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摘要
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1 概要
8.0 リリース以降、HPE OneView for VMware vCenter はアプライアンスとしてのみ使用でき
ます。 Windows プラットフォームにはインストールできません。 移行ツールを利用して、既
存の Windows プラットフォームからアプライアンスに構成情報を移行できます。 移行ツール
について詳しくは、『HPE OneView for VMware vCenter インストールガイド』を参照してく
ださい。

• HPE OneView for VMware vCenter Server Module — HPE ProLiant および HPE
BladeSystem ハードウェアを HPE OneView for VMware vCenter コンソールで監視できる
ようになります。 VMware 環境における HPE サーバーの包括的な監視、ファームウェア
アップデート、vSphere/ESXi イメージ展開、リモート制御、Virtual Connect 用のエンド
ツーエンド監視、電力最適化などのサーバーハードウェア管理機能を提供します。

重要: HPE OneView for VMware vCenter Server Module および HPE OneView for VMware
vCenter Storage Module は、個別のインストールではなくなりました。 ただし、HPE
OneView for VMware vCenter Server Module のサービスは、認証情報が提供されない限
り、アクティブ化されません。

• HPE OneView for VMware vCenter Storage Component — Hewlett Packard Enterprise
ストレージシステム上の LUN に VM、データストア、およびホストをマッピングするため
のストレージ構成情報およびステータス情報を提供します。 Storage Module では、HPE
ストレージシステムを登録し、HPE 3PAR StoreServ システムを含む、サポートされる
Hewlett Packard Enterprise ストレージシステム用の VASA プロバイダーを使用すること
ができます。

HPE 3PAR StoreServ、HPE StoreVirtual、および HPE MSA 1040/2040 ストレージシステ
ム上でのプロビジョニングをサポートしています。 サポートされるプロビジョニングタス
クには、データストアの作成、拡張、削除、VM の新規作成などがあります。 HPE
StoreOnce Backup システムについては情報の表示のみを行います。 HPE OneView for
VMware vCenter Storage Module は、以下の仮想アプライアンスを展開します。

◦ HPE StoreOnce VSA

◦ HPE StoreVirtual VSA

インストール手順については、『HPE OneView for VMware vCenter インストールガイド』を
参照してください。
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2 HPE OneView for vCenter の設定
HPE OneView for vCenter は、vCenter Server 環境においてプラグインとして管理されます。
いくつかの設定は、HPE OneView for vCenter と vCenter Server の間の通信に影響を与える可
能性があります。 設定には、クライアントの [Home Settings] ページからアクセスします。
[Home Settings] ページにアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Web Client を実行し、ホームページにアクセスします。
2. [管理] の下で、[Management Administration] アイコンをクリックします。
管理タスクは、使用しているクライアントによって異なります。

重要: 
• プロキシ対応 Windows クライアントと、iLO または他の管理ソフトウェアを使用する

vSphere/ESXi ホストを使用している場合は、HPE OneView for vCenter と、vSphere/ESXi
ホストシステムとして動作している ProLiant サーバー上の iLO の間で、プロキシサーバー
を無効化またはバイパスしてください。 手順については、「VM ホストでの iLO との通信
エラー」(105 ページ)を参照してください。

• Windows ファイアウォールを使用している場合は、HPE OneView for vCenter が使用する
ポートへのアクセスを許可するように、ファイアウォールを設定します。

vSphere Web Client の管理ページ
vSphere Web Client のホームページから、以下の管理ページにアクセスできます。 ページリ
ンクは、左側のナビゲーションペインにあります。

図 1 Administration Console

• Administrator Console
HPE OneView for VMware vCenter Administrator Console では、vCenter サーバーインス
タンスとストレージシステムの構成を行うことができます。

vSphere Web Client の管理ページ 5



• Server Module Credentials

Credentials for Platform/Infrastructure Integration — このページでは、システム認
証情報を特定できます。 グローバル認証情報と個別認証情報を入力できます。 Server

◦

Module をインストールしてある場合、このページでは、サーバーパスワードを表示、
追加、削除したり、iLO、Onboard Administrator、Virtual Connect、VMware ホスト、
SIM へのアクセスを許可する認証情報を入力できます。

◦ Credentials for HPE Management Software Integration — このページでは、HP
Smart Update Manager、Insight Control Server Provisioning、Systems Insight
Manager、および HPE OneView の認証情報を管理できます。 新しい HPE OneView
インスタンスの認証情報を追加したり、既存のエントリーの認証情報を削除できま
す。 ホストまたは認証情報が無効な場合、HPE OneView インスタンスは追加されま
せん。

• Certificate Management
このページでは、HPE OneView for vCenter の新しい自己署名証明書を生成したり、証明
機関による署名を得るための証明書署名要求を生成したりすることができます。 証明書が
署名されたら、その証明書をインストールできます。

• Server Module Configuration
このページは、SIM ポート、デバイスのポーリング間隔、イベントのポーリング間隔、電
力コスト、および登録ファクター上の Virtual Connect アップリンクに関する構成情報を
提供します。

役割（ロール）に基づくセキュリティ
HPE OneView for vCenter は役割に基づくセキュリティアクセスを使用します。 Windows や
ドメインのユーザー/グループに、vCenter の任意の役割を割り当てることができます。 HPE
OneView for vCenter は、これらの役割を次の 3 つに分類します。

• 管理者 — vCenter 管理者の役割がこのカテゴリにマッピングされます。

• 読み取り専用 — vCenter の読み取り専用および表示専用の役割が、このカテゴリにマッピ
ングされます。

• ユーザー — vCenter のその他すべての役割が、このカテゴリにマッピングされます。
管理者は以下のことを行うことができます。

• セットアップウィザードを実行する

• パスワードデータベースを編集する

• プロパティリンクを使用してプロパティを編集する

• SSO を使用して Hewlett Packard Enterprise 管理ツールを起動する

• HPE OneView for vCenter Server vSphere Web Client のホームページにアクセスする
読み取り専用ユーザーは、次のことができます。

• HPE OneView for vCenter を表示する
ユーザーは、次のことができます。

• Hewlett Packard Enterprise 管理ツールを起動し、ログオンして使用する

• HPE OneView for vCenter を表示する
ユーザーアクセス役割の割り当てについての情報は、『HPE OneView for VMware vCenter イ
ンストールガイド』を参照してください。
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Server Module for vCenter の設定
Server Module for vCenter をインストールした後、クライアントの [Home Settings] ページで
Server Module の機能を管理できます。

VMware ホストから iLO への関連付け
HPE OneView for vCenter が管理情報を正しく表示できるように、VMware ホストを対応 iLO
に関連付ける必要があります。 iLO 関連付けの方法は、VMware ホストの設定によって異なり
ます。

自動での関連付け

HPE OneView for vCenter に HPE ESXi Offline Bundle for VMware ESXi がインストールされ
ており、[Host Properties] ページまたは [Server Password Management] ページを介して通信
認証情報が有効になっている場合、ホストと iLO の関連付けが自動的に実行されます。

手動での関連付け

vSphere Web Client VMware の [電力管理] 設定、または HPE OneView for vCenter の [Host
Properties] ページのどちらかを使用して、ホストを iLO に手動で関連付けることができます。
手動での関連付けは、HPE OneView for vCenter のすべてのバージョンでサポートされていま
す。

VMware の [電力管理] 設定の使用
1. vSphere のユーザーインターフェイスで、[管理]タブをクリックし、[設定]をクリックしま
す。

2. [システム]で、[電力管理]をクリックします。
3. [編集]をクリックします。 [IPMI/iLO 設定] ダイアログボックスが表示されます。

[電力管理の IPMI/iLO 設定] ダイアログボックスが表示されます。 図 2 (7 ページ) を参照
してください。

図 2 [電力管理の IPMI/iLO 設定] ダイアログボックスの編集

4. iLO ユーザー名、iLO パスワード、 iLO の IP アドレス、および iLO の MAC アドレスを入
力し、[OK] をクリックします。

HPE OneView for vCenter の [Host Properties] ページの使用
1. ホストを選択して、[HPE Management] タブをクリックします。

2. [Settings] アイコン をクリックし、[Host Properties] を選択します。
3. iLO のグローバル設定を選択するか、iLO の IP アドレスまたはホスト名と、ユーザー名お
よびパスワードを入力します。

Server Module for vCenter の設定 7



4. iLO のグローバル設定を選択するか、iLO の IP アドレスまたはホスト名と、有効なユー
ザー名およびパスワードを入力します。

Server Module 認証情報の設定（vSphere Web Client のみ）
[Server Module Credentials] ページでは、インフラストラクチャ統合および Hewlett Packard
Enterprise 管理ソフトウェア統合のための認証情報を管理できます。

プラットフォーム/インフラストラクチャ統合のための認証情報
このタブでは、システム認証情報を特定できます。 グローバル認証情報と個別デバイス認証情
報を入力できます。

グローバルデバイス認証情報

• グローバルデバイス認証情報は、ESXi、Integrated Lights Out（iLO）、Onboard
Administrator（OA）、Virtual Connect（VC）に対して入力できます。

• グローバル認証情報は、各自の環境で、インフラストラクチャ内のすべてのエンティティ
または多くのエンティティで同じ認証情報を使用する場合に使用します。

• エンティティの IP/ホスト名に対して認証情報が定義されていない場合、グローバル認証
情報が定義されていれば、それが使用されます。

デバイス認証情報

• 個別デバイス認証情報は、デバイスごとに異なる認証情報を使用する場合に使用します。
認証情報は、環境内の iLO、OA モジュール、VC モジュール、VMware ホストごとに定義
する必要があります。

• グローバルな OA 認証情報と VC 認証情報が定義されていない場合、各 OA モジュールと
VC モジュールには、個別の認証情報エントリーが必要です。 これには、セカンダリ OA
モジュールと下位 VC モジュールが含まれます。

• システムに設定されている認証情報を追加または削除できます。

新しい認証情報の追加— [Add] アイコン をクリックし、認証情報を入力します。◦

◦ 認証情報の削除 — 該当するエントリーを選択し、[Delete] アイコン をクリックし
ます。

管理ソフトウェア統合のための認証情報

HP Smart Update Manager の認証情報

• 有効なホスト名/IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
Insight Control Server Provisioning の認証情報

• 有効なホスト名/IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
Systems Insight Manager の認証情報

• 有効なホスト名/IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
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HPE OneView コントローラー
現在の環境に構成されているすべての HPE OneView コントローラーの認証情報が一覧表示さ
れます。 以下のタスクを実行できます。

• 新しい HPE OneView コントローラーの追加— [Add] アイコン をクリックし、認証情
報を入力します。

ホストまたは認証情報が無効な場合、HPE OneView コントローラーは追加されません。

• HPE OneView インスタンスの削除 — 該当するインスタンスを選択し、[Delete] アイコン

をクリックします。

• 認証情報のインポート — 認証情報をインポートするには、以下の手順に従います。
次の 4 つのフィールドを含む CSV ファイルを作成します。1.

◦ エンティティタイプ — Entity_type

◦ IP アドレス — ip_address/hostname

◦ ユーザー名 — myusername

◦ パスワード — mypassword

CSV ファイルの例を以下に示します。
ilo,xx.xx.xx.xx,myusername,mypassword
esx,xx.xx.xx.xx,myusername,mypassword
vcm,xx.xx.xx.xx,myusername,mypassword
esxi,xx.xx.xx.xxx,myusername,mypassword

注記: CSV ファイルに含めることができる有効な認証情報タイプは、以下のものの
みです。

◦ iLO

◦ OA

◦ VCM

◦ ESXI
小文字および大文字のアルファベットを使用できます。

2. [server credentials] ページで [Upload] を選択してから、[Browse] をクリックして、
CSV ファイルを見つけます。 画面とダイアログボックスが表示されます。 次のオプ
ションのいずれかを選択します。

◦ CSV ファイルの作成についての詳細情報を取得するには、[Learn More...]を選択
します。

◦ CSV ファイルをインポートするには、[Import] を選択します。

[Server Module Credentials] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
1. vSphere Web Client を実行し、ホームページにアクセスします。
2. [管理] の下で、[Management Administration] アイコンをクリックします。
3. 左ペインで [Server Module Credentials] を選択します。

vCenter とストレージシステムの設定
アプライアンスを展開し稼働状態になった後、HPE OneView for VMware vCenter Administrator
Console を使用して、ストレージシステムと管理サーバーを設定します。

vCenter とストレージシステムの設定 9



HPE OneView for VMware vCenter Administrator Console
1. https://<applianceHostname>/ui/index.html から Administrator Console を起動します。
ここで、<applianceHostname> は完全修飾ドメイン名（FQDN）であり、HPE OneView
for VMware vCenter アプライアンスを展開するときに DNS サーバーに登録されている必
要があります。 詳細は、『HPE OneView for VMware vCenter インストールガイド』を参
照してください。

2. [Setup] をクリックします。

3. パスワードを割り当てます。

10 HPE OneView for vCenter の設定
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[Settings] ページが表示され、そこから以下のタスクを実行できます。
• [Management VM] セクションを使用した、ネットワークと DNS の設定

• 製品のサポートコールのログを取得するために必要なログ収集の起動

• アプライアンスのすべてのアクティブセッション（展開、プロビジョニングなど）に
関する情報の検索

• アプライアンスの新しいリリースへのアップグレード

• HPE OneView for VMware vCenter プラグインでのサーバー、エンクロージャー、お
よびストレージシステムに関する構成データのバックアップ/復元の開始

• サポート担当者の推奨に従った、デバッグに使用できるカスタムプロパティの定義

• サポート担当者から要請された場合の、トレースレベルロギングの有効化

移行ツールの使用

注記: HPE OneView for VMware vCenter を Windows プラットフォームで使用していない
か、Windows からアプライアンスに構成データを移行しない場合は、移行セクションをスキッ
プしてください。

Windows からアプライアンスに構成データを移行するには、移行ツールによって生成された
バックアップファイルと、それを暗号化するために使用したパスワードを用意する必要があり
ます。

データをインポートするには、以下の手順を実行します。

1. Administrator Console のメインページで、[Backup and Restore] セクションの [Restore
from backup] をクリックします。

vCenter とストレージシステムの設定 11



2. [Restore from backup] ページで [Upload file] をクリックし、移行ツールによって作成さ
れたエクスポートファイルをアップロードします。

ツールによってファイルがアップロードされた後、作成日、ファイル名、エクスポート
バージョンなどのエクスポートの詳細が表示されます。

3. [Restore from backup] ページで、移行ツールでエクスポート時に指定したパスワードを
入力します。

4. [Restore] をクリックします。
移行が正常に完了した後、サーバー、ストレージ、および vCenter に関する情報が、HPE
OneView for VMware vCenter アプライアンスで利用できるようになります。 HPE OneView
for VMware vCenter アプライアンスの設定に進むことができます。

注記: vCenter またはストレージシステムを HPE OneView for VMware vCenter に追加する
前に、新たにインストールした HPE OneView for VMware vCenter アプライアンスで設定を復
元してください。 vCenter の証明書を復元できない場合は、vCenter 情報を編集し証明書を受
け入れて、新しいアプライアンスで vCenter の設定を行います。

HPE OneView for VMware vCenter の設定
ここでは、HPE OneView for VMware vCenter アプライアンスで vCenter と HPE ストレージ
システムの構成データを維持する方法について説明します。

• 「vCenter の設定」 (12 ページ)

• 「ストレージシステムの設定」 (16 ページ)

vCenter の設定
このセクションは、HPE OneView for VMware vCenter 環境での vCenter の設定と管理に関す
るものです。 [Actions] ドロップダウンメニューを使用して、現在の環境で設定されている
vCenter を管理（追加、編集、削除）できます。

vCenter の追加
1. Administrator Console のメインメニューから、[vCenters] を選択します。

図 3 vCenter

特に移行ツールを使用してデータをインポートした場合に、現在環境内で設定されている
vCenter に関する情報が一覧表示されます。

2. [vCenters] 画面で、マスターペインから [+ Add vCenter] をクリックするか、[Actions] メ
ニューの [Add] を選択します。
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図 4 vCenter の追加

3. [Add vCenter] ダイアログボックスで、以下の詳細を指定します。

図 5 vCenter の詳細

• [Name] — 有効なホスト名または IPv4 アドレスを指定します。

• [Username] — 有効なユーザー名を指定します。

• [Password] — 有効なパスワードを指定します。
4. [Add] をクリックします。

注記: [Add +] をクリックすると、同じダイアログボックス内で別の vCenter を追加で
きます。

SSL 証明書の詳細を表示する画面が表示されます。
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図 6 

5. 内容を確認し、[Accept] をクリックします。

vCenter の詳細の編集
1. HPE OneView for VMware vCenter で設定されている vCenter の 1 つを選択します。

図 7 vCenter の編集

2. [Actions] メニューから、[Edit] を選択します。
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図 8 編集ダイアログ

3. 必要に応じて vCenter パスワードを編集し、[OK] をクリックします。

vCenter の削除
1. HPE OneView for VMware vCenter 環境で設定されている、削除する必要がある vCenter
の 1 つを選択します。

図 9 vCenter の削除

2. [Actions] メニューから、[Delete] を選択します。

図 10 [Delete] ダイアログボックス

vCenter とストレージシステムの設定 15



3. 選択した vCenter に関する情報の削除を続行することを確認して、[Yes, delete] をクリッ
クします。

ストレージ管理

HPE OneView for VMware vCenter 8.0 リリース以降、以下の HPE ストレージシステムは HPE
OneView for VMware vCenter でサポートされなくなりました。
• HPE EVA

• HPE XP/P9000

• HPE MSA 2000 G2/P2000 G3

注記: 先に進む前に、ストレージシステムと管理サーバーが、『HPE OneView for VMware
vCenter インストールガイド』で説明されているネットワーク接続要件を満たしていることを
確認してください。

ストレージシステムの設定

このセクションは、HPE OneView for VMware vCenter 環境でのストレージシステムの設定と
管理に関するものです。 [Actions] ドロップダウンメニューを使用して、現在の環境で設定さ
れているストレージシステムを管理（追加、編集、削除）できます。

ストレージシステムの追加

1. Administrator Console のメインメニューから、[Storage Systems] を選択します。

図 11 ストレージシステム

特に移行ツールを使用してデータをインポートした場合に、環境内で現在設定されている
すべてのストレージシステムに関する情報が表示されます。

2. [Storage Systems] 画面で、マスターペインから [+ Add storage system] をクリックす
るか、[Actions] メニューの [Add] を選択します。

図 12 ストレージシステムの追加
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3. [Add storage system] 画面の [General] ペインで、次の内容を指定します。

図 13 ストレージシステムの詳細

• [Type] — HPE MSA、HPE 3PAR StoreServ、HPE StoreVirtual、HPE StoreOnce な
ど、追加するストレージシステムの種類を指定します。

• [Name] — 有効なホスト名または IPv4 アドレスを指定します。

• [Username] — 有効なユーザー名を指定します。

• [Password] — 有効なパスワードを指定します。
4. [Connect] をクリックします。

SSL 証明書の詳細を表示する画面が表示されます。

図 14 証明書の詳細

5. 内容を確認し、[Accept] をクリックします。
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注記: 証明書に関する問題がある場合、エラーまたは警告ボックスが表示されます。 問
題がある場合は対処してください。

6. 以下のいずれかを実行することで、ストレージシステムの追加の一環として、ストレージ
システム上の個々のストレージプールのアクセス許可を変更したり、すべてのストレージ
プールのアクセスを変更できます。

図 15 ストレージプールのアクセス許可

• ストレージシステム上の個々のストレージプールに対するアクセス許可を変更するに
は、Maintenance ツールで [Read only] をクリックし、[Allow provisioning] の値を
切り替えます。

または

• ストレージシステム上のすべてのストレージプールのアクセス許可を変更するには、
[Set All] をクリックして値を切り替えます。

7. [Add] をクリックします。

注記: [Add +] をクリックすると、同じダイアログボックス内で別のストレージシステム
を追加できます。

[Refresh Storage Data] ダイアログが表示されます。
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図 16 ストレージデータの更新

8. [Yes, refresh data] をクリックします。
[Add Storage Systems] 画面には、現在のヘルス状態とストレージシステムのデータ更新
ステータスが表示されます。

図 17 更新ステータス

注記: [Cancel] をクリックして、更新を延期し後で開始することができます。

更新の開始

後で更新を開始するには、以下いずれかの操作を行います。

• [Actions] メニューから [Refresh] を選択します。
または

• [HPE Management] タブの見出しにある をクリックします。

ストレージシステムの変更

1. HPE OneView for VMware vCenter で設定されているストレージシステムの 1 つを選択し
ます。
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図 18  ストレージシステムの変更

2. [Actions] メニューの [Edit] をクリックします。

図 19 認証情報の編集

3. 認証情報を指定し、[Connect] をクリックします。
4. ストレージプールへのアクセス許可を変更する必要がある場合は、ステップ 6に従って変
更します。

5. [Actions] メニューの [Refresh] をクリックします。

ストレージシステムの削除

1. HPE OneView for VMware vCenter で設定されているストレージシステムの 1 つを選択し
ます。

2. [Actions] メニューから、[Delete] を選択します。
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図 20 削除の確認

3. 選択したストレージシステムに関する情報の削除を続行することを確認し、[Yes, delete]
をクリックします。

Settings
このセクションには、以下の項目に関する情報が表示されます。

• 「バックアップと復元」 (21 ページ)

• 「カスタムプロパティの作成」 (21 ページ)

• 「ロギングの有効化」 (22 ページ)

バックアップと復元

バックアップ

システム上にローカルに存在するすべてのバックアップを置き換えるバックアップを作成する
ことができます。 システムの外部でバックアップをダウンロードおよび管理することもできま
す。

復元

以下の方法で復元を行うことができます。

• 参照するか、ダイアログにドラッグアンドドロップすることで、以前ダウンロードした
バックアップファイルから復元する。

• ローカルバックアップから復元する（存在する場合）。

カスタムプロパティの作成

1. [Settings]→[Custom Properties] をクリックします。

図 21 カスタムプロパティ
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2. [Add Property] を選択します。
3. カスタムプロパティの値を入力します。

• [Name] — カスタムプロパティの名前を指定します。

• [Value] — プロパティの値を指定します。
4. [OK] をクリックします。

ロギングの有効化

1. [Settings]→[Logging] をクリックします。

図 22 ロギングの編集

2. [Edit Logging] ダイアログボックスで、[Trace level logging] を有効にします。
3. [OK] をクリックします。
トレースレベルのロギングは、問題をトラブルシューティングするために、サポート担当者に
よって要請される場合があります。

vSphere Web Client からの VASA Provider の登録
Storage Module for vCenter を Storage Providers リストに追加するには、以下の手順に従って
ください。

1. HPE OneView for vCenter の左ペインでデータストアを右クリックし、[Manage Storage
Providers] をクリックします。
[ストレージプロバイダ] ページが表示されます。

2. 緑の追加アイコン（ ）をクリックします。

[ストレージプロバイダの登録] ダイアログボックスが表示されます。
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3. 次の情報を入力します。

• 名前: HPICSM と入力します。

• URL:
https://vasaProvider_server_name:port/vasa_provider_ws/vasaService
と入力します。

ヒント: VASA Provider の URL を表示するには、クライアントページの [Settings]
アイコン をクリックし、次に [VASA Provider URL] を選択します。

• ログイン/パスワード: vSphere Web Client を実行するシステムのログイン情報を入力
します。

4. [OK] をクリックします。

CA 署名付き証明書の追加
Storage Module for vCenter を VMware VASA プロバイダーとともに使用する場合は、CA 署名
付き証明書を使用することをお勧めします。

CA 署名付き証明書を追加するには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Web Client のホームページに移動します。
2. [Management Administration] アイコンをクリックします。
3. 左ペインで、[Certificate Management] をクリックします。

[Certificate Management] ページが表示されます。
4. [Generate Certificate Signing Request] オプションを選択します。
5. 次の情報を [Certificate Info] セクションに入力します。

• Country

• State

• Locality

• Organization

• Common Name — 完全修飾 vCenter Server 名。
6. 必要に応じて、次の情報を [Optional Certificate Info] セクションに入力します。

• Organizational Unit

• Email

• Surname

• Given Name
7. [Generate] をクリックします。
証明書署名要求が生成されます。 1024 ビット暗号を使用した証明書要求が生成されます。
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8. 証明書署名要求のテキストをコピーします。

9. 証明機関のツールを使用して CA 署名付き証明書を生成します。
この手順は、vSphere Web Client アプリケーションの外部で実行されます。 手順につい
ては、証明機関のツールのドキュメントを参照してください。

10. 生成された CA 署名付き証明書を、Storage Module for vCenter がインストールされてい
るサーバーにコピーします。

11. [Actions] ドロップダウンリストから [Certificate Upload] を選択します。
12. CA 署名付き証明書をテキストボックスに貼り付けて、[Upload] をクリックします。

注記: 自己署名証明書をインストールした後は、以下の手順を使用して、HPE OneView for
vCenter のすべてのサービスを再起動する必要があります。
1. vSphere Web Client からログアウトします。
2. アプライアンスを再起動します。

3. vSphere Web Client にログインします。

登録が成功すると、プロバイダーのステータスがオンラインで参照できるようになります。

注記: VASA Provider を登録するには、StorageViews Configure 特権を持っている必要があ
ります。

3PAR StoreServ ストレージシステム用の VASA Provider は、VASA 仕様で定義されている
Storage Capabilities プロファイルをサポートしています。

• プロビジョニングタイプ

• 仮想ボリュームタイプ

• ドライブタイプ

• RAID タイプ

• ボリュームが Remote Copy グループに属しているかどうか
すべての 3PAR ストレージ機能の名前と説明は、vCenter から [ストレージ機能の管理] ポップ
アップで参照できます。 [ストレージ機能の管理] ウィンドウにアクセスするには、[ホーム] の
[マネージメントツール] タブで [仮想マシンストレージプロファイル] をクリックします。 [ス
トレージ機能の管理] をクリックします。

図 23 [ストレージ機能の管理] 画面
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3PAR ストレージ機能の名前は、5 つの部分で構成され、それぞれの部分が 1 つのボリューム
属性の値を示しています。 次の表に、ボリューム属性と取りうる値を示します （これらの属
性の詳細については、3PAR のドキュメントを参照してください）。

