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パート I Helion CloudSystem について
HPE Helion CloudSystem は、エンタープライズプライベートクラウドを HPE Converged Infrastructure
環境で実現します。

HPE Helion CloudSystem Foundation は、OpenStack Cloud Software の HPE Helion OpenStack ディ
ストリビューションに基づいています。 HPE Helion CloudSystem Enterprise は、Helion CloudSystem
Foundation の拡張版で、サーバー、ストレージ、ネットワー キング、セキュリティ、および監視機
能のインテグレーションの自動化とオーケストレーションを提供します。 HPE Cloud Service
Automation では、Enterprise の設計ツール、カタログ機能、およびマルチクラウドプロバイダーイ
ンテグレーションを備えています。 Marketplace Portal を用いることで、ユーザーは、セルフサー
ビスのプロビジョニングとインフラストラクチャおよびアプリケーションの管理にセキュアにアク
セスできます。



1 概念とアーキテクチャー
Helion CloudSystem の概要

Helion CloudSystem は、コンバージドインフラストラクチャ環境用に設計され、ソフトウェア
定義型のアプローチでクラウドを管理できるようにします。 Helion CloudSystem には、HPE
Helion CloudSystem Foundation と HPE Helion CloudSystem Enterprise の 2 つの製品があり
ます。

• HPE Helion CloudSystem Foundation は、OpenStack Cloud ソフトウェアの Helion
OpenStack Liberty ディストリビューションに基づいています。 これはハードウェアとソ
フトウェアを統合して、中核的な IaaS（Infrastructure as a Service）プロビジョニング
と、コンピュート、ネットワーク、およびストレージリソースのライフサイクル管理を提
供します。 Helion CloudSystem の操作は、オペレーションコンソールと CLI から行いま
す。 クラウドアプリケーションの開発、展開、およびスケーリングには、OpenStack ユー
ザーポータルと、OpenStack API および CLI を使用します。
HPE Helion Stackato（旧 Helion Development Platform）は、パブリッククラウドとプラ
イベートクラウドを組み合わせた環境で、開発者がクラウドアプリケーションを迅速に開
発、展開、スケーリングできるようにする Platform as a Service（PaaS）です。 Stackato
は、幅広いプログラミング言語とテクノロジーをサポートしています。対応言語とテクノ
ロジーは今後も拡張されます。

HPE Helion Stackato を参照してください。

• Helion CloudSystem Enterprise は、サーバー、ストレージ、ネットワーク、セキュリ
ティ、および管理を統合する Cloud Service Automation（CSA）の機能を追加して、ハ
イブリッドサービスデリバリのライフサイクルを自動化します。 アプリケーション設計者
は、Helion CloudSystem Enterprise を使用してアプリケーションおよびインフラストラク
チャテンプレートを作成して、サービスカタログに製品として公開できます。 ユーザーは
製品をカタログから選択して、新しいサービスインスタンスのプロビジョニング、あるい
はサブスクリプションをリクエストします。 サービスがリクエストされると、Helion
CloudSystem Enterprise は自動的にサーバー、ストレージ、およびネットワークをサブス
クリプションにプロビジョニングします。

Helion CloudSystem Enterprise には、HPE Operations Orchestration（OO）が組み込ま
れており、HPE CSA のオーケストレーションをコンテンツとともにバックアップし、プ
ロビジョニングとサブスクリプトを自動化します。 OO は、管理権限や実行予約プロセス
の自動化に使用することもできます。

図 1 Helion CloudSystem Enterprise の概要
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Helion CloudSystem と HPE OneView との統合

注記: HPE OneView の今後のリリースでは、HPE OneView の管理対象サーバーと統合する
Helion CloudSystem 10.0 における新機能が有効になります。

HPE OneView は、サーバー、ネットワーク、ソフトウェア、電源、冷却、ストレージなど、
エンタープライズ IT の複雑な側面を容易かつ一元的に管理できるライフサイクル管理を提供
することを目的として設計されています。

Helion CloudSystem Foundation と HPE OneView は連携して動作させることができます。

• HPE OneView と Helion CloudSystem 内の HPE Insight Control サーバープロビジョニン
グ（ICsp）とを接続します。
HPE OneView アプライアンスへの接続 (113 ページ) とInsight Control サーバープロビジョ
ニングアプライアンスと HPE OneView アプライアンスの接続 (116 ページ) を参照してく
ださい。

• HPE OneView から Helion CloudSystem 内へ、コンピュートリソースとしてハードウェア
インベントリとトポロジを自動的に検出します。

• HPE OneView API および接続されている Insight Control サーバープロビジョニング展開
サーバを介した ESXi コンピュートクラスタとして、ベアメタル HPE Synergy とその他の
HPE ハードウェアをプロビジョニングし、自動的にアクティブ化します。
VMware ESXi コンピュートクラスターへの HPE OneView で検出されたベアメタルハード
ウェアのプロビジョニング (173 ページ) を参照してください。

• 既存の ESXi、Red Hat Enterprise Linux、Hyper-V ハイパーバイザーを検出し、インポー
トします。

HPE OneView が管理するプロビジョニング済みのサーバーの追加 (184 ページ) を参照して
ください。

Helion CloudSystem Enterprise と HPE OneView は連携して動作させることができます。

• HPE CSA サービスの提供は、ベアメタル HPE Synergy ノードを対象として設計します。

• HPE CSA ベアメタルサービス製品は、HPE Synergy ノード上でプロビジョニングしま
す。

HPE OneView に組み込まれている検出およびプロビジョニング機能も、Enterprise が Enterprise
のみのインストールで vCenter と ESXi に直接統合されているとき、Helion CloudSystem
Enterprise で使用できます。

ソリューションコンポーネント

• 管理ハイパーバイザーと管理対象リソース (20 ページ)

• Helion CloudSystem 仮想アプライアンス (21 ページ)

• Helion CloudSystem ユーザーインターフェイス (23 ページ)

• Helion CloudSystem ストレージ (24 ページ)

• Helion CloudSystem ユーザーインターフェイス (23 ページ)
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図 2 Helion CloudSystem アーキテクチャー
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• 管理ハイパーバイザーは、Helion CloudSystem ソリューションを構成する Helion
CloudSystem 仮想アプライアンスをホストします。 これらのハイパーバイザーは、サポー
トされる次の構成のいずれかに備わっています。

◦ 物理および仮想 HA：3 つのホストを含む管理クラスター（推奨）
Helion CloudSystem 仮想アプライアンスは、3 つに展開し、3 つの物理サーバーに分
散します。 この構成は、可用性とパフォーマンス性が高いため、安定性が求められる
本番稼働に適しています。

◦ 仮想 HA：シングルホストの Management クラスター
Helion CloudSystem 仮想アプライアンスは、シングル物理サーバー上で 3 つに展開
されます。 この構成は、物理的な高可用性が必要とされない小規模な開発、テスト、
あるいは本番稼働に対応できます。 展開が完了した後に、3 つのホストの HA 構成へ
拡張する場合は、HPE サポートにお問い合わせください。
ESXi 環境では、Helion CloudSystem を展開した後でクラスター構成を拡張すること
が可能になります。

KVM 環境では、3 つのノードを処理できる共有ボリュームを作成した場合にのみ、後
からクラスターを拡張することができます。

◦ Non-HA：シングルホストの管理クラスター
7 つのシングルトン仮想アプライアンスは、シングル物理サーバー上で展開されます。
この構成を使用する場合は、展開後に 3 つのホストの HA 構成に拡張できません。

• VMware vCenter は、ネットワークに接続している ESXi クラスターの中央管理者として
機能します。 VMware vCenter を使用すると複数のホストのリソースをプールして管理で
きるほか、物理および仮想インフラストラクチャも監視し、管理できます。 vCenter との
接続を登録すると、オペレーションコンソールで ESXi クラスターをアクティブ化できま
す。

ESXi インスタンスのセキュリティは、Hewlett Packard Enterprise のオープンソースの
Virtual Cloud Networking Open vSwitch vApp（OVSvApp）アプライアンスによって提供さ
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れます。 このアプライアンスは、OVSvApp イメージをデータストアにロードすると、自
動的に各 ESXi コンピュートハイパーバイザー上にインストールされます。

• HPEOneView は、仮想化、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、混在コンピュー
ティング環境のサポートに必要な、物理インフラストラクチャを備えています。 HPE
OneView を使用して、Converged Infrastructure を管理し、次のキーシナリオをサポート
します。

◦ HPE OneView のコンピュート、ストレージ、HPE 3PAR ストレージのハードウェア
機能を自動検出

◦ OpenStack アグリゲートコンピューティングの属性としての自動注釈検出機能

◦ 注釈付きのアグリゲートコンピューティングに対するマッチ注釈付きフレーバー

• HPE 3PAR StoreServ ストレージシステムには、KVM および Hyper-V コンピュートホス
ト用にストレージを最適化するメソッドが備わっています。 オペレーションコンソールに
は、3PAR StoreServ ブロックストレージのドライバーが登録されています。

• HPE StoreVirtual VSA は、ESXi、VM および Hyper-V コンピュートホスト用のブロック
ストレージを備えています。 オペレーションコンソールには、StoreVirtual VSA ブロック
ストレージのドライバーが登録されています。

• FC SAN、iSCSI や、Flat SAN ネットワークは、HPE 3PAR ストレージシステムをコン
ピュートホストまたは ESXi クラスターに接続します。
StoreVirtual VSA ストレージを使用するには、iSCSI 接続が必要です。

• HPE Insight Control サーバープロビジョニング（ICsp）は、HPE ProLiant ベアメタル
サーバー上にオペレーティングシステムを展開し、ドライバー、ユーティリティ、ファー
ムウェアをアップデートし、システムハードウェアを構成します。

• HPE CloudSystem Matrix は、HPE CSA の追加プロバイダーとして構成できます。

• HPE FlexFabric 5930 スイッチシリーズは、高パフォーマンスで、超低遅延時間の 40 GbE
Top of Rack（ToR）データセンタースイッチの系列です。

• Swift PAC およびSwift Object サーバーでは、オブジェクトストレージがサポートされて
います。 これらのサーバーは、Helion CloudSystem のイニシャルインストールの一部と
して構成されていません。

この機能をサポートするには、オブジェクトストレージネットワークが構成されている必
要があります。また、スケールアウトされたオブジェクトストレージを管理するには、管
理アプライアンス上に OpenStack Swift CLI をインストールする必要があります。 外部の
ロードバランサーも必要です。

Swift（オブジェクト）ストレージ構成 (156 ページ) を参照してください。

Helion CloudSystem 仮想アプライアンス
HPE では、HA 構成で次の仮想アプライアンスをホストする 3 ノードの KVM 管理クラスター
または ESXi 管理クラスターが推奨されています。
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図 3 Helion CloudSystem アプライアンスのアーキテクチャー
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Helion CloudSystem コントロールプレーン

CS 管理機能 CS Enterprise CS Foundation

Helion CloudSystem Foundation 仮想アプライアンス

• 1 つの Deployer アプライアンス
Deployer アプライアンスは、Helion CloudSystem 仮想アプライアンスの起動および管理
を行います。

• 管理アプライアンスのトリオ

マネジメントアプライアンスには、クラウドインフラストラクチャ管理サービスが含まれ
ています。 このアプライアンス用の管理インターフェイスは、オペレーションコンソール
です。

• クラウドコントローラーのトリオ

クラウドコントローラーには、Helion CloudSystem で使用される OpenStack サービスの
大半が含まれています。 このアプライアンス用のクラウドユーザーインターフェイスは、
OpenStack ユーザーポータルです。
Glance イメージレポジトリを含むデータボリュームは、クラウドコントローラーのアプ
ライアンストリオの一部です。 Glance は、そのイメージストアの場所としてローカルディ
スクを使用するように構成されているため、共有ディスクではありません。

• 監視アプライアンスのトリオ

監視アプライアンスには、Helion CloudSystem 仮想アプライアンスおよびコンピュートホ
ストのパフォーマンスとヘルスを監視する際に使用される監視サービスが含まれていま
す。

• ネットワークノードアプライアンスのトリオ

専用のネットワークノードアプライアンスでは、スループットとスケーリング機能が改善
されています。
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• データベースアプライアンスのトリオ

専用のデータベースアプライアンスのクラスターは OpenStack と Helion CloudSystem 管
理サービスとの間で共有されます。 Helion CloudSystem Foundation のミラーリングと、
Rabit MQ メッセージキューが含まれています。

Helion CloudSystem Enterprise 仮想アプライアンス

• Enterprise アプライアンスのトリオ
Enterprise アプライアンスには、HPE Cloud Service Automation（CSA HPE）、Marketplace
Portal、Topology Designer、Sequential Designer など、Enterprise 製品のコア機能が含ま
れています。 HPE Operations Orchestration（OO）Central も、Enterprise アプライアン
スに組み込まれており、HPE CSA および OO 用データベースも組み込まれています。

◦ HPE CSA クラウドサービス管理コンソール（バージョン 4.60）は、Enterprise アプ
ライアンス用の管理ポータルです。 HPE CSA は、Enterprise 仮想化アプライアンス
トリオに含まれている 2 つのデータベースを参照します。

◦ Marketplace Portal では、製品としてプロビジョニングされている設計を表示しま
す。 購入された製品は、サブスクリプションとしてクラウド環境に適用されます。

◦ HPE CSA Topology Designer はインフラストラクチャのプロビジョニング設計に適
した使いやすいソリューションです。 HPE CSA Sequential Designer は複雑なアプ
リケーションのプロビジョニング設計を扱うことができます。

◦ HPE Operations Orchestration（OO）Central（バージョン 10.51）では、HPE CSA
でスクリプト方式のワークフローを実行することができます。 HPE OO データベー
スは、Enterprise アプライアンスでホストされるローカル MySQL データベースとし
てインストールされます。 これは、データベース仮想化アプライアンストリオには含
まれていません。

HPE OO Studio（バージョン 10.51）により、新しいワークフローの作成とカスタマ
イズ、既存のワークフローのデバッグと編集をすることができます。 OO Studio は、
Helion CloudSystemr リリースキットに含まれている実行可能ファイルを使用して個
別にインストールされます。

OO Studio のインストールについての詳細は、Helion CloudSystem Enterprise 用の
HPE Operations Orchestration の準備 (257 ページ) を参照してください。

Helion CloudSystem ユーザーインターフェイス
Helion CloudSystem には、管理者およびクラウドユーザー用に次のユーザーインターフェイス
が含まれています。

ヒント: コンシューマーアクセスネットワーク（Public-VIP）とデータセンター管理ネット
ワーク（Admin-VIP）の仮想 IP アドレス（VIP）を検出するには、stack の認証情報を使用し
て Deployer アプライアンスにログインします。 /etc/hosts ファイルを開き、OPS WEB に
関連付けられている VIP を検索します。 例：ccp-vip-admin-OPS-WEB-dcm または
ccp-vip-public-OPS-WEB-can
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表 1 Helion CloudSystem ユーザーインターフェイス

認証情報

UI をホスト
する仮想アプ
ライアンスアクセス方法UI

N/ADeployer ア
プライアンス

http://<Deployer-CONF-ip>:3000

この UI は、Deployer アプライアンスがオンライン
のときに使用可能です。 インストールが完了する
と、UI が削除されます。

Helion
CloudSystem
Deployer

ユーザー：admin管理アプライ
アンス

https://<Public-VIP>:9095

https://<Admin-VIP>:9095

オペレーション
コンソール パスワード：Deployer ノー

ドから、次のコマンドを実
ヒント: オペレーションコンソールの [Integrated
Tools] の画面から、ユーザーインターフェイスを
ローンチできます。

行します。 sudo grep-r
OS_PASSWORD
~/keystone.osrc

ドメイン：defaultクラウドコン
トローラー

パブリック VIP アドレスからのアクセス：
https://<Public-VIP>

OpenStack ユー
ザーポータル ユーザー：admin

パスワード：Deployer ノー
ドから、次のコマンドを実

管理 VIP アドレスからのアクセス：
https://<Admin-VIP>

行します。 sudo grep-r
OS_PASSWORD
~/keystone.osrc

ユーザー：kibana管理アプライ
アンス

https://<Admin-VIP>:5601ログ収集ダッ
シュボード
（Kibana）

パスワード：Deployer ノー
ドから次のコマンドを実行
します。

sudo grep -r
logging_kibana_password
~/scratch/ansible/next
/hos/ansible/group_vars/

ユーザー：adminEnterprise ア
プライアンス

パブリック VIP アドレスからのアクセス：
https://<Public-VIP>:8444/csa

Cloud Service
Automation
Management

パスワード：cloud
管理 VIP アドレスからのアクセス：Console

（CSA） https://<Admin-VIP CAN vipアドレス
>:8444/csa

ユーザー：consumerEnterprise ア
プライアンス

パブリック VIP アドレスからのアクセス：
https://<Public-VIP>:8089

Marketplace
Portal パスワード：cloud

管理 VIP アドレスからのアクセス：
https://<Admin-VIP>:80891

ユーザー：administratorEnterprise ア
プライアンス

パブリック VIP アドレスからのアクセス：
https://<Public-VIP>:9091/oo

HPE Operations
Orchestration 初期クラウドの展開中の設

定管理 VIP アドレスからのアクセス：
https://<Admin-VIP>:9091/oo

1
このアドレスは、https://<Public-VIP>:8089 に自動的にリダイレクトします。

Helion CloudSystem ストレージ
コンピュートブロックストレージは、さまざまなストレージソリューションによって提供され
ています。
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ブロックストレージ

• VMware Virtual Machine File System（VMFS）
Helion CloudSystem は VMware VMFS と連携して、ESXi コンピュートホストをボリュー
ム機能からブートできるようにします。

• HPE 3PAR StoreServ ファイバーチャネル
Helion CloudSystem は 3PAR StoreServ ファイバーチャネルと連携して、KVM コンピュー
トホストに、インスタンスデータストレージを提供します。

• HPE 3PAR StoreServ iSCSI
Helion CloudSystem は 3PAR StoreServ iSCSI と連携して、KVM および Hyper-V コン
ピュートホストに、ブートおよびインスタンスデータストレージを提供します。

• HPE StoreVirtual VSA
Helion CloudSystem は、StoreVirtual VSA と連携して、KVM および Hyper-V コンピュー
トホスト上のインスタンスに、専用 VSA ストレージクラスタ経由での仮想ストレージの
フルライフサイクルを提供します。

• OpenStack ブロック ストレージ（Ceph）
Helion CloudSystem は、統一され、スケーラブルで、安定したストレージソリューション
を Ceph ボリュームストレージサービスの管理に提供する、オープンソースで、ソフト
ウェア定義のストレージ（SDS）プラットフォームである Ceph ストレージをサポートし
ます。

オブジェクトストレージ（Ceph と Swift）

• OpenStack オブジェクトストレージ（Ceph）
クラウドコント ローラーのトリオは、Ceph 監視サービスをホストします。 独立したベア
メタルリソース ノードプールが、Ceph osd サービスとともに展開されます。 必要に応じ
て、Rados ゲートウェイサービスを実行する専用ベアメタルノードの独立クラスターをオ
ブジェクトストレージインテグレーションに展開できます。

• OpenStack オブジェクトストレージ（Swift）
スケールアウトされたオブジェクトストレージは、少なくとも 4 台の専用サーバー（2 台
の Swift PAC サーバーと 2 台の Swift Object サーバー）により提供されます。 オブジェク
トプロキシネットワークおよびオブジェクトストレージネットワークでは、オブジェクト
ストレージがサポートされています。 オブジェクトストレージは、管理アプライアンス上
の Swift CLI を使用して管理できます。

ファイルストレージ

• ESXi、HPE Linux、RHEL KVM、および Hyper-V コンピュートホスト用のエフェメラル
（インスタンスの作成時に VM インスタンスに割り当てられ、インスタンスの削除時にリ
リースされる）ストレージ。

