を取り出し、自身のサーバーブレードプールに戻してからプールを保存します。

手動クリーンアッププロセス（仮想）

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション仮想サーバーの展開が失敗した場合、または HPE
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション仮想サーバーのサービス削除リクエストが失敗した場合、
仮想サーバーの Clean-me-論理サーバーが表示されます。このような失敗があると、サーバーブレードは
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのメンテナンスプールに移され、HPE Matrix OE 論
理サーバーの名前はプレフィックス Clean-me-を使用して変更されます。

仮想マシンを展開する場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは仮想マシンがプロビ
ジョニングされる場所にディレクトリ構造を作成します。作成されるディレクトリは、<VMFS ボリューム>
\<サービス名>\<VM 名>という形式に従います。このフォルダーには、仮想論理サーバーに対応するすべての
フォルダーとファイルが含まれます。このフォルダーとその中身をすべて削除してください。

手順

1. Matrix OE ビジュアル化で、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。

2. 論理サーバーという視点で、論理サーバーが存在しないことを確認します。論理サーバーが存在する場合
は、削除 > 論理サーバーの削除の順に選択して論理サーバーを削除します。

3. ハイパーバイザー管理 UI に移動し、VM が削除されたことを確認します。

4. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削除します。

VM のプロビジョニングに、Server Automation（SA）展開が使用されている場合：

• 上記の手順に従い、ESX VM や Hyper-V VM を削除します。

• SA コアサーバーに接続します。

• SA デバイスリスト（All Managed Servers）から、VM を選択します。

• 非アクティブ化と削除を実行します。

CLI を使用してすべての HPE Matrix IO サービスを削除する

CLI を使用して、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション内で多数のタスクを速やかに実行
することができます。このようなタスクは 1 つで大量のテスト VM とその関連サービスを削除できることが
あります。以下の PowerShell スクリプトは、各 HPE Matrix IO サービスの ioexec delete serviceコマ

ンドを実行し、すべての HPE Matrix IO サービスを削除します。

手順

1. 次の内容を拡張子が.ps1のファイルにコピーします。

Write-Host 'Listing all IO Services' 
$output = cmd /c ioexec list services -w hpcomplab01! -o raw 

if ($output -eq $null) { 
Write-Host 'No IO Services are available to be deleted, exiting...' 
return 
} 

Write-Host 'Iterating over all IO Services' 
foreach($text in $output) { 
if ($text.Contains('.name=')) { 
$indexOfEquals = $text.IndexOf('.name=') 
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$text = $text.Substring($indexOfEquals + 6) 
$output2 = cmd /c ioexec delete service -s $text -w hpcomplab01! 
Write-Host 'Deleting IO Service' $text '-' $output2 
} 
}

2. -w パラメーターの値を CMS パスワードに変更します。

3. ps スクリプトを実行できることを確認し、コマンド Set-ExecutionPolicy unrestrictedを実行し

て、Yに設定します。

4. PowerShell コンソールを開き、スクリプト.\<file>.ps1を実行します。

ストレージプールエントリー、FC ゾーン、およびディスクアレイ提供の設定

ストレージプールエントリー、FC ゾーン、およびディスクアレイの提供を手動で設定する方法として、以下
の手順をおすすめします。HPE Storage Provisioning Manager を使用して、Brocade SAN 環境で SAN のゾー
ニングを自動化し、ストレージボリュームのオンデマンドプロビジョニングを実行できます。Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションは、サービステンプレート内の物理ディスク情報に基づいて、ストレージ
プールエントリーを自動生成できます。詳しくは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
のストレージ管理（254 ページ）セクションの注記を参照してください。

手順

1. HPE Matrix OE のストレージプール管理画面を使用して、ストレージプールエントリーを HPE Matrix
Operating Environment 内に作成します。この例では、ストレージプールエントリーは次のように定義され
ます（SPM を使用しません）。
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この例では、ストレージプールエントリー名は e5_win_BD_05 です。図では、接続されている SAN、タ
ーゲット、およびイニシエーター WWN が強調表示されています。

このストレージプールエントリーでは、SPM が使用されていません。このため、ストレージ情報（ストレ
ージポート WWN および LUN 番号）を手動で入力する必要があります。

2. ストレージファブリックに移動して、ゾーンを作成します。この例では、上の図の san3 にあるスイッチ
が接続されます。強調表示されているエントリーで示されているように、ゾーンの名前はストレージプー
ルエントリーと同じである必要があります。
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3. ディスクアレイ管理インターフェイス（この場合は、EVA を管理する CommandView）に移動して、ホス
トエントリーを作成し、LUN を提供します。 初の図では、EVA 上に作成されたホストエントリーは、ス
トレージプールエントリーと同じ名前を使用しています。ホストエントリーには、ストレージプールエン
トリーで識別されたイニシエーター WWN が割り当てられます。

4. EVA 上に Vdisk を作成して、上の図のホストに提供します。
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この例では、1 つの Vdisk のみがストレージプールエントリーによって要求されています。名前は、スト
レージプールエントリー、FC ゾーン、アレイ上のホストエントリー、および Vdisk で同じです。このアプ
ローチの場合、異なるツール間で、リソースの強力な相互関係がサポートされます。また、ストレージプ
ールエントリーを複数の LUN で定義することもできます。その場合、Vdisk の名前は、共通プレフィック
スのパターンに従って付けることができます（e10_vc_w2k_1、2、3、4 など）。命名規則を選択してから、
全ツールでそのパターンに従うことをおすすめします。
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チェックサムエラーの修正