表 1 VASA ストレージ機能のボリューム属性

ストレージ機能名セグメント値ボリューム属性

FullFully Provisionedプロビジョニングタイプ

ThinThin Provisioned

BaseBase Volumeボリュームタイプ

VCpyVirtual Copy Volume

FCFibre Channel Driveドライブタイプ

NLNear Line Drive

SSDSolid State Drive

MxMixed Drive

R0RAID 0RAID タイプ

R1RAID 1

R5RAID 5

R6RAID 6

RCRemote Copy Volume is in
Remotecopy

リモートコピー

NoRCVolume is not in Remotecopy

注記: 詳細は、該当する VMware のドキュメントを参照してください。

vCenter とストレージシステムの設定 25



3 HPE OneView for vCenter の使用
この章では、ソフトウェアにアクセスして使用するプロセスについて説明します。

リソースインベントリ、Management Administration ツール、および Management Deployment
Wizard に vSphere Web Client ホームページからアクセスできます。

図 24 vSphere Web Client ホームページ

Management Administration について詳しくは、「HPE OneView for vCenter の設定」(5 ペー
ジ)を参照してください。

HPE OneView for vCenter へのアクセス
インストールおよび設定手順が完了したら、vSphere Web Client を使用して HPE OneView for
vCenter にアクセスできます。

• 「vSphere Web Client による HPE OneView for vCenter へのアクセス」(27 ページ)

• vSphere Web Client は、タブを使用して HPE OneView for vCenter をナビゲートする Web
ベースのクライアントです。 Management の内容は、[監視] ページ、[管理] ページ、およ
び [サマリ] ページに表示されます。
図 25 (27 ページ)を参照してください。

26 HPE OneView for vCenter の使用



図 25  Web Client — 概要

vSphere Web Client による HPE OneView for vCenter へのアクセス
インストールおよび設定手順が完了したら、vSphere Web Client を使用して HPE OneView for
vCenter にアクセスできます。
1. vSphere Web Client にログインします。

vSphere Web Client のホームページが開きます。
2. 左側のナビゲーションペインから、クラスター、ホスト、VM、またはデータストアを選
択します。

3. [監視]タブまたは [管理]タブをクリックします。
4. [HPE Management] タブをクリックします。
選択した VMware コンポーネントの概要が表示されます。 HPE OneView for VMware
vCenter が、この VMware コンポーネントに関する情報、あるいはそれに対応する iLO、
Onboard Administrator、または Virtual Connect モジュールに関する情報を収集している
間、概要ページのペインには「loading...」メッセージが表示されます。 HPE
Management は定期的に内容を更新し、情報を更新します。 Storage Module のキャッシュ
の手動更新を開始するには、ページの右上のセクションにあるキャッシュ更新アイコン
をクリックします。

Management のページ
vSphere Web Client のページ

Management の情報は、[監視] および [管理] ページに表示されます。 インベントリツリーで選
択したコンポーネント、および設定に応じて、表示される情報は異なります。 ただし、
Management のすべてのページの上部と下部で表示される情報は一致しています。
Management のページの上部には以下のものが表示されます。

• 管理対象コンポーネントの統合ステータス。 コンポーネントの最も重要なステータスが表
示されます。 ステータスアイコンにカーソルを重ねると、ステータス概要が表示されま
す。 コンポーネントのステータスに関する詳細を表示するには、ステータスアイコンをク
リックして、[Health] ページを表示します。

• 選択したサーバーのホスト名またはクラスター名/IP アドレスと短い説明（ホストまたは
クラスターを選択した場合）。
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• 現在のタスクを表示するための [Tasks...]リンク。 [Tasks] にカーソルを重ねると、現在実
行中のタスクの一覧が表示されます。 実行されているタスクの詳細を表示するには、
[Tasks] をクリックします。

• 選択したホストまたはクラスターに対してアクションを実行するために使用する [Actions]
ドロップダウンリスト。 たとえば、ホストを選択し、[Actions] リストを使用して、[Create
Datastore] または [Create VM] プロビジョニング操作を実行することができます。 ドロッ
プダウンリストに表示されるプロビジョニング操作のタイプは、インベントリツリーで選
択したコンポーネントのタイプによって異なります。

• 設定を変更するために使用する [Settings] アイコン 。

• Storage Module のキャッシュを更新するために使用するキャッシュ更新アイコン 。

• ヘルプファイルを表示するために使用するヘルプ? アイコン。
• 各種のビューと詳細レベルを表示するために使用する一連のタブ。 [監視] ページタブは、
すべてのコンポーネントで同一です。 [管理] ページタブは、選択したコンポーネントに
よって異なります。

[監視] ページタブ

図 26 [監視] タブ

[管理] ページタブ（選択したコンポーネントによって異なる）

図 27 [管理] タブ
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注記: クラスターを選択すると、クラスター内の全ホストについての情報が表示されます。

Management のページの下部には、以下の Management コンソールを起動するためのリンク
が表示されます（該当する場合）。

• Integrated Lights Out（iLO）

• Onboard Administrator（OA）

• Virtual Connect（VC）。 ホストレベルで Virtual Connect を起動するためのリンク。

• Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）。 このリンクは、VC が VCEM によって
ロックされている場合に表示されます。

• System Insight Manager（SIM）

• Insight Power Manager（IPM）

• HPE OneView（OV）。 このリンクは、選択したホストが HPE OneView で管理されてい
るか、選択したクラスターに HPE OneView で管理されているホストが含まれている場合
に表示されます。

• Storage system management utilities

• [Hewlett Packard Enterprise] アイコン 。

[Manage]→[Overview] ページのメインセクションには、ポートレットと呼ばれる複数のボッ
クスが表示されます。これは、選択したサーバー/クラスターに関する概要情報を提供します。
ポートレットは、設定と、選択したコンポーネントによって異なります。 ポートレットには、
次のような情報が表示されます。

• [Server/cluster Information]

• [Networking]

• [Infrastructure]

• [Software/Firmware]

• [Storage]

• [News Feed]（最新イベントのリスト）
ポートレットの項目の詳細については、次のいずれかを実行します。

• ポートレットの下部にある [More] をクリックします。 ニュースフィードの詳細は [Monitor]
ページに表示されます。 ポートレットの他のすべての詳細は [Manage] ページに表示され
ます。

• 対応するタブをクリックします。 一部の情報のタブは、[Monitor] ページにあります。

注記: HPE Management にアクセスするとき、Web サイトのセキュリティ証明書に関連す
るセキュリティ警告が表示されることがあります。 これらの警告が以降に表示されないように
するには、[View Certificate] をクリックして、画面の指示に従い、証明書をインポートしま
す。

VMware GUI についての詳細は、VMware 社の資料を参照してください。

Server Module for vCenter の使用
HPE OneView for vCenter をインストールすると、[監視] タブおよび [管理] タブの下に
[Management] タブが追加されます。
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ネットワーク上で ProLiant サーバーおよび BladeSystem エンクロージャーを使用する場合、
HPE OneView for vCenter を使用して次の作業を実行できます。

• ヘルスステータスの監視

• サーバー情報の管理

• ファームウェアインベントリの管理および更新

• 物理サーバーの認識

• 仮想マシンから外部スイッチへのネットワークパスのトレース

• 展開およびネットワーク構成機能の表示（vSphere Web Client のみ）

• エンクロージャービューの表示

• Onboard Administrator、SNMP エージェント、および CIM プロバイダーから vCenter
Server へのアラートおよびイベントの転送

HPE OneView for vCenter を使用して、クラスターやホストのリモート管理、システム稼働状
況と構成の管理、電力利用の最適化、および Virtual Connect ネットワーク機能の管理を行っ
てください。 管理者は、システムの管理と Virtual Connect ネットワークの監視、個々の ProLiant
サーバーおよび BladeSystem エンクロージャーまたはインフラストラクチャ情報の収集、な
らびに特定の Hewlett Packard Enterprise ツールの起動といった作業を行えます。

Server Module の Management の操作
iLO、Onboard Administrator、SNMP エージェント、CIM プロバイダー、および Virtual Connect
Manager からの情報は、クラスターとホストの両方のレベルで [Management] ページにまとめ
られ、表示されます。

注記: 
• vSphere Web Client では、[監視] および [管理] ページに情報が表示されます。
iLO 情報を表示するために、iLO を VMware ホストに関連付ける必要があります。 詳しくは、
「VMware ホストから iLO への関連付け」(7 ページ)を参照してください。

Server Module をインストールし、インベントリツリーでクラスターを選択した場合は、
Management によって以下の情報が提供されます。

• [Status/Health]

• [Infrastructure]

• [Software/Firmware]

• [News Feed]

• [Cluster]

• [Tasks]
Server Module をインストールし、インベントリツリーでホストを選択した場合は、Management
によって以下の情報が提供されます。

• [Status/Health]

• [Overview]

• [Host]

• [Networking]

• [Software/Firmware]

• [Infrastructure]

• [News Feed]
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• [Tasks]

注記: Storage Module for vCenter の Management の操作については、「Storage Module の
Management の操作」 (52 ページ) を参照してください。

ページのコンテキストによって異なりますが、必要に応じて、Hewlett Packard Enterprise ツー
ルを起動するためのリンクを使用できます。

サーバー管理のプロパティの変更

ホストのプロパティを変更するには、インベントリツリーからホストを選択し、次に

[Management] にアクセスします。 カーソルを [Settings] アイコン に合わせ、[Host
Properties] を選択します。
[Host Properties] ページが表示され、選択したホストのプロパティを変更できます。
クラスターのプロパティを変更するには、インベントリツリーからクラスターを選択し、次に

[Management] にアクセスします。 カーソルを [Settings] アイコン に合わせ、[Cluster
Properties] を選択します。
[Cluster Properties] ページが表示され、選択したクラスターのプロパティを変更できます。
クラスターレベルでプロパティ情報を更新すると、クラスター内のすべてのサーバーの情報が
更新されます。 ホストまたはサーバーレベルでプロパティ情報を更新すると、そのホストまた
はサーバーの情報だけが更新されます。

クラスターの電力コストの設定

クラスターの電力コスト設定値を入力する前に、クラスターが次の要件を満たすことを確認し
てください。

• 1 台以上の ProLiant サーバーまたは BladeSystem エンクロージャーが、クラスターのメ
ンバーになっている

• クラスターが、DRS に対応している

• クラスターが、DPM 用に設定されている
クラスターが DRS に対応しているかどうかを確認するには、そのクラスターの vCenter Server
[サマリ]タブに移動して、クラスター情報を参照してください。
[Management Administration] ページで、クラスターに対応する[Server Module Configuration]
画面を選択し、電力コストを入力します。 クラスターの電力コストを入力すると、コスト優位
性情報が生成され、各ホストについて [Cluster Detail] ページに表示されます。
[Cost Advantage] 値は、次のように計算されます。
Cost Advantage =（サーバーの停止時間（時間単位））×（電力コスト）×（平均消費電力）
[Power Cost] の値を入力することで [Cost Advantage] 値が計算されるのは、この項のすべての
要件をクラスターに適用できる場合だけです。 クラスターが要件を満たしていない場合、コス
ト優位性の値は常に「0」です。

ベアメタルのプロビジョニング

サーバープロビジョニング（vSphere Web Client）
vSphere Web Client を使用している場合は、Server Module for vCenter を使用してサーバープ
ロビジョニングを実行できます。 これには、Hewlett Packard Enterprise プロビジョニングサー
バーとの通信を確立してから、Server Provisioning ウィザードを使用します。

プロビジョニングサーバーへの接続

Management を使用してサーバープロビジョニングを行うには、最初に Hewlett Packard
Enterprise プロビジョニングサーバーとの通信を確立する必要があります。
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1. [HPE Management Administration] ページにアクセスします。
2. 左ペインから [Server Module Credentials] を選択し、[Credentials for HPE Management

Software Integration] タブを選択します。
3. Hewlett Packard Enterprise プロビジョニングサーバーのホスト名または IP アドレスを入
力します。

4. 有効なユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザーには適切なアクセス権限が必要です。

5. [Save] をクリックします。

Server Provisioning ウィザードの実行
サーバープロビジョニングは、Server Provisioning ウィザードを使用して実施します。
1. 次のようにして、Server Provisioning ウィザードを開始します。

• 左ペインで、クラスターまたはデータセンターを右クリックしてから、[All HPE
Management Actions]→[Insight Control Server Provisioning] の順に選択します。

Server Provisioning ウィザードが開きます。
2. Job Plan と、vSphere/ESXi のバージョンのイメージをインストールするターゲットサー
バーを選択して、[Next] をクリックします。
[Configure VMware Host Management Interfaces] 画面が表示されます。

3. 各ホストの認証情報とネットワーク設定情報を入力して、[Next] をクリックします。
認証情報を使用して、サーバーへのイメージのインストール後にホストと通信してホスト
をクラスターまたはデータセンターに追加します。 ホストが追加される場所は、ウィザー
ドの起動時に選択したオブジェクトによって決定されます。 たとえば、クラスターを選択
した場合は、クラスターにホストが追加されます。 データセンターを選択した場合は、
データセンターにホストが追加されます。

[Summary] 画面が表示されます。
4. [Submit] をクリックします。

ヒント: 現在の展開ジョブのステータスが、右上の最近のタスクウィンドウに表示されます。
ジョブステータスの詳しい説明を確認するには、[More Tasks] をクリックします。

ネットワークの管理

ホストのネットワーク優先設定の設定

注記: この機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

優先設定を使用して、ホストのネットワーク設定を Virtual Connect/HPE OneView プロファイ
ルに対して評価します。 このページにアクセスするには、[Management Administration] ペー
ジの左ペインの [Host Network Configuration Preferences] を選択します。 優先設定を行っ
た後、[Save] をクリックするか、[Clear] をクリックしてすべての選択内容をデフォルト値に
リセットします。

ホストネットワークの優先設定は、次のカテゴリに分かれています。

vSwitch Preferences
vSwitch Preference は、HPE OneView for VMware vCenter が仮想ネットワークを設定し、
Virtual Connect で設定されたネットワークに合わせる方法を決定します。

• [Default vSwitch type used for Host]：Virtual Connect で設定されているネットワークに
合わせるために、仮想ネットワークを設定するために使用する vSwitch のタイプを選択し
ます。
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• [VDS Spec Version]：選択したデフォルトスイッチタイプが vSphere Distributed Switch
である場合は、Distributed vSwitch を作成するときに使用されるバージョンを選択します。

注記: 現在の環境に異なるバージョンの vSphere/ESXi が混在している場合に、ホストのネッ
トワーク設定に vSphere Distributed Switch を使用する場合は、正しいバージョンの vSphere
Distributed Switch が設定されていて、ホストのネットワーク設定で環境内のすべてのホストに
対してそのバージョンのスイッチを使用できることを確認してください。

最小バージョンの vSphere Distributed Switch（環境内の最小バージョンの vSphere/ESXi に対
応）を設定し、ホストのネットワーク設定で環境内のすべてのホストに対してこのバージョン
のスイッチを使用できるようにすることをお勧めします。

Virtual Connect Networks
使用できる Virtual Connect ネットワークの一覧が表示されます。 一部のネットワークが表示
されていない場合は、[Refresh] をクリックして情報を更新します。

• Management Network、VMotion Network、および Fault Tolerance に使用する Virtual
Connect ネットワークを選択します。 その他のネットワークはすべて VM ネットワークと
みなされます。

HPE OneView Networks
使用可能なすべての HPE OneView ネットワークが表示されます。 ネットワーク名、目的、
HPE OneView Domain が一覧表示されます。

Port Group Names
ネットワークに定義されているポートグループ名が表示されます。 デフォルトでは、Virtual
Connect または HPE OneView 内のネットワークの名前がポートグループ名として使用されま
す。 必要に応じて、ポートグループ名を変更できます。

• [Port Group Name]：ネットワークの新しいポートグループ名を入力します。

ヒント: カスタムポートグループ名を使用すると、Virtual Connect を使用したアクティ
ブ-アクティブネットワーク構成の設定が単純になります。 そのような構成は、アクティ
ブネットワークと冗長ネットワークに同じカスタムポートグループ名を使用することで単
純化できます。

クラスターの管理

クラスターの概要サマリーにアクセスするには、インベントリツリーでクラスターを選択しま
す。 vSphere Web Client で、[管理]→[HPE Management]→[Overview] の順にクリックしま
す。

[Cluster Overview] ページが表示されます。
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図 28 クラスターの [Overview] ページ（vSphere Web Client）

[Cluster Management] の [Overview] ページでは、ステータスの概要情報が表示されます。
インストールされているソフトウェアによって異なりますが、以下の管理ツールへのリンクを
使用できます。

• SIM

• Onboard Administrator

• HPE OneView（vSphere Web Client）
HPE OneView（OV）が管理するホストをクリックすると、次のオプションにリンクでき
ます。

◦ HPE OneView ダッシュボード

◦ Server Hardware

◦ Server Profile

[Cluster Overview] ページ
[Cluster Overview] ページには、選択したクラスター内のすべてのホストの情報が表示されま
す。 情報は、クラスターに関する概要情報を示すポートレットに表示されます。 表示される
ポートレットは、インストールされている HPE OneView for VMware vCenter のモジュール
（サーバー、ストレージ、または両方）によって異なります。

Server Module for vCenter のポートレット

• [Cluster]

• [Infrastructure]

• [Networking]

• [Software/Firmware]

• [News Feed]

Storage Module for vCenter のポートレット

• [Software/Firmware]
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• [Storage]

• [News Feed]
[Overview] ページのコントロールと操作について詳しくは、「vSphere Web Client のページ」
(27 ページ) を参照してください。
ストレージ情報

Storage Module for vCenter がインストールされている場合は、[Overview] ページの表示には
以下のものが含まれます。

• [Storage] ポートレット

• 設定済みのストレージシステムに対応するストレージシステム管理ソフトウェアへのリン
ク（使用できる場合）

• ストレージシステムのヘルスステータス情報

• ストレージシステムのファームウェアバージョン情報

• ストレージ関連の [News Feed] トピック

製品バージョンを表示またはクラスタープロパティを設定するには、[Settings] アイコン を
クリックします。

ネットワークポートレット情報

注記: クラスターネットワークは、vSphere Web Client でのみ使用できます。

• ネットワークポートレットの上部にある [Overall Cluster Status] は、クラスターネットワー
ク全体のステータスを示しています。 個別のホストそれぞれの設定ステータスも表示され
ます。 クラスターの設定ステータスアイコンをクリックして、クラスターの [Networking]
ページを表示して各ホストの詳細情報を表示します。 [Actions] ドロップダウンリストか
ら [Configure network] を選択して、[Networking] ページを表示することもできます。 詳
しくは、「クラスターネットワークの管理」 (35 ページ) を参照してください。

• クラスターの参照ホストは、ホストの横の アイコンによって識別されます。

詳しくは、「Storage Module の Management の操作」 (52 ページ) を参照してください。

クラスター情報の表示

情報は、選択したクラスターに属するすべてのホストについて表示されます。

クラスターに関する情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーでクラスターを選択して、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Cluster] ポートレットに、クラスターの概要が表示されます。

2. クラスターの詳細情報については、[Cluster] ポートレットの下部にある [More] をクリッ
クするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Cluster] タブをクリックします。
詳細には、クラスターの電源とインターコネクトに関する情報、および OA 情報が含まれ
ます。

クラスターネットワークの管理

クラスターネットワーク情報を表示するには、以下の手順に従います。

1. インベントリツリーでクラスターを選択して、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Cluster] ポートレットに、クラスターの概要が表示されます。

2. 詳しくは、以下のいずれかの操作を実行します。

• [Networking] ポートレットの下部にある [More] をクリックします。
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• [Overall Status] アイコンをクリックします。
• [Manage] ページの [Networking] タブを選択します。

クラスターネットワークページには、選択したクラスターとクラスター内の各ホストのステー
タスが表示されます。 また、参照ホストを設定したり、ネットワークの不一致を解決するため
の機能も提供されています。 このページには、以下のものが含まれます。

• [Overall Cluster Status] — クラスター全体のステータスを示しています。 ステータスの
値は次のとおりです。

◦ OK（ ） — クラスター内のすべてのホストのステータスが正常であることを示しま
す。

◦ Mismatch（ ） — クラスター内のホストのステータスが、Server Profile Network 不
一致のステータスか、Host Network Configuration 不一致のステータスであることを
示しています。

◦ ? （ ） — 一部のホストの状態が不明であることを示しています。 これは、参照ホ
ストが設定されていないか、管理ネットワークが指定されていない場合に起きる可能
性があります。 実際の理由については、個々のホストのステータスの説明を確認して
ください。

◦ NA（ ） — クラスターに、ホストネットワーク構成をサポートしているホストが含
まれていないことを示しています。

• ホストステータス情報 — 次のホストステータス状態が表示されます。

Server Profile Network ステータス — ホストの Virtual Connect/HPE OneView プロ
ファイルと、参照ホストのプロファイルを比較した結果を反映しています。 クラス

◦

ターの参照ホストが設定されていない場合、すべてのホストの Server Profile Network
ステータスは UNKNOWN になります。 参照ホストが設定されている場合、参照ホス
トの Server Profile Network ステータスは OK に設定されます。 残りの各ホストの
Virtual Connect/HPE OneView プロファイルが、参照ホストのプロファイルと比較さ
れます。 プロファイルが一致する場合、ホストの Server Profile Network ステータス
が OK に設定されます。 プロファイルが一致しない場合、ステータスは MISMATCH
に設定されます。

◦ Host Network Configuration ステータス — ホストで使用可能なネットワークと、ホ
ストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルで使用可能なネットワークの比較
結果を反映しています。

• プロファイルの詳細 — 選択したホストのプロファイルの詳細が表示されます。

• [Set Reference Host] — このボタンは、選択したホストをクラスターの参照ホストに設
定します。 詳しくは、「クラスターの参照ホストの設定」(37 ページ)を参照してくださ
い。

• [Apply Recommended Actions] — このボタンは、ネットワークの MISMATCH ステータ
スを解決します。 詳しくは、「ホストのネットワーク設定」(44 ページ)を参照してくだ
さい。
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注記: 
• 以下の構成はサポートされません。

◦ Virtual Connect ホストと HPE OneView ホストが混在する環境にあるクラスター。

◦ 異なるバージョンの HPE OneView のホストを持つクラスター。

特定の環境を選択するには、その環境から参照ホストを選択します。

• ホストステータスに矛盾を生じるような HPE OneView プロファイルまたはネットワーク
に対する変更は、ニュースフィードを通じて通知されます。

クラスターの参照ホストの設定

クラスターの参照ホストとは、クラスター内の全ホストを比較する際に、参照設定としてみな
される Virtual Connect/HPE OneView プロファイルを持つホストのことです。 クラスターの設
定を行うには、参照ホストを選択する必要があります。

注記: 
• この機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

• Virtual Connect/HPE OneView プロファイル情報を持つサーバーのみが参照ホストとして
サポートされます。

• 参照ホストを選択または変更する場合は、クラスター内でホストのネットワーク設定操作
が実行中でないことを確認してください。

• 参照ホストの Host Network Configuration ステータスが OK でない場合は、クラスター内
の他のホストを選択したときに、メッセージ「The Reference Host Configuration is
inconsistent」が表示されます。 参照ホストを変更するには、クラスター内の別のホスト
を選択したときに有効になる [Set Reference Host] ボタンをクリックします。

クラスターの参照ホストを設定するには、以下の手順に従います。

1. インベントリツリーからクラスターを選択します。

2. [管理]タブをクリックし、[Management] をクリックします。
3. [Networking] を選択します。
クラスターネットワークページが開き、クラスター内のすべてのホストと、各ホストのス
テータスが表示されます。

4. 適切な行をクリックして、参照ホストとして使用するホストを選択します。

5. [Set Reference Host] をクリックします。

参照ホストは、ホスト名の横の アイコンによって識別されます。

ネットワークの不一致の解決

ホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルがクラスター参照ホストによって使用さ
れているプロファイルと一致しない場合、Server Profile Network ステータスが Mismatch（ ）
となり、Host Network Configuration ステータスが Mismatch となります。 ホストエントリー
の左にあるチェックボックスを選択して、Host Network Configuration のホストを選択します。
[Apply Recommended Actions] をクリックし、ホストに対して Host Network Configuration
を実行します。

設定操作の中で、選択したホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルが変更され、
参照ホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルに合わせられます。 これにより、参
照ホストでないホストの Server Profile Network ステータスが OK になります。 設定手順の間、
ホストは OFF 状態になります。 ホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルを変更
した後、設定手順によりホストが ON 状態に戻ります。 その後、設定手順では、ホストレベル
でスイッチを作成することにより、Virtual Connect/HPE OneView プロファイル内のすべての
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ネットワークがホストで利用可能になります。 その後、Host Network Configuration ステータ
スが OK になります。

注記: 
• 参照ホストに不整合がある場合、参照ホスト以外のホストは設定できません。 この場合
は、参照ホスト以外のホストのチェックボックスが無効になります。 設定機能でサポート
されている他のホストのチェックボックスを有効にするには、参照ホストが設定されてい
る必要があります。 その後、参照ホスト以外のホストは、複数のホストを選択することで
同時に設定できます。

• 選択したホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルを変更する前に、ホスト
ネットワーク設定手順により、ホストが自動的にオフになります。 ホストネットワーク設
定手順が完了すると、ホストがオンになります。

ヒント: [Host Network Configuration] ステータスアイコンにマウスを重ねると、ステータ
スを説明するポップアップが表示されます。

ネットワークの不一致を解決するには、以下の手順に従います。

1. インベントリツリーからクラスターを選択します。

2. [管理]タブをクリックし、[Management] をクリックします。
3. [Networking] を選択します。
クラスターネットワークページが開き、クラスター内のすべてのホストと、各ホストのス
テータスが表示されます。

4. Server Profile Network ステータスまたは Host Network Configuration ステータスが
Mismatch（ ）のホストを選択します。 [Select] チェックボックスを使用して、1 台以上
のホストを選択します。

Virtual Connect/HPE OneView プロファイルで必要な推奨される操作が表示されます。
ネットワーク優先設定と Virtual Connect/HPE OneView プロファイルネットワークに基づ
いてホストを設定するために必要な変更も表示されます。

ホストは、以下のいずれかの場合に設定できます。

• Server Profile Network ステータスが Mismatch で、Host Network Configuration ステー
タスが Mismatch のホスト

• Server Profile Network ステータスが OK で、Host Network Configuration ステータス
が Mismatch のホスト

5. [Apply Recommended Actions] をクリックします。
参照ホストに一致するようにホストが設定されます。 ホストネットワーク設定手順によ
り、まずホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルが設定されます。 次に、ホ
ストネットワークが設定されます。 設定手順が完了すると、Server Profile Network ステー
タスと Host Network Configuration ステータスが OK に変わります。