• Helion CloudSystem 仮想アプライアンス用の管理ハイパーバイザーストレージ。
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Helion CloudSystem の特徴
展開および管理

• イージーインストール Helion CloudSystem Foundation と Enterprise の両方、あるいは
Foundation のみ、Enterprise のみのインストール。 Foundation をインストールしてから、
Enterprise を後でインストールすることもできます。

◦ 展開 オンプレミス、プライベートクラウドソリューションとしての Helion Helion
CloudSystem は、HPE と非 HPE の両方のハードウェアをサポートします。

◦ 構成 UI、CLI インターフェイスのどちらでも操作できる使いやすいcsdeployer を
実装した仮想アプライアンスです。

◦ 高可用性、スケーラブルかつ安全な構成を作成 Helion OpenStack、HPE CSA、OO、
および Helion CloudSystem の管理サービスは、アクティブ/アクティブ HA 構成とし
て展開されます。

非 HA 構成もサポートされます。

• Helion CloudSystem を実行しているマネジメントサーバーの予定メンテナンスや予定外停
止中に、Helion CloudSystem サービスを継続的に消費します。 Helion CloudSystem が
使用するアクティブ/アクティブ HA 構成では、仮想アプライアンスクラスターが HPE CSA
および OpenStack サービスに継続的な可用性をもたらします。 仮想アプライアンスクラ
スターにより、シームレスなユーザーエクスペリエンスをもたらし、サービスが中断され
ることもありません。

• バックアップ、復元、およびリカバリ機能により、Helion CloudSystem データを保護し
ます。

• クラウドリソースの管理、ストレージデバイスやアプライアンスクラスターなどは、新し
いオペレーションコンソールを使用しています。

• OpenStack ソフトウェアエージェントを展開および保守してハイパーバイザーを OpenStack
コンピュートホストに構成することにより、ESXi、Red Hat KVM、HPE Linux、Hyper-V
クラスターおよびホストをインポートしてアクティブ化します。

Helion CloudSystem Foundation
• クラウドアプリケーションのビルドと管理で、OpenStack Liberty 機能からビルドされた、

Helion OpenStack サービスを使用します。
• OpenStack API および CLI を使用して、クラウドアプリケーションリソースのプロビジョ
ニング、変更および削除を自動化します。

• クラウドアプリケーションの作成で使用する OpenStack Heat テンプレートは、Heat テ
ンプレート内の定義に基づいてリソースを自動的にプロビジョニングします。

• OpenStack インフラストラクチャでは、継続的インテグレーション/継続的デリバリの開
発とテストを自動化しています。

• 1 つの OpenStack 領域にある ESXi や KVM など、複数のハイパーバイザータイプを実行
します。

Helion CloudSystem Enterprise
• Helion CloudSystem Enterprise で Cloud Service Automation を使用すると、次の操作
を実行できます。

◦ 単純あるいは複雑なアプリケーションおよびインフラストラクチャサービスを設計し
ます。

◦ クラウドインフラストラクチャに従来製品のアプリケーションを展開します。
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◦ 単純なアプリケーション、複雑なアプリケーションのカタログや、インフラストラク
チャ製品のカタログを発行します。

◦ Marketplace Portal でサービスをサブスクリプションとしてプロビジョニングします。

◦ 複数のプライベート、パブリッククラウドを 1 つのカタログとインフラストラクチャ
オーケストレーションサービスにアグリゲートします。

◦ サブスクリプションを管理、変更、および廃棄します。

• Operations Orchestration ワークフローを使用して操作タスクおよびプロセスを自動化で
きます。

• ワークロードの常駐場所を完全に制御しながら、Microsoft Azure、Amazon Web サービス
（AWS）、VMware、OpenStack テクノロジーなど、複数の同時クラウド環境を管理でき
ます。

• HPE OneView プロバイダーを構成して、物理サーバーで実行されるアプリケーションサー
ビスの設計、提供、プロビジョニングを可能にします。

監視

• クラウドインフラストラクチャのライフサイクル（ヘルスやパフォーマンスなど）を、新
しいオペレーションコンソールに登場した、Hewlett Packard Enterprise のオープンソー
ス Monasca テクノロジーにより支えられる新しい監視機能を使用して管理します。

• すべての Helion CloudSystem サービスおよび仮想アプライアンスを対象にログを取得す
ることで、トラブルシューティング機能を強化できます。 ログには、オペレーションコン
ソールから使用できる、Kibana UI を使用してアクセスできます。

ネットワーク

• 仮想マシンインスタンスを、VLAN または VxLAN テクノロジーが支える、テナント隔離
ネットワークに展開します。

• 特定のクラウドアプリケーションを、Helion CloudSystem の外部のデータセンターサービ
スに接続します。

• フローティング IP アドレスを使用する特定のクラウドアプリケーションを、Helion
CloudSystem の外部のアプリケーションに公開します。

• ESXi、Hyper-V、または KVM 環境では、Central Virtual Routing（CVR）、KVM 環境で
は、Distributed Virtual Routing（DVR）を構成できます。

• 保護する仮想マシンインスタンスが KVM および Hyper-V の場合は OpenStack Neutron
エージェントを使用し、ESXi の場合は Hewlett Packard Enterprise のオープンソース Virtual
Cloud Networking Open vSwitch vApp（OVSvApp）テクノロジーを使用します。

ブロックストレージ（Cinder）
• VMware VMFS、StoreVirtual VSA、および HPE 3PAR によって支えられる OpenStack

Cinder のブロックストレージを構成して、ESXi、Hyper-V、および KVM コンピュートホ
ストをサポートします。

• OpenStack Cinder と Ceph を消費してクラウドアプリケーションのブロックストレージ
ボリュームを作成し、これらのボリュームを必要に応じて接続、切断します。

オブジェクトストレージ（Ceph と Swift）
• クラウドアプリケーションが使用するオブジェクトストレージのための OpensStack Ceph
や Swift クラスターを展開、保守します。
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Stackato（旧 Helion 開発プラットフォーム）
• Stackato の Platform as a Service（PaaS）機能を使用して、クラウドアプリケーションを
開発、配置、拡張します。

Stackato には、OpenStack テクノロジーをベースにしたマネージドデータベースサービ
スである、Database as a Service（DBaaS）が含まれます。 Stackato は、このサービス
を管理、構成でき、開発者は簡単に使用できます。 Stackato には、アプリケーションラ
イフサイクルサービス（ALS）という、Cloud Foundry ベースの、アプリケーション用管
理対象ランタイム環境も含まれています。

Domain Name System as a Service（DNSaaS）は、OpenStack の Designate プロジェ
クトに基づくサービスであり、パブリックまたはプライベート DNS サーバーネットワー
クに対して、ユーザーが自身の DNS ゾーンおよびレコードを安全かつ効率的に作成、公
開、および管理できるよう支援することを目的に設計されています。
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パート II Helion CloudSystem アプライアンスの管理
管理者ガイドのこの部分は、Helion CloudSystem アプライアンスのさまざまな側面の構成および保
守に必要なタスクで役立ちます。



2 ユーザー、プロジェクト、パスワードの管理
管理者とクラウドユーザー

Helion CloudSystem では、管理者は次のことができます。

• オペレーションコンソールでリソースを表示、作成、編集、監視、削除します。

• アプライアンスのデータをバックアップ、復元します。

• Helion CloudSystem から与えられる情報を、アクティビティ、通知、ログの形式で管理し
ます。

• OpenStack ユーザーポータル [Admin] 画面を使って、使用率を表示し、インスタンス、
ボリューム、ボリュームタイプ、フレーバー、イメージ、プロジェクト、ユーザー、サー
ビス、クォータを管理します。

OpenStack ユーザー ポータル [Users] 画面を使って、管理者アカウント、ユーザーアカウン
トを管理できます。

Helion CloudSystem には、クラウドコントローラーに常駐する OpenStack Keystone identity
サービスのインスタンスが 1 つ含まれています。 OpenLDAP や Microsoft アクティブディレク
トリを使って、ローカルログイン（デフォルト）あるいはディレクトリサービスの認証に、
キーストアサービスを構成することができます。 （Helion CloudSystem の以前のリリースに
はキーストアのインスタンスが 2 つと、異なる管理者ユーザーのインスタンスが 2 つありまし
た）

詳細情報

ディレクトリサービス認証（OpenLDAP および Active Directory）とマルチテナンシーの構成
(80 ページ)
「HPE Helion OpenStack 3.0：ドメイン、プロジェクト、ユーザー、グループ、ロールにつ
いて」

デフォルトサービスプロジェクトのユーザー
Helion CloudSystem 10.0 のデフォルトプロジェクトをサービスと称します。

重要: サービスプロジェクトを改変、削除したり、サービスプロジェクトから全ユーザーを
削除しないでください。

Deployer アプライアンスから次のコマンドを入力して、サービスプロジェクト内のユーザーを
確認できます。

source ~/keystone.osrc

stack@cs-base-image:~$ openstack user list --project service
+----------------------------------+--------------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+--------------------+
| 00ab30ffbca941ecb7ca171eed5075de | cinder |
| bfa83c4ee460400184bf3df610581435 | freezer |
| 4624eb89484c4006b2462befe7c9f208 | enterpriseinternal |
| 88dbc9ac598f4c17a61e66b4a79d446f | sirius |
| 189431b23944480abd24e98e75457f08 | heat |
| 2eed0b5b0b5342d384767fd995292d43 | admin |
| 6a0518b57b7041898728f8b5d0dfd82f | cs-ace |
| d107da4ff3c649bebd078f0cb0e77d27 | attis |
| a0e7778ca2e64eedb6c51e20db1b77b6 | ceilometer |
| a161ef86ceeb4990a9eed08d187c037a | designate |
| d7f6bd72bf06462fb588b4531efd535f | eon |
| 2c61a3bacd7a4b0c917e8c6a387e7d73 | nova |
| acaa61f01b744a559e9f87d6e2571f05 | barbican_service |
| 4e917a6f684e41e08c5f5efb841bafe0 | glance |
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| 74bef656b2bc49e1b406d345f22ecee4 | neutron |
+----------------------------------+--------------------+

デモプロジェクトは、以前のリリースでのデフォルトプロジェクトでしたが、変更、削除する
ことができます。

Helion CloudSystem のサービスパスワードの変更
Helion CloudSystem には、セキュリティやその他の目的で、管理者ユーザーパスワードを含む
デフォルトのサービスパスワードを変更するプロセスが備わっています。

このプロセスを使用して、ACE、Attis、eon、sirius などの Helion CloudSystem のサービスパ
スワードだけでなく、Keystone、MySQL、RabbitMQ、Monasca やその他の Helion OpenStack
のサービスパスワードを変更します。

Helion CloudSystem の展開でサービス間の通信の認証に使用される相互サービスのパスワード
を変更することで、セキュリティポリシーに準拠できます。

プロセスの概要

1. 構成プロセッサーにどのパスワードを変更するか指示し、オプション機能としてパスワー
ド自体を指示に含めます。

2. 新しいパスワードを生成するには、構成プロセッサを実行（最初に"git add"を実行する必
要はありません）してから、ready-deployment を実行します。

3. テーブルに対するパスワード名をチェックし、パスワード変更 playbook の実行 (35 ペー
ジ) どの高レベル認証情報変更 playbook を実行すべきかを確認します。

4. 1 つまたは複数の適切な高レベル認証情報変更 playbook を実行します。

詳細情報

Enterprise Information Library にある 『HPE Helion CloudSystem 10.0 トラブルシューティ
ングガイド』
「HPE Helion OpenStack 3.0：サービスパスワードの変更」

パスワードの強度

構成プロセッサーに適用されるパスワードの暗号化には Ansible Vault を利用し、構成プロセッ
サーのパーシステントステートの暗号化には、最短 12 から最長 128 のキャラクターが必要で
す。 パスワードには、次の 3 種類のキャラクターを含める必要があります。

• 大文字（A～Z）

• 小文字（a～z）

• 10 進法の数字（0～9）
パスワードには、次の区切り文字を含めることができます（オプション）。
~!@#$%^&*_-+=`|\（）{}[]:;"'<,.?/
構成プロセッサーで自動的に生成されるパスワードは、大文字、小文字、数値キャラクターか
らランダムに選択されます。 個々のサービスに特有の必要条件は、パスワードの最小と最大の
長さを決定することです。

同時に変更しなければならないパスワード

サービスによっては、他のサービスに依存し、操作の実行時にこれらのサービスを呼び出すも
のがあります。 別のサービスによって呼び出されるサービスのパスワードを変更すると、アッ
プデートしたパスワードはシステムを通じて自動的に適用されません。

エラーを避けるため、次のパスワードを同時に変更してください。

• Keystone を変更した後、MySQL または Attis を変更します。

• RabbitMQ を変更した後は、MySQL または Attis と ACE を変更します。
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サービスパスワードを変更する手順が Ansible playbook にあり、これは Deployer アプライア
ンスの~/scratch/ansible/next/hos/ansible/ディレクトリに置かれています。例：

• attis-reconfigure.yml

• cs-ace-reconfigure.yml

詳細情報

「HPE Helion OpenStack 3.0：サービスパスワードの変更」

構成プロセッサーへの変更したいパスワードの指定
Helion CloudSystem では、構成プロセッサーが各パスワード（およびその他の変数）のメタ
データを生成します。メタデータは、
~/helion/my_cloud/info/private_data_metadata.yml ファイル内に生成されます。
このファイルの抜粋を次にあげます。

private_data_metadata.yml
monitor_user_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: vertica
cp: ccp

version: '2.0'
mysql_admin_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: nova-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: neutron-server
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: keystone-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: cinder-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: glance-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: horizon
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: heat-engine
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
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- cluster1
component: ceilometer-common
consumes: mysql
cp: ccp

version: '2.0'
mysql_barbican_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: barbican-api
consumes: mysql
cp: ccp

version: '2.0'

各変数に対して、サービスの各ペアに対するメタデータエントリーがあり、サービスコンポー
ネント上のクラスターのリストを含む変数を消費します。サービスコンポーネントは変数（以
前の例ではコンポーネントと定義された private_data_metadata.yml）を実行します。
変数 mysql_admin_password は数多くのサービスコンポーネントで使用され、各ケースで
消費されるサービスは mysql です。

private_data_metadata.yml ファイルの編集
手順 1 private_data_metadata.yml を編集する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. Private_data_metadata.yml ファイルのコピーを作成し、

~/helion/change_credentials ディレクトリに配置します。
cp ~/helion/my_cloud/info/private_data_metadata.yml \
~/helion/change_credentials/

3. コピーされた private_data_metadata.yml ファイルを編集し、変更するパスワード
だけを維持します。 これらのパスワードを除くファイル内のすべてのエントリーを削除し
ます。

重要: 変更しないパスワードは、必ず取り除いてください。 ファイルに残ったパスワー
ドはすべて無効になります。

パスワード値の指定

必要に応じて、パスワード値を指定します。”value:” にキーと、"metadata:" に値を含めます。
keystone_backup_password:

value: 'new_password'
metadata:
- clusters:

- cluster0
- cluster1
- compute
component: freezer-agent
consumes: keystone-api
cp: ccp
version: '2.0'

~/helion/change_credentials/で複数のファイルを持つことができます。 構成プロセッ
サーは .yml または .yaml で終わるファイルは、読み込みのみです。
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注記: 認証情報変更ファイルのパスワード値を指定した場合は、ansible-vault を使用し
てそれを暗号化することもできます。 ansible-vault で暗号化する場合は、構成プロセッ
サーを実行中に使用した暗号化キーを必ず使用してください。

ansible-vault を使用してファイルを暗号化するには、次のコマンドを実行します。
ansible-vault encrypt <credential change file ending in .yml or .yaml>

プロンプトが表示されたときには、暗号化キーを必ず適用してください。 間違った
ansible-vault のパスワードを指定した場合は、構成プロセッサーは失敗し、次のような
メッセージが表示されます。

# Reading Persistent State

# The configuration processor failed.

# PersistentStateCreds: User-supplied creds file test1.yml was not parsed properly

バッチ処理でのパスワード変更

次の各カテゴリのバッチ内のパスワードを変更する必要があります。

パスワードカテゴリ

• Keystone
Playbook：hlm-keystone-credentials-change.yml

• RabbitMQ
Playbook：hlm-rabbitmq-credentials-change.yml

• MySQL
Playbook：hlm-reconfigure.yml

• クラスター

Playbook：hlm-cluster-credentials-change.yml

• Monasca
Playbook：monasca-reconfigure-credentials-change.yml

• その他

Playbook：hlm-other-credentials-change.yml

たとえば、次に挙げる抜粋は、keystone_backup_password、
keystone_barbican_password、およびkeystone_ceilometer_password に新しいラ
ンダムな値を生成する構成プロセッサーになります。

keystone_backup_password:
metadata:
- clusters:

- cluster0
- cluster1
- compute
component: freezer-agent
consumes: keystone-api
cp: ccp

version: '2.0'
keystone_barbican_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: barbican-api
consumes: keystone-api
cp: ccp

version: '2.0'
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keystone_ceilometer_password:
metadata:
- clusters:

- cluster1
component: ceilometer-common
consumes: keystone-api
cp: ccp
version: '2.0'

構成プロセッサーを実行してパスワードを変更
Git は、ディレクトリ~/helion/change_credentials/を管理しません。 新しいパスワー
ドを生成し、次の展開を用意するには、構成プロセッサーを再実行します。

手順 2 構成プロセッサーと ready-deployment を実行する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. 次のコマンドを実行します。

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

3. エラーがないかどうかチェックし、必要に応じて修正してください。

構成プロセッサーを実行した後、次のような出力が表示された場合、指定したパスワード
名は存在しません。

# The configuration processor completed with warnings.
# PersistentStateCreds: User-supplied password name '<name>' is not valid

認証情報変更ファイルを正しく構文解析できなかった場合には、次のようなメッセージが
表示され構成プロセッサーは失敗します。

# The configuration processor failed.
# PersistentStateCreds: User-supplied creds file test1.yml was not parsed properly

4. ~/helion/change_credentials/に配置したファイルを取り除きます。

プロセッサー構成に一貫性のある状態では、古いパスワード値と新しいパスワード値が保
存されます。

5. （オプション）インフォメーションファイルを表示し、変更したパスワードがどれかを確
認することができます。 これには、メタデータが含まれていますが、パスワード値は含ま
れません。

~/helion/my_cloud/info/password_change.yml

パスワード変更 playbook の実行
パスワード値を変更する上記のステップを完了した後、新しいパスワードに実際にスイッチ
オーバーする展開を準備するには、やや高レベルな playbook を実行する必要があります。
変更できるパスワードは、6 カテゴリに分類されます。 以下の表で、各カテゴリに属するパス
ワード名を列挙します。

バッチ処理でパスワードを変更します。 たとえば、なるべく以下のセクションの順序で、パス
ワードの各々のバッチについて完全なパスワード変更プロセスを実行します。 既述のプロセス
に従ってパスワード変更を行った後、次の表で名前をチェックし、どのパスワード変更 playbook
を実行するかを確認してください。

Keystone 認証情報
Keystone 認証情報を変更するために実行する playbook は、
hlm-keystone-credentials-change.yml です。 次のコマンドを使用して変更します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-keystone-credentials-change.yml

次の表では、変更できる ID サービス認証情報を列挙しています。
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keystone_admin_pwd
keystone_admin_token
keystone_backup_password
keystone_ceilometer_password
keystone_cinder_password
keystone_cinderinternal_password
keystone_demo_pwd
keystone_designate_password
keystone_eon_password
keystone_freezer_password
keystone_glance_password
keystone_glance_swift_password
keystone_heat_password
keystone_magnum_password
keystone_monasca_agent_password
keystone_monasca_password
keystone_neutron_password
keystone_nova_password
keystone_service_password
keystone_sirius_password
keystone_octavia_password
keystone_swift_dispersion_password
keystone_swift_monitor_password
keystone_swift_password
logging_keystone_password
nova_monasca_password