電源投入シーケンス中にサーバーの電源が遮断された場合は、ファイバーチャネル HBA ファームウェアで無
効なチェックサムエラーが発生することがあります。このエラーが発生した場合は、サーバーの電源オン中に

以下のメッセージが表示されます。

手順

1. この問題を解決するには、CTRL+Q キーを押して HBA Fast!UTIL ユーティリティを起動します。次の画面

が表示されます。

2. この画面で、Enter キーを押します。Enter を押すことで、NVRAM が修正され、新しいチェックサムが生
成されます。このプロセスおよびサーバー再起動の間、Virtual Connect は、HBA 設定パラメーターの提供
を継続してデータ消失を防止します。
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Enter を押した後に以下の画面が表示されます。NVRAM が修正されたことが示されています。

3. ESC キーを押してユーティリティを終了します。次の画面が表示されます。

4. Enter キーを押してシステムを再起動します。システムが再起動されると、Virtual Connect によってすべ
ての HBA 設定パラメーターが再び提供され、サーバーが正常動作に戻ります。
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サポートと他のリソース

関連情報

ドキュメントおよびサポート

HPE Matrix Operating Environment および関連製品のマニュアルならびにホワイトペーパーの 新バージョ
ンは、HPE の Web サイトからダウンロードできます。HPE Matrix Operating Environment ソフトウェアのド
キュメントは http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にあります。

HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションおよび関連の製品やソリュ
ーションについて詳しくは、以下の HPE Web サイトを参照してください。

• HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションの Web サイト：http://
www.hp.com/go/infrastructureorchestration

• HPE Matrix Operating Environment の Web サイト：http://www.hpe.com/helion/cloudsystemmatrix-ja
• HPE Insight Control および HPE Insight Control サーバープロビジョニングの Web サイト：http://

www.hpe.com/jp/insightcontrol
• HPE Insight Control 仮想マシン管理の Web サイト：http://www.hpe.com/jp/insightcontrol
• HPE Systems Insight Manager の Web サイト：http://www.hpe.com/servers/hpsim/
• VMware ドキュメント：http://www.vmware.com/support/pubs
• Ignite-UX ドキュメント：http://www.hpe.com/info/Ignite-Manuals
• HPE Server Automation（SA）ドキュメント：http://www.hpe.com/software/serverautomation

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのドキュメント

HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションについて詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise Information Library の Web サイトにある現在のリリース用に提供されている次の資料
を参照してください。

• HPE Insight Management サポートマトリックス

• HPE Matrix Operating Environment リリースノート

• HPE Insight Management インストール/コンフィギュレーションガイド

• HPE CloudSystem Matrix 使用ガイド：ESXi クラスタープロビジョニング

• HPE CloudSystem Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用したクラウドバースティン
グ：HPE クラウドサービス、HPE CloudSystem リソースプール、HPE CloudSystem Matrix、HPE 認定の
バースト先、Amazon EC2

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトを訪問して

ください。

http://www.hpe.com/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの

Web サイトに移動します。

http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポート登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン
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• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセ

スするためのメカニズムが提供されます。製品のドキュメントを確認し、推奨されるソフトウェアアップ
デートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター http://www.hpe.com/support/
hpesc

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダ
ウンロード

http://www.hpe.com/support/
downloads

Software Depot http://www.hpe.com/support/
softwaredepot

• eNewsletters およびアラートにサブスクライブするには、以下の Web サイトにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
• お客様の権利の表示や更新を行ったり、契約と保証をプロフィールとリンクさせたりするには、Hewlett

Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials ページをご
覧ください。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスす
るときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。関連する権利付与情報を使って HP パスポ
ートをセットアップしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身
で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できる
よう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。CSR による修理が可能かどうかについて
は、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口が判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモー
トサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速か
つ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE プロアクティブ ケアサービス http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
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HPE プロアクティブケアサービス：サポートされ
ている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/
proactivecaresupportedproducts（英語）

HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：
サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/
proactivecareadvancedsupportedproducts

プロアクティブケアカスタマー情報

プロアクティブケアセントラル http://www.hpe.com/services/proactivecarecentral

プロアクティブケアサービスのアクティブ化 http://www.hpe.com/services/
proactivecarecentralgetstarted

保証情報
ご使用の製品の保証を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポート センターで入手できるサーバー、
ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-
Warranties

HPE Enterprise サーバー http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-
Warranties

HPE ストレージ製品 http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPE ネットワーク製品 http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
ご使用の製品の規定に関する情報を表示するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手でき
るサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。本製品の化学物質情報レポートについては、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/reach

Hewlett Packard Enterprise 製品の環境および安全に関する情報やコンプライアンスに関するデータ（RoHS、
REACH など）は、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/ecodata（英語）

Hewlett Packard Enterprise の社内プログラム、製品リサイクル、エネルギーの有効利用などの環境情報につ
いては、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/environment（英語）

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメ
ントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございました
ら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子メールに
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は、ドキュメントのタイトル、製品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載
ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの
版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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用語集

Chrome Google のインターネットブラウザー

CMS 中央管理サーバー

CNA コンバージドネットワークアダプター

Command View HPE ストレージアレイを管理するソフトウェアとサーバー。

CSI Common Storage Interface

DIO Direct Input Output。DIO とは、ほとんどネイティブと同様の I/O 機能性、管理性、性能を VM や vPar
に提供するように考案された I/O アーキテクチャーで、ホスト PCI Express（PCIe）機能（物理でも仮
想でも構わない）への直接アクセスを提供することで実現されています。