クラスターのインフラストラクチャ情報の表示

選択したクラスターに関するインフラストラクチャ情報を表示するには、以下の手順に従って
ください。

1. インベントリツリーでクラスターを選択して、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Infrastructure] ポートレットに、クラスターの概要が表示されます。

2. クラスターのインフラストラクチャの詳細情報については、[Infrastructure] ポートレット
の下部にある [More] をクリックするか、次の操作を実行します。
• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Infrastructure] タブをクリックします。
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クラスターソフトウェアとファームウェアの表示

このページには、クラスターに追加されたホストのすべてのソフトウェア/ファームウェアの詳
細が表示されます。

注記: ファームウェア情報は、Offline Bundle または ESXi カスタムイメージがインストール
されている場合のみ、vSphere/ESXi システムで利用できます。

選択したクラスターまたはそのクラスター内のサーバーのファームウェア情報を表示したり、
ファームウェアをアップデートしたりするには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーでクラスターを選択して、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Software/Firmware] ポートレットに、主要なソフトウェアおよび
ファームウェアのバージョンに関する概要が表示されます。

2. ソフトウェアおよびファームウェアの詳細情報については、[Software/Firmware] ポート
レットの下部にある [More] をクリックするか、次の操作を実行します。
• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Software/Firmware] タブをクリックし
ます。

このページには、クラスターに追加されたホストのすべてのソフトウェア/ファームウェア
の詳細が表示されます。

クラスターの拡張

Grow Cluster 機能を使用すると、既存のクラスターの容量を拡張できます。 この機能には、
クラスターを拡張するための、基本展開と拡張展開の 2 つのオプションがあります。 どちら
のオプションも、Insight Control サーバープロビジョニングを使用して、Hewlett Packard
Enterprise サーバーに ESXi を展開します。
基本展開オプションでは、Insight Control サーバープロビジョニングによって検出されたベア
メタルサーバーの一覧が表示され、ESXi がインストールされ、サーバーがクラスターに追加
されます。

拡張展開オプションでは、HPE OneView で使用可能なベアメタルホストの一覧が表示され、
HPE OneView サーバープロファイルに基づいて、エンドツーエンド設定と展開が実行されま
す。 このオプションには、クラスターの HPE OneView 参照ホストと、Grow Cluster 機能をサ
ポートするカスタム ESXi イメージが必要です。 拡張オプションを使用した展開が完了する
と、展開されたホストの HPE OneView プロファイル、ファームウェア、ネットワークは、参
照ホストと同期されます。 ホストがクラスターに追加されるとき、ホストの VMware ネット
ワークは、参照ホストのネットワークに一致するように同期されます。

注記: 
• HPE OneView for vCenter を使用した展開オプションは、サーバープロファイルの NIC0
で、Insight Control Server Provisioning サーバーに接続できるネットワークが設定されて
いる場合にのみ機能します。

• 上記のネットワークを vCenter 管理ネットワークとして使用することも、任意の NIC で固
有の vCenter 管理ネットワークを設定することもできます。

• vCenter でホストを検出するためには、vCenter 管理ネットワークの有効な静的 IP を入力
する必要があります。

• 拡張展開オプションは、HPE OneView のみでサポートされています。

• HPE OneView バージョン 1.20 または 2.0 が管理する共有ストレージがクラスターにすで
に存在する場合、その共有ストレージは、そのクラスターに新しくプロビジョニングされ
るホストからも利用できます。

クラスターを拡張するには、以下の手順に従います。

1. vSphere Web Client を起動して、[Management] にアクセスします。
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2. 次のいずれかの方法で、Grow Cluster ウィザードを起動します。
• 左側のナビゲーションペインで、クラスターを右クリックして、[AllHPEManagement

Actions]→[HPE Grow Cluster] の順に選択する。
• 左側のナビゲーションペインでクラスターを選択し、[VMware Actions] プルダウンメ
ニューで[All HPE Management Actions]→[HPE Grow Cluster] の順に選択する。

[Work Flow Selection] ウィンドウが開きます。
3. [Work Flow] で、クラスターを拡張するために使用するワークフローを選択します。
以下の 2 つのワークフローを使用できます。

• [Basic deployment work flow] — 上部のワークフローは、HPE OneView で管理されて
いないクラスターに使用します。

• [Enhanced deployment work flow] — 下部のワークフローは、HPE OneView で管理さ
れているクラスターを拡張するために使用します。

HPE OneView の証明書が設定されていない場合、このワークフローは無効となり、
警告メッセージが表示されます。 選択したクラスターに参照ホストがない場合、警告
メッセージが表示され、拡張展開ワークフローオプションは無効になります。

注記: サーバープロビジョニング証明書が設定されていない場合、両方のワークフロー
が無効となり、両方のワークフローに対して警告メッセージが表示されます。

4. [Next] をクリックします。
[Choose build plan and target servers] ウィンドウが開きます。

5. クラスターを拡張するために使用する目的の [Build Plan] を選択します。

注記: 拡張展開オプションは、カスタムビルドプランのみで使用できます。 詳しくは、
「カスタムビルドプランの作成」 (118 ページ) を参照してください。

6. 必要に応じて [Reference Profile] を選択します。
選択したクラスターに参照ホストがある場合、参照ホストのプロファイルが使用され、
[Reference Profile] フィールドは表示されません。

7. ターゲットサーバーを選択します

複数のサーバーを選択できます。 表示されているすべてのターゲットを選択するには、表
の上部にあるチェックボックスを使用します。

注記: 選択用に一覧表示されているターゲットサーバーは、参照プロファイル（または
参照ホスト）のハードウェアタイプとエンクロージャーグループに基づいてフィルター処
理されています。

8. [Next] をクリックします。
9. [Configure VMware hosts] ウィンドウで以下の情報を入力します。

a. [Netmask] と [Gateway] の情報を入力します。
[DNS Domain] と [DNS Server] の情報はオプションです。

b. 選択した各ターゲットサーバーエンクロージャーについて、[NIC0 Static IP Address]
と [ESXi Root Password] を入力します。
[Hostname] 情報はオプションです。
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注記: 
• DHCP はサポートされていません。

• 複数のターゲットを選択した場合は、[Copy to all] オプションを使用して、ESXi
の root パスワードをすべてのターゲットにコピーできます。 この機能を使用す
るには、root パスワードテキストボックスの横の下矢印をクリックします。

c. [Next] をクリックします。
確認画面が表示されます。

10. 情報が正しいことを確認します。
11. クラスターを拡張するには、[Finish] をクリックします。
操作の進行状況を監視できる場所を示すメッセージが表示されます。

注記: クラスター拡張機能を使用して追加したホストは、保守モードのままになります。

ホストの管理

ホストの概要サマリーにアクセスするには、インベントリツリーでホストを選択します。
vSphere Web Client から、[管理]→[HPE Management]→[Overview] の順にクリックします。
[Host Overview] ページが表示されます。

図 29 [Host Overview] ページ — vSphere Web Client ビュー

[Overview] ページでは、選択した ProLiant サーバーに関連付けられた [Host]、[Infrastructure]
（[Enclosure]）、[Networking]、[Storage]（ストレージが取り付けられている場合）、
[Software/Firmware]、[News Feed] イベントの概要が表示されます。
HPE OneView for vCenter とともにインストールおよび設定されている Management ツールと
ソフトウェアに応じて、Hewlett Packard Enterprise Tools を起動するためのリンクを使用でき
ます。

[Host Overview] ページ
[Host Overview] ページには、選択したホストの情報が表示されます。 [Overview] ページには、
ホストに関する概要情報を示すポートレットが表示されます。 表示されるポートレットは、イ
ンストールされている HPE OneView for VMware vCenter のモジュール（ストレージ、サー
バー、または両方）によって異なります。

Server Module for vCenter の使用 41



注記: プロバイダーデータと生成されたイベントを取得するには、適切な ESXi Offline Bundle
が必要です。 適切なバンドルがないと、次の情報が表示されません。
• Provider Bundle

• News Feed

• Software/Firmware
ESXi Offline Bundle は、次の Web サイトからダウンロードできます。
http://www.hpe.com/info/VMwareESXi-Images

Server Module for vCenter のポートレット

• [Host Information]

• [Networking]

• [Infrastructure]

• [Software/Firmware]

• [News Feed]

Storage Module for vCenter のポートレット

• [Software/Firmware]

• [Storage]

• [News Feed]
[Overview] ページのコントロールと操作について詳しくは、「vSphere Web Client のページ」
(27 ページ) を参照してください。

ヒント: 製品バージョン、通信ステータス、または設定されたホストプロパティを表示する
には、[Settings] アイコン をクリックします。

ストレージ情報

Storage Module for vCenter がインストールされている場合は、[Overview] ページの表示には
以下のものが含まれます。

• 設定済みのストレージシステムに対応するストレージシステム管理ソフトウェアへのリン
ク（使用できる場合）

• ストレージシステムのヘルスステータス情報

• ストレージシステムのファームウェアバージョン情報

詳しくは、「Storage Module の Management の操作」 (52 ページ) を参照してください。

ホスト情報の表示

ホストサーバーに関する情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリー内でホストを選択して [Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Host Information] ポートレットに、ホストサーバーの概要が表示さ
れます。

2. ホストサーバーの構成について詳しくは、[Host Information] ポートレットの下部にある
[More] をクリックするか、次の操作を実行します。
• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Host] タブをクリックします。

42 HPE OneView for vCenter の使用

http://www.hpe.com/info/VMwareESXi-Images


ホスト情報、サーバーステータス情報、サーバーの電源、メモリ情報、CPU 情報、ファー
ムウェア情報、Smart アレイ情報、ソフトウェア情報、iLO ログ、IML ログなどの詳細情
報が表示されます。

ホストの IML ログまたは iLO ログを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. ProLiant サーバー、BladeSystem エンクロージャー、またはホストをインベントリツリー
内で選択し、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページが表示されます。

2. [Host Information] ポートレットの下部にある [More] をクリックするか、ホストを選択し
ます。

iLO ログと IML ログの両方を含む、ホストの詳細情報が表示されます。

ホストの Onboard Administrator ログを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. インベントリツリー内でブレードを選択して [Management] に移動します。
2. [Infrastructure] ポートレットの下部にある [More] をクリックするか、インフラストラク
チャを選択します。

OA ログを含む、インフラストラクチャの詳細情報が表示されます。

Smart アレイの詳細情報の表示
Smart アレイの詳細情報を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. VMware vSphere Web Client で [ホーム] を選択します。
2. [ホストおよびクラスタ]アイコンを選択します。
3. ナビゲーションペインからホストをクリックし、[管理]を選択します。
4. [Management] を選択して、Smart アレイの詳細情報を表示します。

ホストのインフラストラクチャ情報の表示

[Host Infrastructure] ページでは、ブレードのステータス、エンクロージャーのステータス、エ
ンクロージャーの電源と温度のステータス、およびインターコネクトと OA の情報が表示され
ます。

注記: [Infrastructure] ポートレットに表示されるのは、ブレードについての情報だけです。

ブレードサーバーインフラストラクチャの概要を表示するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. インベントリツリー内でブレードサーバーを選択して [Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Infrastructure] ポートレットに、ブレードサーバーインフラストラク
チャの概要が表示されます。

2. ホストのインフラストラクチャの詳細情報については、[Infrastructure] ポートレットの下
部にある [More] をクリックするか、次の操作を実行します。
• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Infrastructure] タブをクリックします。
エンクロージャー情報、電源情報、温度情報、ファンモジュール情報、電源モジュール情
報、インターコネクトモジュール情報、OA モジュール情報、OA ログなど、詳細なホス
トインフラストラクチャ情報が表示されます。

ホストのネットワーク情報の表示

[Networking] ページでは、NIC と vSphere スイッチのリスト、Virtual Connect Network の情報
など、設定情報が表示されます。 [Overview] ページの [Networking] ポートレットに、ネット
ワークの概要が表示されます。

選択したホストに関するネットワーク情報を表示するには、以下の手順に従ってください。
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1. インベントリツリー内でホストを選択し、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Networking] ポートレットに、ホストのネットワーク設定の概要が表
示されます。

Host Network Configuration ステータスは、ポートレット上部に表示されます。 「ホスト
のネットワーク設定」 (44 ページ) を参照してください。

2. ネットワークの詳細情報については、[Networking] ポートレットの下部にある [More] を
クリックするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Networking] タブをクリックします。
[Network Detail] ビューが表示されます。 ネットワークのダイアグラムを表示するには、
[Network Diagram] をクリックします。
以下のネットワーク情報が表示されます。

• [Host Network Configuration] — ホストの設定、Virtual Connect 情報、参照ホスト情
報が含まれます。

• [Network Interface Controllers] — 各 NIC の詳細な情報。

• [vSphere Standard Switches] — 名前、ポート、ポートグループなど、各スイッチに
関する情報。

• [vSphere Distributed Switches] — 名前、ダウンリンクポートグループ、アップリンク
ポートグループなど、各スイッチに関する情報。

• Virtual Connect 情報

• 外部スイッチ情報

ホストのネットワーク設定

注記: 
• この機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

• 管理ネットワークが指定されていない場合、[Overview] ページの [Networking] ポートレッ
トの上部に、ステータスUnknown が表示されます。 マウスを重ねると、ポップアップに
メッセージ「Management Network may not be specified」が表示されます。

• ホストのネットワーク設定機能は、ESX Classic バージョンを実行しているホストではサ
ポートされません。

ヒント: [Host Network Configuration] ステータスアイコンにマウスを重ねると、ステータ
スを説明するポップアップが表示されます。

1. [Host Overview] ページの [Networking] ポートレットの Host Network Configuration ステー
タスには、以下のいずれかが表示されます。

• OK（ ） — ホストのネットワーク設定が、このホストの Virtual Connect/HPE
OneView プロファイルに設定されたネットワークと一致していることを示します。
この状態にあるホストに対しては、何も行う必要はありません。

• Mismatch （ ） — ホストのネットワーク設定が、このホストの Virtual Connect/HPE
OneView プロファイルに設定されたネットワークと一致していないことを示します。
ネットワーク設定のステータスをクリックすると、ネットワークの優先設定と Virtual
Connect/HPE OneView プロファイルのネットワークに基づいて VMware ホストのネッ
トワークを設定するための推奨処置が示されます。 [Apply Recommended Actions]
をクリックすると、参照ホストと一致するようにホストのネットワーク設定を変更で
きます。
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• UNKNOWN（ ） — ホストのネットワーク設定ステータスが不明であることを示し
ます。 これは、クラスターの参照ホストが設定されていないか、管理ネットワークが
指定されていないことが原因です。 ホストが vCenter に応答していないか、ホストが
参照ホストとは異なる環境で管理されていることを示している可能性もあります。 た
とえば、ホストが Virtual Connect に属しているにもかかわらず、参照ホストが HPE
OneView に属している場合や、その逆の場合が考えられます。

• Host configuration in progress（ ） — ホストに対するネットワーク設定が進行
中であることを示します。

• NA（ ） — ホストのネットワーク設定ステータスが適用外であることを示します。
これは、ホストのハードウェアタイプがブレードでないことが原因です。

注記: 

◦ 参照ホストの設定については、「クラスターの参照ホストの設定」 (46 ページ)
を参照してください。

◦ ホストのステータスがUnknown の場合は、ステータスアイコンにマウスを重ね
ると、ステータスの理由が表示されます。 この場合、表示されるホストネット
ワークデータは、自身の Virtual Connect/HPE OneView プロファイルを比較した
結果です。

2. Network Configuration ステータスアイコンをクリックします。
[Host Network Configuration] 画面が表示されます。 この画面には、現在のホストの全体的
なネットワークステータス、Virtual Connect/HPE OneView プロファイルのステータス、
および現在のホストのネットワークステータスが表示されます。 ネットワークの優先設定
と Virtual Connect/HPE OneView ネットワークに基づいて、サーバープロファイルと
VMware ホストのネットワークを設定するための推奨処置が含まれています。

• Server Profile Status は、このホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイル
が参照ホストのプロファイルと一致しているかどうかを示します。

Server Profile Status が Mismatch の場合、Server Profile Status と Host Network
Status の不一致は、[Apply Recommended Action] を使用してホストネットワーク
の設定を実施することで解消されます。

• Host Network Status は、Virtual Connect/HPE OneView プロファイルに関してホスト
のネットワーク設定が正しいかどうかを示します。

Virtual Connect/HPE OneView プロファイルのステータスが OK の場合、Host Network
Status の不一致は、[Apply Recommended Action] を使用してホストのネットワー
ク設定を実施することで解消されます。

• Host Network Configuration ステータスは、上記のステータスインジケーターの両方
を組み合わせたものです。

注記: 選択したホストの Virtual Connect/HPE OneView プロファイルを変更する前に、
ホストネットワーク設定手順により、ホストが自動的にオフになります。 ホストネット
ワーク設定手順が完了すると、ホストがオンになります。

3. [Apply Recommended Actions] をクリックします。
[Confirmation] 画面に、適用されるネットワーク設定の変更内容がすべて表示されます。
適用される変更内容を再度確認します。

4. [Apply] をクリックして操作を実行します。
変更が適用されると、[News Feed] セクションに最新のステータスが表示されます。 進捗
の更新状況を表示するには、[Management] の [Tasks] ページにアクセスします。
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注記: 
• ホストのネットワーク設定は、VM を実行しているホストでは失敗する場合があります。
ステータスとタスクの詳細は、ホストの [Tasks] ページに表示されます。 HPE OneView
for vCenter は、ホストのネットワーク設定を実行する前に VM を移動させません。 ホス
トが存在するクラスターで DRS を有効にして VM の移動を自動的に実行するか、または、
ホストのネットワーク設定を実行する前に、ホストから VM を手動で移動する必要があり
ます。

• ホストがメンテナンスモードに移行した後にホストのネットワーク設定が失敗すると、そ
のホストはメンテナンスモードのままになり、クラスターに再追加されません。 この場合
は、タスクの詳細を確認して失敗の原因を判断し、問題を手動で解決します（通常は、
vCenter/ホストの設定変更が必要です）。 問題の解決後にホストの設定操作を再試行し
て、ホストを正しく設定し、クラスターに再追加する必要があります。

クラスターの参照ホストの設定

クラスターの参照ホストとは、クラスター内の全ホストを比較する際に、参照設定としてみな
される Virtual Connect/HPE OneView プロファイルを持つホストのことです。

注記: 
• この機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

• ブレードサーバーのみが参照ホストとしてサポートされます。

• Virtual Connect/HPE OneView プロファイル情報を持つサーバーのみが参照ホストとして
サポートされます。

• 参照ホストを選択または変更する場合は、クラスター内でホストのネットワーク設定操作
が実行中でないことを確認してください。

• クラスターの参照ホストが決定されていない場合は、推奨処置が適用された最初のホスト
がそのクラスターの参照ホストとして設定されます。

• 参照ホストの全体的なステータスが一貫していない場合、クラスター内の他のホストの
Host Network Configuration ステータスにマウスを重ねると、ポップアップにメッセージ
[Reference Host is not consistent] が表示されます。

1. vSphere Web Client で、ホストを選択して [管理] ページの [ネットワーク]タブをクリック
します。

2. [Set Reference Host] をクリックして、選択したホストを参照ホストとして設定します。

ネットワーク図の使用

ホストの [Networking] には、Virtual Connect がインストールされている場合に、ブレードサー
バー上の VM から外部スイッチへのエンドツーエンドネットワークを表示するオプションがあ
ります。 「Virtual Connect ネットワーク図」 (47 ページ) を参照してください。
vSphere Web Client でネットワーク図を表示するには、[Networking] ポートレットの下部にあ
る [Network Diagram] をクリックするか、[管理]→[Networking]→[Network Diagram] の順に
クリックします。

vSphere Web Client でネットワーク図を表示するには、[Networking] ポートレットの下部にあ
る [Network Diagram] をクリックするか、プルダウンナビゲーションリストから [Network
Diagram] を選択します。
図が表示されている状態で、以下の作業を実行できます。

• Virtual Connect Ethernet ネットワーク、iSCSI ネットワーク、または FC SAN にカーソル
を重ねると、エンドツーエンドのネットワーク接続が明るく表示されます。 情報アイコン

46 HPE OneView for vCenter の使用



のシンボルが表示されているときは、ボトルネックとなる可能性のある場所が示されてい
ます。

ボトルネックのしきい値を変更するには、[ホーム]→[管理]→[HPE Management
Administration]→[Server Module Configuration] の順に選択します。 次に、[Virtual
Connect Over Subscription factor] を選択してしきい値を設定します。

• 吹き出しにカーソルを重ねると、ネットワークハードウェアとステータスの詳しい情報が
表示されます。

• Virtual Connect アップリンクポートにカーソルを重ねると、ポートおよび接続ステータス
の詳しい情報が表示されます。 Ethernet アップリンクポートの場合は、ネットワークトラ
フィックのグラフが含まれます。

• 実線は、プライマリネットワーク接続を示し、その太さは帯域幅に比例しています（線が
太いほど、帯域幅が大きい）。

• 破線は、スタンバイ接続を示します。

• ネットワーク図内のスイッチは、エンクロージャーの背面にあるスイッチベイの色で表示
されます。

• ネットワーク図内のスイッチポートには、物理 Virtual Connect スイッチ上のポートの形
状を示すアイコンが付いています。

• vSphere Web Client を使用している場合は 保存アイコン をクリックするとネットワー
ク図のコピーを PNG 形式で保存できます。

図 30 Virtual Connect ネットワーク図

ホストのソフトウェアとファームウェアの表示

注記: ファームウェア情報は、Offline Bundle または ESXi カスタムイメージがインストール
されている場合のみ、vSphere/ESXi システムで利用できます。

選択したサーバーのファームウェア情報を表示したり、ファームウェアをアップデートしたり
するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリー内でサーバーを選択して [Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Software/Firmware] ポートレットに、主要なソフトウェアおよび
ファームウェアのバージョンに関する概要が表示されます。
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2. ソフトウェアおよびファームウェアの詳細情報については、[Software/Firmware] ポート
レットの下部にある [More] をクリックするか、次の操作を実行します。
• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Software/Firmware] タブをクリックし
ます。

詳細には、ソフトウェア/ファームウェアの名前、バージョン、および短い説明が含まれま
す。

[Software/Firmware] ページでは、以下の操作を実行できます。

• ソフトウェアインベントリの表示

• ファームウェアインベントリの表示

• ページの下部にある [Export (csv)] をクリックして CSV ファイル形式でのファームウェ
アインベントリリストの生成

サーバーの電源再投入

注記: この機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

[Power Control] 機能を使用すると、ProLiant サーバーの電源を切断して再投入できます。
この機能を使用するには、[Actions] ドロップダウンリストから [Power Control] を選択しま
す。

重要: [Power Control] による電源切断はサーバーの正常なシャットダウンではないため、こ
の機能の使用には注意が必要です。

デバイスの再検出

注記: この機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

[Rediscover Node] 機能を使用すると、選択したホストに関連するすべてのデバイスの再検出
を開始できます。 再検出には、最大 15 分かかる可能性があります。 再検出が完了するまで、
プラグイン内のさまざまな場所でデバイスから収集される情報が表示されない状態になりま
す。

この機能を使用するには、[Actions] ドロップダウンリストから [Rediscover Node] を選択し
ます。

HPE OneView ファームウェアの管理
[HPE Firmware Management] ページは vSphere Web Client とともに使用され、HPE OneView
で管理されるホストのファームウェアアップデートをスケジュールします。 この機能は、選択
したホストのファームウェアが HPE OneView で管理されている場合にのみ使用できます。

ファームウェアベースライン設定のスケジュール

1. [Actions] ドロップダウンリストから、[Update Firmware] を選択します。
2. [New Firmware Baseline] ドロップダウンリストから、ファームウェアの新しいベースラ
インを選択します。

3. 必要に応じて [Put host in Maintenance Mode] オプションの選択を解除します。
4. 必要に応じて [Power on host once baseline is applied] オプションの選択を解除します。
5. 必要に応じて [Exit Maintenance Mode once baseline is applied] オプションの選択を解
除します。

ヒント: ホストをサービス状態に戻す前に、更新を手動で確認するめに、ホストを保守
モードのままにすることができます。
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6. ベースラインアップデートを適用する日時を選択します。 値を現在の日時に設定するに
は、[Now] をクリックします。

7. [Schedule] をクリックしてベースラインアップデートを保存します。
ベースラインアップデートは、スケジュールされた日時に開始されます。

ヒント: ファームウェア更新は、タスクまたはニュースフィードか、VMware タスクで監視
できます。

スケジュール済みファームウェアベースライン設定の更新

スケジュール済みファームウェアベースライン設定のパラメーターは、更新が開始される前に
変更できます。

1. ファームウェアベースライン設定パラメーターに対して必要な変更を加えます。

2. [Update] をクリックして、スケジュール済みファームウェアベースライン設定に変更内容
を保存します。

ベースラインアップデートは、スケジュールされた日時に開始されます。

HP SUM ファームウェアの管理
[HP SUM ファームウェアの管理] ページは、vSphere Web Client とともに、HPE OneView で
管理されていないファームウェアを使用するホストのファームウェアアップデートをスケジュー
ルするために使用されます。 HPE SUM 6.2 以降のインスタンスが設定され、動作しており、
HP OneView for vCenter からアクセスできる必要があります。

注記: 
• サポートされる HP SUM の最低バージョンは 6.2.0 です。

• この機能を使用する前に、HPE SUM の認証情報が HP OneView for vCenter で設定されて
いる必要があります。 認証情報の設定については、「Server Module 認証情報の設定
（vSphere Web Client のみ）」 (8 ページ) の「管理ソフトウェア統合のための認証情報」
を参照してください。

• HP SUM を正常に更新するには、VMware Host（ESXi）認証情報（グローバルまたはホス
ト固有）が設定されている必要があります。

ファームウェアベースライン設定のスケジュール

1. [Actions] ドロップダウンリストから、[Update Firmware] を選択します。
2. [New Firmware Baseline] ドロップダウンリストから、ファームウェアの新しいベースラ
インを選択します。

3. 必要に応じて [Reboot host if needed] オプションの選択を解除します。
4. 必要に応じて [Place host in Maintenance Mode] オプションの選択を解除します。
5. 必要に応じて [Exit Maintenance Mode after rebooting] オプションの選択を解除します。