RabbitMQ 認証情報
RabbitMQ 認証情報を変更するために実行する playbook は、
hlm-rabbitmq-credentials-change.yml です。 変更を行うには、次のコマンドを実行
します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-rabbitmq-credentials-change.yml

次の表では、変更できる RabbitMQ 認証情報を列挙しています。
ops_mon_rmq_password
rmq_barbican_password
rmq_ceilometer_password
rmq_designate_password
rmq_eon_password
rmq_keystone_password
rmq_magnum_password
rmq_monasca_monitor_password
rmq_nova_password
rmq_service_password
rmq_sirius_password
rmq_octavia_password
rmq_service_password

MySQL 認証情報
MySQL 認証情報を変更するまで実行する playbook は、hlm-reconfigure.yml です。 変更
を行うには、次のコマンドを実行します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-reconfigure.yml

次の表では、変更できる MySQL 認証情報を列挙しています。
mysql_admin_password
mysql_barbican_password
mysql_cluster_name
mysql_clustercheck_pwd
mysql_designate_password
mysql_ea_password
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mysql_magnum_password
mysql_monasca_api_password
mysql_monasca_notifier_password
mysql_monasca_thresh_password
mysql_octavia_password
mysql_powerdns_password
mysql_root_pwd
mysql_service_pwd
mysql_sst_password
ops_mon_mdb_password

クラスター認証情報

クラスター認証情報の変更で実行する playbook は、hlm-cluster-credentials-change.yml
です。 変更を行うには、次のコマンドを実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-cluster-credentials-change.yml

次の表では、変更できるクラスター認証情報を列挙しています。

haproxy_stats_password
keepalive_vrrp_password

Monasca 認証情報
Monasca 認証情報の変更で実行する playbook は、
monasca-reconfigure-credentials-change.yml です。 変更を行うには、次のコマン
ドを実行します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-reconfigure-credentials-change.yml

次の表では、変更できる Monasca 認証情報を列挙しています。
influxdb_monasca_api_password
influxdb_monasca_persister_password
monitor_user_password
vertica_monasca_api_password
vertica_monasca_persister_password

その他の認証情報

その他の認証情報の変更で実行する playbook は、hlm-other-credentials-change.yml
です。 変更を行うには、次のコマンドを実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-other-credentials-change.yml

次の表では、変更できるその他の認証情報を列挙しています。

barbican_admin_password
barbican_service_password
logging_kibana_password

変更できない変数

特定の変数の値は変更できません。つまり構成プロセッサーによって一度生成されると変更で
きなくなるということです。 変更できない変数は、次のとおりです。
swift_hash_path_suffix
swift_hash_path_prefix
mysql_cluster_name
heartbeat_key
erlang_cookie

構成プロセッサーは元のパスワード値を再生成せず、ユーザーがその値を指定することもでき
ません。 元の変数と同様に、次の変数も変更できません。

• 構成プロセッサーが生成する SSH キー
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• 構成プロセッサーが生成するすべての UUID

• metadata_proxy_shared_secret

• horizon_secret_key

• ceilometer_metering_secret

stack パスワードの変更
[stack] という名称のイニシャルユーザーは、インストールオプションのファイルで定義され
ます。 Helion CloudSystem アプライアンス用の [stack] ユーザーのパスワードは、初期展開
中に設定されます。

passwd コマンドを使用して、各アプライアンス上で実行されているオペレーティングシステ
ムで stack パスワードを変更できます。

• アプライアンストリオの 1 つのノード上で stack パスワードを変更する場合は、アプライ
アンストリオのその他のノード上でパスワードを変更する必要があります。

Helion CloudSystem アプライアンスに SSH で接続するときに使用するデフォルトのアプ
ライアンス名については、Helion CloudSystem アプライアンス (69 ページ) を参照してく
ださい。

• 異なるアプライアンストリオ上でパスワードを一致させる必要はありません。 たとえば、
マネジメントアプライアンストリオ上で stack パスワードを変更する場合に、クラウドコ
ントローラートリオまたは Enterprise アプライアンストリオ上でパスワードを変更する必
要はありません。

HPE CSA、Marketplace Portal のデフォルトパスワードの変更
次の表のデフォルトの認証情報を使用して、Enterprise にログインします。

Marketplace PortalCloud Service Management Console

ユーザー名：consumerユーザー名：admin

パスワード：cloudパスワード：cloud

Cloud Service Management Console と Marketplace Portal にログインするために使用するデ
フォルトのユーザー名のパスワードを変更するには、以下の手順を使用します。

手順 3 CSA admin のデフォルトパスワードおよび Marketplace Portal のデフォルトのコン
シューマーパスワードを変更する

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. /home/stack/helion/hos/ansible/roles/CSA/templates/フォルダーに移動し
ます。

3. cfn-init-data ファイルを編集します。
admin-password とconsumer-password のどちらか、または両方の値を変更します。

"hp-csa-properties": {
"admin-user": "admin",
"admin-password": "StrongAdminPassword",
"oo-inbound-user": "{{ csa_oo_inbound_user }}",
"oo-inbound-password": "{{ csa_oo_inbound_password }}"

},
"hp-mpp-properties": {

"consumer-user": "consumer",
"consumer-password": "StrongConsumerPassword"

}

4. 変更をコミットします。
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cd /home/stack/helion/hos/ansible
git add roles/CSA/templates/cfn-init-data
git commit -m "Changed csa admin and/or mpp consumer password”

5. 構成を再生成します。

cd /home/stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml \
-e encrypt="" -e rekey=""
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

6. Enterprise アプライアンスのトリオ上で認証情報を再構成します。
cd /home/stack/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts \
cs-enterprise-reconfigure-credentials-change.yml

enterpriseinternal パスワードの取得
HPE CSA からプロビジョニングされたサーバーにアクセスするには、enterpriseinternal ユー
ザーとパスワードで OpenStack ユーザーポータルにログインし、キーペアとセキュリティグ
ループを作成する必要があります。 HPE CSA でのクラウドサービスのプロビジョニングと展
開 (247 ページ) を参照してください。
パスワードは自動的に生成されますので、パスワードを知るにはクラスター内の最初の Enterprise
アプライアンスにログインする必要があります。

手順 4 enterpriseinternal パスワードを取得する
1. stack の認証情報を使用して、最初の Enterprise アプライアンスにログインします。
2. 次のコマンドを実行すれば、enterpriseinternal パスワードがわかります。

sudo python /opt/stack/cloudsystem/common/read_properties.py \
/var/lib/heat-cfntools/cfn-init-data "keystone" "user-password"

3. 返されたパスワードを書き留めてください。

HPE CSA 証明書キーストアのパスワードの変更
Helion CloudSystem では、HPE CSA 証明書キーストアのデフォルトパスワードが設定されて
います。 ファイルシステムのパーミッションは、キーストアを保護します。 セキュリティを
強化する必要がある場合には、次のステップを使用します。

• 3 つすべての Enterprise アプライアンスで、ステップを実行します。

• SSH を使用して、各 Enterprise アプライアンスにログインし、root ユーザーの認証情報
を使用します。

• パスワードの複雑さと長さについては、業界のベストプラクティスに従ってください。

Java development kit ユーティリティ keytool でサポートされている文字のみを使用し、
プライベート キーのキーストアデータベースと、関連付けられている X.509 証明書を管
理します。

手順 5 キーストアパスワードを変更する
1. 新しいパスワードを暗号化します。

sudo –i
cd /usr/local/hpe/csa/Tools/PasswordUtil
/usr/local/hpe/csa/openjre/bin/java -jar \
passwordUtil-standalone.jar encrypt <new_password>

2. 今後使用するために、暗号化されたパスワードを保存します。 以下では、暗号化されたパ
スワードに対する応答の例を示します。

original:password
encrypted:H0weYXTG1Av9p38v4PklV1w1yvK18pSS

3. キーストアパスワードを変更します。
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/usr/local/hpe/csa/openjre/bin/keytool \
-storepasswd -new <new_password> -keystore
usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts

4. 現在のキーストアパスワード chageit を入力します。 cacerts ファイルには、キース
トアが含まれています。

5. CSA および MPP サービスを停止します。
service csa stop
service mpp stop

注記: service csa stop コマンドを完了し、コマンドプロンプトに戻るには、最長
4 分かかります。

6. vi を使って MPP 構成ファイルを修正します。
vi /usr/local/hpe/csa/portal/node_modules/mpp-server/conf/mpp.json

7. passphrase を検索し、暗号化された新しいパスワードで、カッコ内の値を入れ替えてく
ださい。 例：
"passphrase": "ENC(H0weYXTG1Av9p38v4PklV1w1yvK18pSS)",

8. 構成ファイルを保存して vi を終了します。
9. vi を使用して、SSL 属性をアップデートすることによって、JBoss CSA 構成ファイルを
修正できます。

vi /usr/local/hpe/csa/jboss-as/standalone/configuration/standalone.xml

10. keystore を検索し、デフォルトのパスワード changeit のある行を、新しいキースト
アパスワードに置き換えます。 たとえば、次の行のとおりです。
<keystore path="/usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts" \
keystore-password="changeit"/>

次のようになります。

<keystore path="/usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts" \
keystore-password="password" alias="csa" key-password="changeit"/>

注記: キーストアパスワードだけを変更します。 キー ストアに含まれるキーのデフォル
トのパスワードを変更しないでください。

11. 構成ファイルを保存して vi を終了します。
12. CSA および MPP サービスを開始します。

service csa start
service mpp start

Operations Orchestration の管理者パスワードの変更
Operations Orchestration の管理者アカウントのパスワードを変更するには、次の手順を使用
します。 （このパスワードはインストーラーで設定します）
手順 6 Operations Orchestration Central の管理者パスワードを変更する
1. 現在の管理者のユーザー名およびパスワードを使用して OO Central にログインします。
2. [システム構成]→[セキュリティ]→[Internal Users] を選択します。
3. 管理者ユーザーの横のチェックボックスにチェックを入れ、[Edit]（ペン）アイコンをク
リックします。

[Internal User Details] ダイアログが表示されます。
4. 新しいパスワードを入力し、管理者ユーザーのパスワードを確認してから、[Save] をク
リックします。

重要: [hpoointernaluser] のパスワードは変更しないでください。 このユーザーアカウント
は、Helion CloudSystem により内部的に使用されます。
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詳細情報

Enterprise Information Library にある HPE Operations Orchestration ドキュメント

Operations Orchestration 証明書のキーストストアパスワードの変更
プロセスの概要

1. Operations Orchestration のデフォルトパスワードの暗号化 (41 ページ)
2. Operations Orchestration キーストア変更の構成 (41 ページ)

Operations Orchestration のデフォルトパスワードの暗号化
Helion CloudSystem には、Operations Orchestration の証明書キーストアのデフォルトパスワー
ドが設定されています。 ファイルシステムのパーミッションは、キーストアを保護します。
セキュリティを強化する必要がある場合には、次のステップを使用します。

• 最初の Enterprise アプライアンスで <CSprefix>-ccp-ea-m1<interface> のステップ
を実行します。

• SSH を使用して、アプライアンスにログインし、root ユーザーの認証情報を使用します。

• パスワードの複雑さと長さについては、業界のベストプラクティスに従ってください。

Java development kit ユーティリティ keytool でサポートされている文字のみを使用し、
プライベート キーのキーストアデータベースと、関連付けられている X.509 証明書を管
理します。

手順 7 OO の証明書キーストアパスワードを変更する
1. 最初の Enterprise アプライアンス（<CSprefix>-ccp-ea-m1<interface>）にルート
認証情報を使用せずログインします。

2. 新しいパスワードを暗号化します。

sudo su
cd /home/hp-oo/central/bin
./encrypt-password -e -p <new_password>

3. 今後使用するために、暗号化されたパスワードを保存します。 以下では、暗号化されたパ
スワードに対する応答の例を示します。

{ENCRYPTED}xEoohobeAxcr7Wxebcb5Zw==

4. HPOO シェルにログインします。
cd /home/hp-oo/central/bin
./oosh

5. キーパスワードを変更します。

set-sys-config --url https://<CSE 00 public vip> :9091/oo \
--user administrator --password <administrator_password> \
--key key.store.private.key.alias.password --value <encrypted_new_password>

6. キーストアパスワードを変更します。

set-sys-config --url https://<CSE OO public vip>:9091/oo \
--user administrator --password <administrator_password \
--key key.store.password --value <encrypted_new_password>

7. 構成の変更を保存し、システムからログアウトします。

Operations Orchestration キーストア変更の構成
• 次の 3 つすべての Enterprise アプライアンスへの変更を実行します。

• SSH を使用して、アプライアンスにログインし、root ユーザーの認証情報を使用します。
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手順 8 OO キーストアの変更を構成する
1. 最初の Enterprise アプライアンス（<CSprefix>-ccp-ea-m1<interface>）にルート
認証情報を使用せずログインします。

2. HPOO Central サービスを停止します。
sudo su
service HPOOCentral stop

3. キーストアパスワードを変更します。

/home/hp-oo/java/bin/keytool -storepasswd –new <new_password> \
-keystore /home/hp-oo/central/var/security/key.store

4. vi を起動し、HPOO Tomcat ファイルを開きます。
vi /home/hp-oo/central/tomcat/conf/server.xml

5. 次の行を追加します。

<Connector SSLEnabled="true" URIEncoding="UTF-8" clientAuth="false"
compression="on" keyAlias="tomcat" keyPass="changeit"
keystoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/key.store"
keystorePass="changeit" keystoreType="JKS" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
secure="true" server="OO" sslEnabledProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
sslProtocol="TLSv1.2" truststoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/client.truststore"
truststorePass="changeit" truststoreType="JKS"/>

to:
<Connector SSLEnabled="true" URIEncoding="UTF-8" clientAuth="false"
compression="on" keyAlias="tomcat" keyPass="<new_password>"
keystoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/key.store"
keystorePass="<new_password>" keystoreType="JKS" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
secure="true" server="OO" sslEnabledProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
sslProtocol="TLSv1.2" truststoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/client.truststore"
truststorePass="changeit" truststoreType="JKS"/>

重要: TruststorePass 値を変更しないでください。 TruststorePass を変更する
と、オブジェクト指向にアクセスできなくなります。

6. 構成ファイルを保存します。

7. HPOO SIM サービスを開始します。
service HPOOCentral start
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3 証明書の管理
Helion CloudSystem 自己署名証明書を使用してのインストール

1. お使いの管理ハイパーバイザーのタイプ（ESXi または KVM）のインストールガイドに記
載された手順に従ってください。 KVM 環境で Csstart を起動または ESXi 環境で
deployvm を起動して、Deployer アプライアンスを作成します。

2. Deployer アプライアンスから、csdeploy CLI または Deployer UI を起動します。
自己署名証明書がロードされます。

詳細情報

Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ESXi インストールガ
イド』を参照してください。
Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガ
イド』を参照してください。

Helion CloudSystem カスタム署名付き証明書を使用してのインストー
ル

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. csdeploy generate-signing-request を使用して、パブリック証明書署名要求を作
成します。

csdeploy generate-signing-request [--output-path OUTPUT_PATH] \
[--overwrite] prefix {public,admin} vip

例：

csdeploy generate-signing-request cs public 10.10.10.10

3. 必要に応じて、名前またはカスタム固有の情報の署名要求を編集します。

4. 署名要求を使用して、認証機関によって署名された証明書を取得します。

5. 証明書と認証機関証明書をデフォルトの場所に保存します。

• サーバー証明書： ~/helion/my_cloud/config/tls/certs/

• 認証機関証明書：~/helion/my_cloud/config/tls/cacerts/

6. すべての管理者証明書に対して、ステップ 2 から 5 を繰り返します。
7. インストール構成ファイルに、カスタム証明書、パブリック証明書、管理者証明書を追加
するには、loadbalancer セクションで certificate パラメーターを変更します。
loadbalancer:
vrid:
public:
vip: 10.0.1.1
certificate: <public_cert_name>
certificate-email: public@cshelion.local

admin:
vip: 10.0.2.1
certificate: <admin_certificate_name>
certificate-email: admin@cshelion.local

8. csdeploy CLI または Deployer UI を起動します。
カスタムの署名付き証明書がロードされます。

詳細情報

Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ESXi インストールガ
イド』を参照してください。
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Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガ
イド』を参照してください。

自己署名証明書からカスタム証明書への変更
1. stack の認証情報を使用して、Deployer ノードにログインします。
2. カスタム証明書、管理者証明書、パブリック証明書をインストール構成ファイルに追加す
るには、loadbalancer セクションで certificate パラメーターを変更します。
loadbalancer:
vrid:
public:
vip: 10.0.1.1
certificate: <public_certificate_name>
certificate-email: public@cshelion.local

admin:
vip: 10.0.2.1
certificate: <admin_certificate_name>
certificate-email: admin@cshelion.local

3. 証明書を変更するには、/usr/share/csdeploy-content/roles/ss_cert/defaults/
main.yml を編集します。

4. 次のパラメーターをアップデートします。

ss_cert_internal_loadbalancer:
certificate: <my_cert>

5. /usr/share/csdeploy-content/roles/network/vars/
internal_loadbalancer.yml を編集します。
次のパラメーターをアップデートします。

internal_loadbalancer:
internal:
certificate: <my_cert>

6. Helion OpenStack 3.0：Configuring Transport Layer Security の指示に従ってくださ
い。

自己署名証明書の再生成と展開
Helion CloudSystem は、自己署名証明書の自動再生成をサポートしていません。 新しい自己
署名証明書を生成し、Helion CloudSystem の証明書をアップデートします。
1. Helion OpenStack 3.0：TLS 構成 の、自己署名証明書を作成する説明に従ってください。
2. 自己署名証明書からカスタム証明書への変更 (44 ページ) の説明に従ってください。

インストール後の証明書のアップデート
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. csdeploy generate-signing-request を使って、ディレクトリ ~/helion/

my_cloud/config/tls/cacerts/に証明書を追加します。

csdeploy generate-signing-request [--output-path OUTPUT_PATH] \
[--overwrite] prefix {public,admin} vip

例：

csdeploy generate-signing-request cs public 10.10.10.10

3. 必要に応じて、名前またはカスタム固有の情報の署名要求を編集します。

4. 署名要求を使用して、認証機関によって署名された証明書を取得します。

5. 証明書と認証機関証明書をデフォルトの場所に保存します。

• サーバー証明書： ~/helion/my_cloud/config/tls/certs/
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• 認証機関証明書：~/helion/my_cloud/config/tls/cacerts/

6. すべての管理者証明書に対して、ステップ 2 から 5 を繰り返します。
7. インストール構成ファイルにパブリック証明書および管理者証明書を追加します。

• loadbalancer セクションで、certificate のバリューを変更します。
loadbalancer:
vrid:
public:
vip: 10.0.1.1
certificate: <public_cert_name>
certificate-email: public@cshelion.local

admin:
vip: 10.0.2.1
certificate: <admin_certificate_name>
certificate-email: admin@cshelion.local

8. ~/Helion/my_cloud/definition/data/network_groups.yml で構成を編集しま
す。

<admin certificate name> および <public certificate name> にバリューを追
加します。

- name: DCM
hostname-suffix: dcm
routes:
- default
#- OCTAVIA-MGMT-NET

component-endpoints:
- ip-cluster

load-balancers:
- provider: ip-cluster
name: dcm-loadbalancer
tls-components:
- default

cert-file:
<admin certificate name>

components:
- cse-mdb

roles:
- admin

- name: CLM
hostname: true
hostname-suffix: clm
component-endpoints:
- default

load-balancers:
- provider: ip-cluster
name: clm-loadbalancer
tls-components:
- default

cert-file:
cs-internal-cert

components:
- cse-mdb
- vertica
- rabbitmq
- mysql
- nova-metadata

roles:
- internal
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tags:
- neutron.ovsvapp.management_if