Enterprise Virtual Array HPE のストレージアレイの製品ライン。

ESA Extensible Server Adapter

ESX VMware のエンタープライズレベルの仮想化製品。

EVA Enterprise Virtual Array

FC Fibre Channel。ファイバーチャネル

Fibre Channel。ファイバーチャネル 高速ストレージネットワーキングの標準。

Firefox Mozilla のインターネットブラウザー

Flex-FC あらかじめ割り当てられた SAN リソースセットを、1 台または複数の物理サーバーで使用可能な
共有ストレージプールに対して使用する技術。N_Port ID の仮想化。

HBA ホストバスアダプター

Host Bus Adapter。ホス
トバスアダプター

サーバーとストレージデバイス間の入出力処理と物理的接続を行う、回路板およ
び統合回路アダプターの両方またはいずれかを指します。

HPE Insight Control 仮想マシン管理 HP の仮想化管理技術。

HPE Insight
Control サーバ
ープロビジョニ
ング

Insight Control サーバープロビジョニングは、HPE Insight Control サーバー配備の代わり
に使用できる機能です。ただし、Insight Control サーバー配備のインストールやアップグ
レードは、引き続き可能です。Insight Control サーバープロビジョニングは、推奨される
HPE ProLiant 展開ソリューションです。詳しくは、HPE Insight Control サーバープロビ
ジョニング管理者ガイドおよび HPE Insight Control サーバープロビジョニングインスト
ールガイドを参照してください。どちらのガイドも、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の Web サイトから入手できます。
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HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション 7.3 の時点で、HPE Insight
Control サーバー配備は DVD メディアから削除されており、利用するには別途ダウンロー
ドして購入する必要があります。

HPE SIM HPE Systems Insight Manager

HPE Storage
Provisioning
Manager

Matrix OE にバンドルされているオプションのソフトウェアソリューションで、ストレ
ージに対するサービス中心の管理インターフェイスを提供します。

HPE Systems Insight Manager HPE システムとリソースを監視および管理するための製品。

HPE VCEM Virtual Connect Enterprise Manager

HPE Virtual Connect
Enterprise Manager

エンクロージャーに適用される、HP のハードウェア仮想化管理ソフトウェア製品。

HPE インフラストラクチャオ
ーケストレーション Designer

マルチサーバー、マルチティアインフラストラクチャをドラッグアンドドロ
ップ式のインターフェイスを用いて計画および設計できるようにする Web
アプリケーション

HPE インフラストラクチャオーケスト
レーション Organization
Administrator Portal

データセンター内の組織用に公開されたテンプレートからインフ
ラストラクチャサービスを作成できるようにする Web アプリケー
ション。

HPE インフラストラクチ
ャオーケストレーション
Self Service Portal

公開されたテンプレートからインフラストラクチャサービスを作成できるよう
にする Web アプリケーション。利用できるテンプレートの確認、プロビジョニ
ング要件を満たすテンプレートの選択、サービスリクエストの発行が可能です。

HPE インフラストラクチ
ャオーケストレーション
コンソール

HPE インフラストラクチャオーケストレーションの全体的な動作ならびにその
ユーザー、テンプレート、サービス、およびリソースの展開、管理、および監視
を可能にする Web アプリケーション（Systems Insight Manager プラグイン）。

IE Internet Explorer。

Internet Explorer（IE） Microsoft の Web ブラウザー

Internet Protocol version 6。インタ
ーネットプロトコルバージョン 6

インターネットプロトコルバージョン 6 は IPv4 の後継に指定され
ている次世代のインターネットプロトコルです。

IPv6 Internet Protocol version 6。インターネットプロトコルバージョン 6

LUN 論理ユニット番号

MAC メディアアクセス制御

Matrix リカバ
リ管理

論理サーバーおよび Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスのディザ
スタリカバリ保護を提供する HPE Matrix Operating Environment のコンポーネント。
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RDP リモートデスクトッププロトコル

Registered
State Change
Notification

ファイバーチャネルプロトコルで、RSCN は主要なファブリック変更のファイバーチャネ
ルファブリックの通知です。RSCN はすべての指定のノードに送信され、ノードは変更に
応じて反応します。

RSCN Registered State Change Notification

Uniform
Resource
Locator

インターネットと World Wide Web において、特定のコンピューティングリソースが使用で
きる場所およびそれを取得するメカニズムを指します。

Universally Unique Identifier。ユ
ニバーサル一意識別子

分散システムが一元管理によって情報を一意に識別するために使用さ
れる一意識別子。

URL Uniform Resource Locator

UUID Universally Unique Identifier。ユニバーサル一意識別子

VC Virtual Connect

vCenter VMware のエンタープライズレベルの仮想化管理製品。

Virtual Connect HP のハードウェア仮想化製品で、主にブレードサーバーで使用されます。

Windows
Internet Name
Service

Microsoft のネームサーバーおよびサービスで、ホスト名とネットワークアドレス間のマッ
ピングを行います（ドメイン名と DNS の関係と似ています）。

WINS Windows Internet Name Service

World
Wide
Name

特定のファイバーチャネル（FC）、Advanced Technology Attachment（ATA）、または Serial
Attached SCSI（SAS）のターゲットを識別する一意識別子。各 World Wide Name 名は 8 バイ
トの識別子です。