ヒント: ホストをサービス状態に戻す前に、更新を手動で確認するめに、ホストを保守
モードのままにすることができます。

6. ベースラインアップデートを適用する日時を選択します。 値を現在の日時に設定するに
は、[Now] をクリックします。

7. [Schedule] をクリックしてベースラインアップデートを保存します。
ベースラインアップデートは、スケジュールされた日時に開始されます。

ヒント: ファームウェア更新は、タスクまたはニュースフィードか、VMware タスクで監視
できます。
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スケジュール済みファームウェアベースライン設定の更新

スケジュール済みファームウェアベースライン設定のパラメーターは、更新が開始される前に
変更できます。

1. ファームウェアベースライン設定パラメーターに対して必要な変更を加えます。

2. [Update] をクリックして、スケジュール済みファームウェアベースライン設定に変更内容
を保存します。

ベースラインアップデートは、スケジュールされた日時に開始されます。

ニュースフィード、タスク、および稼働状況情報の表示

ニュースフィード情報の表示

ニュースフィード情報は、Providers（CIM）、Onboard Administrator、iLO などのさまざまな
情報源から取得して表示されます。 クラスターを選択した場合、クラスター内のすべてのホス
トから取得したニュースフィードが表示されます。

選択したオブジェクトに関する最近のイベントのリストを表示するには、以下の手順に従って
ください。

1. インベントリツリーで、ニュースフィード情報を表示するコンポーネントを選択して、
[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [News Feed] ポートレットに、最近のイベントの概要が表示されま
す。

2. ニュースフィード情報の詳細については、[News Feed] ポートレットの下部にある [More]
をクリックするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[監視] ページの [News Feed] タブをクリックします。
詳細なイベント情報が表示されます。 詳細には、オブジェクトのステータス、タイムスタ
ンプ、および短い説明が含まれています。 クラスターを選択すると、クラスター内の全ホ
ストについての情報が表示されます。

注記: また、[管理]→[Management] の [Overview] ページに [News Feed] ポートレット
があります。 ニュースフィードの詳細を表示するには、[More] をクリックします。

稼働状況/ステータス情報の表示
稼働状況情報は、iLO、Onboard Administrator、Virtual Connect、CIM（Providers）、および
HPE OneView（vSphere Web Client のみ）などの情報源から収集されます。
選択したオブジェクトの稼働状況/ステータス情報を表示するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. インベントリツリーで、稼働状況/ステータス情報を表示するコンポーネントを選択して、
[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Health/Status] ポートレットに、ステータスの概要が表示されます。

2. 稼働状況の詳細情報については、ポートレットの下部にある [More] をクリックするか、
次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[監視] ページの [Health] タブをクリックします。

ヒント: 稼働状況/ステータス情報には、各 [Management] ページの左上にあるステータスア
イコンを使用してもアクセスできます。 ステータスアイコンにカーソルを重ねると、アイコン
の定義のリストが表示されます。 詳細については、リストの下部にある [More] をクリックし
ます。
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タスクの監視

GUI を使用して実行する操作はタスクリストに表示されます。 たとえば、ファームウェアの更
新や UID の切り替えなどがあります。
選択したオブジェクトのタスク情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーで、タスク情報を表示するコンポーネントを選択して、[Management]
にアクセスします。

[Overview] ページの [Tasks] ポートレットに、タスクの概要が表示されます。
2. タスクの詳細情報については、[Tasks] ポートレットの下部にある [More] をクリックする
か、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[監視] ページの [Tasks] タブをクリックします。
詳細には、タスクのステータス、タスク名、説明、およびタイムスタンプが含まれます。

ヒント: vSphere Web Client を使用している場合には、最新タスクのリストが [Management]
ページの右ペインに表示されます。

Hewlett Packard Enterprise ツールの起動
HPE OneView for vCenter は、使用可能な Hewlett Packard Enterprise ツールを起動するため
のリンクを提供します。 [Management] タブから起動できるツールの一部は、以下のとおりで
す。

• Integrated Lights Out（iLO）

• Onboard Administrator（OA）

• Virtual Connect（VC）。 ホストレベルで Virtual Connect を起動するためのリンク。

• Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）。 このリンクは、VC が VCEM によって
ロックされている場合に表示されます。

• System Insight Manager（HPE SIM）

• Insight Power Manager（IPM）

• storage system management utilities

• HPE OneView（vSphere Web Client のみ）。 このリンクは、選択したホストが HPE
OneView で管理されている場合に表示されます。 選択したクラスターに、HPE OneView
で管理されているホストが含まれている場合、このリンクはクラスターレベルでも表示さ
れます。 HPE OneView の個別のインスタンスによって管理されているホストがクラス
ターに含まれている場合、OV アイコンにマウスカーソルを重ねると、各 HPE OneView
インスタンスへのリンクがポップアップメニューに表示されます。

vCenter 管理者向けに設定されている場合、自動ログインが有効となり、このセクションに示
した Hewlett Packard Enterprise ツールを直接起動できます。ただし、Virtual Connect Manager
と HPE OneView では自動ログインがサポートされていないため、これらを除きます。 読み取
り専用アクセス権しか持たないユーザーは、Hewlett Packard Enterprise ツールにはアクセス
できません。 管理者以外の他の vCenter Server ユーザーは、Hewlett Packard Enterprise ツー
ルにアクセスする際にユーザー名とパスワードの入力を要求されます。

Onboard Administrator シングルサインオン
SSO を有効にするには、HPE OneView for vCenter の証明書を Onboard Administrator にアッ
プロードする必要があります。

1. Onboard Administrator で、[Users/Authentication]→[HPE SIM Integration] の順に移動
します。

2. 信頼モードを [Trust by Certificate] に設定します。
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3. 次の方法を使用して、証明書を見つけコピーします。

• 次のファイルの証明書にアクセスします。

インストール先\uim\server.pem

このファイルを、メモ帳などのテキストエディターで開いて、テキストをコピーしま
す。

4. [Onboard Administrator SIM Integration Certificate Upload] タブをクリックし、HPE
OneView for vCenter の証明書の内容をボックスに貼り付けます。

Storage Module for vCenter の使用
Storage Module for vCenter を使用して、vSphere Web Client に表示されるストレージ情報の
確認、カスタマイズ、および更新を行います。

Storage Module の Management の操作
Management には、Hewlett Packard Enterprise のストレージシステムに関する情報が表示さ
れます。 [Overview] ページにアクセスするには、インベントリツリーでコンポーネントを選択
し、次に [Management] にアクセスします。 vSphere Web Client では、[管理]タブをクリッ
クしてから、[HPE Management] をクリックします。
詳しくは、「HPE OneView for vCenter へのアクセス」(26 ページ)を参照してください。
サーバーおよびクラスターの [Overview] ページは、Server Module と Storage Module の間で
共有されます。 データストアおよび VM の [Overview] ページは、Storage Module がインス
トールされている場合のみ使用できます。 [Overview] ページの詳細は、以下を参照してくださ
い。

• 「ホストの管理」 (41 ページ)

• 「クラスターの管理」 (33 ページ)

• 「データストアの管理」 (52 ページ)

• 「VM の管理」 (52 ページ)

データストアの管理

データストアの [Overview] ページを表示するには、インベントリツリーでデータストアを選択
し、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページでは、以下の操作を実行できます。

• [News Feed]、[Storage]、[Software/Firmware] の各ポートレットへのアクセス。

• [Actions] ドロップダウンリストからのプロビジョニング操作の実行。 詳しくは、「スト
レージのプロビジョニング」 (80 ページ) を参照してください。

• 選択したコンポーネントに関連付けられているストレージに関する読み取り専用情報の表
示。

VM の管理
VM の [Overview] ページを表示するには、インベントリツリーで VM を選択し、[Management]
にアクセスします。

[Overview] ページでは、以下の操作を実行できます。

• [News Feed]、[Storage]、[Software/Firmware] の各ポートレットへのアクセス。

• [Actions] ドロップダウンリストからのプロビジョニング操作の実行。 詳しくは、「スト
レージのプロビジョニング」 (80 ページ) を参照してください。

• 選択したコンポーネントに関連付けられているストレージに関する読み取り専用情報の表
示。

52 HPE OneView for vCenter の使用



Storage Module for vCenter データの更新
インストール後、Storage Module は、VMware 環境、VMware 環境内で設定されているスト
レージシステムに関する情報を収集します。

キャッシュ更新の進行中は、以下のようになります。

• 各ストレージページの上端に更新ステータスが表示されます。 キャッシュ更新の詳細を表
示するには、更新ステータスにカーソルを重ねます。

注記: Storage Module for vCenter のデータが最新の状態である場合は、[Last Updated]
というテキストが表示されます。 更新の進行中は、[Updating storage map] というテキ
ストが表示されます。

更新が完了するまでの時間は、環境の規模と、Storage Module で設定されているストレージシ
ステムの数によって異なります。

注記: キャッシュの更新中には、以前に収集されたデータが GUI に表示されます。

キャッシュの自動更新の設定は変更できます。また、キャッシュを手動で更新することもでき
ます。 詳しくは、以下のトピックを参照してください。

• 「キャッシュの手動更新」 (53 ページ)

キャッシュの手動更新

vSphere Web Client では、VMware の操作（データストアの追加、仮想マシンの作成、インベ
ントリからの（VM）の削除など）によって VMware 環境が変化しても、キャッシュが更新さ
れるまで変更は反映されません。 次のいずれかを実行するときは、必ずキャッシュを手動で更
新することをお勧めします。

• ストレージシステムの追加、削除、または変更

• VMware の操作による、VMware ホスト、VM、またはデータストアの追加または削除

• ストレージシステム管理コンソールを使用したストレージプロビジョニングの変更

• VMware コマンドを使用したディスクからの VM の削除

注記: Storage Module for vCenter でプロビジョニングに変更を加えた場合は、キャッシュの
手動更新を行う必要はありません。 この情報は、プロビジョニング操作の完了時に、自動で更
新されます。 詳しくは、「ストレージのプロビジョニング」 (80 ページ) を参照してくださ
い。

Management または Administrator Console を使用してキャッシュ更新を直ちに開始するには、
以下の手順を使用します。

Management の使用

1. キャッシュ更新アイコン をクリックします。

[HPE Management Refresh] 画面に、利用可能なオプションが表示されます。
2. [Continue] をクリックしてキャッシュの更新を続行するか、または [Cancel] をクリック
して更新を中止します。

[Cancel] をクリックした時点で、更新プロセスが中止しても安全な状態にあった場合は、
操作は中止されます。 中止が安全ではない場合は、操作を中止しても安全になった直後
に、操作は中止されます。

3. オプション：任意のストレージページにある更新ステータスにカーソルを重ねると、経過
時間と推定残り時間が表示されます。
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Management Console の使用
1. Management Console にログインします。
2. [Storage Systems] ページで [Actions] ドロップダウンメニューから [Refresh] をクリック
します。

Storage Module for vCenter テーブルのカスタマイズ
Storage Module for vCenter の各ページには、ホスト、VM、およびデータストアに関するスト
レージの詳細情報を表示するテーブルがあります。 テーブルの構造は、必要に応じてカスタマ
イズできます。

ストレージテーブル内の情報を操作する場合は、以下の点を考慮してください。

• [Export Table] をクリックし、タブの情報を.csv ファイルにエクスポートします。 ダウ
ンロードフォルダーを参照するように指示されたら、フォルダーを選択して [OK] をクリッ
クします。

• 特定の値でリストにフィルターをかけるには、列見出しの下のテキストボックスに値を入
力します。

• 列のサイズを変更するには、列の境目をクリックしてドラッグします。

• 選択した列でデータを並べ替えるには、列見出しをクリックします。

• 列の内容でテーブルを並べ替えるには、列見出しをクリックします。 列見出しをクリック
すると、並べ替え順序が反転します。

• 変更を保存するには、[Save Column Settings] をクリックします。
• 必要に応じてテーブルをカスタマイズします。 次の変更内容は Cookie に保存され、ペー
ジを再ロードしたり vSphere Web Client セッションを切り替えても維持されます。

◦ 列幅の変更

◦ 1 つまたは複数列のソート基準

◦ 非表示列についての情報

vSphere Web Client での表示する列の選択
プルダウン [Filter] リストの、[Select Columns...]をクリックします。
列の一覧が表示されます。 図 31 (55 ページ) を参照してください。

• 表示する列の隣のボックスを選択します。 すべての列を選択するには、[Select All] をク
リックします。

• 表示しない列の隣のボックスの選択を解除します。

• 列を追加または削除した後、[OK] をクリックすると、変更結果が保存されます。
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図 31 列の追加と削除（vSphere Web Client）

ホストのストレージ情報の表示

ホストのストレージ情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリー内でホストを選択して [Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Storage] ポートレットに、ストレージシステムの概要が表示されま
す。

2. ストレージの詳細情報については、[Storage] ポートレットの下部にある [More] をクリッ
クするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Storage] タブをクリックします。
[Storage Details] ページが表示されます。

3. [Summary] をクリックします。
[Storage Summary] にストレージに関する情報が表示され、その情報に対応するグラフィッ
ク表現も示されます。 詳しくは、「ホストストレージ概要情報」 (56 ページ) を参照して
ください。

ホストの詳細情報の表示

選択したホストの詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、[HBAs]、
[Paths]、[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。 これらのタブで
表示される値については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (63 ページ)

• 「仮想ディスクの表示」 (66 ページ)
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• 「HBA の表示」 (67 ページ)

• 「パスの表示」 (67 ページ)

• 「複製の表示」 (69 ページ)

• 「関連する VM の表示」 (71 ページ)

ホストストレージ概要情報

[Storage Summary] には、選択したホストに関する次の情報が表示されます。
[Storage Provisioned to Host]

• [Volumes] — 設定済みのストレージシステムからホストが使用できるボリュームの数、
およびいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [Storage Provisioned] — 設定済みのストレージシステムから提供され、ホストが使用で
きるストレージの容量

• [Storage Used] — 設定済みのストレージシステムから提供されているストレージのうち、
ホストが使用しているストレージの容量

注記: シンプロビジョニングまたは必要なときに確保スナップショット
（Demand-allocated-snapshot）が使用されている場合、[Storage Used] の値は [Storage
Provisioned] の値と異なる場合があります。

• [Storage ThP Savings] — シンプロビジョニングを使用することで節約されたストレージ
の容量

• [Volumes overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned from Host to Virtual Machines]

• [Current storage inventory] — VM に対してプロビジョニングされたデータストア、
RDM、および未使用ボリュームの数

• [Host Provisioned Capacity] — ストレージ、ローカルストレージ、管理対象外ディスク
を含む、ホストが使用できるストレージの総量

• [Host Used Capacity] — ホストが使用しているストレージの容量

• [Host Available Capacity] — ホストによる未使用のストレージの容量

• [Datastores overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたデータストアの数
[Storage Systems]
このセクションには、選択したホストにディスクを提供するストレージシステムのリストが表
示されます。 各ストレージシステムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの
情報が表示されます。

各ストレージシステムについて、次の情報が表示されます。

[Storage Provisioned to Host]

• [Volumes] — 選択したホストに対してストレージシステムから提供されているボリュー
ムの数

• [Used] — ストレージシステムからホストが使用しているストレージの容量

• [Total] — 選択したホストに対してストレージシステムから提供されているストレージの
総量

• [Free pool capacity] — 選択したストレージシステム内で使用できるストレージの量。 こ
の数字は設定されているストレージと使用されているストレージの差を反映します。

◦ [HPE StoreVirtual] - このクラスターにプロビジョニングされている HPE StoreVirtual
ストレージシステムストレージプール内の使用できるストレージの容量
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• [% Savings] — ストレージシステムベースのシンプロビジョニングを使用することで節約
できたストレージの容量

[Storage Pool]

• [Total pool size] — ストレージプールの合計サイズ

• [Provisioned used on pool] — ストレージプール内で使用されているプロビジョニング
された容量

• [Provisioned free on pool] — ストレージプール内で空いているプロビジョニングされた
容量

• [Unallocated space on pool] — ストレージプール内でプロビジョニングされていないま
たは割り当てられていない容量

[Datastores]
このセクションには、選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
のリストが表示されます。 各データストアで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。

次の情報がデータストアごとに表示されます。

• [Virtual disks] — 選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
上にある仮想ディスクの数

• [Total] — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）としてプロビジョニングされて
いるストレージの容量

• [Used] — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）として使用されているストレー
ジの容量

• [% Savings] — VMware-based のシンプロビジョニングを使用することで節約できたスト
レージの容量

[Available StoreOnce Backup Systems]
このセクションには、利用可能な StoreOnce Backup システムのリストが表示されます。 各
StoreOnce Backup システムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が
表示されます。

設定済みの各バックアップシステムについて、すべてのサービスセットが表示されます。 各
サービスセットでは、次の情報が表示されます。

• [Used] — サービスセットのサービスによりそのサービスセットに保存されたデータ量

• [Total] — サービスセットのストレージの総量

• [Deduplication Ratio] — サービスセットに保存されたデータのデデュプリケーション比
率

クラスターのストレージ情報の表示

クラスターのストレージ情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーでクラスターを選択して、[Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Storage] ポートレットに、ストレージの概要が表示されます。

2. ストレージの詳細情報については、[Storage] ポートレットの下部にある [More] をクリッ
クするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Storage] タブをクリックします。
[Storage Details] ページが表示されます。
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3. [Summary] をクリックします。
クラスターの [Storage Summary] に、ストレージに関する情報が表示され、その情報に対
応するグラフィック表現も示されます。 詳しくは、「クラスターのストレージ要約情報」
(58 ページ) を参照してください。

クラスターの詳細情報の表示

選択したクラスターの詳細情報を表示するには、[StorageVolumes]、[VirtualDisks]、[HBAs]、
[Paths]、[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。 これらのタブで
表示される値については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (63 ページ)

• 「仮想ディスクの表示」 (66 ページ)

• 「HBA の表示」 (67 ページ)

• 「パスの表示」 (67 ページ)

• 「複製の表示」 (69 ページ)

• 「関連する VM の表示」 (71 ページ)

クラスターのストレージ要約情報

[Storage Summary] には、選択したクラスターに関する次の情報が表示されます。
[Storage Provisioned to Cluster]

• [Volumes]— 設定済みのストレージシステムからクラスターが使用できるボリュームの
数、およびいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [Storage Provisioned]— 設定済みのストレージシステムから提供され、クラスターが使
用できるストレージの容量

• [Storage Used]— 設定済みのストレージシステムから提供されているストレージのうち、
クラスターが使用しているストレージの容量

注記: シンプロビジョニングまたは必要なときに確保スナップショット
（Demand-allocated-snapshot）が使用されている場合、[Storage Used] の値は [Storage
Provisioned] の値と異なる場合があります。

• [Storage ThP Savings] — ストレージシステムベースのシンプロビジョニングを使用する
ことで節約できたストレージの容量

• [Volumes overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned from Cluster to Virtual Machines]

• [Datastores overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたデータストアの数

• [Cluster Provisioned Capacity] — ストレージ、ローカルストレージ、管理対象外ディス
クを含む、クラスターが使用できるストレージの総量

• [Cluster Used Capacity] — クラスターが使用しているストレージの容量

• [Cluster Available Capacity] — クラスターによる未使用のストレージの容量
[Storage Systems]
このセクションには、選択したクラスターにディスクを提供するストレージシステムのリスト
が表示されます。 各ストレージで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報
が表示されます。

各ストレージシステムについて、次の情報が表示されます。

• [Volumes] — 選択したクラスターに対してストレージシステムから提供されているボ
リュームの数
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• [Used] — ストレージシステムからクラスターが使用しているストレージの容量

• [Total] — 選択したクラスターに対してストレージシステムから提供されているストレー
ジの総量

• [% Savings] — ストレージシステムベースのシンプロビジョニングを使用することで節約
できたストレージの容量

[Datastores]
このセクションには、選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
のリストが表示されます。 各データストアで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。

次の情報がデータストアごとに表示されます。

• [Virtual disks] — 選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
上にある仮想ディスクの数

• Total — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）としてプロビジョニングされて
いるストレージの容量

• Used — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）として使用されているストレー
ジの容量

• [% Savings] — VMware のシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージ
の容量

[Available StoreOnce Backup Systems]
このセクションには、利用可能な StoreOnce Backup システムのリストが表示されます。 各
StoreOnce Backup システムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が
表示されます。

設定済みの各バックアップシステムについて、すべてのサービスセットが表示されます。 各
サービスセットでは、次の情報が表示されます。

• [Used] — サービスセットのサービスによりそのサービスセットに保存されたデータ量

• [Total] — サービスセットのストレージの総量

• [Deduplication Ratio] — サービスセットに保存されたデータのデデュプリケーション比
率

データストアのストレージ情報の表示

データストアストレージの空き状況と使用状況を表示するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. インベントリツリー内でデータストアを選択して [Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Storage] ポートレットに、ストレージの概要が表示されます。

2. ストレージの詳細情報については、[Storage] ポートレットの下部にある [More] をクリッ
クするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Storage] タブをクリックします。
[Storage Details] ページが表示されます。

3. [Summary] をクリックします。
データストアの [Storage Summary] にストレージに関する情報が表示され、その情報に対応す
るグラフィック表現も示されます。 詳しくは、「データストアのストレージ要約情報」 (60 ペー
ジ) を参照してください。
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データストアの詳細情報の表示

選択したデータストアの詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、
[HBAs]、[Paths]、[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。 これ
らのタブで表示される値については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (63 ページ)

• 「仮想ディスクの表示」 (66 ページ)

• 「HBA の表示」 (67 ページ)

• 「パスの表示」 (67 ページ)

• 「複製の表示」 (69 ページ)

• 「関連する VM の表示」 (71 ページ)

データストアのストレージ要約情報

このタブには、選択したデータストアに関する次の情報が表示されます。

[Storage Provisioned to Datastores]

• [Volumes] — 設定済みのストレージシステムからデータストアが使用できるボリューム
の数、およびいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [Storage Provisioned] — ストレージシステムから提供され、データストアが使用できる
ストレージの容量

• [Storage Used] — ストレージシステムから提供されているストレージのうち、データス
トアが使用しているストレージの容量

• [Storage ThP Savings] — ストレージシステムベースのシンプロビジョニングを使用する
ことで節約できたストレージの容量

• [Volumes overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned from Datastore to Virtual Machines]

• [Current storage inventory] — VM に対してプロビジョニングされたデータストア、
RDM、および未使用ボリュームの数

• [Datastore Provisioned Capacity] — データストアが使用できるストレージの総量

• [Datastore Used Capacity] — データストアが使用しているストレージの容量

• [Datastore Available Capacity] — データストアが使用できるストレージの容量

• [Datastores overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたデータストアの数
[Storage Systems]
このセクションには、選択したデータストアにストレージを提供するストレージシステムのリ
ストが表示されます。 各ストレージシステムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。

各ストレージシステムについて、次の情報が表示されます。

• [Volumes] — 選択したデータストアに対してストレージシステムから提供されているボ
リュームの数

• [Used] — ストレージシステムからデータストアが使用しているストレージの容量

• [Total] — 選択したデータストアに対してストレージシステムから提供されているストレー
ジの総量

• [Free pool capacity] — ストレージプールで使用できるストレージの容量
[Datastores]
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このセクションには、選択したデータストアのリストが表示されます。 ステータスバーにカー
ソルを重ねると、ストレージの情報が表示されます。

データストアに対して次の情報が表示されます。

• [Virtual disks] — データストア上の仮想ディスクの数

• [Total] — このデータストア上の、VMDK または RDM によってプロビジョニングされて
いるストレージの容量

• [Used] — このデータストア上の、VMDK または RDM によって使用されているストレー
ジの容量

• [% Savings] — シンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージの容量
[Available StoreOnce Backup Systems]
このセクションには、利用可能な StoreOnce Backup システムのリストが表示されます。 各
StoreOnce Backup システムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が
表示されます。

設定済みの各バックアップシステムについて、すべてのサービスセットが表示されます。 各
サービスセットでは、次の情報が表示されます。

• [Used] — サービスセットのサービスによりそのサービスセットに保存されたデータ量

• [Total] — サービスセットのストレージの総量

• [Deduplication Ratio] — サービスセットに保存されたデータのデデュプリケーション比
率

VM のストレージ情報の表示
仮想マシンのストレージ情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリー内で VM を選択して [Management] にアクセスします。
[Overview] ページの [Storage] ポートレットに、ストレージの概要が表示されます。

2. ストレージの詳細情報については、[Storage] ポートレットの下部にある [More] をクリッ
クするか、次の操作を実行します。

• vSphere Web Client の場合、[管理] ページの [Storage] タブをクリックします。
[Storage Details] ページが表示されます。

3. [Summary] をクリックします。
VM の [Storage Summary] にストレージに関する情報が表示され、その情報に対応するグラ
フィック表現も示されます。 詳しくは、「VM のストレージ要約情報」 (62 ページ) を参照し
てください。

VM の詳細情報の表示
選択した VM の詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、[HBAs]、
[Paths]、[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。 これらのタブで
表示される値については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (63 ページ)

• 「仮想ディスクの表示」 (66 ページ)

• 「HBA の表示」 (67 ページ)

• 「パスの表示」 (67 ページ)

• 「複製の表示」 (69 ページ)

• 「関連する VM の表示」 (71 ページ)
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VM のストレージ要約情報
このタブには、選択した VM に関する次の情報が表示されます。
[Storage Provisioned to Virtual Machine]

• [Volumes] — 設定済みのストレージシステムから VM が使用できるボリュームの数、お
よびいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [Storage Provisioned] — ストレージシステムから提供され、VM が使用できるストレー
ジの容量

• [Storage Used] — ストレージシステムから提供されているストレージのうち、VM が使
用しているストレージの容量

• [Storage ThP Savings] — ストレージシステムベースのシンプロビジョニングを使用する
ことで節約できたストレージの容量

• [Volumes overprovisioned] — オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned by Virtual Machine]

• [Current storage inventory] — 選択した VM に対してプロビジョニングされたデータス
トア、RDM、および未使用ボリュームの数

• [Virtual Machine Provisioned Capacity] — VMDK または RDM によってプロビジョニン
グされているストレージの量

• [Virtual Machine Used Capacity] — VM が使用しているストレージの総量

• [Virtual Machine Available Capacity] — VM が使用できるストレージの容量
[Storage Systems]
このセクションには、選択した VM にストレージを提供するストレージシステムのリストが表
示されます。 各ストレージシステムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの
情報が表示されます。