- name: CAN
hostname-suffix: can
load-balancers:
- provider: ip-cluster
name: can-loadbalancer
tls-components:
- default

cert-file:
<public certificate name>

components:
- cse-mdb

roles:
- public

- name: EXTERNAL

tags:
- neutron.networks.flat:

provider-physical-network: external

- name: VLAN
mtu: 1508

tags:
- neutron.networks.vlan:

provider-physical-network: vlan
tenant-vlan-id-range: "1388:1389"

# Trunk network for ESXi compute node
- name: TRUNK
hostname-suffix: trunk

tags:
- neutron.ovsvapp.sec_bridge_if

9. ローカル git レポジトリに変更を加えます。
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "changed VIP certificates"

10. ~/helion/my_cloud/definition/data/network_groups.yml ファイルで構成さ
れている、すべての証明書ファイルの構成プロセッサーによって生成された証明書要求を
確認します。 この例では、次のコマンドのリストに示すように 3 つのファイルがありま
す。

ls ~/helion/my_cloud/info/cert_reqs
example-internal-cert
example-public-cert
cs-internal-cert

11. 構成プロセッサーと展開準備済みの playbook を実行します。
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

12. 展開を完了するには、この一連の playbook を実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts tls-reconfigure.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts FND-CLU-stop.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts FND-CLU-start.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-stop.yml
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ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-start.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-reconfigure.yml

Helion CloudSystem に HPE OneView の証明書を追加
注記: 認証機関を持っており、CA を使って Helion CloudSystem および HPE OneView にイ
ンストールされている証明書に署名している場合には、以下の手順を実行する必要はありませ
ん。

Helion CloudSystem カスタム署名付き証明書を使用してのインストール (43 ページ) を参照し
てください。

手順 9 Helion CloudSystem のトラストストアに HPE OneView の証明書を追加する
1. HPE OneView アプライアンスをブラウザーでローンチします。
2. HPE OneView アプライアンスからの証明書を取得します。

• 自己署名証明書のエクスポート

Chrome：ブラウザーの URL バーのロックを左クリックします。 [certificate information
link] をクリックします。 [certification path] をクリックします。 ルート証明書を選択
し、それを表示してエクスポートするか、あるいはファイルに証明書をコピーしま
す。

Internet Explorer：ブラウザーの URL バーのロックまたは証明書エラーボックスを
左クリックします。 [view certificates] をクリックします。 [certification path] をクリッ
クします。 ルート証明書を選択し、それを表示してエクスポートするか、あるいは
ファイルにコピーします。

Firefox：ブラウザーの URL バーのロックをクリックします。 現在開いているサイト
のポップアップ内にあるセクションをクリックします。 [more information] をクリッ
クします。 [view certificate] をクリックします。 [root certificate] を選択します。
[Export] をクリックします。

注記: HPE OneView の証明書が自己署名されていない場合は、システムの ID 証明書に
署名済みの CA 署名証明書をエクスポートし、ID 証明書自体をエクスポートしません。
[Certification Path] タブをクリックして、最上位にある証明書を選択、[Details] タブを表示
して証明書をファイルにコピーします。

3. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
4. 必要なディレクトリを作成します。

mkdir -p ~/helion/my_cloud/certs/cs-ace
sudo chmod 750 -R ~/helion/my_cloud/certs

5. HPE OneView 証明書を ~/helion/my_cloud/certs/cs-ace にコピーします。
証明書には、.crt のファイル拡張子が必要です。

6. 変更をコミットします。

cd ~/helion
git add -A
git commit -m "Add HPE OneView certificate"

7. 変更が有効であることを確認します。

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

8. Helion CloudSystem ACE サービスをアップデートします。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts cs-ace-certs-setup.yml
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注記: ACE（Applied Composable Environment）サービスによって HPE OneView と iLO 証
明書のバリデーションを無効にできます。

証明書のバリデーションの無効化が、組織のセキュリティポリシーに合致していることを確認
してください。

手順 10 HPE OneView や iLO 証明書のバリデーションを無効にする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. ~/Helion/my_cloud/config/cs-ace/cs-ace.py.j2 ファイルを編集します。
3. cert_verify（HPE OneView の場合）ilo_cert_verify（iLO の場合）の証明書のロ
ケーションを /etc/ssl/certs/ から False に変更します。
次の例では、HPE OneView の iLO 証明書のバリデーションを無効にします。
sudo vi cs-ace.py.j2
# Configuration for REST sessions
Session = {"cert_verify": False,

"ilo_cert_verify": False,
"proxies": None
}

4. 変更をコミットします。

cd ~/helion
git add -A
git commit -m "Disable HPE OneView and iLO passwords"

5. インプットモデルの変更が正しいことを確認する構成プロセッサーを実行します。

cd /home/stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

6. Helion CloudSystem ACE サービスをアップデートします。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts cs-ace-reconfigure.yml

7. 構成プロセッサーが正常に実行されたことを確認します。 正常に実行されると、failed
= 0 と表示されます。

8. マネジメントアプライアンスで構成ファイルを開き、変更が行われたことを確認します。

sudo vi /etc/cs-ace/cs-ace.py

詳細情報

HPE OneView への接続 (113 ページ)
VMware ESXi コンピュートクラスターへの HPE OneView で検出されたベアメタルハードウェ
アのプロビジョニング (173 ページ)

Helion CloudSystem トラストストアへの HPE iLO 証明書の追加
プロセスの概要

1. OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関の作成 (49 ページ)
2. iLO の証明書要求の作成 (49 ページ)
3. iLO 証明書要求への署名 (49 ページ)
4. iLO への署名付き要求のインストール (50 ページ)

詳細情報

HPE OneView への接続 (113 ページ)
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VMware ESXi コンピュートクラスターへの HPE OneView で検出されたベアメタルハードウェ
アのプロビジョニング (173 ページ)

OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関の作成
手順 11 OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関を作成する
1. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンス（mgmt-m1）にログインしま
す。

2. root ユーザーに切り替えます。
sudo su

3. SSL フォルダーを作成します。
cd /home/stack
mkdir ssl
cd ssl

4. openssl genrsa-aes256-rootCA.key 4096 out をエンターします。
覚えやすいパスフレーズを選択します。

5. openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -days 1024 -out
rootCA.pem を入力
画面の指示に従います。

6. 証明書をトラストストアに追加します。

cp rootCA.pem /usr/local/share/ca-certificates/iloCA.crt
update-ca-certificates

7. 2 番目と 3 番目のマネジメントアプライアンス（mgmt m2 および mgmt m3）で、ステッ
プ 8 を繰り返して証明書を追加します。

詳細情報

iLO の証明書要求の作成 (49 ページ)
iLO 証明書要求への署名 (49 ページ)
iLO への署名付き要求のインストール (50 ページ)

iLO の証明書要求の作成
手順 12 iLO の証明書要求を作成する
1. iLO をオープンします。
2. [Administration]→[Security]→[SSL 証明書 ]へ進みます。
3. [Customize Certificate] をクリックし、必要に応じて CSR 情報を編集します。 共通名を
変更しないでください。

4. [Generate CSR] をクリックします。
5. 1、2 分待ち、[Generate CSR ]をもう一度クリックします。 証明書要求の開始メッセージ
がない場合は、もう少し待ってから、もう一度やり直してください。 証明書要求が表示さ
れたら、コンテンツをコピーします。

詳細情報

OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関の作成 (49 ページ)
iLO 証明書要求への署名 (49 ページ)
iLO への署名付き要求のインストール (50 ページ)

iLO 証明書要求への署名
手順 13 iLO 証明書要求に署名する
1. CA のシステムで ilocert.csr という空のファイルを作成します。 コピーした証明書要
求を、そのファイルに貼り付けます。 ファイルを保存します。
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openssl x509 -req -in ilocert.csr -CA rootCA.pem \
-CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out ilo.crt -days 500 \
-extensions v3_req -extfile ilocert.config

2. ilocert.config ファイルの例 (50 ページ)  から ilocert.config の内容を ilocert.config
という名前の新しいファイルにコピー します。

3. alt_names セクションの IP ラインを編集して、ご使用の iLO のアドレスに一致させま
す。

[ alt_names ]
IP.1 = <ILO IP ADDR>
DNS.1 = <ILO IP ADDR>

4. 生成された証明書の内容を確認します。 以下を確認してください。
• subject は、iLO CN です。

• subjectAltName には IP アドレスが含まれています。
openssl x509 -text -noout -in ilo.crt

5. ilo.crt の内容をバッファーにコピーして、iLO にそれを貼り付けることができます。

詳細情報

OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関の作成 (49 ページ)
iLO の証明書要求の作成 (49 ページ)
iLO への署名付き要求のインストール (50 ページ)

iLO への署名付き要求のインストール
手順 14 iLO の署名付き要求をインストールする
1. iLO にナビゲートします。
2. [Administration]→[Security]→[SSL 証明書 ]へ進みます。
3. [Customize Certificate] をクリックします。
4. [Import Certificate] をクリックします。
5. Ilo.crt の内容を貼り付けます。
6. [Import] をクリックします。
7. iLO の再起動を待ちます。

詳細情報

OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関の作成 (49 ページ)
iLO の証明書要求の作成 (49 ページ)
iLO 証明書要求への署名 (49 ページ)

ilocert.config ファイルの例
ilocert.config
#=================
[ req ]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req

[ req_distinguished_name ]
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = AU
countryName_min = 2
countryName_max = 2

stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default = Some-State

localityName = Locality Name (for example, city)
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0.organizationName = Organization Name (for example, company)
0.organizationName_default = Internet Widgits Pty Ltd

organizationalUnitName = Organizational Unit Name (for example, section)

commonName = Common Name (for example, server FQDN or YOUR name)
commonName_max = 64

emailAddress = Email Address
emailAddress_max = 64

[ v3_req ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = @alt_names

#replace 10.245.225.131 with the ip addr of your ilo
[alt_names]
IP.1 = 10.245.225.131
DNS.1 = 10.245.225.131

詳細情報

Helion CloudSystem トラストストアへの HPE iLO 証明書の追加 (48 ページ)
OpenSSL を使用したマネジメントアプライアンスの認証機関の作成 (49 ページ)
iLO の証明書要求の作成 (49 ページ)
iLO 証明書要求への署名 (49 ページ)
iLO への署名付き要求のインストール (50 ページ)
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4 Helion CloudSystem アプライアンスのバックアップ、
復元、リカバリ

Helion CloudSystem では、アプライアンスの実行中に、構成設定およびデータをバックアップ
ファイルに保存することができ、ユーザーはそのバックアップを使用して、データが損失した
場合にアプライアンスデータベースを復元できます。

バックアップ、復元、リカバリの概要
プロセスの概要

1. バックアップファイルの格納場所の設定 (55 ページ)
2. Helion CloudSystem アプライアンスのバックアップ (57 ページ)
3. バックアップファイルからのアプライアンスのリストア (60 ページ)
4. リカバリレポートの実行 (65 ページ)
5. アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ (65 ページ)
6. （オプション）L2 ゲートウェイのリカバリ後 (66 ページ)

サービスとしてのバックアップとリストア
Helion CloudSystem には、Attis サービスを使用するサービス（BRaaS）としてバックアップ
と復元が実装されており、マネジメントアプライアンス上で動作しています。 Helion
CloudSystem のバックアップと復元を使用して、次のことができます。
• オペレーションコンソールを使用して、バックアップ、復元、レポート、およびリカバリ
のアクションを実行できます。

• マネジメントアプライアンスから Attis CLI コマンドを実行できます。
Attis CLI に関する情報については、Enterprise Information Library にある『HPE Helion
CloudSystem 10.0 Command Line Interface Guide』を参照してください。

オペレーションコンソールの [Backup & Restore] 画面から、次のことができます。

• Helion CloudSystem アプライアンスのトリオのデータ（データベースとファイル）のバッ
クアップ（完全と増分）

• Helion CloudSystem アプライアンスのトリオのデータをバックアップファイルから復元し
ます。

• Recover the Database appliance data after the restore

詳細情報

Attis によりバックアップされるアプライアンスデータとアプライアンスファイル (53 ページ)
バックアップファイル名の形式 (53 ページ)
Helion CloudSystem アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス (54 ペー
ジ)
HPE Helion OpenStack 3.0：デフォルトの自動バックアップ ジョブ
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Attis によりバックアップされるアプライアンスデータとアプライアン
スファイル

重要: Attis サービスは、Helion CloudSystem アプライアンスのデータおよびファイルをバッ
クアップします。 コントロールプレーン（アプライアンス自体）はバックアップされません。
Helion CloudSystem を新しいバージョンにアップデートする前に、管理ハイパーバイザーホス
トからコントロールプレーンをバックアップすることをお勧めします。 アップデート前のコン
トロールプレーンのバックアップについては、EnterprisejInformation Library にある『HPE
Helion CloudSystem 10.0 ESXi インストールガイド』 および 『HPE Helion CloudSystem 10.0
KVM インストールガイド』を参照してください。

バックアッププロセスでバックアップされない対象
バックアッププロセスでバックアップされる
対象

•• データ以外のファイル：実行環境の一部としてインストールさ
れ、アプライアンスまたは管理対象環境の構成に固有でない静
的ファイル

データベースのアプライアンスについては
次のとおりです。

◦ 管理アプライアンスの MySQL データ
ベース

• ログファイル

• インストール構成ファイル◦ クラウドコントローラーの MySQL デー
タベース • ファイルベースのストレージ

◦ 監視アプライアンスの MySQL データ
ベース

• コンピュートホストのデータ

• 仮想マシン インスタンスデータ

• Swift リング1
• Enterprise アプライアンスの MySQL デー
タベース • 監視アプライアンス Vertica データベース2

• システムファイル：

◦ データベース以外のデータ
◦ ライセンスファイル

1 Swift には、独自の高可用性/冗長性があり、リングを再構築します。
Swift リングは、0 番目のプロキシノード（初期設定の PAC）にあります。 プライマリ参照コピーは、/etc/swiftlm/
builder_dir/region-<region-name> ディレクトリに格納されています。

2 Vertica データベースには、アラーム履歴およびメトリックの定義とデータが含まれます。 このデータは、45 日経
つと完全に削除されます。 Vertica は、2 分ごとに自己のエポックのスナップショットを撮り、直近の良好なエポッ
クからのロールバックをサポートしています。

詳細情報

バックアップファイル名の形式 (53 ページ)
Helion CloudSystem アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス (54 ペー
ジ)

バックアップファイル名の形式
Helion CloudSystem では、バックアップファイルは、256 ビット暗号化を使用して暗号化され
ます。 バックアップファイル名の形式は次のとおりです。

• フルバックアップの場合：<現在の日付>/fb_< 番号 >.tar.enc.xx

• 増分バックアップの場合：<現在の日付>/incr_< 番号 >.tar.enc.xx

xx は、バックアップファイルのサイズが非常に大きい場合に使用し、バックアップファイル
を 2 つの部分に分割するときに xx を 00 と 01 のように使用します。

詳細情報

Attis によりバックアップされるアプライアンスデータとアプライアンスファイル (53 ページ)
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Helion CloudSystem アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス (54 ペー
ジ)

Helion CloudSystem アプライアンスをバックアップするためのベスト
プラクティス

推奨事項方法

Attis では、システムデータの暗号化されたバックアップとリストアが実行されます。 暗号化お
よび復号のキーは、各マネジメントアプライアンス上の Attis 構成ファイルに保存されます。
このキーが失われると、バックアップをリストアできません。

キーと認証情報
の保護

• 各コントローラーノードに格納されているコピーに加えて、クラウドインフラストラクチャ
とは別な場所にバックアップの暗号化キーを格納してください。

• バックアップの暗号化キーを不正アクセスから保護してください。

Attis バックアップファイルには、他の OpenStack サービス用のキーおよびパスワードのコ
ピーが含まれています。 これらの認証情報は、バックアップの暗号化を使用して保護されて
います。ただし、Attis バックアップキーを公開すると、バックアップファイルに格納されて
いる認証情報が不正に公開される可能性があります。

• サーバーを不正なアクセスから保護して、構成ファイル内の認証情報が公開されないように
保護してください。

他の OpenStack サービス用のキーおよびパスワードは、クラウドインフラストラクチャノー
ド上の構成ファイルに格納され、ファイルシステム制御によって保護されます。

バックアップの
作成

• Helion CloudSystem のオペレーションコンソールの [Backup & Restore] 画面または [Attis]CLI
を常に使用して、Helion CloudSystem アプライアンスデータをバックアップします。

• 次のソースをバックアップします。 より精度の高いバックアップオプションが必要な場合
は、その他の構成が提供されます。

◦ CloudController_Appliance_Data_Backup

◦ DB_Appliance_Backup

◦ Deployer_Data_Backup

◦ Enterprise_Appliance_Data_Backup

◦ Management_Appliance_Data_Backup

アプライアンス構成を定期的（できれば、フルバックアップは毎日、増分バックアップは 1 時
間ごとに）にバックアップします。また、特に次の場合にはバックアップを行ってください。

頻度

• アプライアンス構成の変更後。たとえば、以下の後です。

管理アプライアンス仮想マシンの認証情報を変更した後◦
◦ 新しい VMware vCenter への接続

◦ 新しい HPE OneView アプライアンスの接続

◦ 新しいユーザー（管理者またはセルフサービスユーザー）の追加後
• サブネット、ポート、ルーターなどのネットワークリソースの追加後

• アプライアンスソフトウェアの更新の前後

• 新しいコンピュートホスト（ESXi クラスター、HPE Linux hosts、RHEL KVM ホスト、また
は Hyper-V ホスト）をアクティブ化した後

アプライアンスのバックアップは、アプライアンスが使用中で通常の活動が行われているとき
に作成できます。 バックアップファイルを作成する前に、タスクが停止するのを待つ必要はあ
りません。

cron ジョブを使用した頻繁なバックアップの自動化 (59 ページ) を参照してください。
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推奨事項方法

バックアップファイルを保管するには HPE Data Protector のようなエンタープライズバック
アップ製品を使用することを Hewlett Packard Enterprise はお勧めします。 Data Protector につ
いては、次の Web サイトを参照してください。

アーカイブ

http://www.hpe.com/info/dataprotector

Enterprise のみの環境で Helion CloudSystem をインストールした場合は、バックアップ、復
元、およびリカバリ構成が、ご使用の環境に適合していないことがわかります。 これらの構成
は、実行すると失敗しますが、無視してかまいません。

Enterprise のみ
のインストール

• CloudController_Appliance_config_files_Backup

• CloudController_Appliance_config_files_Restore

• CloudController_Appliance_Data_Backup

• CloudController_Appliance_Data_Restore

• OpenStack_Recovery

• OpenStack_Recovery_Report

詳細情報

サービスとしてのバックアップとリストア (52 ページ)
Attis によりバックアップされるアプライアンスデータとアプライアンスファイル (53 ページ)
バックアップファイル名の形式 (53 ページ)

バックアップファイルのストレージ

バックアップファイルのストレージタイプ

次の場所を使用してバックアップファイルを格納できます。

• SCP：バックアップファイルが安全にコピーされるリモートサーバー上の場所です。
• NFS：ネットワークファイルシステム上の場所です。
• FILE：バックアップがトリガーされているアプライアンス上の場所。
マネジメントアプライアンストリオの致命的な障害が発生した場合に備え、バックアップファ
イルがアプライアンス外の場所に自動的に移動されるように、Helion CloudSystem が SCP ま
たは NFS サーバーを使用する構成にすることを Hewlett Packard Enterprise はお勧めします。
マネジメントアプライアンスの 3 つのノードすべてに共有ストレージをマウントしたい場合
は、FILE オプションを使用できます。