WWN World Wide Name

インフラス
トラクチャ
サービス

マルチティア Web アプリケーションなど、ビジネスアプリケーションを実行するように設計
されたサービスで、インフラストラクチャリソースを実際に稼動するように構成したもの。サ
ービスまたはサービスインスタンスとも呼ばれます。インフラストラクチャリソースには、サ
ーバーブレード、仮想マシン、SAN ディスク、ネットワーク、IP アドレスなどが含まれます。

回復
可能

展開の内容を障害が発生した時点の内容にまで回復する機能。システムの障害や災害からシステム
を速やかに回復するこの機能は、データの 新のバックアップがあるかどうかだけでなく、そのデー
タを新しいハードウェアに回復できるように事前に計画されているかどうかにも左右されます。

拡張サーバー
アダプター

HPE BladeSystem、ラックマウント型サーバーを含め、Virtual Connect 以外のサーバーに
HPE インフラストラクチャオーケストレーションおよび HPE Matrix Operating
Environment を接続するための HPE アダプター。
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仮想インター
フェイス

あるアプリケーションパッケージを実行するクラスター化された複数のサーバーへの単一の
ネットワークアドレスとして使用される IP アドレス。サービス IP とも呼ばれます。

管理者 HPE Matrix OE HPE インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを介してユーザー、リ
ソースプール、およびセルフサービスリクエストを管理するユーザー。

クラウド
リソース

外部クラウドサービス（HPE CloudSystem リソースプール、その他の HPE CloudSystem Matrix
システム、その他の HPE 認定のバースト先、Amazon EC2 など）をはじめとするサポートされ
ているクラウドサービスプロバイダーが提供するリソース/容量を表します。

検出 ネットワークオブジェクトを検索および識別する管理アプリケーションの機能。HPE の管理アプリケ
ーションでは、検出により、指定したネットワーク範囲にあるすべての HPE 製システムが検索および
識別される。

サーバー
グループ

1 つまたは複数のサーバーのグループ。このグループを、層として使用することで、マルチティ
アインフラストラクチャサービスの構築が可能になります。1 つの層に属するサーバーは同種の
もので、すべてのグループの属性を満たす必要があります。

承認 ユーザーが生成するリクエストに対して管理者が与える許可。承認は、サービスの作成または更新の
割り当ておよびプロビジョニング段階で発生します。

ストレージエ
リアネットワ
ーク

データストレージデバイスを対応するデータサーバーに接続するネットワーク（またはサブ
ネットワーク）。ストレージエリアネットワークは、通常、コンピューティングリソース全
体のネットワークの一部を構成します。

ストレー
ジプール
エントリ
ー

ストレージプールのコンテキスト内のストレージをトラックする方法（各ポータビリティグル
ープにつき 1 つのストレージプールを持ちます）。ストレージプールエントリーには、要求/要件

（サイズ、RAID レベル、タグ、サーバーイニシエーター WWN）、およびこれらの要求と一致す
るストレージ（ストレージコントローラー WWN、LUN 情報）の情報が含まれます。Matrix OE
は 3 種類のストレージプールエントリーをサポートしています。1 つは手
動ストレージ指定用、2 つは HPE Storage Provisioning Manager を介した実行用です。論理サ
ーバーではストレージが必要であるため、1 つ以上のストレージプールエントリーが関連付けら
れます。

設計
者

HPE Matrix OE HPE インフラストラクチャオーケストレーション Designer（グラフィカルデザイナ
ー）を使用してマルチサーバーインフラストラクチャテンプレートを作成し公開するユーザー。他の
ユーザーは、このテンプレートを利用してインフラストラクチャサービスを作成します。

中央管理サー
バー

HPE Systems Insight Manager ソフトウェアを実行する、管理ドメイン内のシステム。
Systems Insight Manager 内のすべての集中操作は、このシステムから開始されます。

テンプ
レート

サーバーグループ、ネットワーク、ストレージについてのインフラストラクチャサービスの要件を
指定する設計のブループリント。また、リクエストの実行中に HPE Operations Orchestration のワ
ークフローを使用するカスタマイズポイントを含みます。

パブリック インターネットからアクセスできるサブネット。192.x.x.x または 10.x.x.x の範囲の IP アドレ
スを含むことはできません。

プライベー
ト

データセンターから外にルーティングされないサブネット。通常含まれるアドレスは、
192.x.x.x または 10.x.x.x の範囲のアドレスだけです。

392 用語集



プロ
ビジ
ョニ
ング

テンプレートに基づいてサービスを作成するプロセス。ユーザーは、HPE インフラストラクチャオ
ーケストレーション Self Service Portal または HPE インフラストラクチャオーケストレーションコ
ンソールを介して、サービスの作成リクエストを発行します。これに対し、HPE インフラストラク
チャオーケストレーションはインベントリを検索して、テンプレート内のすべての論理リソース定義
にコンピューティング、ストレージ、ネットワークの各リソースを割り当てます。

マルチイニシ
エーター
NPIV

管理者が、SAN ストレージのプールを事前に定義できるようにして、長期間にわたり各サー
バーにストレージを柔軟に割り当てることができるようにします。各ストレージプールエン
トリーは、1 つまたは複数の LUN、SAN 上でのその LUN の位置、および LUN へのアクセス
が許可される 1 つまたは複数のサーバー側イニシエーターを定義します。サーバーは、HBA
ポートの仮想化を利用して、1 つまたは複数のストレージプールエントリーへのアクセス権
限を柔軟に付与されます。ストレージ管理に対するこのアプローチにより、SAN の管理者は
すべての SAN リソースを常に全面的に管理/制御できます。また、サーバーの管理者は、論
理サーバーのストレージ管理タスクを柔軟に自動化できます。