各ストレージシステムについて、次の情報が表示されます。

• [Volumes] — 選択した VM に対してストレージシステムから提供されているボリューム
の数

• [Used] — ストレージシステムから VM が使用しているストレージの容量

• [Total] — 選択した VM に対してストレージシステムから提供されているストレージの総
量

• [Free pool capacity] — ストレージシステム上のストレージプールで使用できるストレー
ジの容量

[Datastores]
このセクションには、選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
のリストが表示されます。 各データストアで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。

次の情報がデータストアごとに表示されます。

• [Virtual disks] — 選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
上にある仮想ディスクの数

• [Total] — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）としてプロビジョニングされて
いるストレージの容量

• [Used] — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）として使用されているストレー
ジの容量

• [% Savings] — VMware のシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージ
の容量
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[Available StoreOnce Backup Systems]
このセクションには、利用可能な StoreOnce Backup システムのリストが表示されます。 各
StoreOnce Backup システムで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が
表示されます。

設定済みの各バックアップシステムについて、すべてのサービスセットが表示されます。 各
サービスセットでは、次の情報が表示されます。

• [Used] — サービスセットのサービスによりそのサービスセットに保存されたデータ量

• [Total] — サービスセットのストレージの総量

• [Deduplication Ratio] — サービスセットに保存されたデータのデデュプリケーション比
率

ストレージの詳細情報の表示

Management でストレージ情報を表示すると、[Storage] ページには複数のタブと 1 つのフィ
ルターがさらにあり、ストレージコンポーネントについての次のような特定の情報を表示する
ことができます。

• Summary

• Storage Volumes

• Compaction and deduplication ratios

• Virtual Disks

• HBAs

• Paths

• Replications

• VMs to Volumes

ストレージボリュームの表示

[Storage Volumes] ページには、以下の情報が表示されます。

• [Storage System Disk Name]

HPE StoreVirtual — ボリューム名◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — ボリューム名

◦ HPE MSA — ボリューム名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Name]

HPE StoreVirtual — 管理グループ名◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — ストレージシステムの表示名

◦ HPE MSA — システム名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Type] — Hewlett Packard Enterprise のストレージシステムの種類

• [Datastore/RDM] — データストアの名前または RDM の関連付けられた .vmdk 名

• [Type] — ディスクタイプ（データストアまたは RDM）
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• [Paths] — ディスクのパスの数

• [VMware Disk Identifier] — VMware によって割り当てられたディスク名

• [Path ID] — VMware によって割り当てられたパス ID

• [Storage System Disk RAID] — ストレージシステムディスクの RAID レベル

• [Storage System Disk Total Capacity] — ストレージシステムのディスク容量（GB 単
位）

• [Storage System Disk Allocated Capacity] — ストレージシステムによって割り当てられ
た容量。 シンプロビジョニングされるディスクについては、この値が [Storage System
Disk Total Capacity] の値と一致しないことがあります。

• [Storage System Disk Provisioned] — ディスクがシンプロビジョニングされているか通
常のものかを指定します

• [Storage System Disk Type] — ストレージ システムのディスクタイプ

• [Storage Pool]

HPE StoreVirtual — クラスターの名前。◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — 仮想ディスク（VDISK）が配置されているディスクグルー
プ。

◦ HPE MSA — ボリュームが配置されている仮想ディスク（VDISK）またはプールの名
前。

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし。

• [Storage Pool Available Capacity]

HPE StoreVirtual — スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリューム
のストレージニーズを満たすために使用できるストレージプール（クラスター）内の

◦

未割り当てスペース。 この値は、すべての未割り当てスペースがこのボリュームと同
じ方式でフォーマットされていることを前提に計算されます。 他のすべてのボリュー
ムタイプについては、値は表示されません。

◦ HPE 3PAR StoreServ — スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリュー
ムのストレージニーズを満たすために使用できるストレージプール内の未割り当てス
ペース。 他のすべてのボリュームタイプについては、値は表示されません。 この値
は、すべてのディスクスペースがこのボリュームと同じタイプの RAID を使用するこ
とを前提にして計算されます。

◦ HPE MSA — スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリュームのスト
レージニーズを満たすために使用できるストレージプール（クラスター）内の未割り
当てスペース。 この値は、すべての未割り当てスペースがこのボリュームと同じ方式
でフォーマットされていることを前提に計算されます。 他のすべてのボリュームタイ
プについては、値は表示されません。

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage Pool Domain Name] — CPG に割り当てられたドメイン名（HPE 3PAR StoreServ
のみ）

• [Copy Pool Name] — 割り当てられたコピー CPG（HPE 3PAR StoreServ のみ）

• [Replicated] — ディスクが複製されているかどうかを示します。

• [Physical Device Type] — CPG 内のデバイスのタイプ（HPE 3PAR StoreServ のみ）。
タイプは、FC、NL、または SSD です。

64 HPE OneView for vCenter の使用



• [Zero Detection] — ボリュームコピー中にゼロを検出して破棄します（HPE 3PAR StoreServ
のみ）

• [Volume ID] — 内部ボリューム ID（HPE 3PAR StoreServ のみ）

• [Volume Status] — ボリュームの稼働状況ステータス（HPE 3PAR StoreServ のみ）

• [Drive Speed] — 物理ドライブ速度（HPE 3PAR StoreServ のみ）

• [Creation Time] — ソースボリュームが作成された日付と時刻（HPE 3PAR StoreServ の
み）

• [Expiration Time] — ソースボリュームの有効期限の日付と時刻（HPE 3PAR StoreServ
のみ）

• [Retention Time] — ソースボリュームの保有期間の日付と時刻（HPE 3PAR StoreServ の
み）

• [User Space Warning] — ボリュームのユーザー CPG のアラートしきい値（HPE 3PAR
StoreServ のみ）

• [User Space Limit] — ボリュームのユーザー CPG の書き込みエラーしきい値（HPE 3PAR
StoreServ のみ）

• [Copy Space Warning] — ボリュームのコピー CPG のアラートしきい値（HPE 3PAR
StoreServ のみ）

• [Copy Space Limit] — ボリュームのコピー CPG の書き込みエラーしきい値（HPE 3PAR
StoreServ のみ）

コンパクション率と重複排除率の表示

コンパクション比率は、ボリュームの仮想サイズと比較して、ボリュームが物理ストレージス
ペースをどれだけ消費しているかを示しており、シンプロビジョニングされるボリュームとシ
ンデデュプリケーションされるボリュームの両方に適用されます。 デデュプリケーション比率
は、シンデデュプリケーションされるボリュームが使用する実際のストレージスペースと比較
して、物理ストレージスペースがデデュプリケーションなしでどれだけ使用されたかを示しま
す。 デデュプリケーション比率には、インライン Zero Detection による節約分は含まれませ
ん。

コンパクション率と重複排除率は、[HPE Infrastructure] で 3PAR StoreServ ストレージシステ
ムの詳細を表示するときに確認できます。 これらの比率は、最上部のセクションではストレー
ジシステムレベル、[Storage Summary] ポートレットでは CPG レベルでそれぞれ報告されま
す。 ホーム画面から、[HPE Infrastructure]→[HPE Storage Systems] に移動して、任意の
ファームウェアバージョン（3.2.1 MU2）の 3PAR システムを選択し、[Summary] タブをク
リックします。

コンパクション率と重複排除率は、ストレージボリュームについても確認できます。 クラス
ター、ホスト、VM、またはデータストアを選択して、[管理]→[HPE
Management]→[Storage]→[Storage Volumes] に移動します。 3PAR StoreServ ストレージ
システム上のデデュプリケーションされたボリュームについて、[Compaction Ratio] および
[Deduplication Ratio] のデータが表示されます。
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図 32 

図 33 

仮想ディスクの表示

[Virtual Disks] ページには、以下の情報が表示されます。

• [Virtual Disk Name] — VMware によって割り当てられた仮想ディスク名

• [Virtual Disk Type] — 仮想ディスクのタイプ（VMDK または RDM）

• [Virtual Machine] — 選択されている VMDK または RDM に関連付けられた VM の名前

• [Datastore] — RDM データストア名または RDM の .vmdk 名

• [Provisioned Capacity] — この VMDK または RDM を使用する VM から認識できるディ
スク容量
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• [Allocated Capacity] — VMDK または RDM のために VMware が確保しているディスク容
量

RDM では、この値はプロビジョニングされた容量の値と一致します。 VMDK では、VMware
シンプロビジョニングが使用される場合、この値がプロビジョニングされた容量の値より
少なくなることがあります。 これは、ストレージシステムで構成されるシンプロビジョニ
ングとは別です。

• [VMware Provisioned] — シックまたはシン

HBA の表示
[HBAs] ページには、以下の情報が表示されます。

• [Host Names] — ホスト名またはクラスターホスト名

• [Type] — HBA のタイプ

• [VMware Device Identifier] — VMware が割り当てる HBA の識別子

• [WWN/IQN] — HBA の WWN

注記: HPE MSA SAS ストレージシステムでは、HBA の WWN アドレスは使用できませ
ん。

• [Label] — VMware が割り当てる HBA の識別子

パスの表示

選択したコンポーネントに対する [Paths] タブが表示されます。 このタブには、以下の情報が
表示されます。

• [Storage System Disk Name]

HPE StoreVirtual — ボリューム名◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — ボリューム名

◦ HPE MSA — ボリューム名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Name]

HPE StoreVirtual — 管理グループ名◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — ストレージシステムの表示名

◦ HPE MSA — システム名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host HBA Port WWN/IQN]

HPE StoreVirtual — ホストに割り当てられている IQN◦
◦ HPE 3PAR StoreServ（FC） — このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ HPE 3PAR StoreServ（iSCSI） — ホストに割り当てられている IQN

◦ HPE MSA（FC、SAS） — このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ HPE MSA（iSCSI） — ホストに割り当てられている IQN
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◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Port WWN/IQN]

HPE StoreVirtual — このストレージシステム上のこのディスクに接続するために、ホ
ストによって使用される IQN

◦

◦ HPE 3PAR StoreServ（FC） — このパスのストレージシステム側のストレージシス
テムポートの WWN

◦ HPE 3PAR StoreServ（iSCSI） — このストレージシステム上のこのディスクに接続
するために、ホストによって使用される IQN

◦ HPE MSA（FC、SAS） — このパスのストレージシステム側のストレージシステム
ポートの WWN

◦ HPE MSA（iSCSI） — このストレージシステム上のこのディスクに接続するために、
ホストによって使用される IQN

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [LUN] — ストレージシステムポートからホスト HBA のポートにストレージディスクを提
供するために使用される LUN

• [Host] — 現在、選択された VM を実行しているホスト

• [Storage System Type] — Hewlett Packard Enterprise のシステムの種類

• [Storage System Controller] — このパスで使用されるコントローラー

• [Storage System Port] — このパスで使用されているストレージシステムのポート識別子

HPE StoreVirtual — 該当なし◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — コントローラーノードのポートの WWN

◦ HPE MSA — このパスで使用されているストレージシステムコントローラーのポート

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host Group]

HPE StoreVirtual — 管理コンソールでホストの IQN に対して設定された名前◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — このパスのホスト WWN を含むホストオブジェクトの名前

◦ HPE MSA — このパスのホスト WWN を備えるホストのニックネーム

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host Access]

HPE StoreVirtual — ホストへのディスク提供に割り当てられるホストアクセスレベル
（例：[READ/WRITE]、[READ-ONLY]）

◦

◦ HPE 3PAR StoreServ — 該当なし。 HP 3PAR ストレージボリュームは、読み取り専
用/読み書き可能の設定で動作します。

◦ HPE MSA — ボリュームマッピングのアクセス（例：[READ/WRITE]、[READ-ONLY]）

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし
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• [Storage System Port Speed]

HPE StoreVirtual — 該当なし◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — ポートが SAN に接続される速度（Gb/秒）

◦ HPE MSA
FC — ポートが SAN に接続される速度（Gb/秒）–

– iSCSI — ネットワークポートがネットワークに接続される速度（Gb/秒）

– SAS — ポートがホストまたはスイッチに接続される速度（Gb/秒）

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host Mode]

HPE StoreVirtual — 該当なし◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — 該当なし

◦ HPE MSA — ホストのプロファイルの名前

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Preferred Path]

HPE StoreVirtual — 該当なし◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — 該当なし

◦ HPE MSA — 該当なし

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Active Path] — パスのステータス（アクティブまたはスタンバイ状態）を示します。
アクティブなパスがオフラインになると、スタンバイパスがタスクを引き継ぎます。

• [Path ID] — VMware によって割り当てられたパス ID

• [VMware Disk Identifier] — VMware によって割り当てられたディスク名

複製の表示

注記:  MSA 上の複製は、V2 SMU/CLI モードを使用するリニア（シックプロビジョニングさ
れている）データストアでのみ使用可能です。 複製のレポートを取得するには、Administrator
Console 経由で、プライマリ複製システムを管理する必要があります。

[Registration] ページには、以下の情報が表示されます。

• [Source Disk Name] — 複製元ディスク

• [Source System] — ローカル（複製元）ストレージシステムのストレージシステム識別
子。Continuous Access による複製でのみ表示され、MSA は、プライマリ複製システムの
ストレージシステム名が表示されます。

• [Replication Type] — 使用される複製のタイプ。

HPE StoreVirtual — スナップショット、リモートスナップショット◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — Virtual copy、Physical copy、Peer Persistence

◦ HPE MSA — 定期的な非同期のリモートコピー
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◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Replica Name] — 複製先ディスク MSA では、複製セット名が表示されます。

• [Replica Storage System] — リモート（複製先）ストレージシステムのストレージシス
テム識別子。Continuous Access による複製でのみ表示されます。 MSA では、リモート
システムのストレージシステム名が表示されます。

• [Replica Status] — 複製のステータス（例：[PAIR]、[SUSPEND]、[SYNCHED]、[COPY]）
MSA の複製ステータスマッピングについては、図 34 (70 ページ)を参照してください。

図 34  Replication status

• [Replication Group]

MSA - 該当なし◦
◦ HPE StoreVirtual — 該当なし

◦ HPE 3PAR StoreServ — リモートコピーグループ名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Datastore/RDM Type] — データストア/RDM タイプ（Datastore または RDM）

• [Datastore Name] — データストア名

• [Source Creation Time] — ソースボリュームが作成された日付と時刻（MSA ではなく
HPE 3PAR StoreServ に適用）

• [Source Expiration Time] — ソースボリュームの有効期限の日付と時刻（MSA ではなく
HPE 3PAR StoreServ に適用）

• [Source Retention Time] — ソースボリュームの保有期間の日付と時刻（MSA ではなく
HPE 3PAR StoreServ に適用）

Peer Persistence の切り替え
[Switch Peer Persistence] ページは、3PAR StoreServ Peer Persistence の関連付けのソースと
ターゲットの役割を反転するために使用します。 Peer Persistence 関連の機能を有効にするに
は、Administrator Console でソースストレージシステムとターゲットストレージシステムを設
定する必要があります。

注記: [Switch Peer Persistence] は、3PAR StoreServ ソースディスクのみに適用されます。
[Switch Peer Persistence] 操作は、ソースディスクが表示される任意の [Storage] タブからも開
始できます。
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1. 以下のいずれかの方法で、[Switch Peer Persistence] ページを開きます。
• 3PAR StoreServ ホストまたは VM を選択し、[管理]→[Storage]→[Replications] の
順に選択する。 ソースディスク名を右クリックし、[Switch Peer Persistence] オプ
ションを選択する。

• [Storage Volumes] テーブルでディスク名を右クリックし、[Switch Peer Persistence]
オプションを選択する。

• [VMs to Volumes] の詳細ビューまたはグラフィックスビューでディスク名を右クリッ
クし、[Switch Peer Persistence] オプションを選択する。

2. [Switch Peer Persistence] をクリックして、ソースとターゲットの役割を入れ替えます。
Peer Persistence の切り替えを確認するウィンドウが表示されます。 このウィンドウに
は、操作の進行状況を監視するための方法も示されます。

3. [OK] をクリックします。

関連する VM の表示
[VMs to Volumes] ページには、以下の情報が表示されます。
[VMs to volumes] ページで、[Details] をクリックして情報を表形式で表示するか、[Graphics]
をクリックして VMs to volumes パスのグラフィカル表現を表示します。

詳細形式

注記: ストレージディスクへの使用可能なパスの数に応じて、同じ VM が複数回表示される
場合があります。

• [Virtual Machine] — 仮想マシンの名前

• [VM Provisioned Capacity] — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）としてプ
ロビジョニングされているストレージの容量

• [VM Allocated Capacity] — ホスト上で仮想ディスク（VMDK または RDM）として使用
されているストレージの容量

• [Virtual Disk Name] — VMware によって割り当てられた仮想ディスク名

• [Virtual Disk Type] — 仮想ディスクのタイプ（VMDK または RDM）

• [Virtual Disk Provisioned Capacity] — VMware 仮想ディスクの実際のサイズ

• [Virtual Disk Allocated Capacity] — VMware 仮想ディスクの割り当て済み容量

• [VMware Provisioned] — シックまたはシン

• [Datastore] — この VM を含むデータストア

• [VMware Disk Identifier] — VMware によって割り当てられたディスク名

• [Storage System Disk Name]

HPE StoreVirtual — ボリューム名◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — ボリューム名

◦ HPE MSA — ボリューム名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Disk Type] — ストレージ システムのディスクタイプ

• [Storage System Name]

HPE StoreVirtual — 管理グループ名◦
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◦ HPE 3PAR StoreServ — ストレージシステムの表示名

◦ HPE MSA — システム名

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Type] — Hewlett Packard Enterprise のストレージシステムの種類

• [Storage System Disk Total Capacity] — データストアで使用できるストレージの総量

• [Storage System Disk Allocated Capacity] — ストレージシステム上の仮想ディスクのサ
イズ

• [Storage System Disk Provisioned] — 仮想ディスクがシックプロビジョニングとシンプ
ロビジョニングのどちらを使用しているか

• [Storage System Controller] — このパスで使用されるコントローラー

• [Storage System Port] — このパスで使用されているストレージシステムのポート識別子

• [Host Group]

HPE StoreVirtual — 管理コンソールでホストの IQN に対して設定された名前◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — このパスのホスト WWN を含むホストオブジェクトの名前

◦ HPE MSA — このパスのホスト WWN を備えるホストのニックネーム

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host Access]

HPE StoreVirtual — ホストへのディスク提供に割り当てられるホストアクセスレベル
（例：[READ/WRITE]、[READ-ONLY]）

◦

◦ HPE 3PAR StoreServ — 該当なし。 HP 3PAR ストレージボリュームは、読み取り専
用/読み書き可能の設定で動作します。

◦ HPE MSA — ボリュームマッピングのアクセス（例：[READ/WRITE]、[READ-ONLY]）

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host Mode]

HPE StoreVirtual — 該当なし◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — 該当なし

◦ HPE MSA — ホストのプロファイルの名前

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Host Name] — ホスト名

• [Current Owner] — ホストが選択されている VM の現在のオーナーかどうかを示します。

• [Host HBA Port WWN]

HPE StoreVirtual — ホストに割り当てられている IQN◦
◦ HPE 3PAR StoreServ（FC） — このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ HPE 3PAR StoreServ（iSCSI） — ホストに割り当てられている IQN

◦ HPE MSA（FC、SAS） — このパスのホスト側のホストポートの WWN
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◦ HPE MSA（iSCSI） — ホストに割り当てられている IQN

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Storage System Port WWN]

HPE StoreVirtual — このストレージシステム上のこのディスクに接続するために、ホ
ストによって使用される IQN

◦

◦ HPE 3PAR StoreServ（FC） — このパスのストレージシステム側のストレージシス
テムポートの WWN

◦ HPE 3PAR StoreServ（iSCSI） — このストレージシステム上のこのディスクに接続
するために、ホストによって使用される IQN

◦ HPE MSA（FC、SAS） — このパスのストレージシステム側のストレージシステム
ポートの WWN

◦ HPE MSA（iSCSI） — このストレージシステム上のこのディスクに接続するために、
ホストによって使用される IQN

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [LUN Number] — ストレージシステムポートからホスト HBA のポートにストレージディ
スクを提供するために使用される LUN

• [Path ID] — VMware によって割り当てられたパス ID

• [Preferred Path]

HPE StoreVirtual — 該当なし◦
◦ HPE 3PAR StoreServ — 該当なし

◦ HPE MSA — 該当なし

◦ HPE StoreOnce Backup — 該当なし

• [Active Path] — パスのステータス（アクティブまたはスタンバイ状態）を示します。

グラフィックス形式

グラフィックス形式では、以下のエンティティ間のパスが表示されます。

• Virtual Machine

• Virtual Disk Name

• Datastore

• Storage System Disk Name

• Storage pool

• Storage System Name
グラフィックを使用するうえでのヒントを以下に示します。

• グラフィックの各要素を説明する凡例を表示するには、列見出しを右クリックし、[Show
Legend] オプションを選択します。

• 列のサイズを変更するには、境界をドラッグします。

• 列見出しを右クリックすると、列の内容を表示するためのオプションのメニューが表示さ
れます。
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• [Virtual Machine] 列以外のすべての列を非表示にできます。 接続パスは、非表示の列を通
過します。 表示する列を制御するには、列見出しを右クリックし、[Show/Hide Columns]
オプションを選択します。

• コンポーネントを右クリックすると操作が開始されます。 たとえば、データストアを右ク
リックすると、データストアが展開または削除されます。

• グラフィックを印刷用に PDF ファイルにエクスポートするには、画面の右下にあるプル
ダウンメニューの [Export All] オプションを使用します。

• 表示される情報を制限するには、ページの右上にある [Filter] ツール（ ）を使用しま
す。 フィルター処理するデータを入力します。 たとえば、管理対象外のディスクのみを
表示するには、unmanaged という単語でフィルター処理します。
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VVOL の表示
VVOL 情報は、Storage モジュールの [Storage Volumes]、[Paths]、および [VMs To Volumes]
タブで入手できます。

HPE OneView for VMware vCenter は、Data VVOL および Configuration VVOL に関する情報
を報告します。

• [Storage Volume] タブ — ボリュームは、[Storage System Disk Type] 列に表示される
タイプを確認して簡単に識別でき、Config VVOL または Data VVOL として表示されます。

• [VMs To Volume] タブ — 新しいアイコンを使用して、Data VVOL および Configuration
VVOL を表示するように拡張されています。 このページの最新の凡例は、これらのボリュー
ムの識別に役立ちます。 テーブルの列名を右クリックし、[Show Legend] をクリックし
て最新のアイコンとその説明を確認します。

図 35 
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図 36 
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インフラストラクチャ情報の表示

注記: Infrastructure 機能は、vSphere Web Client でのみ使用できます。

[HPE Infrastructure] ページには、ストレージシステムとエンクロージャー、およびハイパーコ
ンバージドシステムの情報が表示されます。

Storage Module for vCenter により提供されるインベントリリストを使用して、設定済みのス
トレージシステムの詳細情報を表示できます。 [HPE Infrastructure] ページでストレージシステ
ムを表示するには、まず Administrator Console を使用してストレージシステムを設定する必
要があります。 詳しくは、「vCenter とストレージシステムの設定」 (9 ページ) を参照して
ください。

[HPE Infrastructure] ページにアクセスするには、vSphere Web Client のホームページで、左側
のナビゲーションペインの [HPE Infrastructure] リンクをクリックするか、[Inventories] の下
の [Infrastructure] アイコンをクリックします。

[Storage Systems infrastructure] ページ
[HP Storage Systems infrastructure] ページには、本プラグイン環境で設定されたすべてのスト
レージシステムの情報が表示されます。 左側のナビゲーションパネルの [HPEStorageSystems]
リンクの隣に表示されている数字は、Administrator Console を使用して設定されたストレージ
システムの数を示しています。 [HPE Storage Systems] をクリックして、設定済みのストレー
ジシステムおよびバックアップシステムのリストを展開します。

このインベントリリストには、ストレージシステムまたはバックアップシステムのタイプと名
前が表示されます。 リストから項目を選択すると、中央のペインに詳細情報が表示されます。
表示される情報は、選択したストレージシステムのタイプによって異なります。

ヒント: ストレージシステムを設定したら、Administrator Console の [Refresh Cache] リン
クをクリックするか、[Management] または [Infrastructure] ページのいずれかの [Refresh] ア
イコン（ ）をクリックして、ストレージデータを更新します。 更新が完了するまで待って
から、ハイパーコンバージドインフラストラクチャのページを開いてください。 Web クライ
アントの [Refresh] アイコンにマウスカーソルを重ねると、更新ステータスを表示できます。

Summary
[HPE Storage Systems Summary] タブは、次のセクションで構成されています。

• ヘッダー — 情報の先頭行には、選択した項目の稼働状況、ストレージシステムのタイプ、
名前などの詳細情報が含まれています。

ストレージシステムの稼働状況は、色別のアイコンで表示されます。 緑色のアイコン（
 ）は、このストレージシステムに警告やエラーが何もないことを示しています。 黄色

のアイコン（  ）または赤色のアイコン（  ）は、それぞれ警告とエラーを示します。
ストレージシステムの管理コンソールにログインすると、稼働状況の詳細を取得できる場
合があります。

• 概要 — モデル、シリアル番号、ファームウェアバージョンなどのシステム情報が表示さ
れます。 ストレージシステムを選択した場合は、VMware に対してプロビジョニングされ
ているストレージの容量が表示されます。 ストレージシステムに Web ベースの管理コン
ソールがある場合は、管理コンソールを起動するためのリンクが表示されます。

• [System Summary] ポートレット — システムのストレージシステム用コントローラーの
数を表示します。 コントローラーを展開すると、それぞれのコントローラーの名前とポー
トが表示されます。 バックアップシステムの場合は、クラスターレベルの総合ステータス
と、容量およびデデュプリケーション比率が表示されます。 さらに、管理システムの設定
済みユーザーおよび IP アドレスが表示されます（利用可能な場合）。
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• [Storage Summary] ポートレット — システムのストレージに関するさらに詳しい情報を
表示します。 ストレージシステムの場合は、ストレージプールがすべて表示されます。
各ストレージプールの名前を展開すると、そのストレージプールの容量の情報および、
Administrator Console で指定されたアクセスレベルが表示されます。 3PAR StoreServ ス
トレージシステムの場合は、CPG の RAID 値と物理ディスクのドライブタイプも表示され
ます。