詳細情報

バックアップストレージのサイズ変更のためのベストプラクティス (57 ページ)

バックアップファイルの格納場所の設定

前提条件 
最初のバックアップを開始する前に、Attis CLI を使用して、Helion CloudSystem でバック
アップファイルが格納される場所を指定する必要があります。

ストレージの場所を設定しないと、バックアップは成功しません。 バックアップジョブリスト
で、ステートは失敗し、ストレージパスへの SSH 接続は失敗であると表示されます。
手順 15 バックアップファイルの格納場所を設定する
1. Helion CloudSystem マネジメントアプライアンスの基盤をなす管理ハイパーバイザーコン
ソールから、マネジメントアプライアンストリオの任意のノード（例：mgmt-m1）に SSH
を使用します。

2. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンスにログインします。
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3. Attis 環境変数を設定します。
source ~/service.osrc

4. バックアップストレージの場所のタイプを設定します。

a. バックアップストレージの場所を SCP サーバーに設定するには、次のコマンドを実
行します。

attis storage --use SCP

b. バックアップストレージの場所を NFS サーバーに設定するには、次のコマンドを実
行します。

attis storage --use NFS

5. ストレージ詳細のリストを表示します。

stack@mgmt–m1:~# attis storage
+--------------------------------------+------+----------+
| id | type | selected |
+--------------------------------------+------+----------+
| 529cd8fb-c6a2-401d-9caf-61caeede7f81 | FILE | False |
| d6210603-01b1-4d76-9068-e3ffa44a449e | NFS | False |
| 7abb6f30-3f10-4918-9f8d-a58b157d59b9 | SCP | True |
+--------------------------------------+------+----------+

6. 選択したタイプのストレージ ID を選択して、更新する必要のあるストレージパラメーター
を表示します。

例：

stack@mgmt–m1:~# attis storage \
--id 7abb6f30-3f10-4918-9f8d-a58b157d59b9
+--------------------------------------+------+----------+
| id | type | selected |
+--------------------------------------+------+----------+
| 7abb6f30-3f10-4918-9f8d-a58b157d59b9 | SCP | True |
+--------------------------------------+------+----------+
+--------------------------------+--------------------------------------+---------+
| id | storage_id | parameter_name | value |
+---------------+----------------+----------------------+-------------------------+
| 18bb9b5e-<...>| 7abb6f30-<...> | user | |
| 78aaa60e-<...>| 7abb6f30-<...> | storage_path | |
| c0a5c549-<...>| 7abb6f30-<...> | server | |
| e34ac1b2-<...>| 7abb6f30-<...> | private_key_filepath | /home/attis/.ssh/id_rsa |
+---------------+----------------+----------------------+-------------------------+

7. 次のように入力して、ステップ 4 で入力したストレージタイプの Attis 構成を設定します。
attis storage --id <storage_id from the table>
--update '{"client_mount_path":"<storage mount path on target appliance>",
"private_key_filepath":"<filepath>",
"server":"<IP address or hostname of remote server>",
"user":"<user to SSH into the remote server>"}'

デフォルトでは、private_key_filepath はマネジメントアプライアンスで
は/home/attis/.ssh/id_rsa です。
例バックアップファイルの格納に使用される SCP サーバーの詳細を指定する場合：
attis storage --id 18bb9b5e-e0b9-4598-816a-507c5a99c42b \
--update '{"client_mount_path":"BackupDirOnRemoteServer",\
"private_key_filepath":"/home/attis/.ssh/id_rsa",\
"server":"ScpServerHost","user":"RemoteScpUser"}'
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重要: SCP を選択した場合：
• /home/attis/.ssh/id_rsa.pub にあるマネジメントアプライアンストリオの各
ノード（mgmt-m1、mgmt-m2、 mgmt-m3）のパブリックキーテキストをコピーし
て、SCP サーバーのauthorized_keys ファイルに貼り付けます。

• Attis と SCP サーバー間での信頼セットアップのために新しいキーを生成する場合は、
マネジメントアプライアンスの各ノードにプライベートキーをコピーします。 次に、
Attis コマンドstorage --update を使用して、private_key_filepath をアップ
デートします。

NFS を選択した場合：no_root_squash が、NFS サーバーのエクスポートファイルに含
まれていることを確認します。

例

ubuntu@Repo:~$ cat /etc/exports

# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported

# to NFS clients. See exports(5).

/export *(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)

/export/nfsbackup *(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)

8. マネジメントアプライアンスの 3 つのノード（mgmt-m1、mgmt-m2、mgmt-m3）すべて
の attis サーバーを停止して、起動します。
sudo service attis-server stop
sudo service attis-server start

詳細情報

バックアップストレージのサイズ変更のためのベストプラクティス (57 ページ)
バックアップファイルのストレージタイプ (55 ページ)

バックアップストレージのサイズ変更のためのベストプラクティス

バックアップストレージのサイズ設定ガイドライン

フルバックアップを毎日、増分バックアップを 1 時間ごとに実行し、バックアップファイルを
90 日後にアーカイブすることを Hewlett Packard Enterprise はお勧めします。
ほとんどの一般的なクラウド環境では、90 日分の 10 TB のバックアップストレージがあれば
十分です。 多くの Enterprise サブスクリプション（約 1000 個）が存在する場合は、20TB か
ら 30 TB を割り当ててください。
90 日分の毎日のバックアップファイルを格納する際の推奨事項

• マネジメントアプライアンスと監視アプライアンス：100 GB

• クラウドコントローラー：100 GB

• Enterprise アプライアンス（100 サブスクリプション）：3600 GB

詳細情報

バックアップファイルのストレージタイプ (55 ページ)

Helion CloudSystem アプライアンスのバックアップ
バックアップファイルには、ご使用の Helion CloudSystem アプライアンスの構成設定と管理
データが保存されます。 Database アプライアンスのデータベースをバックアップファイルか
ら復元することで、データ損失からリカバリできます。

バックアップストレージのサイズ変更のためのベストプラクティス 57



重要: Helion CloudSystem アプライアンスのデータを初めてバックアップする場合は、事前
に Attis CLI を使用して、バックアップファイルを格納する場所を指定する必要があります。
バックアップファイルのストレージ (55 ページ) を参照してください。

前提条件

• Helion CloudSystem アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティスをレ
ビューします。

• マネジメントアプライアンス上で Attis CLI を実行して、バックアップファイルを格納する
場所を指定します。

バックアップファイルのストレージ (55 ページ) を参照してください。

手順 16 Helion CloudSystem アプライアンス上のデータをバックアップする
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[バックアップとリストア]を選択しま
す。

2. バックアップするバックアップソースの行で、[Action] メニュー をクリックして、
[Start backup] を選択します。

注記: 次のバックアップソースをバックアップすることを Hewlett Packard Enterprise は
お勧めします。 より精度の高いバックアップオプションが必要な場合は、その他の構成が
提供されます。

• CloudController_Appliance_Data_Backup
• DB_Appliance_Backup
• Deployer_Data_Backup
• Enterprise_Appliance_Data_Backup
• Management_Appliance_Data_Backup

3. ドロップダウンリストから、以下のどちらかを選択します。

• フルバックアップ：選択した構成内のすべてのファイルのバックアップ

• 増分バックアップ：前回のバックアップ以降に変更および作成されたすべてのファイ
ルのバックアップ

注記: 増分バックアップを作成する前に、フルバックアップを少なくとも 1 つ作成
する必要があります。

4. [バックアップの開始]をクリックします。
バックアップを開始せずに操作を終了するには、[キャンセル]をクリックします。

5. バックアップするバックアップソースごとに、手順 3 から 5 を繰り返します。
6. オプション：バックアップサービスで、NFS または SCP サーバーにバックアップファイ
ルを保存する構成にしていない場合は、安全に保管するため外部にバックアップファイル
をコピーすることを検討してください。

バックアップログとバックアップジョブリストの表示
アプライアンスバックアップごとに、以下の内容を表示できます。

• バックアップログには、正常に完了したバックアップジョブ（識別子、ベースフォルダー、
作成日、タイプ、および最後の増分リファレンスを含む）が表示されます。
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• 実行したバックアップ、リストア、および復旧の操作、そのステータス（成功または失
敗）、および操作の日時を含むジョブリスト。

デフォルトでは、オペレーションコンソールに最後の 5 日間のバックアップログとジョブ
リストが表示されます。 Attis CLI を使用して、他の日付範囲オプションを指定できます。

1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[バックアップとリストア]を選択しま
す。

2. 実行した操作のリストについては、[ジョブリストの表示]をクリックします。
3. バックアップログについては、表示するアプライアンスのバックアップファイルを選択し
て、[ Action] メニュー をクリックします。

4. [バックアップログの表示]を選択します。

cron ジョブを使用した頻繁なバックアップの自動化
[cron] は、定期的な間隔でタスクを自動的にバックグラウンドで実行できるユーティリティで
す。 [crontab] は、指定した時間に実行される cron エントリーのスケジュールが含まれるファ
イルです。

フルバックアップを毎日、増分バックアップを 1 時間ごとに自動的に実行するような cron ジョ
ブの例を次に示します。

手順 17 毎日午前 2 時にフルバックアップを実行する
1. Helion CloudSystem マネジメントアプライアンスの基盤をなす管理ハイパーバイザーコン
ソールから、マネジメントアプライアンストリオの 1 番目のノード（mgmt-m1）にログイ
ンします。

2. 次のコマンドを実行して、自動化する操作の config-ID を取得します。
attis config

たとえば、Management_Appliance_Data_Backup 操作と同じ行にある config-ID を書き留
めます。

3. Attis 環境変数を設定します。
source ~/service.osrc

4. /home/attis/full_backupjob.sh ファイルを作成し、次の行を追加します。その際
に、ID を手順 2 で取得した config ID で置き換え、ご使用の環境に固有の詳細を含めます。
source ~/service.osrc
attis backup --config-id <ID>

5. /home/attis/crontab_fullbackupjob.txt ファイルを作成し、次の行を追加しま
す。(説明上、2 行に分かれていますが、ファイル上は、1 行で書いてください。)
0 2 * * * . /home/attis/full_backupjob.sh
> /home/attis/cron_fullbackup_job.log 2>&1

6. 次のコマンドを実行して、新しく作成したファイルを crontab に追加します。
crontab /home/attis/crontab_fullbackupjob.txt

手順 18 1 時間ごとに増分バックアップを実行する
1. Helion CloudSystem マネジメントアプライアンスの基盤をなす管理ハイパーバイザーコン
ソールから、マネジメントアプライアンストリオの 1 番目のノード（mgmt-m1）にログイ
ンします。

2. 次のコマンドを実行して、自動化する操作の config-ID を取得します。
attis config

たとえば、Management_Appliance_Data_Backup 操作と同じ行にある config-ID を書き留
めます。
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3. /home/attis/incremental_backupjob.sh ファイルを作成し、次の行を追加します。
その際に、ID を手順 2 で取得した config ID で置き換え、ご使用の環境に固有の詳細を含
めます。

source ~/service.osrc
attis backup --config-id <ID> --backup-type incremental

4. /home/attis/crontab_incrementalbackupjob.txt ファイルを作成し、次の行を
追加します。
0 * * * * . /home/attis/incremental_backupjob.sh > /home/attis/cron_incremental_backup_job.log 2>&1

5. 次のコマンドを実行して、新しく作成したファイルを crontab に追加します。
crontab /home/attis/crontab_incrementalbackupjob.txt

バックアップファイルからのアプライアンスのリストア
バックアップファイルからアプライアンスデータをリストアすると、アプライアンス上のすべ
ての管理データとほとんどの構成設定が置き換えられます。

Database アプライアンスを復元した後に、リカバリレポートを実行して、復元操作が自動的
に解決できない可能性のある何らかの矛盾点を参照します。 （リカバリレポートは、Database
アプライアンスのバックアップファイルを復元した後でのみ使用されます）

詳細情報

Helion CloudSystem アプライアンスを復元する (60 ページ)
データベースアプライアンスを復元する（自己復元） (61 ページ)
L2 ゲートウェイの復元 (63 ページ)
監視アプライアンスの Vertica データベースを再作成する (63 ページ)

Helion CloudSystem アプライアンスを復元する

前提条件

• 現在使用しているユーザーアカウントとパスワードを書き留めておいてください。

ユーザー名とパスワードは、リストア操作によって、バックアップファイルの作成時に有
効であったものにリセットされます。

• cron ジョブを使用して構成し、自動的にスケジュールされたすべてのバックアップを停止
します。

アプライアンスのリストア後に、自動的にスケジュールされたバックアップを再開しま
す。

• アップロード要求を発行する予定のアプライアンスからバックアップファイルにアクセス
できるようにしてください。 バックアップファイルのアーカイブにエンタープライズバッ
クアップ製品を使用している場合は、バックアップ製品によって要求されるステップに
従ってリストア操作の準備をしてください。

• アプライアンスにログインしたすべてのユーザーがログアウトしていることを確認しま
す。

リストア操作の開始時にログインしていたユーザーは自動的にログアウトされて、進行中
だった作業はすべて失われます。 リストア操作中、すべてのユーザーはログインできなく
なります。

• Enterprise_Appliance_Data_Backup および Enterprise_Appliance_DB_Backup を復
元する前に、3 つすべての Enterprise アプライアンスで動作している MySQL サービスを
停止します。

2 番目と 3 番目の Enterprise アプライアンスについては、最初の Enterprise アプライアン
スを次のコマンドで実行します。

sudo service mysql stop
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手順 19 Helion CloudSystem アプライアンスを復元する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[バックアップとリストア]を選択しま
す。

2. 復元するアプライアンスのデータベースの行で、[Action] メニュー をクリックして、
[Start restore] を選択します。

3. ドロップダウンリストから、復元するバックアップファイルを選択します。 日付、時刻、
およびバックアップタイプが表示されます。 バックアップファイル：
• CloudController_Appliance_Data_Backup
• DB_Appliance_Backup
• Deployer_Data_Backup
• Enterprise_Appliance_Data_Backup
• Management_Appliance_Data_Backup
アプライアンスをリストアするには、最新のバックアップファイルを使用してください。
バックアップファイルの作成後に行った変更を保存することはできません。

注記: バックアップファイルを使用すると、そのバックアップファイルが作成されたア
プライアンスのデータベースをリストアすることができます。 そのバックアップファイル
をリストアして交換用のアプライアンスを作成することはできません。

• 増分バックアップ：前回のバックアップ以降に変更および作成されたすべてのファイ
ルをリストアする

• フルバックアップ：選択したデータベース内のすべてのファイルをリストアする

4. [リストアの開始]をクリックします。
データベースをリストアしないで操作を終了するには、[キャンセル]をクリックします。

5. リストアするデータベースごとに、手順 2 から 4 を繰り返します。
6. リストアが完了するのを待ちます。

詳細情報

リカバリレポートの実行 (65 ページ)
データベースアプライアンスを復元する（自己復元） (61 ページ)

データベースアプライアンスを復元する（自己復元）

データベースアプライアンスのデータベースをバックアップから復元するには、Attis CLI から
次のコマンドを実行します。 オペレーションコンソールからデータベースアプライアンスの
データベースを復元することはできません。

復元中は、データベースへの接続ができないため、自己復元の操作中にジョブデータは表示さ
れません。

前提条件

• Attis サービスに、バックアップファイルが置かれているフォルダーにアクセスする権限が
あること。

手順 20 データベースアプライアンスを復元する（自己復元）
1. 管理ハイパーバイザーコンソールから、2 番目のデータベースアプライアンス（db-m2）
への SSH。
データベースアプライアンスが、SSH できない状態にある場合は、ステップ 5 に進みま
す。

2. stack の認証情報を使用してログインします。
3. MySQL サービスが実行中ならば、停止してください。
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sudo service mysql stop

4. 3 番目のデータベースアプライアンス（db-m3）でステップ 1 から 3 を繰り返してから、
最初のデータベースアプライアンス（db-m1）に戻ります。

5. 管理ハイパーバイザーコンソールから、マネジメントアプライアンストリオの任意のノー
ド（例：mgmt-m1）に SSH を使用します。

6. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンスにログインします。
7. attis ユーザーに変更します。

su attis

8. データベースが操作不能と推定されるため、config ファイルから構成をロードします。
config ファイルのサンプル
は、/etc/attis/config_template/dbappliancedbrestore_scp.json で入手で
きます。

9. バックアップファイルを格納するために SCP サーバーが使用されている場合は、日付ス
タンプ付きのディレクトリを SCP サーバーから、任意のマネジメントアプライアンス上
の Attis ユーザーがアクセスできる場所にコピーします。

10. JSON ファイル/etc/attis/config_template/dbappliancedbrestore_scp.json
または dbappliancedbrestore_NFS.json を開き、ご使用の環境に固有の情報を追加
し、ファイルを保存します。

たとえば、backup_base_dirpath は、マネジメントアプライアンスデータのバックアッ
プが存在するベースバックアップフォルダー（通常は日付スタンプのあるフォルダー）で
あり、storage_path は、バックアップファイルの格納場所の設定 (55 ページ) で指定し
た、バックアップストレージロケーションのパスです。

{
"config": {

"flow_name": "dbappliance",
"name": "Percona_Xtradb_Restore_dbappliance",
"parameters": {

"target": "dbappliances",
"Percona_XtraDB_Restore_temp_dirpath": "/home/attis-access",
"Percona_XtraDB_Restore_target_user":"attis-access",
"restore_dbpath": "/var/lib/mysql",
"backup_base_dirpath":"<date stamped folder>",
"restore_to_incrementnumber":"<num from backup file>"

}
},
"storage": {

"temp_folderpath":"<can leave blank>"
"type": "SCP",
"parameters": {

"storage_path": "<scp storage path>",
"user": "<scp storage user>",
"private_key_filepath":"/home/attis/.ssh/id_rsa",
"server":"<scp server>"

}
}

}

11. 次のコマンドを実行します。
attis restore --config-path \
/etc/attis/config_template/dbappliancedbrestore_scp.json

12. 自己復元が完了したら、stack の認証情報を使用して Deployer アプライアンスにログイン
します。

13. Helion CloudSystem のすべてのサービスを停止し、再起動します。
csoperate service stop all
csoperate service start all
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14. 復元が完了した後、操作コンソールまたはマネジメントアプライアンス上の Attis CLI か
ら、最新のバックアップを作成します。 復元に使用したオリジナルバックアップは、fail
とマークされます。

詳細情報

リカバリレポートの実行 (65 ページ)
Helion CloudSystem アプライアンスを復元する (60 ページ)
アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ (65 ページ)

L2 ゲートウェイの復元
手順 21 L2 ゲートウェイを復元する
1. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンスにログインします。
2. /etc/attis/config_template/dbappliancerestore_scp.json ファイルを修正
します。

• Attis バックアップログを実行し、復元したいバックアップを行います。

• backup_base_dirpath は、base_folder フィールドから取得します。

• restore_to_incrementnumber は last_incremental_ref フィールドから取
得可能です。

残りのストレージパラメーターを入力します。

3. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンスにログインします。
4. L2 ゲートウェイの復元

sudo su attis
attis restore --config-path \
/etc/attis/config_template/dbappliancerestore_scp.json

詳細情報

リカバリレポートの実行 (65 ページ)
アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ (65 ページ)
L2 ゲートウェイのリカバリ後 (66 ページ)

監視アプライアンスの Vertica データベースを再作成する
Helion CloudSystem Attis サービスでは、監視アプライアンスの Vertica データベースはバック
アップされません。 Vertica データベースには、一時的なデータが含まれています。 アラーム
履歴やメトリックの定義とデータです。 45 日経つと、このデータは削除されます。 さらに、
Vertica は、2 分ごとに自己のエポックのスナップショットを撮り、直近の良好なエポックから
のロールバックをサポートしています。