メディ
アアク
セス制
御

ほとんどのネットワークインターフェイスカード（NIC）またはネットワークアダプターに対し、
製造元によって割り当てられる一意識別子。コンピューターネットワーキングの場合は、メディア
アクセス制御アドレスを指します。別名 Ethernet ハードウェアアドレス（EHA）、ハードウェアア
ドレス、アダプターアドレス、または物理アドレスとも呼ばれます。

ユー
ザー

HPE インフラストラクチャオーケストレーション Self Service Portal を使用して、リソースプールの
優先付けされたリストからテンプレートをプロビジョニングすることでインフラストラクチャサー
ビスを作成し、サービス全体の開始および終了について規定するサービスリース期間を指定するユー
ザー。

リース期
間

インフラストラクチャサービスの使用期間を意味し、ライフタイムにあたります。リース期間の
設定または変更はユーザーまたは管理者によって行われます。

リカバ
リグル
ープ

1 つ以上の論理サーバーと、1 つのストレージ複製グループのペア。リカバリグループには、「リ
カバリグループ開始順序」番号が割り当てられます。サイトのフェイルオーバーでは、指定され
た順序でリカバリグループが 1 つのサイトから他のサイトにフェイルオーバーされます。

リク
エス
ト

セルフサービスユーザーによる操作で、管理者の承認が必要です。リクエストには、サービスのイ
ンスタンス化や削除などがあり、他のタスクの実行中に生成されます。リクエストは、ユーザーが
次の操作を希望するときに生成されます。

• サービスを作成する

• サービスを削除する

• サーバーを非アクティブ化する

• サーバーをアクティブ化する

• サービスを更新してサーバーを追加する

• サービスを更新してストレージを追加する

• リース期間を変更する

リソース
プール

HPE Matrix Operating Environment で管理される物理および仮想リソースのグループ。管理者
は、リソースプールへのユーザーアクセスを許可することで、リソースの利用を管理します。

リダンダント SAN コンポーネントを二重化することで、SAN ソリューションの停止を防止します。

論理ユニット番号 SCSI、ファイバーチャネル、または iSCSI 論理ユニットの識別子。
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ワー
クフ
ロー

事前に定義された IT タスクを自動化するリンクされた一連の処理を定義します。ワークフローは、
HPE インフラストラクチャオーケストレーションに組み込まれているワークフローソリューション
に当たる HPE Operations Orchestration ソフトウェアを使用して設計します。ワークフローを使用
すると、承認、手動でのオペレーティングシステムの展開、手動でのストレージプロビジョニング、
通知の送信などの IT プロセスとの統合を定義できます。

ワークフローは、HPE インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートと関連付けることも
できます。これらのサービス処理ワークフローは、関連付けられたリクエストの前後に実行されま
す。これらのワークフローは、テンプレートやそのテンプレートから作成されるサービス固有の処理
の実行を目的にしています。

注記:

大 3 つのカスタムワークフローを指定して、HPE インフラストラクチャオーケストレーショ
ンコンソール、Organization Administrator Portal、または Self Service Portal のサーバーアクシ
ョンメニューから呼び出すことができます。

Library/Hewlett-Packard/HPE infrastructure orchestration/Service Actions/
Samplesフォルダーには、サンプルワークフローが用意されています。これらのサンプルワークフ

ローは、そのまま使うことも、コピー、あるいは修正して使うこともできます。

また、サンプルの iLO ワークフローが HPE Operations Orchestration ソフトウェアのフォルダー（/
Library/Integrations/Hewlett-Packard/Proliant iLO）に用意されています。

割り
当て

リクエストには、テンプレートで定義された条件、ユーザーに割り当てられているリソースプール、
および HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションにより実行
されたその時点でのリソースの予約または割り当てに基づいて、サーバー、ストレージ、およびネッ
トワークリソースが割り当てられます。
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HPE Operations Orchestration ソフトウェアの
通信セキュリティ

ここでは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration ソフト
ウェアの間の通信セキュリティについて説明します。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは HPE Operations Orchestration と統合されます。
HPE Operations Orchestration によって、インフラストラクチャサービスの実行中にさまざまなポイントで呼
び出せるカスタマイズ可能なワークフローが提供されます。インフラストラクチャサービスに関する情報は、
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration の間で、HTTPS（場
合によっては SMTP）を使用してやりとりされます。HPE Matrix IO と HPE OO は、デフォルトでは同じ中央
管理サーバー（CMS）で動作しますが、HPE Matrix IO と HPE OO を別々のサーバーで動作するように設定
し、悪意のある通信が存在する可能性のあるネットワーク経由でデータを交換することもできます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration による操作はログ
に記録されます。

次の設定をお勧めします。

• 信頼されている管理者のみが、CMS にログインできる（デフォルト動作）。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration の設定ファイ
ルは、信頼されている管理者のみが使用できる（デフォルト動作）。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのテンプレート作成および HPE Operations
Orchestration のフローのカスタマイズは、信頼されている設計者のみが実行できる（デフォルト動作）。

• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration を信頼されて
いる企業ネットワークで接続し、公共または悪意のある通信が存在する可能性のあるインターネットを使
用して接続しない（HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations
Orchestration はデフォルトでは同じサーバーにインストールされます）。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE
Operations Orchestration の通信