StoreOnce バックアップシステムの場合、このセクションにはクラスター内のサービス
セットが表示されます。 各サービスセットを展開すると、総合的な稼働状況、シリアル番
号、容量、サービス、およびデデュプリケーション比率が表示されます。 ノード名を展開
すると、サービスセットが実行されているプライマリおよびセカンダリノードが表示され
ます。 各サービスラベルを展開すると、サービスのステータスと、VTL、NAS、および
Catalyst サービスのバックアップターゲットの数が表示されます。

Related Objects
ハイパーコンバージドグループに属する StoreVirtual ストレージシステムについては、[Related
Objects] タブに、ハイパーコンバージドグループへのリンクが提供されます。 ハイパーコン
バージドグループの詳細を表示するには、名前をダブルクリックします。

[Hyper-converged infrastructure] ページ
[HP Hyper-converged infrastructure] ページでは、本プラグイン環境で設定されたハイパーコン
バージドグループの詳細が表示されます。 ハイパーコンバージドグループを表示するには、
Administrator Console を使用して StoreVirtual 管理サーバーを設定する必要があります。 左ナ
ビゲーションパネルの [HPE Hyper-converged] リンクの隣にある数字は、ハイパーコンバージ
ドグループの数を示します。 グループのリストを表示するには、[HPE Hyper converged] を
クリックします。 リストから項目を選択して、グループ内のハイパーコンバージドシステムお
よびノードに関する情報を表示します。

ヒント: StoreVirtual 管理サーバーを設定したら、Administrator Console の [Refresh Cache]
リンクをクリックするか、[Management] または [Infrastructure] ページのいずれかの [Refresh]
アイコン（ ）をクリックして、ストレージデータを更新します。 更新が完了するまで待っ
てから、HPE ハイパーコンバージドインフラストラクチャのページを開いてください。 Web
クライアントの [Refresh] アイコンにマウスカーソルを重ねると、更新ステータスを表示でき
ます。

Summary
[HPE Hyper-converged Summary] タブは、次のセクションで構成されています。

• ヘッダー — ページの一番上にあるヘッダーには、選択した項目の稼働状況と名前が含ま
れています。

ハイパーコンバージドグループの稼働状況は、色別のアイコンで表示されます。 緑色のア
イコン（  ）は、このストレージシステムに警告やエラーが何もないことを示していま
す。 黄色のアイコン（  ）または赤色のアイコン（  ）は、それぞれ警告とエラーを
示します。 StoreVirtual 管理グループの管理コンソールにログインすると、稼働状況の詳
細を取得できます。

• 概要 — ページの一番上のセクションには、グループ内のシステムとノードのモデルと数
が表示されます。 このグループが別のタイプのハイパーコンバージドシステムを含む場合
は、それぞれのモデルが表示されます。 グラフには、CPU、メモリ、およびストレージ
について集約されたリソースデータが表示されます。

• [Summary] ポートレット — このハイパーコンバージドグループに関連付けられた
StoreVirtual VSA クラスター、ホスト、および仮想マシンの数が表示されます。
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• [Systems] ポートレット — このグループ内のすべてのハイパーコンバージドシステムが
表示されます。 システムを展開して、そこに含まれるノードのモデルとリストを表示しま
す。

• [Nodes] ポートレット — このグループ内のすべてのハイパーコンバージドノードが表示
されます。 各ノードを展開すると、その詳細が表示されます。 ホスト、ストレージシス
テム、および StoreVirtual ノードには、ポートレットで対応するハイパーリンクをクリッ
クするだけで移動できます。

Related Objects
[HPE Hyper-converged Related Objects] タブには、ハイパーコンバージドグループに関連付け
られているすべてのストレージシステムとホストが表示されます。 名前をダブルクリックし
て、ストレージシステムの詳細を表示できます。

[Enclosures infrastructure] 要約ページ
[Enclosures infrastructure] 要約ページには、現在の環境で設定されているすべてのエンクロー
ジャーの情報が表示されます。 左ナビゲーションパネルの [HPE Enclosures] リンクの隣にあ
る数字は、環境内のエンクロージャーの数を示します。 エンクロージャーのリストを展開する
には、[HPE Enclosures] をクリックします。
エンクロージャーインフラストラクチャの情報は、次のセクションで構成されています。

• 概要 — 名称、ラック、モデル、UUID、シリアル番号、OA ファームウェアバージョン、
VMware ホスト、空きベイの数など、一般的なエンクロージャー情報が表示されます。 現
在のエンクロージャーの電力と温度の値のグラフも表示されます。

エンクロージャーの稼働状況は、色別のアイコンで表示されます。 緑色のアイコン（ 
）は、このエンクロージャーに警告やエラーが何もないことを示しています。 黄色のアイ
コン（  ）または赤色のアイコン（  ）は、それぞれ警告とエラーを示します。 エン
クロージャーの管理コンソールにログインすると、稼働状況の詳細を取得できる場合があ
ります。

• [Servers] ポートレット — エンクロージャーホストサーバーの一覧が表示されます。

• [Fans] ポートレット — モデル、ステータス、速度など、エンクロージャーのファンの情
報が表示されます。

• [Interconnects] ポートレット — ステータス、製品名、ファームウェアバージョンなど、
インターコネクト情報の一覧が表示されます。

• [Power Supplies] ポートレット — モデル、ステータス、現在の出力電力など、エンク
ロージャーの電源装置の情報が表示されます。

ヒント: ポートレットを最大化するには、その右上隅にあるアイコンを使用します。

[Enclosures infrastructure] の [Related Objects] ページ
[Hosts] — [Related Objects] タブをクリックして [Hosts] を選択すると、環境内に構成されて
いるすべてのホストの情報が表示されます。 ホスト情報には、[Name]、[State]、[Status]、
[Cluster]、および [percentage of CPU] があります。
[Cluster] — [Related Objects] タブをクリックして [Cluster] を選択すると、環境内に構成され
ているすべてのクラスターの情報が表示されます。 この機能を使用すると、エンクロージャー
内のクラスターの存在位置を調べることができます。 このページに表示される情報には、クラ
スターの名前、[Available CPU]、[Available Memory]、[Available Storage]、および [vSphere
HA] があります。 調査するクラスターをクリックし、関連オブジェクトのリストから [HPE
Enclosure] を選択してください。
[HPE Enclosure] — [Related Objects]→[Host Enclosure] をクリックすると、[Enclosure
Name]、[Status]、[Temperature]、および [Power parameters] が表示されます。
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4 ストレージのプロビジョニング
Storage Module for vCenter は、3PAR StoreServ、StoreVirtual、および MSA ストレージシス
テムのストレージプロビジョニングをサポートします。 ユーザーは、新しいデータストアの作
成、既存のデータストアの削除または拡張、新しい VM の作成など、ストレージのプロビジョ
ニング操作を実行できます。

この章のタスクを実行するには、次の準備が必要です。

• プロビジョニングをサポートするストレージシステムを使用する。

• ブラウザーのポップアップブロックを無効にする。 プロビジョニングは、インベントリツ
リーで VM、ホスト、クラスター、またはデータストアを右クリックして開始しますが、
ポップアップブロックが有効になっていると、プロビジョニングを開始できません。

• クラスターでプロビジョニング操作を行う場合は、設定済みのホストを含むクラスターを
使用する。

ヒント: Internet Explorer のデフォルト設定では、ポップアップブラウザーウィンドウのタイ
トルバーにページの URL が表示されます。 ウィンドウのタイトルを表示するには、Internet
Explorer の次のセキュリティ設定を有効にします。
• [サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する]

• [Web サイトがアドレスバーやステータスバーのないウィンドウを開くのを許可する]

監査ログの表示
Storage Module for vCenter は、プロビジョニング操作に対する監査ログを提供します。 監査
ログ、provisionAuditLog.txt は次のディレクトリで使用できます。
/var/log/ov4vc/storage

データストアの作成
次の前提条件を満たすホストまたはクラスターに新しいデータストアを追加できます。

ホスト

• ホストが Web クライアントの VMware インベントリに存在している。

• FC 環境で、SAN がストレージプールとホスト間で分割されている。

• ホストがストレージシステム上で、ホストグループまたはホストとして設定されている。

• iSCSI 環境の StoreVirtual ストレージシステムのみ:

ホスト上に iSCSI イニシエーターがインストールされ、設定されている。◦
◦ iSCSI ストレージシステムの IP アドレスまたはホスト名が、ホスト上の iSCSI イニ
シエーターの動的検出リストで設定されている。

クラスター

• クラスターとそのホストが、Web クライアントの VMware インベントリに存在している。

• FC 環境で、SAN がストレージプールとクラスターホスト間で分割されている。

• クラスターホストが、ストレージシステム上でホストグループまたはホストとして設定さ
れている。

• クラスターホストは、別々のホストグループに所属できます。
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注記: Storage Module for vCenter は、すべてのクラスターホストが 1 つのホストグルー
プに所属するような構成をサポートしません。

• iSCSI 環境の StoreVirtual ストレージシステムのみ:

すべてのクラスターホスト上に iSCSI イニシエーターがインストールされ、設定され
ている。

◦

◦ iSCSI ストレージシステムの IP アドレスまたはホスト名が、すべてのクラスターホス
ト上の iSCSI イニシエーターの動的検出リストで設定されている。

vSphere Web Client を使用したデータストアの作成
新しいデータストアがプラグインにより作成された場合、新しいボリュームが HPE OneView
に表示されます。新しいボリュームが HPE OneView で作成された場合、そのボリュームをプ
ラグインから管理することができます。 新しいボリュームが HPE OneView およびプラグイン
から利用できるようにするには、以下の要件を満たす必要があります。

• プラグインが管理する、ESX ホストに対応する HPE OneView サーバープロファイルを、
HPE OneView 内で作成する必要があります。

• プラグインと HPE OneView には、同じストレージシステムが構成されていなければなり
ません。

• プラグインと HPE OneView には、同じ CPG が構成されていなければなりません。
ホストまたはクラスターにデータストアを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. vSphere Web Client を起動して、[Management] にアクセスします。
2. 次のいずれかの方法で、Create Datastore ウィザードを起動します。

• ホストまたはクラスターを右クリックして、[All HPE Management Actions]→[HPE
Create Datastore] の順に選択する。

• ホストまたはクラスターに対応する [Management] ページで、[Actions]→[Create
Datastore] の順に選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでホストまたはクラスターを右クリック
して、[Create Datastores] を選択する。

ヒント: 画面の右上隅にある最小化コントロール（ ）を使用して、ウィザードを最小
化することができます。 ウィザードが、右側の [Work in Progress] パネルに追加されま
す。 ウィザードをクリックすると再開されます。

Create Datastores ウィザードが開き、[Select Location] ウィンドウが表示されます。
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3. 新しいデータストアを所有するホストまたはクラスターを、[Select location] で選択しま
す。

互換性チェックが実行され、選択した位置が正しいことが確認されます。 正しくない場合
は、エラーメッセージが表示され、別の場所を選択する必要があります。

4. [Next] をクリックします。
[Select Storage] ウィンドウが開きます。

5. 作成するデータストアの数を [Number of datastores] ボックスに入力します。
6. 新しいデータストアの容量を、[Datastore Capacity] ボックスに入力します。

注記: ソフトウェアが使用する実際値は、VMware のオーバーヘッドを収納するために
わずかに大きくなる可能性があります。

82 ストレージのプロビジョニング



7. ストレージプールを選択します。

8. 選択したストレージシステムの種類に応じて、次のいずれかの手順を実行します。

• 3PAR StoreServ の場合は、新しいデータストアに使用する [Copy Space Pool] を選
択します。

• その他のストレージシステムタイプの場合は、新しいデータストアに使用する [RAID
Level] を選択します。

9. 3PAR StoreServ の場合は、必要に応じて [Enable Peer Persistence] を選択します。
10. [Next] をクリックします。

[Enable Peer Persistence] を選択しなかった場合、[Specify Names] ウィンドウが開きま
す。 ステップ 12 に進んでください。

[Enable Peer Persistence] を選択した場合は、[Configure Peer Persistence] ウィンドウ
が開きます。 ステップ 11 に進んでください。
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11. Peer Persistence を有効にするには、以下の手順に従ってください。
a. ストレージプールを選択します。

b. リモートコピー領域プールを選択します。

c. [Next] をクリックします。
[Specify Names] ウィンドウが開きます。

12. 単一のデータストアを作成する場合は、次の手順を実行します。
a. 新しいデータストアの名前を、[Datastore Name] ボックスに入力します。
名前が [Generated Names] に追加されます。

b. [Next] をクリックします。
13. 複数のデータストアを作成する場合は、次の手順を実行します。

a. 新しいデータストアの名前を、[Datastore Name] ボックスに入力します。
# 記号は必須です。この記号は、新しいデータストア名の連番を示します。 生成され
るデータストア名では、# 記号に代わって数字が用いられます。
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b. [Where # is numeric and starts at] に、データストア名の連番の開始値を入力しま
す。

[Generated Names] ボックスに、作成されるデータストアの名前が表示されます。
c. [Next] をクリックします。 [Validation] ウィンドウが開きます。

14. データストアを作成するために使用される情報を確認します。
情報の検証が自動的に開始されます。 検証処理の間、緑のアイコンは成功した検証ステッ
プを示し、赤のアイコンは失敗を示します。 検証ステップが失敗した場合、プロビジョニ
ングウィザードの下部にメッセージが表示されます。 問題を解決して、[Retry] をクリッ

データストアの作成 85



クし、検証手順を繰り返します。 ウィザードに入力した値を変更する必要がある場合は、
[Back] および [Next] ボタンを使用して移動します。
検証が成功した場合は、[Next] をクリックします。

15. [Finish] をクリックして、指定したデータストアを作成します。

ヒント: 
• vSphere Web Client の [Tasks] ペインで操作の進行状況を確認します。

• 操作が完了した場合、手動でのキャッシュ更新は不要です。 キャッシュは自動的に更
新されます。

データストアの拡張
データストアが単一のディスク上にある場合は、そのデータストアのサイズを拡張できます。

注記: 下位のボリュームが 3PAR StoreServ Peer Persistence 用に設定されている場合、デー
タストアは拡張できません。

vSphere Web Client を使用したデータストアの拡張
データストアのサイズがプラグインによって増加されると、新しいサイズが HPE OneView で
表示されます。 新しいサイズが HPE OneView で表示されるようにするには、以下の条件を満
たす必要があります。

• プラグインが管理する、ESX ホストに対応する HPE OneView サーバープロファイルを、
HPE OneView 内で作成する必要があります。

• プラグインと HPE OneView には、同じストレージシステムが構成されていなければなり
ません。

• プラグインと HPE OneView には、同じ CPG が構成されていなければなりません。
データストアを拡張するには、以下の手順に従ってください。

1. vSphere Web Client を起動して、[Management] にアクセスします。
2. 次のいずれかの方法で、[Expand Datastore] ウィンドウを開きます。

• データストアを右クリックして、[HPE Management]→[Expand Datastore] の順に
選択する。

• データストアに対応する [Management] ページで、[Actions]→[Expand Datastore]
の順に選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでデータストアを右クリックして、[Expand
Datastore] を選択する。

[Expand Datastore] ウィンドウが開きます。
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3. [Requested Datastore Capacity] に、要求する新しい容量を入力します。
データストアの拡張には、次の規則が適用されます。

• データストアを拡張できるのは、そのデータストアが Storage Module for vCenter に
よるプロビジョニングがサポートされているストレージシステム上の単一ディスク上
にある場合だけです。

• 要求する容量が、ストレージプールの合計容量を超えることはできません。

• 要求する容量は、元のデータストアの容量より大きくする必要があります。

新しい容量を入力するとき、[Expand Datastore] ウィンドウに、選択したストレージプー
ルの [Available Capacity] が表示されます。
[Capacity Before] と [Capacity After] の値は、おおよその値です。 実際の仮想ディスク
のサイズは、VMware のオーバーヘッドを収納するためにわずかに大きくなる可能性があ
ります。

4. [Finish] をクリックして、選択したデータストアを拡張します。
拡張操作を実行できない場合、操作が失敗した理由を示すエラーメッセージが表示されま
す。

ヒント: 操作が完了した場合、手動でのキャッシュ更新は不要です。 キャッシュは自動
的に更新されます。

データストアの削除
次の状況でデータストアを削除することができます。

• データストアで使用されているディスクがスナップショットを使用して複製されている場
合、削除操作は失敗します。

• データストアが VM または VM テンプレートで使用されている場合、削除操作は失敗しま
す。

vSphere Web Client を使用したデータストアの削除
この手順は、VMware vSphere Web Client バージョン 5.5 および 6.0 で使用します。
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データストアを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. vSphere Web Client を起動して、[Management] にアクセスします。
2. 次のいずれかの方法で、[Delete Datastore] ウィンドウを開きます。

• データストアを右クリックして、[HPE Management]→[Delete Datastore] の順に選
択する。

• データストアに対応する [Management] ページで、[Actions]→[Delete Datastore] の
順に選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでデータストアを右クリックして、[Delete
Datastore] を選択する。

3. エラーが表示される場合は、エラーを修正して操作を再試行します。 エラーが表示されな
い場合は、[Delete] をクリックして操作を確認します。
Storage Module for vCenter がすべてのホストからストレージボリュームを提供解除し、
ボリュームを削除して、ホストを再スキャンします。 タスクが完了すると、削除された
データストアは、vSphere Web Client に表示されなくなります。
削除操作を実行できない場合、操作が失敗した理由を示すエラーメッセージが表示されま
す。

ヒント: 操作が正常に完了した場合、手動でのキャッシュ更新は不要です。 キャッシュ
は自動的に更新されます。

未割り当てボリュームの削除
未割り当てボリュームとは、データストアや RDM に関連付けられていないボリュームのこと
です。 プロビジョニングをサポートするストレージシステムに所属する未割り当てのストレー
ジボリュームを削除できます。

未割り当てのボリュームを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. Management にアクセスします。
2. 任意の Storage Module for vCenter テーブルで、未割り当てのボリュームを見つけます。
たとえば、[Storage Volumes] テーブルからボリュームを削除できます。

3. ボリュームを右クリックして、[Delete Volume] を選択します。
Storage Module for vCenter が、削除要求の確認を求めます。

4. [Delete] をクリックします。
Storage Module for vCenter がすべてのホストから LUN の提供を削除し、ボリュームを削
除して、ホストを再スキャンします。 タスクが完了すると、削除されたボリュームは、
vSphere Web Client に表示されなくなります。

ヒント: 手動でのキャッシュ更新は不要です。 Storage Module for vCenter のデータは、
プロビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。
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テンプレートからの VM の作成
VM テンプレートから 1 つまたは複数の VM を作成できます。 VM の作成中に次の条件を満た
す必要があります。

• VM 作成の前提条件は、データストア作成の前提条件と同じです。 詳しくは、「データス
トアの作成」 (80 ページ) を参照してください。 新しい VM の作成中に、1 つまたは複数
の新しいデータストアが作成されます。

• 新しい VM に関連付けられるすべてのファイルが、新しいデータストア上に作成されま
す。

• テンプレートに RDM が含まれる場合、操作は新しい VM の作成プロセスで失敗します。

注記: VMware によって VM がテンプレートに変換されると、すべての RDM が空の仮
想ディスク（VMDK）に変換されます。 このため、このテンプレートから作成される VM
は、RDM に関連付けられていません。 詳しくは、VMware vSphere オンラインライブラ
リの『Virtual Disk Compatibility Modes』を参照してください。

• VM の作成開始にクラスターが使用される場合、クラスター内のすべてのホストでそのス
トレージに対するゾーンを作成し、ホストグループを設定する必要があります。

vSphere Web Client を使用したテンプレートからの VM の作成
この手順は、VMware Web Client バージョン 5.5 および 6.0 で使用します。
テンプレートから 1 つまたは複数の VM を作成するには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Web Client を起動します。
2. 次のいずれかの方法で、Create Virtual Machines ウィザードを起動します。

• ホストまたはクラスターを右クリックして、[All HPE Management Actions]→[Create
VM from Template] の順に選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでホストまたはクラスターを右クリック
して、[Create VM from Template] を選択する。

• ホストまたはクラスターに対応する [Management] ページで、[Actions]→[Create VM
from Template] の順に選択する。

• VM テンプレートを右クリックして、[All HPE Management Actions]→[Create VM
from Template] の順に選択する。

ヒント: 画面の右上隅にある最小化コントロール（ ）を使用して、ウィザードを最小
化することができます。 ウィザードが、右側の [Work in Progress] パネルに追加されま
す。 ウィザードをクリックすると再開されます。

Create Virtual Machines ウィザードが開き、[Select Location] ウィンドウが表示されます。
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3. 新しい仮想マシンを所有するホストまたはクラスターを、[Select location] で選択しま
す。

互換性チェックが実行され、選択した位置が正しいことが確認されます。 正しくない場合
は、エラーメッセージが表示され、別の場所を選択する必要があります。

4. [Next] をクリックします。
[Select VM Template] ウィンドウが開きます。

5. 作成する VM の数を、[Number of virtual machines] に入力します。
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6. 新しい VM を作成するために使用するテンプレートを選択します。
テンプレートを選択すると、VM あたりに必要なストレージ容量と、すべての VM に必要
なストレージ容量（複数の VM を作成する場合）が表示されます。

7. カスタマイズ指定（使用可能な場合）を [Customization Specification] で指定します。
詳しくは、VMware 社の資料を参照してください。

8. 必要に応じて [Power on virtual machines after creation] オプションを選択します。
9. [Next] をクリックします。

[Select Storage] ウィンドウが開きます。

10. 作成するデータストアの数を [Number of datastores] に入力します。
新しい VM は、これらの新しいデータストアに分散されます。

11. 新しいデータストアの容量を [Datastore Capacity] に入力します。

注記: ソフトウェアが使用する実際値は、VMware のオーバーヘッドを収納するために
わずかに大きくなる可能性があります。

12. 新しいデータストアで使用するストレージプールを、[Select Storage Pool] で選択しま
す。

プロビジョニングをサポートしているストレージシステム上の、Full Access 権限を持つ、
設定済みストレージプールの一覧が表示されます。

ヒント: リストは任意の列でソートできます。

13. 非 3PAR ストレージシステムの場合は、ドロップダウンメニューから [RAID level] を選択
します。

14. 3PAR StoreServ ストレージシステムの場合、Peer Persistence を有効にする場合は、
[Enable Peer Persistence] を選択します。

15. 3PAR StoreServ ストレージシステムの場合、ドロップダウンメニューから [Copy Space]
のストレージプールを選択します。

16. [Next] をクリックします。
17. Peer Persistence が有効な場合、[Configure Peer Persistence] ウィンドウが開きます。

Peer Storage System は、Administrator Console で設定されている必要があります。 スト
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レージシステム上の Peer Persistence に使用する Peer Storage Pool は、Read-Write アク
セス権付きで設定されている必要があります。 また、Peer Storage Pool は、選択したホ
ストと同じドメインに属している必要があります。

ピアのストレージプールを選択し、[Next] をクリックします。
[Specify Names] ウィンドウが開きます。

18. 新しい仮想マシンのベース名を、[Virtual Machine name] に入力します。
単一の仮想マシンの場合、# 記号は不要です。 複数の仮想マシンの場合は、# 記号が必要
です。 # 記号は連番を表します。 生成される仮想マシン名では、# 記号に代わって数字が
用いられます。

19. [Where # is numeric and starts at] に、連番の開始値を入力します。
[Generated names] ボックスに、作成される仮想マシンの名前が表示されます。

20. 同様に、複数のデータストアを作成する場合は、新しいデータストアのベース名を
[Datastore name] に入力し、データストアの # 記号の開始値を入力します。

21. [Next] をクリックします。
[Validation] ウィンドウが開きます。
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22. 仮想マシンを作成するために使用される情報を確認します。
情報の検証が自動的に開始されます。 検証処理の間、緑のアイコンは成功した検証ステッ
プを示し、赤のアイコンは失敗を示します。 検証ステップが失敗した場合、ウィザード画
面の下部にメッセージが表示されます。 [Back] をクリックして前の画面に戻り、問題を
修正します。

23. 検証が成功した場合は、[Next] をクリックします。
[Ready to Complete] ウィンドウが開きます。

24. [Finish] をクリックして、指定した仮想マシンを作成します。

ヒント: 
• vSphere Web Client の [Tasks] ペインで操作の進行状況を確認します。

• 操作が完了した場合、手動でのキャッシュ更新は不要です。 キャッシュは自動的に更
新されます。

Deploy StoreOnce VSA ウィザードの使用
Deploy HPE StoreOnce VSA ウィザードは、ホストのローカルおよび直接接続ストレージを使
用して、ESX ホスト上の StoreOnce VSA を構成および展開します。 StoreOnce のベストプラ
クティスにより、Deploy HPE VSA ウィザードはサーバーの利用可能なストレージを使用し
て、追加費用なしで、また専用ストレージを追加する複雑な手順も必要とせずに、SAN を作成
することができます。

StoreOnce VSA を構成するための前提条件
Deploy HPE VSA ウィザードを起動する前に、次の前提条件を満たしていることを確認しま
す。

• インターネットアクセス — （オプション）HPE OneView for VMware vCenter サーバーが
インターネットにアクセスできるようにする必要があります。 最新のインストーラーが、
Hewlett Packard Enterprise から自動的にダウンロードされます。
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• IP アドレス — このウィザードを使用して StoreOnce VSA を展開するには 2 つの IPV4 IP
アドレスが必要です。1 つの IP アドレスは管理ネットワーク用、もう 1 つは iSCSI ネッ
トワーク用です。 IP アドレスとともに、サブネットマスク、ゲートウェイ IP、DNS な
ど、その他のネットワーク詳細も必要です。

• データストア — Deploy HPE VSA ウィザードを起動する前に、高い IOP を生成するスト
レージシステム上にデータストアを作成することをお勧めします。

StoreOnce VSA の展開
StoreOnce VSA を展開するには、以下の手順に従ってください。
1. StoreOnce VSA を展開するホストを右クリックします。
2. [All HPE Management Actions]→[Deploy HPE StoreOnce VSA...]を選択して Deploy

HPE StoreOnce VSA ウィザードを起動します。 ドロップダウンリストに StoreOnce VSA
バージョンが表示されます。 インターネットに接続している場合は、展開フェーズ中に、
最新の StoreOnce VSA バージョンを Hewlett Packard Enterprise FTP サーバーから自動
的にダウンロードできます。 ステップ 3およびステップ 4を実行して StoreOnce VSA ソ
フトウェアを手動でアップロードすることもできます。

3. [Upload HPE StoreOnce VSA] をクリックします。 これは、インストーラーがシステム
にすでにダウンロードされていることを前提としています。