監視アプライアンスの MySQL データベースを復元した場合、あるいは Vertica データベース
がファイルシステムの問題のために失敗した場合には、Vertica データベースを再作成する必
要があります。

手順 22 Vertica データベースを再作成する
1. stack の認証情報を使って、最初の監視アプライアンス（mon-m1）にログインします。
2. Vertica へ logrotate ディレクトリを取り出します。

sudo rm -rf /opt/vertica/config/logrotate

3. 2 番目と 3 番目の監視アプライアンス（mon m2 および mon m3）でステップ 2 を繰り返
します。

4. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
5. Vertica データベースを削除します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-vertica-dbclean.yml -e "force='yes'"
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6. Vertica データベースを再インストールします。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-deploy.yml \
--tags vertica,monasca-schema-vertica

7. これら 2 つの playbook を実行して、API および Persister を再起動します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-stop.yml --tags monasca-api,persister
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-start.yml --tags monasca-api,persister

詳細情報

HPE Helion OpenStack 3.0：Vertica 保持期間の変更

復元後のアプライアンスデータベースとコンピュートホストデータのリ
カバリ

リカバリプロセスの概要

プロセスの概要

1. リカバリレポートの実行 (65 ページ) （データベースアプライアンスのみ）
2. アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ (65 ページ) （データベースアプライア
ンスのみ）

3. L2 ゲートウェイのリカバリ後 (66 ページ)
復旧操作の実行中にアプライアンスは、バックアップファイル内のデータと管理対象環境の現
在の状態を照合します。 リカバリでは、データベースアプライアンスのデータベースで必要な
クリーンアップを実行することで、データベースアプライアンスの復元操作後にアプライアン
スとコンピュートホスト間の整合性を維持して、クラウドの機能が正常に復元されたことを確
認します。

一部の不一致は、リストア操作では自動的に解決できません。 例：

• 復元後、データベースアプライアンスのデータベースには、新しい OpenStack オブジェ
クト（仮想マシンインスタンス、ネットワーク、ルーター、ボリューム）に関する情報が
含まれていない可能性があります。ただし、コンピュートホストのハイパーバイザーに
は、それぞれ実際のコンポーネント（KVM 仮想マシンインスタンス、VIF、名前空間、リ
ンク）が含まれている場合があります。

このような状況は、前回のバックアップ後にインスタンスまたはボリュームを起動した場
合、または前回のバックアップ後、リストア操作前に Cinder ボリュームが作成され、接
続された場合に発生することがあります。

• リストア後のデータベースに古い情報が含まれている場合があります。 データベースに古
いオブジェクトが含まれていると、HPE Helion Nova コンピュートサービスは、古いイン
スタンスに関連するファイルシステムを検索し、それが見つからないと起動しない可能性
があります。

このような状況は、OpenStack オブジェクトが、前回のバックアップ後およびリストア作
前に削除された場合に発生する可能性があります。

64 Helion CloudSystem アプライアンスのバックアップ、復元、リカバリ

http://docs.hpcloud.com/#3.x/helion/operations/troubleshooting/recover_vertica.html#recover_vertica__changing_retention


リカバリ操作では、レポートを生成してクラウド管理者の同意を求めてから、データベースア
プライアンス上で Nova データベースからアーティファクトをクリーンアップします。

復旧プロセスでクリーンアップされないもの復旧プロセスでクリーンアップされるもの

•• 孤立したリソース。 管理者は次のものをクリーンアップする必
要があります。

データベースアプライアンスの OpenStack
Nova データベース

◦ 仮想マシン
◦ ボリューム
◦ イメージ
◦ ポートグループ

詳細情報

リカバリレポートの実行 (65 ページ)
アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ (65 ページ)

リカバリレポートの実行

リカバリレポートには、データベースアプライアンスバックアップファイルが復元された後
に、追加、変更、または削除されたリソースのリストが表示されます。 リカバリレポートで
は、クラウド機能が復元されたことを確認するために、Nova データベースをクリーンアップ
するアクションが提案されます。

ユーザーがリカバリアクションを確認するまで、Helion CloudSystem ではこれらの推奨処置が
実行されません。

手順 23 Helion CloudSystem アプライアンスのリカバリレポートを実行する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[バックアップとリストア]を選択しま
す。

2. OpenStack の行で、[Run Recovery Report] をクリックします。

注記: リカバリレポート実行のアクションは、データベースアプライアンスでのみ可能
です。

3. [リカバリレポートの実行]をクリックします。
4. （オプション）Attis CLI を使用してリカバリレポートを表示します。

a. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンスにログインします。
b. リカバリレポートのリストを表示してレポート ID を取得します。

attis report --list

c. リカバリレポートの表示

attis report –id <report-id>

詳細情報

アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ (65 ページ)

アプライアンスとコンピュートホストのリカバリ

データベースアプライアンスのリカバリレポートの生成後にリカバリ操作を実行して、レポー
トに表示されたアクションを実装します。 復旧の実行には、復旧に使用される最新のリカバリ
レポートを見直すことが含まれます。

回復操作は、データベースアプライアンスの Nova データベースからのアーティファクトをク
リーンアップします。
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手順 24 復元後に Helion CloudSystem アプライアンスとコンピュートホストをリカバリする
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[バックアップとリストア]を選択しま
す。

2. OpenStack の行で、[Run recovery] をクリックします。
3. [リカバリの実行]をクリックします。

注記: リカバリアクションの実行は、データベースのアプライアンスにのみ可能です。

復旧しないで操作を終了するには、[キャンセル]をクリックします。

詳細情報

リカバリレポートの実行 (65 ページ)

L2 ゲートウェイのリカバリ後
L2 ゲートウェイのリカバリ後の概要

Helion CloudSystem に Attis サービスがバックアップされ、Neutron データベースを復元しま
す。 レイヤー 2 ゲートウェイスイッチに組み込まれている、オープン仮想スイッチのデータ
ベースサーバーは、Attis バックアップおよび復元操作には含まれていません。 Neutron データ
ベースをリカバリしたときに、オープン仮想スイッチのデータベースサーバーの同期が取れな
くなる可能性があります。

Neutron データベースの復元後、以下の手順を使用して、オープン仮想スイッチのデータベー
スサーバーが、復元操作後の Neutron データベースと同じ状態になるようにします。

L2 ゲートウェイリカバリ後
前提条件

• Helion CloudSystem は L2 ゲートウェイエージェントで構成されています。

• マネジメントアプライアンスとデータセンターの管理ネットワークを通じて L2 ゲートウェ
イスイッチ間の接続が存在します。

• L2 ゲートウェイのすべてのエージェントが停止していることを確認してから、post のリ
カバリ操作を実行します。 プロセスの切断または次のコマンドを使用します。
sudo service neutron-l2gateway-agent stop

手順 25 L2 ゲートウェイのリカバリ後
この手順は、Neutron データベースと、すべての仮想スイッチデータベーステーブル内のエン
トリーを同期します。

1. マネジメントアプライアンスで以下のパッケージをインストールします。 パッケージがす
でにインストールされている場合には、再インストールしないでください。

• apt-get install python-paramiko（バージョン 1.15.1）

• apt-get install python-requests

• apt-get install oslo.config（バージョン 3.11.0）

• apt-get install pbr

• apt-get install debtcollector（バージョン 1.5.0)

• apt-get install wrapt（バージョン 1.10.8）

• apt-get install oslo.i18n（バージョン 3.7.0）

• apt-get install Babel（バージョン 2.3.4）

• apt-get install pytz（バージョン 2016.4）
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• apt-get install netaddr（バージョン 0.7.18）
2. マネジメントアプライアンスで、次のコマンドを実行します。

cd /usr/share/attis-content/post_recovery_interceptors/l2gw/conf

3. 必要なパラメーターで input_data.conf を構成します。

注記: デフォルト値を伴うパラメーターは、コメントアウトされています。 バリューを
入力する必要はありません。

ご使用の環境にパラメーターが必要な場合は、パラメーターのコメントを解除し、バリュー
を入力します。

[default]
debug =

[DATABASE_CRED]
# NeutronDB host IP E.g., 192.168.40.48
host_ip =
# NeutronDB host username E.g., stack
host_uname =
# NeutronDB host password E.g., stack
host_pwd =
# Neutron db username E.g., neutron
db_user_id =
# NeutronDB Password from neutron.conf E.g., 0fa3a8b83f1ae1b239a46b92
db_pwd =
# Datbase name E.g., ovs_neutron
db_name =

[CONTROLLER_CRED]
# Controller host IP E.g., 192.168.60.75. Mandatory parameter.
controller_ip =
# Controller host username. Default is 'stack'
#controller_uname =
# Controller host password. Default is 'stack'
#controller_pwd =
# neutron.conf file path on controller node. Default is '/etc/neutron/neutron.conf'
#neutron_conf_path =

[SSL_INFO]
#L2gw agent node IP E.g., 192.168.40.50
l2gw_agent_node_ip =
# L2gw agent node username E.g., stack
l2gw_agent_node_uname =
# L2gw agent node password E.g., stack
l2gw_agent_node_pwd =
# Path for l2gateway_agent.ini file eg. /etc/neutron/
l2gateway_agent_ini_path =
# SSL enabled Setup (True/False)
enable_ssl =

[OVSDB_HOST_INFO]
# Path for vtep binary E.g., /usr/local/bin
vtep_path =
# Ovsdb hosts ovsdb1:105.0.1.109:6632, ovsdb2:105.0.1.200:6632
ovsdb_hosts =
#[Here ovsdb1 is ovsdb identifier, 101.0.1.206 is switch IP, 6632 is port.
#Multiple IPs will be comma separated.]
# Timeout in seconds to be used for vtep command. Default is 180 secs
vtep_timeout =

4. post_recovery_interceptors/l2gw のディレクトリに移動します。
5. Attis サーバーを再起動します。

service attis-server restart

6. attis config コマンドを使用してOpenStack_Recovery の構成 IID を取得します。
例

attis config
| 1e613d6d-8b56-4705-bdb5-26296c0d0347 | OpenStack_Recovery | recover |
dbappliances | 3600 |
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7. 取得した構成 ID を使用して attis recover コマンドを実行します。
例

attis recover --config-id \
1e613d6d-8b56-4705-bdb5-26296c0d0347

8. attis job を使用してジョブのリストを取得します。
例

attis job
| 93af821e-105b-11e6-93a2-5254001f3645 | dbappliancerecover | Completed |
e9ef5521e6f047eda6889aa8a13e1dbd | 2016-05-02 11:47:05 |

9. watch attis job --id <job-id> を使用して、ジョブの状態を表示します。
watch attis job --id 93af821e-105b-11e6-93a2-5254001f3645
+--------------+--------------------+-----------+------------+--------------------+
| id | name | state | tenant_id | date_modified |
+--------------+--------------------+-----------+------------+--------------------+
| 93af821e-... | dbappliancerecover | Completed | e9ef5521e..| 2016-05-02 11:47:05|
+-----------------------------------+-----------+------------+--------------------+

10. 以下のログを表示します。
/var/log/attis/attis-server.log
/var/log/attis/ansible.log
/var/log/attis/l2gw_post_restore.log
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5 Helion CloudSystem のアプライアンスとサービスの
シャットダウンと再起動

Helion CloudSystem アプライアンスはトリオ構成で展開されているため、正確な順序でシャッ
トダウンしてから、再起動する必要があります。 一般に 1 番目のノードは管理ノードであり、
常に最後にシャットダウンされ、最初に再起動される必要があるため、各アプライアンストリ
オ内で 1 番目のノードを識別できることを確認してください。

重要: ご使用の環境に、大きなデータベースがある場合は、データベースアプライアンスト
リオおよび Enterprise アプライアンストリオ上のデータベースの同期化には膨大な時間がかか
る場合があります。 たとえば、同調には、150 GB のデータベースでは、トリオのアプライア
ンスごとに約 60 分以上、お使いのネットワークとディスクの時間次第でかかります。
シャットダウンや電源障害の後、最初のデータベースの各トリオを起動すると、Helion
CloudSystem の使用を開始できます。 そのトリオの 2 番目、3 番目のアプライアンス上のデー
タベースがオンラインになるまで待つ必要はありません。

Helion CloudSystem アプライアンス
展開オプションとご使用の環境でアクティブ化されているコンピュートホストによっては、ア
プライアンスのリストは Helion CloudSystem の展開ごとに異なります。 ご使用の環境に展開
されているアプライアンスを調べるには、stack ユーザーとして Deployer アプライアンスにロ
グインし、csoperate appliance --list コマンドを実行します。

注記: Deployer アプライアンスは、シングルノードアプライアンスで、csoperate コマン
ドがインストールされています。

アプライアンスのリストの例
stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate appliance --list
+-------------------------------------+-------------------------+
| Group | Appliance |
+-------------------------------------+-------------------------+
| cs10cloud-ccp-deployer | ace-mat-ccp-c0-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-management | ace-mat-ccp-mgmt-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-management | ace-mat-ccp-mgmt-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-management | ace-mat-ccp-mgmt-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-monitoring | ace-mat-ccp-mon-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-monitoring | ace-mat-ccp-mon-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-monitoring | ace-mat-ccp-mon-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-db_rabbit | ace-mat-ccp-db-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-db_rabbit | ace-mat-ccp-db-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-db_rabbit | ace-mat-ccp-db-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-controller | ace-mat-ccp-cc-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-controller | ace-mat-ccp-cc-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-controller | ace-mat-ccp-cc-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-network | ace-mat-ccp-nn-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-network | ace-mat-ccp-nn-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-network | ace-mat-ccp-nn-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-enterprise | ace-mat-ccp-ea-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-enterprise | ace-mat-ccp-ea-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-enterprise | ace-mat-ccp-ea-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-nb1d | |
| cs10cloud-ccp-hyperv-compute-nobond | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-nb2d | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-b1d | |
| cs10cloud-ccp-esx-compute | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-b2sd | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-b2d | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-nb2sd | |
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| cs10cloud-ccp-esx-ovsvapp | |
| cs10cloud-ccp-hyperv-compute-bond | |
+-------------------------------------+-------------------------+

詳細情報

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update 1
Command Line Interface Guide』を参照してください。

Helion CloudSystem クラウド全体のシャットダウン
Helion CloudSystem クラウド全体の適切なシャットダウンを実行するには、まずコンピュート
ホストをシャットダウンし、アプライアンスサービスを停止してアプライアンスをシャットダ
ウンする必要があります。

1. コンピュートホストのシャットダウン (70 ページ)
2. Helion CloudSystem アプライアンスサービスの停止 (71 ページ)
3. Helion CloudSystem アプライアンスのシャットダウン (72 ページ)

詳細情報

「HPE Helion OpenStack 3.0：クラウドの停止」
「HPE Helion OpenStack 3.0：アップグレード中の障害からの RabbitMQ の回復」
「HPE Helion OpenStack 3.0：クラウドの停止：サービス停止方法」
「HPE Helion OpenStack 3.0：障害発生後の RabbitMQ の理解とリカバリ」
「HPE Helion OpenStack 3.0：ファイルシステムの問題後の Vertica のリカバリ」

コンピュートホストのシャットダウン

手順 26 ESXi コンピュートクラスターをシャットダウンする
1. OpenStack ユーザーポータルから、コンピュートクラスター上で実行されているすべての
仮想マシンインスタンスをシャットダウンします。

2. 管理者認証情報を使用して、vSphere Web クライアントにログインします。
3. OVSvApp 仮想マシンを選択し、右クリックして[Power]→[Shutdown Guest] を選択しま
す。

4. novaproxy 仮想マシンを選択し、右クリックして[Power]→[Shutdown Guest] を選択し
ます。

5. ESXi ホストごとに、次の処理を行います。
a. ホストを右クリックし、[Enter Maintenance Mode] をクリックします。
b. ホストを右クリックし、[Shutdown] をクリックします。

手順 27 HPE Linux と RHEL KVM コンピュートホストをシャットダウンする
1. OpenStack ユーザーポータルから、コンピュートホスト上で実行されているすべての仮想
マシンインスタンスをシャットダウンします。

2. 管理者認証情報を使用して、コンピュートホストに SSH 接続します。
3. シャットダウンコマンドを実行します。

sudo shutdown –h now

手順 28 Hyper-V コンピュートホストをシャットダウンする
1. OpenStack ユーザーポータルから、コンピュートホスト上で実行されているすべての仮想
マシンインスタンスをシャットダウンします。

2. リモートデスクトップ接続を使用して、コンピュートホストにアクセスします。

3. 右下にあるタスクバーの [Settings] タブから、[Power]→[Shut down] の順に選択します。
4. 管理者認証情報を使用して、Hyper-V マネージャーにログインします。
5. 各コンピュートホストをシャットダウンします。
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Helion CloudSystem アプライアンスサービスの停止
アプライアンスの正常なシャットダウンを実行するには、まずアプライアンスサービスを停止
してから、アプライアンスをシャットダウンする必要があります。

手順 29 すべてのアプライアンスでのサービスを停止する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
2. すべてのアプライアンスで実行されているサービスを停止するには、csoperate コマン
ドを実行します。

csoperate service stop all

例

stack@cs-base-image:~$ csoperate service stop all
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-deployer
+---------------------------------------------------+
| Service Appliance | Status |
+ --------------------------------------------------+
| freezer cs10cloud-ccp-deployer | Not Running |
| logging cs10cloud-ccp-deployer | Not Running |
| monasca-agent cs10cloud-ccp-deployer| Not Running |
+---------------------------------------------------+
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-management
+------------------------------------------------------+
| Service Appliance | Status |
+------------------------------------------------------+
| freezer cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| logging cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| sirius cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| eon cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| EON-ONEVIEW[0]cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| opsconsole cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| keystone cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| memcached cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| apache2 cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| haproxy cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| monasca-agent cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| attis cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| cs-ace cs10cloud-ccp-management | Not Running |
+------------------------------------------------------+

手順 30 （オプション）アプライアンスグループで実行されているサービスを停止する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
2. アプライアンスグループのサービスを正常に停止します。

csoperate service stop <appliance>

例

stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service stop cs10cloud-ccp-management
- showing service status on appliance: cs10cloud-ccp-management
+---------------+--------------------------+-------------+
| Service | Appliance | Status |
+---------------+--------------------------+-------------+
| freezer | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| logging | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| sirius | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| eon | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| opsconsole | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| keystone | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| memcached | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| apache2 | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| haproxy | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| monasca-agent | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
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| attis | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
+---------------+--------------------------+-------------+

Helion CloudSystem アプライアンスのシャットダウン
すべてのアプライアンスで実行中のすべてのサービスをシャットダウンしてから、アプライア
ンスをシャットダウンします。

注記: Helion CloudSystem Foundation のみをインストールした場合、Enterprise アプライア
ンスは、ご使用の環境には含まれません。

Helion CloudSystem Enterprise のみをインストールした場合、ご使用の環境にはクラウドコン
トローラーは含まれません。

手順 31 ESXi 環境でのアプライアンスをシャットダウンする
1. vCenter にログインします。
2. ホストを右クリックして、ホストをメンテナンスモードに設定します。

3. 次の順序で各ホストの [シャットダウン]オプションを選択します。
a. Enterprise アプライアンス
b. ネットワークノード

c. クラウドコントローラー

d. マネジメントアプライアンス

e. 監視アプライアンス

f. データベースアプライアンス

g. Deployer アプライアンス
4. （オプション）ESXiManagement クラスター内のホストをシャットダウンします。

a. ESXi ホストごとに、次の処理を行います。
i. ホストを右クリックし、[Enter Maintenance Mode] をクリックします。
ii. ホストを右クリックし、[Shutdown] をクリックします。

b. VCenter をシャットダウンします。

手順 32 KVM（HA）クラスター環境のアプライアンスをシャットダウンする
1. 管理ホストから各アプライアンストリオの各ノードに対して次のコマンドを実行します。