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration の間には 2 種類の
通信があります。

• 管理操作

管理操作を実行するインフラストラクチャサービスのライフサイクルの中で起動される HPE Operations
Orchestration のワークフローで、

..\Program Files\HP\Matrix HPE Matrix infrastructure orchestration\conf
\hpio.propertiesで設定されます。

.
• サービス操作

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設計者によってインフラストラクチャサービ
ステンプレートに割り当てられる HPE Operations Orchestration のワークフローです。設計者はインフラ
ストラクチャサービスライフサイクルの特定のポイントにワークフローを割り当てます。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションから
HPE Operations Orchestration に渡されるデータ

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration の間で交換される
データは次のとおりです。
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• 日付 - HPE Operations Orchestration フローが起動した日付

• ユーザートークン - ユーザーからの応答の認証に使用される一意の文字列

• リクエスト XML - インフラストラクチャサービスが使用するサーバー、ディスク、ネットワーク、ストレ
ージ、サービスのユーザー名など、インフラストラクチャサービスに関するデータ

• ユーザー XML - ユーザー名、電子メールアドレス、 新のログイン日時、ユーザートークン（ユーザー名
とパスワードがない場合は HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションとの接続に使用不可）
など、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーに関するデータ

• ディスクまたはサーバーの識別子

• サーバーグループ名

• ネットワークインターフェイスカード（NIC）の識別子

サービス操作ワークフローでは、以下のパラメーターを受け取る必要があります。

• リクエスト XML - インフラストラクチャを表現する XML。
• ユーザートークン - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションへのコールバックに使用さ

れるセキュリティトークン。

• 日付 - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによってフローが起動された日時。

注記:

これらのパラメーターは、ワークフローの中で使用されない場合でも、ワークフローの定義で必要です。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE
Operations Orchestration の通信

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HTTPS を使用して HPE Operations
Orchestration サーバーと通信し、HPE Operations Orchestration ワークフローを起動してワークフローで必要
なデータを渡します。HPE Operations Orchestration サーバーは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションと同じ CMS にある場合と別のサーバーにある場合があります。HPE Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションと HPE Operations Orchestration は、信頼されている同じ企業ネットワークに置く
ことをおすすめします。

HPE Operations Orchestration ワークフローは、Windows Local System 権限で実行され、ファイルシステム
の読み込み、ネットワーク接続の開始、または電子メールの送信などの任意の操作を実行できるようにカスタ
マイズすることができます。

一部の HPE Operations Orchestration フローの場合、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンは、インフラストラクチャのライフサイクルの次のステップに移動する前にユーザーからの応答を待ちま
す。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、1 回しか使用できない一意のユーザートー
クンをこれらの HPE Operations Orchestration フローに渡し、管理者が定義した電子メール受信者に送られま
す。このトークンは、ユーザーからの応答を認証するために使用されます。HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、インフラストラクチャサービスのライフサイクルの次のステップに移動する前
に、正しいリクエスト ID を含むユーザートークンが HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
サービスに戻るまで待ちます。

デフォルトでは、これらのフローによって、応答ページの URL を含む電子メールが HPE Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションの管理者に送信されます。この URL には、ユーザートークンとリクエスト ID
が含まれます。管理者が Web ブラウザーで URL を開くと、リクエストの続行または拒否を選択できるフォー
ムが表示されます。続行または拒否のいずれかをクリックして、HPE Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションサービスへの HTTPS 接続を開始し、ユーザートークン、リクエスト ID、およびリクエストされ
た操作を渡します。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによってリクエスト ID のユー
ザートークンが正しいことが確認されると、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはそれ
に従ってリクエストを継続またはキャンセルします。

ユーザートークンがインターセプトされた場合は、インフラストラクチャサービスで未認証のユーザーがリク
エストの手順を承認、拒否、継続、またはキャンセルできます。ただし、管理者は自分以外の操作によってイ
ンフラストラクチャサービスが継続されていることを認識し、問題点を修正することができます。
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管理操作

管理操作は、インフラストラクチャサービスのライフサイクルの間に起動される HPE Operations
Orchestration のワークフロープロセスです。

• 手動 OS 展開 - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはユーザーからの続行またはキャ
ンセルの応答を待ちます。

• 手動ストレージプロビジョニング - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはユーザー
からの続行またはキャンセルの応答を待ちます。

• 手動ストレージ削除 - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはユーザーからの続行ま
たはキャンセルの応答を待ちます。

• 手動ディスクスクラブ - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはユーザーからの続行
またはキャンセルの応答を待ちます。

• リクエスト承認 - HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはユーザーからの承認または
拒否の応答を待ちます。

• サービス開始操作

• サービス終了操作

• グローバルサービス終了操作

• ユーザー通知

• ユーザープール通知

• サービスリース通知

• サービス回復

• サービス失敗操作

サービス操作

サービス操作は、HPE Operations Orchestration ワークフローを起動する可能性のあるインフラストラクチャ
サービスの段階です。

• サービス開始（または終了）の作成

• サービス開始（または終了）の削除

• サービス開始（または終了）の管理解除

• サービス開始（または終了）の変更

• リース開始（または終了）の変更

• 複製サービス開始（または終了）の作成

• 複製サービス開始（または終了）の削除

• データディスク開始（または終了）の追加

• データディスク開始（または終了）の削除

• 論理ディスク開始（または終了）の編集

• サービス開始（または終了）の追加

• サーバー開始（または終了）の削除

• 仮想サーバー開始（または終了）の編集

• サーバー開始（または終了）のアクティブ化

• サーバー開始（または終了）の非アクティブ化

• サーバー開始（または終了）の電源投入

• サーバー開始（または終了）の電源切断

• サービス開始（または終了）の電源再投入

• ネットワークインターフェイス開始（または終了）の追加

• ネットワークインターフェイス開始（または終了）の削除

• トランクネットワーク開始（または終了）の追加

• トランクネットワークの開始（または終了）の削除

• トランクネットワーク開始（または終了）の編集

• スナップショット開始（または終了）の作成

• スナップショット開始（または終了）の削除
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• スナップショット開始（または終了）に戻す