4. インストーラーの場所を参照し、[Upload] をクリックします。
5. アップロードが成功したら、[Refresh] をクリックして、展開に使用されるバージョンを
表示します。

6. [Accept HPE End User License Agreement] をクリックしてから、[Next] をクリックし
ます。

7. 展開に使用するホストまたはクラスターを選択し、[Next] をクリックします。
8. VSA の展開に使用されるデータストアを選択します。 選択したデータストアの合計サイ
ズは、VSA の必要な容量を超えている必要があります。 さらに、StoreOnce VSA 用の OS
を保持するシステムディスク（データストア）を選択します。

9. StoreOnce VSA の認証情報とネットワーク設定を指定します。
a. ユーザー名とパスワードを構成します。

• [Backup System Name] — バックアップシステム名を指定します。

• [Username] — デフォルト値が自動的に設定されます。

• [Password] — パスワードを指定します。

• [Confirm Password] — パスワードを確認します。
b. [Configure the Management and iSCSI Network Interface] — ウィザードは適切な
ネットワークを自動的に選択しようとします。 ただし、デフォルトの選択を変更する
こともできます。

c. [IP Addresses] — 管理ネットワークおよび iSCSI ネットワーク用の IP アドレスを
IPV4 フォーマットで指定します。

注記: 選択した IP アドレスがすでに使用中ではないことを確認してください。

d. [Subnet Mask] — ネットワークのサブネットマスクを IPV4 フォーマットで指定しま
す。

e. [Gateway]（オプション） — ネットワークのゲートウェイ IP アドレスを IPV4 フォー
マットで指定します。

10. [Finish] をクリックし、[最近のタスク]パネルで進行状況を監視します。 展開が成功した
ら、HPE OneView for VMware vCenter のホームページから[HPE Infrastructure]→[Storage
Systems] に移動して、StoreOnce Backup システムの詳細情報を入手できます。 新しく
展開された StoreOnce VSA を、HPE Recovery Manager Central が仮想マシンとデータス
トアのバックアップのスケジュール作成に使用する準備が完了しました。
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StoreVirtual VSA の展開
Deploy HPE VSA StoreVirtual ウィザードの概要

Deploy HPE VSA ウィザードは、ホストのローカルおよび直接接続ストレージを使用して、
ESX ホスト上の StoreVirtual VSA を構成および展開します。 StoreVirtual のベストプラクティ
スにより、Deploy HPE VSA ウィザードはサーバーの利用可能なストレージを使用して、追加
費用なしで、また専用ストレージを追加する複雑な手順も必要とせずに、SAN を作成すること
ができます。

ベストプラクティスについて詳しくは、『HPE StoreVirtual VSA Design and Configuration
Guide: For solutions based on Microsoft Hyper-V and VMware vSphere - Technical white
paper』 、『HPE StoreVirtual Storage VSA インストールおよび構成ガイド』 、および
『Technical white paper - Adaptive Optimization for HPE StoreVirtual』 を参照してくださ
い。

Deploy HPE VSA ウィザードは、以下の手順を自動化します。

• 選択した少なくとも 3 つの ESX ホスト間での、ローカルおよび直接接続ストレージを使
用した、VSA ストレージシステムの構成。

• 新しい StoreVirtual 管理グループの作成。

• 共有ストレージの、1 つ以上のクラスターの作成。

• 最新の Centralized Management Console（CMC）のインストールまたはアップデート。

• IO サービスを行うために、CMC を使用してボリュームを作成し、アプリケーションサー
バーにエクスポートした後の、VSA の展開。

StoreVirtual VSA を構成するための前提条件
Deploy HPE StoreVirtual VSA ウィザードを起動するには、以下の条件を満たす必要がありま
す。

• インターネットアクセス — （オプション）HPE OneView for VMware vCenter サーバーが
インターネットにアクセスできるようにする必要があります。 最新のインストーラーが、
Hewlett Packard Enterprise から自動的にダウンロードされます。

• VSA ライセンス — Deploy HPE VSA ウィザードは、VSA を 60 日間のインスタントオン
ライセンスで構成します。 インスタントオンライセンスのタイプと、システムに最終的に
適用するライセンスのタイプは、一致していなければなりません。 たとえば、展開の構成
時に 10 TB の VSA インスタントオンライセンスを構成した場合、展開が成功した後、シ
ステムには 10 TB の VSA ライセンスを適用してください。

• IP アドレス — このウィザードを使用して StoreVirtual VSA を展開するには、連続ブロッ
クの IP アドレスが必要です。 IP アドレスは、クラスターごとに 1 つ、さらにノードごと
に 1 つ必要です。 クラスターの仮想 IP（VIP）は [validation] ページにリストされ、ホス
トを構成し、新しい StoreVirtual Storage System のストレージをプロビジョニングすると
きに使用されます。

• ESX サーバーのストレージ — ローカルストレージまたは直接接続ストレージが似ている
vSphere ホストを選択してください。 これにより、StoreVirtual VSA の容量とパフォーマ
ンスが最適化されます。

展開された VSA のパフォーマンスを最適にするには、表 2 (96 ページ) に従い、特定の数の仮
想 CPU を ESX ホストで使用可能にすることをお勧めします。
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表 2 ストレージ容量と CPU の要件

仮想 CPU の要件VSA あたりのストレージ容量

2 仮想 CPU0TB～10TB
（SAS のみ）

5 仮想 CPU0TB～10TB
（SSD または混合）

3 仮想 CPU10TB～25TB
（SAS のみ）

5 仮想 CPU10TB～25TB
（SSD または混合）

4 仮想 CPU25TB～40TB
（SAS のみ）

5 仮想 CPU25TB～40TB
（SSD または混合）

5 仮想 CPU40TB～50TB
（SAS のみ）

5 仮想 CPU40TB～50TB
（SSD または混合）

Deploy HPE StoreVirtual VSA ウィザードの使用
StoreVirtual VSA を展開するには、以下の手順に従ってください。
1. StoreVirtual VSA を展開するホストを右クリックします。
2. [All HPE Management Actions]→[Deploy HPE VSA...]を選択すると、[version] 画面が表
示されます。 ドロップダウンリストに、プラグインで使用可能な StoreVirtual VSA バー
ジョンが表示されます。 複数のバージョンを使用できる場合は、展開用にいずれかを選択
します。 インストーラーのどのバージョンもプラグインで使用できず、Hewlett Packard
Enterprise FTP サーバーに接続している場合は、展開フェーズ中に最新の StoreVirtual VSA
バージョンが自動的に検出され、ダウンロードされます。 StoreVirtual VSA ソフトウェア
は、以下の手順に従い手動でアップロードすることもできます。

3. 新しく展開された StoreVirtual VSA 上で初めてプロビジョニングタスクが実行されると
き、プラグインは ESX ホストと新しい StoreVirtual VSA 間の iSCSI 接続を自動的に構成
します。 これは、ESX ホスト上で既存のソフトウェア iSCSI アダプターが事前構成され
ている必要があります。

4. [Upload HPE StoreVirtual VSA] をクリックします。 これは、インストーラーがシステム
にすでにダウンロードされていることを前提としています。

5. インストーラーがダウンロードされた場所に移動し、[Upload] をクリックします。
6. アップロードが成功したら、[Refresh] をクリックして、展開に使用されるバージョンを
表示します。

7. [Accept HPE End User License Agreement] をクリックしてから、[Next] をクリックし
ます。

8. 構成するホストを選択し、ライセンスタイプを選択します。 ライセンスは、各ノードに自
動的に適用されます。 表 3 (97 ページ) にライセンスタイプが表示されます。
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表 3 ライセンスタイプ

最大ストレージサイズ
管理グループ内の最大
ノード数

1
クラスター内の最大ノー
ド数

1
ライセンスタイプ

1 TB331 TB、60 日間、インスタ
ントオン

4 TB334 TB、60 日間、インスタ
ントオン

10 TB321610 TB、60 日間、インス
タントオン

50 TB321650 TB、60 日間、インス
タントオン

1
ライセンスタイプのノードの最小数は 3 です。

注記: StoreVirtual VSA が展開された場合、各ノードは、60 日後に期限切れとなるイン
スタントオン StoreVirtual VSA ライセンスで構成されます。 ストレージシステムが継続し
て動作できるように、60 日が経過する前に永続ライセンスを適用することをお勧めしま
す。

9. （オプション）：[Configure Capacities] を選択するときに、クラスターノードのディス
トリビューションを変更することもできます。 クラスターのディストリビューションが完
了したら、[Next] をクリックします。

10. ネットワーク設定を指定します。
a. 新しいユーザー名とパスワードを構成します。

• [Management Group Name] — グループ名が自動的に設定されます。

• [Username] — 新しい管理グループのユーザー名を指定します。

• [Password] — 新しいパスワードを指定します。

• [Confirm Password] — 新しい管理グループのパスワードを確認します。
b. ネットワーク設定を構成します。

• [iSCSI Network Interface] — ウィザードは適切な iSCSI ネットワークを自動的
に選択しようとします。 ただし、デフォルトの選択を変更することもできます。

• [Starting IP Address] — 作成される StoreVirtual VSA ノードおよびクラスター
の開始 IP アドレスを指定します。

注記: 選択した IP アドレスがすでに使用中ではないことを確認してください。

• [Subnet Mask] — グループのサブネットマスクを IPv4 フォーマットで指定しま
す （例：255.255.255.0）。

• [Gateway] — グループのゲートウェイ IP アドレスを IPv4 フォーマットで指定し
ます。

• [Auto-generated IP Addresses] — 開始 IP アドレスを指定します。IP アドレス
が 1 セット、IPv4 フォーマットで生成されます。 生成される IP アドレスの数
は、関連するノード数およびクラスター数に基づきます（たとえば、ノードが 3
つで、クラスターが 1 つの場合は、IP アドレスが 4 つ生成されます）。

StoreVirtual VSA の構成の検証結果を示す [Validation] 画面が表示されます。
11. [Finish] をクリックし、[最近のタスク]パネルで進行状況を監視します。 新しく展開され
た StoreVirtual ストレージシステムを使用する前に、ウィザードの [Ready To Complete]
セクションに示されている推奨事項に従うか、「StoreVirtual VSA の構成作業の完了」
(98 ページ) を参照してください。
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StoreVirtual VSA の構成作業の完了
StoreVirtual VSA の展開完了後、以下の手順に従ってください。
1. StoreVirtual 管理グループが、インフラストラクチャで利用できることを確認します。
2. StoreVirtual CMC を起動し、VSA の構成時に作成された管理グループを表示します。 CMC
を使用すると、StoreVirtual ストレージシステムに対して高度な操作を実行することがで
きます。

注記: CMC は、HPE OneView for VMware vCenter と同じサーバーにインストールされ
ます。

3. CMC を使用して、VSA の永続ライセンスを適用します。 永続ライセンスが、構成中に選
択したインスタントオンライセンスのタイプと一致していることを確認します。

4. Administrator Console が StoreVirtual 管理グループへのフルプロビジョニングアクセス権
を持っているため、新しいストレージシステム上のストレージのプロビジョニングを開始
します。 HPE OneView for VMware vCenter プラグインは、StoreVirtual ストレージを、
新しい管理グループから ESX ホストに対して示します。
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5 ハードウェアアラート通知の表示
この章では、HPE OneView for vCenter のハードウェアアラートイベントおよびアラームにつ
いて説明します。

HPE OneView for vCenter イベント
ハードウェアタスクおよびイベントを表示するには、vSphere Web Client の [イベント] タブに
移動します。

Onboard Administrator イベント
HPE OneView for vCenter は、Onboard Administrator に登録され、サポートされるイベントを
発生と同時に受け取ります。 これらのイベントは、vCenter Server の定義済みカテゴリに合わ
せて分類されます。

vCenter Server のイベントカテゴリイベントの説明イベントタイプ

InfoOK、Other操作ステータスイベント

WarningUnknown、Degraded操作ステータスイベント

ErrorNon-recoverable error、Predictive
failure、Error

操作ステータスイベント

InfoInserted、Removed、Power
management、Power state、iLO
alive

ハードウェアイベント

WarningiLO dead、Interconnect resetハードウェアイベント

ErrorBlade faultハードウェアイベント

InfoOK、Otherサブシステムイベント

WarningUnknown、Degradedサブシステムイベント

ErrorNon-recoverable error、Predictive
failure、Error

サブシステムイベント

詳しくは、『HPE BladeSystem Onboard Administrator ユーザーガイド』（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/servers/onboard で提供）を参照してくださ
い。

vCenter Server のイベントカテゴリ：info
ブレードイベント

Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to OK.
Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to other.
Enclosure名前: Blade in bay番号: inserted
Enclosure名前: Blade in bay番号: removed
Enclosure名前: Blade in bay番号: shutdown
Enclosure名前: Blade in bay番号: fault
Enclosure名前: Blade in bay番号: power management
Enclosure名前: Blade in bay番号: power state
Enclosure名前: Blade in bay番号: iLO alive
インターコネクトイベント

HPE OneView for vCenter イベント 99

http://www.hpe.com/servers/onboard


Enclosure名前: Interconnect in bay番号 status changed to OK.
Enclosure名前: Interconnect in bay番号 status changed to other.
Enclosure名前: Interconnect in bay番号 : inserted
Enclosure名前: Interconnect in bay番号: removed
電源装置イベント

Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to OK.
Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to other.
Enclosure名前: Power supply in bay番号: inserted
Enclosure名前: Power supply in bay番号: removed
ファンイベント

Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to OK.
Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to other.
Enclosure名前: Fan in bay番号: inserted
Enclosure名前: Fan in bay番号: removed
温度イベント

Enclosure名前: Thermal status changed to OK.
Enclosure名前: Thermal status changed to other.
電源サブシステムイベント

Enclosure名前: Power subsystem status changed to OK.
Enclosure名前: Power subsystem status changed to other.
ファンゾーンイベント

Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to OK.
Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to other.

vCenter Server のイベントカテゴリ：warning
ブレードイベント

Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to unknown.
Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to degraded.
Enclosure名前: Blade in bay番号: iLO dead
インターコネクトイベント

Enclosure名前: Interconnect in bay番号 status changed to unknown.
Enclosure名前: Interconnect in bay番号: reset
電源装置イベント

Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to unknown.
Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to degraded.
ファンイベント

Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to unknown.
Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to degraded.
温度イベント

Enclosure名前: Thermal status changed to unknown.
Enclosure名前: Thermal status changed to degraded.
電源サブシステムイベント
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Enclosure名前: Power subsystem status changed to unknown.
Enclosure名前: Power subsystem status changed to degraded.
ファンゾーンイベント

Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to unknown.
Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to degraded.

vCenter Server のイベントカテゴリ：error
ブレードイベント

Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Blade in bay番号 status changed to error.
インターコネクトイベント

Enclosure名前: Interconnect in bay番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Interconnect in bay番号 status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Interconnect in bay番号 status changed to error.
電源装置イベント

Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Power supply in bay番号 status changed to error.
ファンイベント

Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Fan in bay番号 status changed to error.
温度イベント

Enclosure名前: Thermal status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Thermal status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Thermal status changed to error.
電源サブシステムイベント

Enclosure名前: Power subsystem status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Power subsystem status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Power subsystem status changed to error.
ファンゾーンイベント

Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to predictive failure.
Enclosure名前: Fan zone番号 status changed to error.

SNMP エージェントおよび CIM プロバイダーイベント
HPE OneView for vCenter は、SNMP エージェントおよび CIM プロバイダーに登録され、SNMP
エージェントからはトラップを、CIM プロバイダーからはインジケーションを発生と同時に受
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け取ります。 これらのトラップおよびインジケーションに基づいて作成されるイベントは、
vCenter Server の定義済みカテゴリに合わせて分類されます。

vCenter Server のイベントカテゴリイベントの重要度イベントデータソースタイプ

Info通常または情報SNMP エージェントまたは CIM プ
ロバイダー

Warning警告またはマイナーSNMP エージェントまたは CIM プ
ロバイダー

ErrorメジャーまたはクリティカルSNMP エージェントまたは CIM プ
ロバイダー

これらのイベントには、次の情報が含まれます。

• イベントソース

• イベント名

• イベントカテゴリ

• イベントの説明

アラーム
vCenter Server に HPE OneView for vCenter イベントが転送されると、対応するイベントカテ
ゴリまたはホストステータスに基づいてホストの全体的なステータスが変化します。 ホストス
テータスの変化が、管理者によって割り当てられる基準を満たすと、アラームが起動します。

全体的なホストステータスイベントカテゴリ

緑色Informational

黄色Warning

赤色Error

vCenter Server では、HPE OneView for vCenter からの次のイベントによりアラームが発生す
る可能性があります。

• サーバー SNMP トラップに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、SNMP トラップから生成されるイベントによって起動する可能性が
あります。 アラームの状態は、イベントカテゴリによって制御されます。

• サーバー WBEM イベントに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、WBEM イベントから生成されるイベントによって起動する可能性
があります。 アラームの状態は、イベントカテゴリによって制御されます。

• ProLiant および BladeSystem のファンゾーンに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、BladeSystem のサブシステムイベントによって起動します。 アラー
ムの状態は、イベントのタイプ（重要度）によって制御されます。 アラームは、影響を受
けたファンゾーン内のすべての ProLiant および BladeSystem サーバーで起動します。

• ProLiant および BladeSystem の電力サブシステムに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、BladeSystem の電源サブシステムイベントによって起動します。
アラームの状態は、イベントのタイプ（重要度）によって制御されます。 アラームは、影
響を受けたエンクロージャー内のすべての ProLiant および BladeSystem サーバーで起動
します。
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アラームアイコン

アラームが発生すると、vSphere Web Client ウィンドウの右側の vSphere Web Client の各タ
ブのすぐ上にあるバーに沿って、またはインベントリツリーのホストアイコン上に、アイコン
が表示されます。 [Alarm] タブにアラームを表示するには、アイコンをクリックします。 [Alarm]
タブに、すべてのアラームのリストが表示されます。
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6 トラブルシューティング
HPE OneView for vCenter で問題をトラブルシューティングする前に、次の手順を実行する必
要があります。

• vCenter Server の正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認します。

• ソフトウェアのインストールと設定が『HPE OneView for VMware vCenter インストール
ガイド』の説明に従って行われていることを確認します。

HPE OneView for vCenter のトラブルシューティング
このセクションでは、HPE OneView for vCenter の一般的なトラブルシューティング情報を提
供します。 Server Module for vCenter 固有のトラブルシューティング情報については、「Server
Module for vCenter のトラブルシューティング」 (105 ページ) を参照してください。 Storage
Module for vCenter に特有のトラブルシューティング情報について、「Storage Module for
vCenter のトラブルシューティング」 (108 ページ) を参照してください。

vSphere Web Client で [Management] タブを使用できない
考えられる原因：vSphere Web Client がプラグインを展開していません。

注記: プラグインは、vSphere Web Client の実行時のみ配備されます。

対処方法：vSphere Web Client を実行します。
1. プラグインのインストール時に vSphere Web Client が実行されていた場合は、vSphere

Web Client からログアウトします。
2. vSphere Web Client にログインします。
プラグインがインストールされた後、vSphere Web Client を最初に起動したときに、GUI
が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

3. [Management] アイコンがプラグインのホームページに表示されることを確認します。
表示されない場合は vSphere Web Client からログアウトし、ログインし直します。

4. [Management] アイコンが vSphere Web Client のホームページに表示されることを確認し
ます。

5. ホームページにアイコンが表示されない場合は Web Client からログアウトし、VMware
vSphere Web Client サービスを再起動した後で再試行します。

起動時に vCenter サービスが終了する
考えられる原因：vCenter Server は、SQL Server に依存します。 vCenter サービスが SQL
Server よりも前に起動すると、vCenter Server はそのデータベースへの接続に失敗します。
対処方法：VMware ナレッジベース の記事 1007669 を参照してください。

キャッシュまたは Cookie が古くなるか壊れ、GUI に異常が発生する
考えられる原因：HPE OneView for vCenter は、VMware のプラグインアーキテクチャーを使
用します。このアーキテクチャーは組み込まれた Internet Explorer コンポーネントを使用して
HPE OneView for vCenter の GUI を表示します。 Internet Explorer のキャッシュまたは Cookie
が古くなるか壊れると、GUI に異常が発生することがあります。
対処方法：Internet Explorer でキャッシュをクリアします。
1. [ツール]→[インターネットオプション]の順に選択します。
2. [全般] タブの [閲覧の履歴] セクションで [削除]をクリックします。

[閲覧の履歴の削除] ダイアログボックスが表示されます。
3. インターネット一時ファイルと Cookie を削除して、[OK] をクリックします。
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VM ホストでの iLO との通信エラー
Windows Proxy Server を有効にして、ホストで iLO 3 を使用している場合は、次のエラーが発
生します。

Error Communicating with iLO at "VM hostname" Text object has no
attribute 'ribcl'.
考えられる原因：Windows Proxy Server の設定が、HPE Oneview for vCenter から、ターゲッ
トの vSphere 5.x/ESXi 5.x ホストシステム上にある iLO 3 への LAN 通信を許可するように設
定されていません。

対処方法：HPE OneView for vCenter/vSphere Web Client と、vSphere 5.x/ESXi 5.x ホストシ
ステムとして動作している ProLiant サーバー上の iLO 3 との間で、Windows Proxy Server を
無効化またはバイパスします。 HPE OneView for vCenter サーバーで Windows オペレーティ
ングシステムのデフォルトのプロキシ設定を無効にするには、以下の手順に従ってください。

1. Windows のレジストリエディタープログラム、regedit を起動します。
2. Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

Settings に移動します。
3. ProxyEnable の値を手動で 1（有効）から 0（無効）に変更します。
4. [OK] をクリックします。
Microsoft Internet Explorer を使用して Windows Proxy Server をバイパスする場合、またはプ
ロキシサーバー用の TCP IP アドレスが存在しないプロキシサーバーに合わせて設定されてい
るか、既存のプロキシサーバーに一致しないように設定されていることを確認する場合には、
Windows Internet Explorer の LAN 設定を使用します。Microsoft Internet Explorer の [ツール]
メニュー（[ツール]→[インターネットオプション]→[接続]→[ローカルエリアネットワーク
（LAN）の設定]）を使用します。
プロキシサーバーの設定について詳しくは、Microsoft サポート技術情報 819961（http://
support.microsoft.com/kb/819961 ）を参照してください。

Server Module for vCenter のトラブルシューティング
このセクションでは、Server Module for vCenter 固有のトラブルシューティング情報を提供し
ます。 HPE OneView for vCenter の一般的なトラブルシューティングについては、「HPE
OneView for vCenter のトラブルシューティング」 (104 ページ) を参照してください。 Storage
Module for vCenter に特有のトラブルシューティング情報について、「Storage Module for
vCenter のトラブルシューティング」 (108 ページ) を参照してください。

ブレードの [Infrastructure] ポートレットが表示されていない
考えられる原因：OA 認証情報が存在しないか正しくありません。
対処方法：[Host Properties] ページまたは [Server Password Management] ページで、OA 認証
情報が正しく、かつ HPE OneView for vCenter にアクセスできることを確認し、必要であれば
変更します。

ブレードの [Network] ポートレットに図のリンクがない
考えられる原因：Virtual Connect の認証情報が存在しないか正しくありません。
対処方法：[Host Properties] ページまたは [Server Password Management] ページで、Virtual
Connect の認証情報が正しく、かつ HPE OneView for vCenter にアクセスできることを確認
し、必要であれば変更します。

ホストのサーバー概要データが表示されない

考えられる原因 1：iLO がホストシステムに関連付けられていません。
対処方法：iLO がホストシステムに関連付けられているかどうか確認します。
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次のいずれかの方法で iLO をホストに関連付けます。

• vCenter で iLO を構成する
VMware クラスターを電力管理と組み合わせて使用している場合は、この方法を使用しま
す。 vSphere Web Client で、ホストを選択して [Configuration] タブをクリックします。
[ソフトウェア] セクションで [電力管理]リンクをクリックし、右上隅の [プロパティ]をク
リックします。 iLO の設定を入力して、[OK] をクリックします。

• [Management] タブから iLO を構成する
ホストを選択して、[HPE Management] タブをクリックします。 カーソルを [Settings]
アイコン に合わせ、[Host Properties] を選択します。 iLO の設定を入力して、[Save]
をクリックします。

• 自動での関連付けを使用する

SNMP エージェント/CIM プロバイダーがホストにインストールされていることと、認証
情報が正しいことを確認します。

◦ HPE OneView for vCenter バージョン 6.3 以降では、vSphere 5.x/ESXi 5.x ホストと
の直接通信により、ホストから iLO への関連付けを作成できます。 自動的な関連付
けが実行されるためには、ESXi Offline Bundle for VMware ESXi がホストにインス
トールされている必要があります。

◦ HPE OneView for vCenter バージョン 6.2.2 以前では、環境の中に SIM が存在してい
る場合は、VMware ホストから iLO への関連付けが SIM から自動的に取得されます。
SIM では、ESXi Offline Bundle for VMware ESXi がホストにインストールされている
ことが必要な場合があります。

考えられる原因 2：ホストが iLO と接続されていません。
対処方法：ホストをエンクロージャーに固定し直します。

特定のホストまたはクラスターについて稼働状況ステータスや情報が表示されな
い

考えられる原因：vCenter Server、HPE OneView for vCenter、ESXi Offline Bundle for VMware
ESXi、Virtual Connect Manager（ブレードのみ）、および管理対象ノード間で、それぞれの管
理プロセッサーを使用した、アクティブで正しく認証された通信が確立されていません。

対処方法：正しく認証された通信が確立していることを確認します。

• iLO 情報が、「VMware ホストから iLO への関連付け」 (7 ページ) の説明に従って、対
応するホストシステムに正しく関連付けられていることを確認します。

• ESXi Offline Bundle for VMware ESXi がインストールされ、HPE OneView for vCenter で
認証情報が正しく構成されていることを確認します。

• グローバル認証情報または各 iLO、Onboard Administrator、および VMware ホストに固有
の認証情報が、正しく設定されていることを確認します。

• 最初のポーリングサイクルが完了していることを確認します。 設定によって異なります
が、これには少し時間がかかる場合があります。

HPE OneView for vCenter が管理対象ノード用に用意した URL に対する自動ログ
インが機能しない

考えられる原因：有効なユーザー名とパスワードが設定されていないか、または SSO の証明
書（Onboard Administrator に対する SSO の場合）がインストールされていません。
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対処方法：ユーザー認証情報または SSO 設定を確認します。