アプライアンスのリストは、Helion CloudSystem アプライアンス (69 ページ) を参照して
ください。

pcs resource disable <APP_NAME>

ここでは、<APP_NAME> はアプライアンス名です。
例

pcs resource disable env27-ccp-mon-m2

2. 次の順序で、ステップ 1 のアプライアンスでコマンドを実行します。
a. Enterprise アプライアンス
b. ネットワークノード

c. クラウドコントローラー

d. マネジメントアプライアンス

e. 監視アプライアンス

f. データベースアプライアンス

g. Deployer アプライアンス
3. （オプション）KVM Management クラスター内のホストをシャットダウンします。
手順 33  KVM シングルホスト（非-HA）環境でのアプライアンスをシャットダウンする
1. 各アプライアンストリオの各アプライアンスに SSH 接続します。
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2. 次の順序で、アプライアンスの シャットダウンコマンドを実行します。
sudo shutdown -h now

a. Enterprise アプライアンス
b. ネットワークノード

c. クラウドコントローラー

d. マネジメントアプライアンス

e. 監視アプライアンス

f. データベースアプライアンス

g. Deployer アプライアンス
3. （オプション）KVM 管理ホストをシャットダウンします。

計画的シャットダウン後の Helion CloudSystem クラウドの起動
Helion CloudSystem を起動するには、まずコンピュートホストを起動する必要があります。そ
れからアプライアンスを起動し、決まった順序でアプライアンスサービスを開始します。

1. Helion CloudSystem アプライアンスを起動する (73 ページ)
2. アプライアンスサービスの開始 (74 ページ)
3. すべてのサービスが実行中であることを確認する (74 ページ)
4. コンピュートホストの起動 (76 ページ)

Helion CloudSystem アプライアンスを起動する

注記: Helion CloudSystem Foundation のみをインストールした場合、Enterprise アプライア
ンスは、ご使用の環境には含まれません。

Helion CloudSystem Enterprise のみをインストールした場合、ご使用の環境にはクラウドコン
トローラーは含まれません。

手順 34 ESXi クラスターあるいはシングル KVM 管理ホスト内のアプライアンスの電源をオン
にする

1. コントロールプレーンを実行中の ESXi あるいは KVM の管理ハイパーバイザーにログイ
ンします。

2. ハイパーバイザーを使用して、次の順序で各アプライアンストリオ内の各ノードの電源を
オンにします。

a. Deployer アプライアンス
b. データベースアプライアンス

c. 監視アプライアンス

d. マネジメントアプライアンス

e. クラウドコントローラー

f. ネットワークノード

g. Enterprise アプライアンス
3. すべてのアプライアンスの電源が入り、Deployer アプライアンスからアクセスできること
を確認します。

a. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
b. Deployer アプライアンスから各アプライアンスに SSH 接続します。

手順 35 KVM Management クラスターのアプライアンスの電源をオンにする
1. コントロールプレーンを実行中の KVM 管理ハイパーバイザーにログインします。
2. ハイパーバイザーを使用して、次の順序で次のコマンドを入力して、アプライアンスの電
源をオンにします。

pcs resource enable <APP_NAME>
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ここでは、<APP_NAME> はアプライアンス名です。
アプライアンスのリストは、Helion CloudSystem アプライアンス (69 ページ) を参照して
ください。

例

pcs resource enable env27-ccp-mon-m2

3. 次の順序で、ステップ 2 のアプライアンスでコマンドを実行します。
a. Deployer アプライアンス
b. データベースアプライアンス

c. 監視アプライアンス

d. マネジメントアプライアンス

e. クラウドコントローラー

f. ネットワークノード

g. Enterprise アプライアンス
4. すべてのアプライアンスの電源が入り、Deployer アプライアンスからアクセスできること
を確認します。

a. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
b. Deployer アプライアンスから各アプライアンスに SSH 接続します。

アプライアンスサービスの開始

手順 36 すべてのアプライアンスでのアプライアンスサービスを開始する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
2. すべてのアプライアンスとコンピュートホストでサービスを開始します。

csoperate service start all

手順 37 （オプション）アプライアンスグループのアプライアンスサービスを開始する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
2. （オプション）アプライアンスグループのサービスを開始します。

csoperate service start <appliance>

例

stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service start cs10cloud-ccp-management
- showing service status on appliance: cs10cloud-ccp-management
+---------------+--------------------------+---------+
| Service | Appliance | Status |
+---------------+--------------------------+---------+
| monasca-agent | cs10cloud-ccp-management | Running |
| haproxy | cs10cloud-ccp-management | Running |
| apache2 | cs10cloud-ccp-management | Running |
| memcached | cs10cloud-ccp-management | Running |
| keystone | cs10cloud-ccp-management | Running |
| opsconsole | cs10cloud-ccp-management | Running |
| nova | cs10cloud-ccp-management | Running |
| neutron | cs10cloud-ccp-management | Running |
| eon | cs10cloud-ccp-management | Running |
| sirius | cs10cloud-ccp-management | Running |
| logging | cs10cloud-ccp-management | Running |
| freezer | cs10cloud-ccp-management | Running |
| attis | cs10cloud-ccp-management | Running |
| cs-ace | cs10cloud-ccp-management | Running |
+---------------+--------------------------+---------+

手順 38 すべてのサービスが実行中であることを確認する
1. クラウドが完全にスタートアップするまで、およそ 5 分待ってください。
2. サービスが実行されていることを確認します。

csoperate service status all
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例

stack@env15-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service status all
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-deployer
+-----------------------------------------------|
| Service Appliance | Status |
+-----------------------------------------------+
| NTP-CLI cs10cloud-ccp-deployer | Running |
| monasca-agent cs10cloud-ccp-deployer| Running |
| logging cs10cloud-ccp-deployer | Running |
| freezer cs10cloud-ccp-deployer | Running |
+-----------------------------------------------+
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-management
+-------------------------------------------------+
| Service Appliance | Status |
+-------------------------------------------------+
| NTP-SVR cs10cloud-ccp-management | Running |
| monasca-agentcs10cloud-ccp-management | Running |
| haproxy cs10cloud-ccp-management | Running |
| apache2 cs10cloud-ccp-management | Running |
| memcached cs10cloud-ccp-management | Running |
| keystone cs10cloud-ccp-management | Running |
| opsconsole cs10cloud-ccp-management | Running |
| nova cs10cloud-ccp-management | Running |
| NEU-*;!NEU-HYP cs10cloud-ccp-management Running |
| eon cs10cloud-ccp-management | Running |
| EON-ONEVIEW[0] cs10cloud-ccp-management Running |
| sirius cs10cloud-ccp-management | Running |
| logging cs10cloud-ccp-management | Running |
| freezer cs10cloud-ccp-management | Running |
| attis cs10cloud-ccp-management | Running |
| cs-ace cs10cloud-ccp-management | Running |
+-------------------------------------------------+

3. いずれかのサービスで [Not Running] あるいは [Unknown] と表示された場合は、特定の
サービスを開始します。

例

stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service start cs10cloud-ccp-db_rabbit

必要に応じて、個別にvertica サービスを開始します。
csoperate service stop vertica cs10cloud-ccp-monitoring
csoperate service start vertica cs10cloud-ccp-monitoring

4. どのサービスでも、依然として [Not Running] あるいは [Unknown] と表示された場合は、
マネジメントアプライアンスでapache2 を停止し、再起動してください。
csoperate service stop apache2 cs10cloud-ccp-management
csoperate service start apache2 cs10cloud-ccp-management

5. （オプション）上記のステップを試行してもなお、サービスが実行されていない場合、
Ansible の playbook を実行してサービスを停止し、開始します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts <service>.yml

6. （オプション）admin 認証情報を使って HA プロキシページにログインし、サービスのヘ
ルスをチェックします。

http://<mgmt-m1-IP>:1993

HA をインストールする際には、cc m2 と cc m3 で GLA API サービスが常に [Down] と表
示されます。Glance サービスはシンングルトンであるためです。

7. （オプション） HA プロキシページで、HLM UX サービスが [Down] と表示された場合は、
ローカル ホストを再起動します。
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csoperate service start localhost

コンピュートホストの起動

手順 39 ESXi コンピュートクラスターを起動する
1. ESXi ホストごとに、ESXi がインストールされている物理ボックスの電源ボタンを、電源
をオンにするシーケンスが開始するまで押します。

2. 各 ESXi ホストが起動したら、次の手順を行います。
a. OVSvApp 仮想マシンを選択し、右クリックして [Power On] を選択します。

OVSvApp が立ち上がるまで、3、４ 分待ってください。 VM コンソールをチェック
し、VM コンソールが実行していることを確認します。

b. novaproxy 仮想マシンを選択して、右クリックし、[Power On] を選択してください。
3. OVSvApp と novaproxy VMs のステータスをチェックします。

csoperate service status <ovsvapp-host-name>
csoperate service status <novaproxy-host-name>

例

csoperate service status cs-ccp-esx-ovsvapp0001-clm
csoperate service status cs-ccp-esx-comp0001-clm

4. （オプション）OVSvApp または novaproxy のサービスがダウンした場合は、以下を実行
します。

csoperate service start <ovsvapp-host-name>
csoperate service start <novaproxy-host-name>

手順 40 HPE Linux と RHEL KVM コンピュートホストを起動する
• コンピュートホストの電源をオンにします。

Nova と Neutron サービスが自動的に起動します。

手順 41 Start HYPER-V クラスターまたはホストをコンピュートする
• コンピュートホストの電源をオンにします。

Nova と Neutron サービスが自動的に起動します。

電源障害または不意のシャットダウンからのリカバリ
1. アプライアンスの電源をオンにする (76 ページ)
2. アプライアンスサービスの停止と開始 (77 ページ)
3. すべてのサービスが実行中であることを確認 (77 ページ)
4. コンピュートホストの起動 (78 ページ)

アプライアンスの電源をオンにする

手順 42 ESXi Management クラスターまたはシングル KVM 管理ホストのアプライアンスの電
源を入れる

1. 必要に応じて、ESXi クラスターまたはシングル KVM 管理ホストのノードの電源をオンに
します。

ESXi または KVM がインストールされている物理ボックスの電源ボタンを、電源をオンに
するシーケンスが開始するまで押します。

2. コントロールプレーンを実行中の ESXi または KVM 管理ハイパーバイザーにログインし
ます。

3. ハイパーバイザーを使って、次の順序でアプライアンスの電源をオンにします。

a. Deployer アプライアンス
b. データベースアプライアンス

c. 監視アプライアンス
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d. マネジメントアプライアンス

e. クラウドコントローラー

f. ネットワークノード

g. Enterprise アプライアンス
4. すべてのアプライアンスの電源が入り、Deployer アプライアンスからアクセスできること
を確認します。

a. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスに SSH 接続します。
b. Deployer アプライアンスから各アプライアンスに SSH 接続します。

手順 43 KVM 管理クラスターのアプライアンスの電源をオンにする
必要に応じて、KVM 管理クラスターのノードの電源をオンにします。
KVM がインストールされている物理ボックスの電源ボタンを、電源をオンにするシーケンス
が開始するまで押します。

1. コントロールプレーンを実行中の KVM 管理ホストにログインします。
2. 各アプライアンストリオの各ノードで、次のコマンドを入力します。

pcs resource enable <APP_NAME>

ここでは、<APP_NAME> はアプライアンス名です。
アプライアンスのリストは、Helion CloudSystem アプライアンス (69 ページ) を参照して
ください。

例

pcs resource enable env27-ccp-mon-m2

3. 次の順序で、ステップ 2 のアプライアンスでコマンドを実行します。
a. Deployer アプライアンス
b. データベースアプライアンス

c. 監視アプライアンス

d. マネジメントアプライアンス

e. クラウドコントローラー

f. ネットワークノード

g. Enterprise アプライアンス

アプライアンスサービスの停止と開始

手順 44 アプライアンスサービスを停止・開始する
1. すべてのアプライアンスで実行中のサービスをすべて停止します。

csoperate service stop all

2. すべてのアプライアンスとコンピュートホストでサービスを開始します。

csoperate service start all

すべてのサービスが実行中であることを確認

手順 45 すべてのサービスが実行中であることを確認する
1. クラウドが完全にスタートアップするまで、およそ 5 分待ってください。
2. サービスが実行されていることを確認します。

csoperate service status all

例

stack@env15-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service status all
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-deployer
+-----------------------------------------------+
| Service Appliance Status |
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+-----------------------------------------------+
| monasca-agent cs10cloud-ccp-deployer| Running |
| logging cs10cloud-ccp-deployer | Running |
| freezer cs10cloud-ccp-deployer | Running |
+-----------------------------------------------+
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-management
+------------------------------------------------+
| Service Appliance Status |
+------------------------------------------------+
| haproxy cs10cloud-ccp-management Not Running|
| monasca-agent cs10cloud-ccp-management Running|
| opsconsole cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| apache2 cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| memcached cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| keystone cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| eon cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| sirius cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| logging cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| freezer cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| attis cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| cs-ace cs10cloud-ccp-management | Unknown |
+------------------------------------------------+

3. いずれかのサービスで [Not Running] あるいは [Unknown] と表示された場合は、特定の
サービスを開始します。

例

stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service start cs10cloud-ccp-db_rabbit

必要に応じて、vertica サービスを個別に開始することがあります。
csoperate service stop vertica cs10cloud-ccp-monitoring
csoperate service start vertica cs10cloud-ccp-monitoring

4. どのサービスでも、依然として [Not Running] あるいは [Unknown] と表示された場合は、
マネジメントアプライアンスでapache2 を停止し、再起動してください。
csoperate service stop apache2 cs10cloud-ccp-management
csoperate service start apache2 cs10cloud-ccp-management

5. （オプション）上記のステップを試行してもなお、サービスが実行されていない場合、
Ansible の playbook を実行してサービスを停止し、開始します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts <service>.yml

6. （オプション）admin 認証情報を使って HA プロキシページにログインし、サービスのヘ
ルスをチェックします。

http://<mgmt-m1-IP>:1993

HA をインストールする際には、cc m2 と cc m3 で GLA API サービスが常に [Down] と表
示されます。Glance サービスはシンングルトンであるためです。

7. （オプション） HA プロキシページで、HLM UX サービスが [Down] と表示された場合は、
csoperate コマンドを実行します。
csoperate service start localhost

8. （オプション）リカバリが失敗した場合は、Ansible の playbook を実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts rabbitmq-disaster-recovery.yml

コンピュートホストの起動

手順 46 ESXi コンピュートクラスターを起動する
1. クラスターでは、各 ESXi コンピュートのホストを起動します。
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2. 各 ESXi コンピュートホストの起動後。
a. OVSvApp 仮想アプライアンスを選択し、右クリックして [Power on] を選択します。

OVSvApp が立ち上がるまで、3、４ 分待ってください。 VM コンソールをチェック
し、VM コンソールが実行していることを確認します。

b. novaproxy 仮想マシンを選択し、右クリックして [Power On] を選択してください。
3. OVSvApp と novaproxy VMs のステータスをチェックします。

csoperate service status <ovsvapp-host-name>
csoperate service status <novaproxy-host-name>

例

csoperate service status cs-ccp-esx-ovsvapp0001-clm
csoperate service status cs-ccp-esx-comp0001-clm

4. （オプション）OVSvApp または novaproxy のサービスがダウンした場合は、以下を実行
します。

csoperate service start <ovsvapp-host-name>
csoperate service start <novaproxy-host-name>

手順 47 HPE Linux と RHEL KVM コンピュートホストを起動する
• コンピュートホストの電源をオンにします。

Nova と Neutron サービスが自動的に起動します。

手順 48 Start HYPER-V クラスターまたはホストをコンピュートする
• コンピュートホストの電源をオンにします。

Nova と Neutron サービスが自動的に起動します。

アプライアンスのヘルスとステータスのビューイング
1. admin の認証情報を使用して、オペレーションコンソールにログインします。
2. [Home]→[My Dashboard] に移動します。
3. コンピュートホスト、アプライアンス、サービスに新しいアラームがないことを確認しま
す。

4. admin 認証情報を使って、HA プロキシページにログインします。
http://<mgmt-m1-IP>:1993

HA をインストールする際には、cc m2 と cc m3 で GLA API サービスが常に [Down] と表
示されます。Glance サービスはシンングルトンであるためです。

5. サービスのヘルスを確認します。

OpenStack サービスのヘルスとステータスのビュー
1. OpenStack ユーザーポータルにログインします。
2. [Admin]→[システム情報]にアクセスします。
3. サービス用の各タブが有効であり、その状態が立ち上がっていることを確認します。
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6 ディレクトリサービス認証（OpenLDAP および Active
Directory）とマルチテナンシーの構成

LDAP とマルチテナンシーについて
Keystone CLI を使って、クラウドコントローラー上で OpenStack Keystone サービスを構成す
ると、外部認証ディレクトリサービス（エンタープライズディレクトリまたは認証ログインド
メインとも呼ばれる）を使用できます。 ディレクトリサービスでは、個々のローカルログイン
アカウントを保持するのではなく、OpenStack ユーザーポータルにログインするユーザーを認
証します。

ディレクトリサービスには、ユーザー、グループ、およびその他のタイプのオブジェクトを示
す一連のエントリーが含まれています。 各エントリーには一意の識別子、つまりその識別名
（DN）があります。 認証ディレクトリサービスを指定するときは、以下のものを含んだ検索
用語を使います。

• メールアドレス

• ユーザー ID

• 共通名

検索では、検索条件に一致するユーザーの識別名を返します。

ユーザーを認証するために、Helion CloudSystem は構成済みの OpenLDAP または Active
Directory サービスに認証要求を送信します。

詳細情報

「HP Helion CloudSystem 9.0：Deploying Multi-tier applications with HP OneView and
Helion OpenStack technology in a multi-tenant environment」

Helion CloudSystem Foundation の OpenLDAP またはアクティブディ
レクトリの構成

手順 49 特定の LDAP ドメインの構成をアップデートする
1. Deployer アプライアンスにログインします。
2. メインの Keystone 構成ファイルのテンプレート /home/stack/helion/my_cloud/

config/keystone/keystone.conf.j2 を編集します。
3. 次の構成オプションが、テンプレート内にあることを確認します。

[identity]
domain_specific_drivers_enabled = True
domain_configurations_from_database = False

4. サンプルファイルkeystone_configure_ldap_sample.yml のコピーを作成します。
cp /home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_sample.yml \
/home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_my.yml

5. LDAP サーバーに関する情報をインクルードし、新しいファイル
keystone_configure_ldap_my.yml を編集します。
フルオプションのリストと記述については、OpenStack Keystone ドキュメントの LDAP
のセクションを参照してください。

6. ローカル git レポジトリに新しいファイルをコミットします。
cd ~/helion
git checkout site
git add my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_my.yml
git add hos/ansible/roles/KEY-API/templates/keystone.conf.j2
git commit -m "Adding LDAP server integration config"

7. 構成プロセッサーと展開準備済みの playbook を再実行します。
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cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

8. 展開の領域で再構成の playbook を実行し、前のステップで作成した YAML ファイルを、
次のコマンド行オプションのとおりに渡します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts keystone-reconfigure.yml \
-e@/home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_my.yml

9. 環境変数を admin レベルのアクセスに設定し、LDAP の新しいドメインが作成されたこと
を確認してください。

source ~/keystone.osrc
openstack domain list
openstack user list –domain <new_domain_name>

注記: LDAP ドメインは、読み取り専用です。 つまり、新規ユーザーやグループレコー
ドを作成することはできません。

10. openstack user list コマンドが情報をリターンしない場合には：
a. マネジメントアプライアンスにログインし、/var/log/keystone/keystone.log
をチェックして、エラーの原因のトラブルシューティングを行います。

b. /home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/
keystone_configure_ldap_my.yml を編集して、エラーを修正します。

c. ステップ 6 から 8 を繰り返して、変更をコミットします。
11. LDAP ユーザーに適切な役割が与えられると、指定したドメイン内で he を認証できます。