• SAN ゾーニングの開始（または終了）

• 複製サービス開始（または終了）のフェイルオーバー

複製サービス開始（または終了）のフェイルオーバーの実行ポイントは、HPE Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーション複製サービスの HPE Matrix OE リカバリ管理で実行されたアクティブ化操作時
にのみ実行される HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理構成で使用されるように設計されてい
ます。開始の実行ポイントは、アクティブ化が発生しているサイトにストレージが正常にフェイルオーバ
ーしてからサービスのアクティブ化が発生するまでの間に、HPE Matrix OE リカバリ管理から呼び出され
ます。この時点で、ボリュームをリモートサイトで使用できます。データストアの場合は、VM ファイル
を VM ホストで使用できるようになります。

終了の実行ポイントは、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで複製サービスが正常に
アクティブ化された後に、HPE Matrix OE リカバリ管理から呼び出されます。この時点で、オペレーティ
ングシステムレベルで構成を確認および変更するためにワークフローを使用できます。

注記:

アクティブ化プロセスでは、オペレーティングシステムおよびアプリケーションが実行されているか
どうかが確認されません。

複製のフェイルオーバーワークフローという名前のリクエストエントリーは、各実行ポイント（リクエス
トごとに、開始または終了の実行ポイントがリクエスト履歴リストに追加されるかどうかを示す特定のメ
ッセージ）の実行を追跡するためにリクエストリストに生成されます。

注記:

サービス開始操作およびサービス終了操作のワークフローは、複製のフェイルオーバーワークフロー
のリクエストで実行されません。複製のフェイルオーバーワークフローのリクエストでは、サービス
の作成に使用されるテンプレートで定義されたワークフロー、または FAILOVER_REPLICA 実行ポ
イントの編集 HPE OO ワークフローを使用して構成されたワークフローのみが実行されます。編集
HPE OO ワークフロー操作について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library に
ある HPE CloudSystem Matrix/HPE Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and
CLI Operations Reference Guide を参照してください。

ローカルサイトとリモートサイトの同期化に使用される HPE Matrix Operating Environment リカバ
リ管理のインポート/エクスポート操作では、複製サービスのフェイルオーバーの実行ポイントで構
成された HPE OO ワークフローが実行されません。これらのワークフローは、HPE Matrix OE リカ
バリ管理でアクティブ化操作が実行される前にローカルサイトで使用されたものと同じ名前と同じ
パスのリモートサイトにある HPE OO で、手動でインポートおよび構成する必要があります。

HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと HPE
Operations Orchestration によって使用される設定ファイルと
URL

• HPE Operations Orchestration サービスの URL：https://localhost:8443/oo
• 承認の応答 HTML ページの URL：https://localhost:51443/hpio/ooflows/ApprovalResponse.html
• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスの URL：https://localhost:51443/hpio/

controller/
• 管理操作の HPE Operations Orchestration サーバーおよび HPE Operations Orchestration フローを指定す

る HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定ファイル：

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties
• HPE Operations Orchestration のログ：

..\Program Files\HP\HPE Operations Orchestration\Central\logs
• HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのログ：
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..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\logs
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カスタムホスト名ワークフローの作成

カスタムホスト名の機能を使用するように実装される HPE OO ワークフローは、以下の入力パラメーターを
定義する必要があります。

パラメータ 説明

HostnameOperationTypeEnum 動作モードを定義します。設定可能な値：RESERVE、
RELEASE、UPDATE

InfrastructureServiceXML サービス XML 表現

PropertyXML サーバー ID/ホスト名のペアのリスト

注記:

リターンパラメーターが必要です。このリターンパラメーターは、フローの出力タブで、フローのプラ
イマリ出力フィールドとしてマークする必要があります。構造は PropertyXML パラメーターに似てい
ます。

注記:

HPE OO 9.x とは異なり、HPE Operations Orchestration Central と Studio 10.x は統合されていません。
Studio のワークフローで行った変更を適用するには、コンテンツパックを作成してから、それを Central
で展開する必要があります。HPE OO ワークフローをカスタマイズおよび展開する手順を参照するに
は、ワークフローのカスタマイズのステップに従ってください。

HPE OO Studio 画面の例については、図 19 : HPE OO Studio のカスタムホスト名の入力パラメーター（401
ページ）および図 20 : HPE OO Studio のカスタムホスト名の出力パラメーター（402 ページ）を参照してく
ださい。
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図 19 : HPE OO Studio のカスタムホスト名の入力パラメーター
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図 20 : HPE OO Studio のカスタムホスト名の出力パラメーター

HostnameOperationTypeEnum RESERVE オプション
HostnameOperationTypeEnum RESERVE は、サービス作成およびサーバー追加リクエスト時に使用されま
す。次のように、ワークフローのパラメーターを設定します。

• PropertyXML には、サービス作成リクエストの場合はすべてのサーバーのサーバー ID、およびサーバー追
加リクエストの場合は追加されるサーバーの ID のみを表す名前と値のペアが含まれます。各ペアの値フ
ィールドは空です。