• 用意されている認証情報が、vCenter Server の管理者を対象にしたものかどうかを確認し
ます。 自動ログインを使用できるのは、vCenter Server の管理者だけです。 詳しくは、
「Hewlett Packard Enterprise ツールの起動」(51 ページ)を参照してください。

• iLO、Onboard Administrator、および HPE SIM について、認証情報が正しく入力されてい
るかどうかを確認します。 この情報は、グローバル認証情報設定を使用するか、または
ネットワーク上の各 iLO、Onboard Administrator、および HPE SIM の個別の設定値を入
力することで入力できます。 パスワードの管理およびその他のシステム管理タスクについ
て詳しくは、「HPE OneView for vCenter の設定」(5 ページ)を参照してください。

• Onboard Administrator への SSO が可能になるように、「Onboard Administrator シングル
サインオン」(51 ページ)の説明に従い、SSO 証明書の設定手順を実行します。

HPE OneView for vCenter からの Virtual Connect Manager 起動リンクで、ログイ
ン認証情報の入力を要求される

原因：Virtual Connect Manager は自動ログインをサポートしていません。

HPE OneView for vCenter から HPE SIM への自動ログインが失敗する
考えられる原因：HPE SIM は、自動ログインで Cookie を使用します。 ブラウザーがすべての
Cookie をブロックするように設定されている場合、HPE OneView for vCenter の HPE SIM 自
動ログイン機能は機能しません。

対処方法：Microsoft Internet Explorer ブラウザーを設定し、Cookie を受け入れるようにしま
す。

1. [ツール]→[インターネットオプション]の順に選択します。
2. [プライバシー]タブをクリックして、設定を [中]に変更します。
3. [プライバシー] タブで、[サイト]をクリックします。
4. [Web サイトのアドレス] ボックスに HP SIM の IP アドレスを入力し、[許可]をクリック
し、さらに [OK] をクリックします。

5. [セキュリティ]タブをクリックします。
6. インターネットおよびローカルイントラネットゾーンのセキュリティレベルを [中]に設定
します。

7. [OK] をクリックします。
Microsoft Windows 2008 の Internet Explorer のセキュリティ強化も、Cookie をブロックする
可能性があります。 セキュリティ設定の変更が必要です。サーバーマネージャーの [Internet
Explorer セキュリティ強化の構成（ESC）] メニューで Cookie を有効にしてください。

電力管理の起動リンクをクリックしても、希望する HPE SIM ページに移動しな
い

考えられる原因：HPE SIM 用の Insight 電力管理プラグインがインストールされていない場合、
HPE OneView for vCenter 下の Insight 電力管理の起動リンクを選択しても、HPE SIM は Insight
電力管理関連のページを起動できません。 HPE OneView for vCenter で、電力管理リンクが正
しく機能するには、HPE SIM と電力管理プラグインがインストールされていなければなりま
せん。

対処方法：HPE SIM 用の Insight 電力管理プラグインをインストールして設定します。

HPE OneView for vCenter が vCenter Server にイベントを転送しない
考えられる原因：HPE OneView for vCenter がイベントを vCenter Server に転送するように設
定されていません。
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対処方法：イベントを vCenter Server に転送するように、システムが設定されていることを確
認します。

• 「ハードウェアアラート通知の表示」(99 ページ)の説明に従って、Onboard Administrator
から vCenter Server に転送するイベントのタイプをメモします。 メモしたイベントのい
ずれかを HPE OneView for vCenter が vCenter Server に転送していない場合は、管理対
象ノードが ProLiant c-Class サーバーブレードであること、および HPE OneView for
vCenter がインストールされているシステム上のデフォルトシステムブラウザーから対応
する Onboard Administrator にアクセスできることを確認します。
HPE OneView for vCenter が vCenter Server に転送する他のすべてのイベントについて
は、SNMP エージェントまたは CIM プロバイダーがインストールされ、設定されている
必要があります。

• Onboard Administrator が、イベントを HPE OneView for vCenter に転送するように設定
されていることを確認します。

1. HPE OneView for vCenter のホーム設定ページにアクセスします。
2. [Configuration] タブをクリックします。
3. [OA Settings Forward Events] が Yes に設定されていることを確認します。 No が選
択されている場合は、[Yes] を選択して、[Save] をクリックし ます。

ファームウェアインベントリ情報が表示されない

考えられる原因：HPE OneView for VMware vCenter のファームウェア検出でサポートされる
のは、ESXi offline bundle for VMware がインストールされている vSphere 5.x/ESXi 5.x ホスト
だけです。 CIM プロバイダーとの通信には、vSphere 5.x/ESXi 5.x のユーザー名およびパス
ワードが必要です。

• ホストが vSphere 5.x/ESXi 5.x を実行していない場合は、次のメッセージが表示されま
す。

There are no firmware components to display.
Firmware inventory is only supported on hosts running ESXi.

• ESXi Offline Bundle for VMware がホストにインストールされていない場合は、次のメッ
セージが表示されます。

There are no firmware components to display.
The HPE ESXi Offline Bundle for VMware is not installed on this host.

• 上記の項目以外のエラーが発生している場合は、次のメッセージが表示されます。

There are no firmware components to display.
An error occurred while discovering firmware.

No Virtual Connect information is available for this host エラーが発生する
このエラーの原因として、次の状況が考えられます。

• サーバーがブレードサーバーでない

• ブレードサーバーが Virtual Connect で構成されていない

• Virtual Connect の認証情報が有効でない

• Virtual Connect データの取得中に別エラーが発生している

Storage Module for vCenter のトラブルシューティング
この項では、Storage Module for vCenter 固有のトラブルシューティング情報を提供します。
HPE OneView for vCenter の一般的なトラブルシューティングについては、「HPE OneView
for vCenter のトラブルシューティング」 (104 ページ) を参照してください。 Server Module for
vCenter 固有のトラブルシューティング情報については、「Server Module for vCenter のトラ
ブルシューティング」 (105 ページ) を参照してください。
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Administrator Console を使用した設定
vCenter とストレージシステムを設定するには、管理者特権と、Administrator Console にログ
インするための有効な認証情報が必要です。 ただし、Hewlett Packard Enterprise のストレー
ジシステムに対するプロビジョニング操作のために Storage Module を実行するのに必要な
VMware の管理者役割は付与されません。 Storage Module のプロビジョニング機能を使用す
るには、vSphere セッションで VMware の管理者役割を設定する必要があります。 手順につ
いては、『HPE OneView for VMware vCenter インストールガイド』を参照してください。

Storage Module for vCenter の GUI がマウスクリックに応答しない
考えられる原因：インターネット一時ファイルディレクトリに空きがありません。

対処方法：Internet Explorer が作成する一時ファイルを削除します。

HPE MSA ストレージシステムの情報が Storage Module の GUI に表示されない
考えられる原因：ストレージシステム上の SMI-S サービスが応答していない可能性がありま
す。

この問題を解決するには、次の対処方法を実行します。 1 つの対処方法が成功しなければ、次
の対処方法に移ります。

対処方法：HPE MSA SMI-S サービスを再起動します。 この再起動は、ディスクアクセスには
影響しません。

1. HPE MSA ストレージシステムの SMU インターフェイスに、管理アクセス権限を持つユー
ザーでログインします。 ファームウェアバージョン GL200 以降の MSA ストレージシス
テムに適用される、使用可能な管理 IP アドレスを使用します（例：
http://Management_IP_address/v3/）。

2. [System]→[Action]→[Set Up System Services] に移動します。
3. [Storage Management Initiative Specification (SMI-S)] の下のチェックボックスをオン
にして、[OK] をクリックします。

4. [Storage Management Initiative Specification (SMI-S)] を再度適用するため、[Set Up
System Services] ダイアログボックスの [Storage Management Initiative Specification
(SMI-S)] の下のチェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。
以上の操作で、SMI-S サービスが実行されるようになります。

5. Storage Module for vCenter のキャッシュを更新します。
手順については、「Storage Module for vCenter データの更新」 (53 ページ) を参照してく
ださい。

対処方法 2：HPE MSA ストレージシステムの管理コントローラーを再起動します。

重要: この手順により、HPE MSA のストレージシステムコントローラーが再起動します。
管理コントローラーを再起動すると、正常に再起動されるまで、コントローラーとの通信が中
断されます。 この再起動は、ディスクアクセスには影響しません。 再起動に失敗した場合、
パートナー管理コントローラーは、動作および構成情報を完全に保持し、アクティブなままと
なります。 管理コントローラーサービスに依存する他のアプリケーション（Microsoft VSS、
VDS など）が影響を受ける可能性があります。

1. HPE MSA ストレージシステムの SMU インターフェイスに、管理アクセス権限を持つユー
ザーでログインします。 ファームウェアバージョン GL200 以降の MSA ストレージシス
テムに適用される、使用可能な管理 IP アドレスを使用します（例：
http://Management_IP_address/v3）。

2. [System topics]→[Action]→[Restart System] に移動します。
3. ステップ 1で使用した IP アドレスを持つコントローラーを確認します。
4. 次の項目を選択します。

• [動作]：再起動
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• [コントローラータイプ]：マネジメント
• [Controller Module]：ステップ 3での確認に基づき、A または B

5. [OK] をクリックします。
6. ストレージシステムが操作可能になるまで待って SMU にログインします。
7. Storage Module for vCenter のキャッシュを更新します。
手順については、「Storage Module for vCenter データの更新」 (53 ページ) を参照してく
ださい。

複製され連結された LUN が、複製された LUN として認識されない
複製された 2 つの LUN で構成されるデータストアでは、複製情報は使用できません。
原因：Storage Module for vCenter では、この構成はサポートされません。

Storage Module for vCenter インターフェイスに LUN が重複して表示される
考えられる原因：マルチパスを使用する環境では、1 つの LUN が複数のパスにまたがって別々
の LUN 番号を使用してホストに提供されると、LUN が重複して表示されることがあります。
対処方法：この問題に対処する方法は 2 つあります。

• LUN を再構成して、すべてのパスで単一の LUN 番号を持つようにします。 詳しくは、
VMware ナレッジベース の記事 1003973 を参照してください。

• VMware の詳細設定 Scsi.CompareLUNNumber を無効にします。
vSphere Web Client でホストを選択します。1.

2. [Configuration] タブをクリックします。
3. [Software] ペインで [Advanced Settings] をクリックします。
4. 詳細設定のリストで、[Scsi] をクリックします。
5. [Scsi.CompareLUNNumber] 値を編集して、[OK] をクリックします。

クラスターに含まれる VM またはデータストアで LUN が複数回表示される
考えられる原因：Storage Module for vCenter は、固有の識別子として「ESXi Host+LUN 番
号」を使用します。 1 つの LUN がクラスターを構成する複数のホストに提供されると、その
LUN は各ホストの [Related VMs] および [Related Datastores] ページにリストされます。
対処方法: 同じディスク名の LUN は重複しており、ストレージシステム上の 1 つのディスクを
意味します。

LUN の数が 100 以上の環境で Internet Explorer のスクリプトエラーが表示される
LUN の数が 100 以上の環境で、更新中に次のメッセージが表示されます。
このスクリプトの実行を中止しますか? このページのスクリプトが、Internet Explorerの
実行速度を遅くしています。このスクリプトを実行し続けると、
コンピューターが反応しなくなる可能性があります。 

考えられる原因：インターネットスクリプトの 1 つが長い間終了していません。
対処方法：[いいえ]をクリックします。
対処方法：レジストリエントリーを追加または変更します。

1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles レジス
トリキーを開きます。 キーが存在しない場合は、追加します。

2. ステップ 1で開くかまたは作成したキーの下に MaxScriptStatements DWORD 値を作
成します。

3. 値 0x00FFFFFFFF を割り当てて、スクリプトエラーを防止します。 Internet Explorer が
このメッセージを再度表示しないようにするには、値 0xFFFFFFFF を使用します。
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データストアのブロックサイズを設定できない

vSphere 5.x/ESXi 5.x 環境でデータストアを作成している場合、VMFS-5 ファイルシステムに
ついては、ブロックサイズを設定できません。

原因：VMFS-5 ファイルシステムを使用してデータストアを作成している場合、VMware は、
1 MB 以外のブロックサイズをサポートしません。

MSA データストアまたは仮想ディスク上の拡張または削除が失敗する
データストアの拡張や削除が失敗します

原因：MSA は、スナッププール、ベース、または標準タイプのデータストアの拡張または削
除のみを許可します。 データストアまたは仮想ディスクが複製セットの一部の場合は、拡張ま
たは削除はできません。

対処方法：仮想ディスクの複製セットおよび関連付けられているスナップショットとスナップ
プールを削除します。 削除する前に、ディスクタイプが標準またはベースと表示されることを
確認します。

VASA のトラブルシューティング
3PAR OS Software バージョン 3.1.1 またはそれよりも前のバージョンを使用している場合、
システムアラートについては、『HPE 3PAR OS 3.1.1 メッセージおよびオペレーターガイド』
を参照してください。
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7 サポートと他のリソース
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

• ドキュメントや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 サイトを訪問してください。
http://www.hpe.com/support/hpesc

収集する情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、およびシリアル番号

• オペレーティングシステムの名前およびバージョン

• 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とログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製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には、製品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あります。 ご使用の製品のドキュメントを確認して推
奨されるソフトウェアのアップデート方法を確認してください。

• 製品アップデートをダウンロードするには、次のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

◦ Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• お客様の利用権限を確認および更新して、契約および保証をプロファイルにリンクするに
は、次に示す Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information on
Access to Support Materials] ページにアクセスします：
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: Hewlett Packard Enterprise サポートセンターを経由して一部のアップデートにア
クセスするときに、製品資格が必要となる場合があります。 関連する資格を使って HP パ
スポートをセットアップしておいてください。
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Web サイト

リンクWeb サイト

http://www.hpe.com/info/enterprise/docsHewlett Packard Enterprise Information Library

http://www.hpe.com/support/hpescHewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/assistanceContact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/support/e-updates-jaサブスクリプションサービス/サポートアラート

http://www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

http://www.hpe.com/support/selfrepairカスタマーセルフリペア

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsServiceguard Solutions for HP-UX

http://www.hpe.com/storage/spockSingle Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）スト
レージ互換性マトリックス

http://www.hpe.com/storage/whitepapersストレージに関するホワイトペーパーおよび分析レポー
ト

http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docsHPE OneView for VMware vCenter のドキュメント

http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docsInsight Control のドキュメント

http://www.hpe.com/info/oaOnboard Administrator

http://www.hpe.com/info/hpesimSystems Insight Manager

http://www.hpe.com/info/iloiLO

http://www.vmware.com/products/vcenter-server/VMware vCenter Server

http://www.hpe.com/info/3par3PAR StoreServ ストレージ

http://www.hpe.com/us/en/storage/storevirtualStoreVirtual ストレージ

http://www.hpe.com/info/msaMSA ストレージ

http://www.hpe.com/us/en/storage/storeonceStoreOnce Backup

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスへの登録
Insight Management には、1 年間、24 時間年中無休の HPE ソフトウェアテクニカルサポート
およびアップデートサービスが含まれています。 このサービスは、ソフトウェアの実行の解決
またはオペレーション問題をアシストするためにテクニカルリソースへのアクセスを提供しま
す。

このサービスはさらにソフトウェアアップデートおよびリファレンスマニュアルへのアクセス
を提供します。Hewlett Packard Enterprise から、電子形式のデータとして入手することがで
きます。

このサービスで、Insight Management のお客様は、ソフトウェアアップデートの通知と入手だ
けでなく効率の良い問題解決も受けることができます。 このサービスについて詳しくは、HPE
OneView Services の Web サイト（HPE OneView Services ）を参照してください。
このサービスの登録は、ライセンス証明/ライセンスキーをオンラインで引き換えた時点で行わ
れます。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法

ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新版のソフトウェアおよびドキュメント
を入手いただけます。 ソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータルは、Hewlett
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Packard Enterprise ソフトウェアサポート契約に基づく製品のソフトウェア、ドキュメントラ
イセンスアップデートへのアクセスを提供します。

このポータルには Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスできます。
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
お客様のプロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクしたら、HP の Web サ
イト http://www.hpe.com/info/hpesoftwareupdatesupport （英語）にあるソフトウェアアッ
プデートおよびライセンスのポータルを参照して、ソフトウェア、ドキュメント、およびライ
センスのアップデートを入手してください。

関連情報
次のドキュメントと Web サイトに、関連情報が記載されています。

ドキュメント

• 『HPE OneView for VMware vCenter インストールガイド』

• 『HPE OneView for VMware vCenter リリースノート』

• 『HPE Insight Control お使いになる前に』

• 『HPE Systems Insight Manager ユーザーガイド』

• 『HPE iLO ユーザーガイド』

• 『HPE BladeSystem Onboard Administrator ユーザーガイド』

• 『HPE Insight Management サポートマトリックス』

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise のカスタマーセルフリペア（CSR）プログラムは、お客様自身が
製品の修理を行えるようサポートするサービスです。 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。 ただし、一部の部品は、CSR
が適用されません。 Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によっ
て修理可能かどうかを判断します。

http://www.hpe.com/support/selfrepair

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。

デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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A 保証および規制に関する規約
安全、環境、および規定に関する重要情報については、http://www.hpe.com/support/
Safety-Compliance-EnterpriseProducts 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』を参照してください。

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 エンタープライズサーバー
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

規定情報

Belarus Kazakhstan Russia marking

Manufacturer and Local Representative Information
Manufacturer information:

• Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.
Local representative information Russian:
• Russia:

• Belarus:

• Kazakhstan:
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Local representative information Kazakh:
• Russia:

• Belarus:

• Kazakhstan:

Manufacturing date:
The manufacturing date is defined by the serial number.
CCSYWWZZZZ (serial number format for this product)
Valid date formats include:
• YWW, where Y indicates the year counting from within each new decade, with 2000 as the

starting point; for example, 238: 2 for 2002 and 38 for the week of September 9. In addition,
2010 is indicated by 0, 2011 by 1, 2012 by 2, 2013 by 3, and so forth.

• YYWW, where YY indicates the year, using a base year of 2000; for example, 0238: 02 for
2002 and 38 for the week of September 9.

Turkey RoHS material content declaration

Ukraine RoHS material content declaration
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Bファイアウォールポートの要件
ポート要件の詳細については、『HPE OneView for VMware vCenter インストールガイド』の
付録「デフォルトのポート値」を参照してください。
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Cカスタムビルドプランの作成
拡張展開オプションを使用してクラスターを拡張する場合、カスタムビルドプランが必要で
す。

クラスターを拡張するためのカスタムビルドプランを作成するには、以下の手順を使用しま
す。

1. Insight Control Server Provisioning にログインします。
2. [DEPLOYMENT] オプションから [Configuration Files] を選択します。
3. 変更する Kickstart 構成ファイルを選択し、[Actions] メニューの [Save as] を選択します。
4. 新しい Kickstart ファイルの有効な名前を入力し、[OK] をクリックします。

注記: ビルドプランを HPE OneView for VMware vCenter プラグインで使用できるよう
にするには、名前に「esx」を含める必要があります（大文字と小文字は区別されませ
ん）。

5. 新しい Kickstart ファイルを選択し、[Actions] メニューの [Edit] を選択します。
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6. Kickstart ファイルに以下の行を追加します。 これらの行は、図 37 (120 ページ) に示すよ
うに、## post-install script 行の前に追加する必要があります。 このスクリプト
は、ESXi バージョン 5.0 以降で使用できます。
## OV4VC custom values

%firstboot

VMNIC=$(esxcli network nic list | grep -i @mgmt_mac_address@ | awk -F " " '{ print $1 }')

esxcli network vswitch standard uplink remove --uplink-name=vmnic0 --vswitch-name=vSwitch0

esxcli network vswitch standard uplink add --uplink-name=$VMNIC --vswitch-name=vSwitch0

esxcli network ip interface ipv4 set --interface-name=vmk0 --ipv4=@ip_address@ --netmask=@net_mask@
--type=static

esxcli network ip route ipv4 add --gateway @gate_way@ --network default

esxcli network ip dns server remove --server "" -a

esxcli network ip dns server add --server @primary_dns_server@

esxcli network ip dns server add --server @alternate_dns_server@

esxcli system hostname set --host @host_name@ --domain @domain_name@

# If vlan tagging is not used then vlan_id value should be 0 # A vlan_id of 0 disables vlan_tagging in
ESX and causes Mgmt to use interface of vswitch

esxcli network vswitch standard portgroup set --portgroup-name "Management Network" --vlan-id @vlan_id@

services.sh restart
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図 37 スクリプトの例

7. [OK] をクリックして、更新した Kickstart 設定ファイルを保存します。
8. [DEPLOYMENT] オプションから [OS Build Plans] を選択します。
9. 変更する OS ビルドプランを選択し、[Actions] メニューの [Save as] を選択します。
10. 新しいカスタム OS ビルドプランの有効な名前を入力し、[OK] をクリックします。
11. 新しいカスタム OS ビルドプランを選択し、[Actions] メニューの [Edit] を選択します。

[OS Build Plan Edit] ウィンドウが開きます。
12. [ESXi 5.1 Kickstart] 構成ファイルステップ（図の例のステップ 6）を選択し、[Edit] アイ
コンをクリックします。

[Edit Step] ウィンドウが開きます。
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13. [Configuration File] フィールドで、前のステップで作成した新しい Kickstart 設定ファイ
ルを選択します。

14. [Install path] フィールドの値が元の OS ビルドプランから変わっていないことを確認しま
す。

15. [OK] をクリックして、ステップに対する編集を保存します。
16. [OS Build Plan Edit] ウィンドウで [OK] をクリックし、新しいビルドプランを保存します。
これで、新しいカスタムビルドプランを使用し、拡張展開オプションを使用して、クラスター
を拡張できるようになります。
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用語集

CIM Common Information Model（共通情報モデル）。
CLI Command-line interface（コマンドラインインターフェイス）。 オペレーティングシステム

の応答を制御するために使用されるさまざまなコマンドによって構成されるインターフェイ
ス。

DNS Domain Name System。
DPM Distributed power management。
DRS Distributed Resource Scheduler。
ESX VMware 社が提供する、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）。 主にストレージネットワーク用のネットワークテク

ノロジー。

FQDN Fully Qualified Domain Name（完全修飾ドメイン名）。
FTP File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）。
HBA Host bus adapter（ホストバスアダプター）。
ICSM OneView for vCenter Storage Module。
iLO Integrated Lights-Out。
IML Integrated Management Log（インテグレーテッドマネジメントログ）。
IQN iSCSI Qualified Name（iSCSI 修飾名）。
iSCSI Internet small computer system interface。 通常の SCSI インターフェイスと同様に、標準ベー

スで、ホストコンピューター（Exchange または SQL Server をホストするサーバーなど）と
ターゲットデバイス（HP All-in-One Storage System など）の間でブロックレベルのデータを
効率的に送信します。 SCSI コマンドを IP ネットワーク経由で送信することにより、iSCSI
はイントラネットでのデータ転送の簡素化や遠く離れた場所にあるストレージの管理に使用
されます。

LD、LDEV Logical device（論理デバイス）。 LDEV は、選択されたホストエミュレーションモード
（OPEN-3、OPEN-8、OPEN-9）に従って RAID グループを分割するときに作成されます。
生成される LDEV の数は、選択するエミュレーションモードによって異なります。 LDEV
は、ボリュームとも呼ばれます。

LUN Logical unit number（論理ユニット番号）。 LUN は、論理ユニット番号、ポート ID、および
LDEV ID を RAID グループにマッピングすることによって得られます。 LUN のサイズは、
LDEV のエミュレーションモードと、LUN に関連付けられる LDEV の数によって決まりま
す。

MSA Modular Smart Array。
NFS Network File System。
NRAID 単一ディスクへの非ストライプマッピングを使用する RAID レベル。
OA Onboard Administrator。
RAID redundant array of independent disks。
RDM Raw device mapping（Raw デバイスマッピング）。
RDP Rapid Deployment Pack。
RMI Remote Method Invocation。 Java オブジェクトが、別の Java オブジェクトとリモートでや

り取りできるようにするプロトコルセット。

SAID Service Agreement Identifier。
SAN Storage area network（ストレージエリアネットワーク）。 1 つまたは複数のサーバーで使用

できるストレージデバイスのネットワーク。

SAS Smart Array System（Smart アレイシステム）。
SI Storage Integration（ストレージ統合）。
SIM Systems Insight Manager。
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SMI-S Storage Management Initiative Specification。
SMU Storage Management Utility（ストレージ管理ユーティリティ）。 システム管理者が MSA2000

ファミリストレージシステムの設定、監視、および管理に使用できる Web ブラウザーイン
ターフェイス。 SMU は、Ethernet のアウトオブバンド接続を通じてシステムにアクセスで
きるすべての管理ホストで利用可能です。

SPOCK Single Point of Connectivity Knowledge website（Single Point of Connectivity Knowledge Web
サイト）。 SPOCK は、サポートされる HP ストレージ製品構成に関する詳細情報の入手に
使用されるプライマリポータルです。

SSO Single Sign-On（シングルサインオン）。
SUM Software Update Manager（ソフトウェアアップデートマネージャー）。
UID Unit Identification Light（ユニット識別ライト）。
VASA VMware Aware Storage API。
VDS Microsoft Virtual Disk Service（Microsoft 仮想ディスクサービス）。 HWP を使用してストレー

ジを管理する Windows サービス。
VM Virtual Machine（仮想マシン）。
VMDK Virtual Machine Disk Format。
VMFS Virtual Machine File System。
VMware vCenter
Server

VMware 環境の中央管理サーバーで、数多くのスタンドアロンハイパーバイザーまたは 1 つ
以上の VMware クラスターを結び付け、一元管理のポイントに統合します。

VMware vSphere
Client

仮想環境の表示と管理に使用される VMware GUI。

VSS Microsoft Volume Shadow Copy Service（Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス）。
データのコピーを作成する Windows サービス。 HP プロバイダーと連携して、ディスクアレ
イボリュームのコピーを作成するサービス。

WBI Web Based Interface（Web ベースのインターフェイス）。
WWN World Wide Name。 アービトレーテッドループ上のファイバーチャネルデバイスを識別する

ために使用される一意の 64 ビット値。 WWN は、企業を一意に識別するために IEEE が発行
するプレフィックスと、企業が発行するサフィックスで構成されます。

WWNN World wide node name。 ファイバーチャネルノードの各プロセスに割り当てられる、全世界
で一意の 64 ビット識別子。

データストア VMware 環境で VM のファイルを保管する位置。
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