• ワークフローは、指定されたサーバー ID に基づいて InfrastructureServiceXML で適切な論理サーバーを見
つける必要があります。

• 対応するホスト名は、目的の命名スキームに従って指定の論理サーバーに対して生成される必要がありま
す。

• 生成されたホスト名は、PropertyXML と同一の構造としてワークフローから返される必要があります。つ
まり、名前と値のペアのリストです。ここで、名前は論理サーバー ID で、値は生成されたホスト名です。
リターン XML は、ワークフローのプライマリ出力に属する必要があります。
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例 1：受信した XML（PropertyXML）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/
InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
         <Value> </Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
         <Value> </Value>
    </Property>
</PropertyList >

空の Value 要素は、ホスト名の作成ワークフローによって置き換えられます。以下の返された XML の例を参
照してください。

例 2：返された XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/
InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
        <Value>hostname-01</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
        <Value>hostname-02</Value>
    </Property>
</PropertyList >

新しいホスト名が適切な Value 要素に挿入されます。HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンは、ホスト名としてこれらの値を使用します。

HPE OO ワークフローの RESERVE 操作が失敗した場合、ホスト名が生成されないので、現在のリクエスト
も失敗します。部分的な結果は無効です。ワークフローがすべての要求されたホスト名を生成できることが
期待されます。たとえば、要求された 10 のホスト名の 9 のみを生成して失敗した場合、ホスト名はいずれも
使用されません。ワークフローは、該当する場合、このようなホスト名が後続の RESERVE 操作で再使用で
きるようにする必要があります。

HostnameOperationTypeEnum RELEASE オプション
HostnameOperationTypeEnum RELEASE は、サービス削除およびサーバー削除リクエスト時に使用されま
す。次のように、ワークフローのパラメーターを設定します。

• PropertyXML には、削除するサーバーの ID を表す名前と値のペアが含まれます。各ペアの値フィールドは
空です。

• ワークフローは、指定されたサーバー ID に基づいて InfrastructureServiceXML で適切な論理サーバーを見
つける必要があります。

• ワークフローは、内部動作に応じて、指定された論理サーバーごとに適切な操作を実行する必要がありま
す。たとえば、提供されている、ホスト名のプールを使用するサンプルは、データベース内のサーバー ID
からホスト名の関連付けを解除します。

• 戻り値は期待されません。
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例 3：受信した XML（PropertyXML）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/
InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
        <Value> </Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
        <Value> </Value>
    </Property>
</PropertyList >

RELEASE 操作は、サービス作成またはサーバー追加リクエストによってトリガーされる場合があります。ホ
スト名を生成するワークフローが呼び出され、リクエストが何らかの理由で失敗した場合、以前生成されたホ
スト名を解放するためにワークフローはもう一度呼び出されます。

RELEASE 操作が失敗した場合、現在のリクエストは、ホスト名が正常に解放されていない可能性があるこ
と、および手動クリーンアップが必要な可能性があることを示す警告とともに終了します。

HostnameOperationTypeEnum UPDATE オプション
HostnameOperationTypeEnum Update は、アウトオブバンドのホスト名変更が検出された場合に使用されま
す。次のように、ワークフローのパラメーターを設定します。

• PropertyXML には、ホスト名が変更されたサーバーのサーバー ID を表す名前と値のペアが含まれす。各ペ
アの値フィールドには、新しいホスト名が含まれます。

• ワークフローは、指定されたサーバー ID に基づいて InfrastructureServiceXML で適切な論理サーバーを見
つける必要があります。

• ワークフローは、内部動作に応じて、指定された論理サーバーごとに適切な操作を実行する必要がありま
す。たとえば、提供されている、ホスト名のプールを使用するサンプルは、データベースで対応するサー
バー ID のホスト名を更新します。

• 戻り値は期待されません。

例 4：受信した XML（PropertyXML）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PropertyList xmlns="http://hp.com/2007/ess/sw/model/
InfrastructureUtilitySchema">
    <Property>
        <Name>LogicalServer:0577a0cc-8122-4802-8173-6161b2f8dcc4</Name>
        <Value>new-hostname-01</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>LogicalServer:15d20b1d-abee-45bb-88d8-d951dc1495d9</Name>
        <Value>new-hostname-02</Value>
    </Property>
</PropertyList >

Value 要素は、ホスト名で更新されます。

UPDATE 操作が失敗した場合、非同期のイベントなので、ユーザーにはフィードバックは表示されません。
詳細情報を含むエラーメッセージが hpio-controller.logファイルに記録されます。
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サンプルのカスタムホスト名ワークフロー
新しいホスト名生成方法への移行に役立つ、2 つのサンプルのカスタムホスト名実装を使用できます。

• 桁の数字をインクリメントしてホスト名を生成する Powershell ベースの実装（既存のホスト名方法と同
様）

以下のディレクトリにこのサンプルワークフローがあります。

/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Custom Hostnames/
samples/hostname powershell

• データベースにあらかじめ定義された値を保存することによってホスト名のプールを実装するサンプル。
サーバーが作成されるときは常に、プールからのホスト名が使用されます。ホスト名は、関連付けられて
いるサーバーが削除されると再使用のために解放され、Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンがアウトオブバンドのホスト名変更を検出すると更新されます。

以下のディレクトリにこのサンプルワークフローがあります。

/Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/Custom Hostnames/
samples/hostname pool
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