詳細情報

HPE Helion OpenStack 3.0：LDAP への ID サービスの統合

Helion CloudSystem におけるマルチテナンシーの概要
HPE Helion CloudSystem Enterprise は、HPE Cloud Service Automation（HPE CSA）によっ
て定義された組織を実装します。 組織とは HPE CSA 管理者が定義するエンティティで、カン
パニー、ビジネスユニット、部課、グループに相当します。 組織のメンバーシップは、組織の
アイデンティティマネジメント構成が決定し、HPE CSA がアクセスしてユーザーのログイン
証明書を認証します。 管理者は、メンバーのクラウドへのエントリーポイントを決定し、各メ
ンバーをサービスとリソースに関連付けます。

Helion CloudSystem Foundation は、OpenStack テクノロジーが定義するプロジェクトを実装
しています。 プロジェクトとはユーザーを論理的にまとめたもので、クォータの定義、仮想マ
シンイメージへのアクセスに用いられます。

Helion CloudSystem では、管理者は、HPE CSA の組織を OpenStack プロジェクトに手動で
マッピングすることでマルチテナンシーを実装します。 このマッピングは、OpenLDAP や
Microsoft Active Directory などのディレクトリサービスを用いることで確立されます。
組織をプロジェクトにマッピングすることで、組織のユーザーからのサブスクリプション要求
のすべてが、対応するプロジェクトのコンテキストにおいて確実に満たされます。

• ユーザーのプロジェクトのみからのリソースが消費されます。

• プロジェクトクォータをチェックしてから、リクエストを実行します。

• プロジェクトネットワークは、テンプレートの定義に従って分けられています。

Helion CloudSystem では：

• 各組織は、ディレクトリサービスを用いるために構成されます。 クラウド管理者は、ディ
レクトリグループが組織にアクセスできるようにし、それらのグループに属する認証され
たユーザーが、その組織の Marketplace Portal にアクセスできるようにします。
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• 管理者は、各組織のプロジェクトを作成し、適切なディレクトリグループのすべてのユー
ザーをプロジェクトに追加します。

• ユーザーは Marketplace Portal にログインして、製品をレビューし、サブスクリプション
を要求することができます。 HPE CSA は、関連する認証情報を使って Helion CloudSystem
Foundation にログインし、インスタンスのプロビジョニングをオーケストレーションしま
す。

• Helion CloudSystem Foundation レベルでは、プロビジョニングされたインスタンスはユー
ザーが所有し、プロジェクトのメンバーロールを持つユーザーにアクセスすることができ
ます。

Helion CloudSystem Enterprise におけるマルチテナンシーの構成
プロセスの概要

1. ユーザーとグループを LDAP に追加 (82 ページ)
2. LDAP と Keystone サービスとの統合 (82 ページ)
3. LDAP ドメインでのプロジェクト構成とユーザー構成 (82 ページ)
4. OpenStack ユーザーポータルのプロジェクト構成とユーザー構成 (83 ページ)
5. LDAP ドメインをサポートする Keystone ポリシーのアップデート (83 ページ)
6. LDAP ドメイン用の OpenStack リソースプロバイダーの作成 (84 ページ)
7. OpenStack リソースプロバイダー環境の新規作成 (84 ページ)
8. HPE CSA 組織の作成 (85 ページ)
9. カタログのアクセス制御および環境の構成 (85 ページ)

ユーザーとグループを LDAP に追加
手順 50 ユーザーとグループを LDAP に追加する
1. Marketplace Portal へのアクセスを必要とするすべてのユーザーを、ディレクトリサービ
スグループまたは組織ユニットのメンバーとして追加します。

2. csaprovider という名前のユーザーを追加します。

LDAP と Keystone サービスとの統合
手順 51 LDAP と Keystone サービスを統合する
• LDAP と Keystone サービスとを統合します。 Helion CloudSystem Foundation の OpenLDAP
またはアクティブディレクトリの構成 (80 ページ) を参照してください。

LDAP ドメインでのプロジェクト構成とユーザー構成
ドメインを作成すると、指定されたユーザー 1 人に（csaprovider）そのドメインにおける
admin ロールが与えられることになります。 このユーザーは、Helion OpenStack ユーザーポー
タルにログインでき、新しいドメインでプロジェクトを作成し、そのプロジェクトでのロール
を、さまざまなユーザーやサービスディレクトリグループまたは組織ユニットに割り当てるこ
とができます。

注記: 
• クラウドの admin はプロジェクトを管理し、任意のドメイン（デフォルトまたは LDAP）
のプロジェクトメンバーを管理できます。

• LDAP ドメインの admin は、LDAP ドメインのプロジェクトとプロジェクトメンバーを管
理できます。

• プロジェクトの admin は、LDAP ドメインのプロジェクトメンバーを管理することはでき
ません。

82 ディレクトリサービス認証（OpenLDAP および Active Directory）とマルチテナンシーの構成



手順 52 LDAP ドメインでのプロジェクトとユーザーを構成する
1. デフォルトドメインでの admin ユーザーの認証情報を使って OpenStack ユーザーポータ
ルにログインします。 このユーザーのパスワードは、Deployer アプライアンス上のファ
イル keystone.osrc にあります。

2. [Identity] メニューから [Domains] を選択します。
3. ドメインの右側にある [...]メニューをクリックして、[Manage Members] を選択します。
4. LDAP ユーザー csaprovider を配置し、プラス（[+]）ボタンをクリックしてドメインに
追加します。

5. 下矢印をクリックしてロールのリストをオープンします。 [admin] を配置して選択しま
す。

オプション：_member_ をクリックしてこのロールを削除します。

6. [Save] をクリックします。

OpenStack ユーザーポータルのプロジェクト構成とユーザー構成
手順 53 OpenStack ユーザーポータルでプロジェクトとユーザーを構成する
1. LDAP ドメインの認証情報csaprovider で OpenStack ユーザーポータルにログインしま
す。

2. [Identity] メニューから、[Projects] を選択します。
3. [Create Project] をクリックします。
4. プロジェクトの名前とプロジェクトの説明（オプション）を入力します。

5. [Project Members] タブを選択し、個々のメンバーを追加します。 各プロジェクトメン
バーに適切なロールを必ず割り当ててください。

6. csaprovider ユーザーを追加して、_member_ ロールを割り当てます。 これはシーケン
スデザインを処理するための要件です。

7. [Save] をクリックします。

LDAP ドメインをサポートする Keystone ポリシーのアップデート
Helion CloudSystem Keystone ポリシーは、デフォルトで、デフォルトドメインへのアクセス
のみを施行するようになっています。 ポリシーをアップデートして、LDAP ドメインアクセス
を許可します。

手順 54 Keystone ポリシーをアップデートして LDAP のドメインをサポートする
1. stack の認証情報を使って、Deployer ノードにログインします。
2. Keystone のポリシーファイルのテンプレー
ト/home/stack/helion/hos/ansible/roles/KEY-API/templates/policy.v3cloudsample.json
を編集して、次のとおり変更します。

a. identity:list_users ルールを変更します。
From:
"identity:list_users": "rule:cloud_admin or rule:admin_and_matching_domain_id"

to:
"identity:list_users": "rule:admin_or_cloud_admin"

b. ファイルを保存して終了します。

3. ローカル git レポジトリの変更をコミットします。
cd ~/helion/
git checkout site
git add hos/ansible/roles/KEY-API/templates/policy.v3cloudsample.json
git commit -m "Modify Keystone Policy for CS 10.0 multi-tenancy"

4. 構成プロセッサーと展開領域を準備する playbook を再実行します。
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cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

5. Keystone 再構成 playbook を実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts keystone-reconfigure.yml

LDAP ドメイン用の OpenStack リソースプロバイダーの作成
デフォルトの OpenStack プロバイダー HPE Helion CloudSystem を再利用することはでき
ません。

手順 55 LDAP ドメイン用の OpenStack リソースプロバイダーを作成する
1. HPE CSA クラウドサービス管理コンソールにログインします。
2. [Providers] をクリックします。
3. 右上隅にあるギアアイコンをクリックし、[Create Resource Provider] を選択します。
4. [Provider Type] のリストから、OpenStack を選択します。
5. [Access Point Configuration] セクションの必須フィールドを OpenStack 環境向けに構
成します。

以前に作成したユーザー ID として csaprovider ユーザーを使って、プロバイダーを構
成します。 詳しくは、LDAP ドメインでのプロジェクト構成とユーザー構成 (82 ページ)
を参照してください。

6. [OpenStack Configuration] セクションに、新しく作成した LDAP ドメイン名を入力しま
す。

Helion OpenStack にプロジェクト名を入力します。その場合、enableUserContext を
デザイン内のすべての Helion OpenStack コンポーネントで False に設定するようにプロ
ビジョニングトポロジをデザインすると、プロビジョニングが起こります。

すべての Helion OpenStack デザインでenableUserContext を True に設定した場合は、
プロジェクトを空のままにすることができ、サブスクライバーはプロジェクトのセットか
らプロビジョニング中にプロジェクトを選択して、サブスクライバーをオーソライズする
ことができます。

[Use domain-scoped-transport token] にチェックします。
• チェックが入ると、ドメインスコープ トランスポートトークンが Helion OpenStack
との通信に使われます。 プロバイダーユーザーがドメインスコープ トランスポート
トークンを使うにはドメインの管理権限が必要です。

• クリアすると、プロジェクトスコープ トランスポートトークンを使用します。

7. [Create] をクリックします。

OpenStack リソースプロバイダー環境の新規作成
新規環境は、新たに作成した OpenStack リソースプロバイダーごとに作成し、関連付ける必
要があります。

環境を再使用することはできず、各リソースプロバイダーには一意の環境が 1 つ必要です。
手順 56 OpenStack リソースプロバイダー環境を新規作成する
1. HPE CSA クラウドサービス管理コンソールにログインします。
2. HPE CSA ダッシュボードから [Providers] をクリックします。
3. 左上隅にあるリストから [By Environment] を選択します。
4. リソース環境をまったく作成していない場合は、[Create your first Resource Environment]
をクリックします。 次のステップをスキップします。

5. 右上隅のギアアイコンをクリックし、[Manage Resource Environments] を選択します。
6. プラス記号（[+]）をクリックします。
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7. 名前とリソース環境へのオプションの記述を入力します。

8. [Create] をクリックします。 必要に応じて、[Done] をクリックします。
9. 新たに作成したリソース環境を選択し、[Select Resource Provider] をクリックします。
10. リソースプロバイダーを選択して、[Add] をクリックします。
11. [Save] をクリックします。

HPE CSA 組織の作成
手順 57 HPE CSA 組織を作成する
1. HPE CSA クラウドサービス管理コンソールにログインします。
2. ダッシュボードから [Organizations] をクリックします。
3. [Create Organization] をクリックします。
4. 組織に、前もって作成した Helion OpenStack プロジェクトと同じ名前を指定します。
5. [LDAP] タブをクリックします。
6. LDAP ーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）または LDAP サーバーの IP アドレスを入力
します。

7. ポート 389 または 636（安全な LDAP のため）のいずれかを規定します。
8. [Base DN]（識別名）を追加します。 Base DN は、検索の基盤として使われる最上位の

LDAP ディレクトリです。
9. [User ID] には、LDAP サーバーへの認証権限を有するフル DN と任意のユーザーのパス
ワードを指定します。 LDAP サーバーが、ユーザー ID やパスワードを認証の際に要求し
ない場合は、このバリューは省略できます。

10. [User Login Information] セクションを構成します。
[User Name Attribute] には、ユーザーを一意に識別し、Marketplace Portal へのログイン
に使用する属性の名前を入力します。

[User Search Base] フィールドに、ユーザーの記録が配置されている LDAP ディレクト
リ内の位置を入力します。 Base DN と比べて、この位置を特定する必要があります。
Base DN 直下の共通ディレクトリにユーザーを配置していない場合は、このフィールドを
空白のままにします。

11. [Save] をクリックします。
12. [Look Up User] ボタンをクリックし、既存のユーザーを入力して [Search] をクリックし
て、LDAP の構成が正しいことを確認します。

13. [Access Control] タブをクリックします。
14. [Consumer Organization Administrator] セクションで、[Add DN] をクリックします。
15. ディレクトリサービスグループまたは組織ユニット（OU）に名前と DN を入力して、新
組織での管理者特権を与えます。 LDAP ベース DN に DN 値を追加して、LDAP のグルー
プへのフルパスを形成します。

16. [Add] をクリックします。
17. [Service Consumer] セクションで、[Add DN] をクリックします。
18. ディレクトリサービスのグループまたは組織ユニットの名前と DN を入力して、Marketplace

Portal から新しい組織へのアクセスを許可します。 LDAP ベース DN に DN 値を追加し
て、LDAP のグループへのフルパスを形成します。

19. [Add] をクリックします。
許可ユーザーは、[General Information] タブに表示される組織の URL から Marketplace
Portal にアクセスできます。

カタログのアクセス制御および環境の構成

1 つ以上の LDAP グループを、カタログにアクセスできるユーザーを識別するカタログに関連
付ける必要があります。 Marketplace Portal にログインするユーザーは、そのカタログの製品
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を確認するために、カタログに関連付けられた LDAP グループのメンバーでなければなりませ
ん。 環境は、カタログ向けにも構成する必要があります。
手順 58 カタログのアクセス制御と環境を構成する
1. HPE CSA クラウドサービス管理コンソールにログインします。
2. ダッシュボードから [Catalogs] をクリックします。
3. 新しく作成した組織のカタログをクリックします。

4. [Access Control] タブをクリックします。
5. [Add Group] をクリックします。
6. カタログを組織の認証されたユーザーすべてに可視化するには、（クラウドサービス管理
コンソールの組織領域内の）組織のサービスコンシューマーロールに追加されている LDAP
グループを識別し、同じ LDAP グループのすべてがサービスカタログのアクセス制御領域
に表示されていることを確認します。 既存の名前付きの DVs リストから該当するグルー
プを選択するか、新しいグループまたは組織ユニットの名前と DN を入力します。 [Add]
をクリックします。

7. [Environments] タブをクリックします。
8. [Shared Environments] をクリックします。
9. 1 つ以上のリソース環境をカタログに指定できます。 リソース環境では、予約時間に選択
できる一連のリソースプロバイダーを制限します。 環境をカタログに関連付けるとき、カ
タログにあるサービス製品の展開に必要なすべてのプロバイダーが、カタログに関連付け
られている少なくとも 1 つの環境内にあることを確認してください。 サービスカタログ
に、いかなる環境も関連付けない場合、プロバイダーの選択には環境による制限はありま
せん。

10. [ADD>] をクリックして、環境を [Selected Resource Environments] リストに追加しま
す。

11. [Save] をクリックします。

サブスクライバーオプションでのユーザーのインパーソネーションモー
ドの構成

HPE CSA サービスサブスクリプション要求を OpenStack ベースのサービスに作成する際にマ
ルチネテナンシーの構成を使用するために、「ユーザーインパーソネーションモードの有効
化」を Marketplace Portal のサブスクライバーオプションで「True」に設定する必要がありま
す。
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7 マルチ OpenStack プロバイダー向け Helion
CloudSystem 環境の構成

マルチ OpenStack プロバイダーの概要
クラウド管理者は、マルチ OpenStack プロバイダーをサポートするように Helion CloudSystem
Enterprise を構成できます。 これにより、シングル HPE CSA クラウドサービス管理コンソー
ルから複数の Helion CloudSystem Foundation 環境内のリソースを管理できるようになりま
す。

Helion CloudSystem は、[HPE Helion CloudSystem] と呼ばれるデフォルトのリソースのプロ
バイダーを作成し、デフォルトドメイン内のプロジェクトのプロビジョニングに使用できま
す。 LDAP と Helion CloudSystem をインテグレーションしてマルチネテナンシーまたはマル
チクラウド環境に構成してから、以下のステップを実行して、各 Helion CloudSystem Foundation
へのニューリソースプロバイダーを作成します。

デフォルト HPE Helion CloudSystem プロバイダーは再使用できません。

マルチクラウド環境のセットアップ
1. 最初の環境に、Helion CloudSystem Enterprise を展開します。 この環境には、Foundation
と Enterprise の両方、または Enterprise のみを展開することができます。
Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ESXi インストー
ルガイド』または『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガイド』を参照して
ください。

2. Helion CloudSystem Foundation は、最大 4 つの追加の環境で展開します。
3. LDAP ユーザーを追加、編成します。
ユーザーとグループを LDAP に追加 (82 ページ) を参照してください。

4. 各環境で LDAP を構成します。
LDAP と Keystone サービスとの統合 (82 ページ) を参照してください。

5. 各環境でのプロジェクトとユーザーを構成します。

LDAP ドメインでのプロジェクト構成とユーザー構成 (82 ページ) 、OpenStack ユーザー
ポータルでプロジェクトとユーザーを構成する (83 ページ) 、Keystone ポリシーをアップ
デートして LDAP のドメインをサポートする (83 ページ) を参照してください。

6. Enterprise 環境で、それぞれの環境（Enterprise とすべての Foundation 環境）リソースの
プロバイダーを作成します。

LDAP ドメイン用の OpenStack リソースプロバイダーの作成 (84 ページ) を参照してくだ
さい。

7. 1 つ以上のリソース環境をユーザーのニーズに基づいて作成します。 たとえば、リソース
環境を作成し、すべてのリソースプロバイダーにそれを追加することもできます。 あるい
は、各プロバイダーに個別のリソース環境を作成することもできます。

OpenStack リソースプロバイダー環境を新規作成する (84 ページ) を参照してください。
8. HPE CSA では、1 つ以上の組織を作成します。 組織の数は、ユーザー特有のニーズに基
づいています。

HPE CSA 組織を作成する (85 ページ) を参照してください。
9. ステップ 8 で作成する、各組織のカタログを構成します。
カタログのアクセス制御と環境を構成する (86 ページ) を参照してください。

10. provider-cert-load.sh スクリプトを実行して、各 Helion CloudSystem Foundation
環境から証明書を取得し、Helion CloudSystem Enterprise 環境の HPE CSA トラストスト
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アにそれらの証明書を追加します。 （環境についての詳細をパラメーターとしてスクリプ
トに追加する必要があります）。

たとえば、4 つの Helion CloudSystem Foundation 環境を展開した場合は、
provider-cert-load.sh スクリプトの実行は 4 回、各 Helion CloudSystem Foundation
環境で 1 回です。

ヒント: スクリプト [provider-cert-load.sh] は、この PDF ファイルに添付されていま
す。 Adobe acrobat では、左側のナビゲーションでペーパークリップのアイコンをクリッ
クします。 [provider-cert-load.sh] を右クリックし、[Save Attachment] をクリックしま
す。 スクリプト内の指示に従います。
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8 ソフトウェアのライセンスとライセンスキーの管理
オペレーションコンソールでライセンスキーを追加または管理する必要はありません。

Helion CloudSystem ソフトウェアのライセンスは、サーバーごとのライセンスモデルに基づい
ています。

• ライセンスは、管理対象サーバーごとに購入します。

• 無制限数の仮想マシンインスタンスは、ライセンスされたサーバーの限られたセットに展
開し管理できます。

ライセンス保証量を参照して、管理ライセンスが付与されたサーバーの数を確認します。

ライセンスのサポートについては、http://www.hpe.com/software/licensing-support を参照
してください。

ライセンスドキュメントを読むには、http://www.hpe.com/software/SWlicensing を参照して
ください。

内蔵テクノロジーおよびインストール済みコンポーネントのライセンス
Helion CloudSystem ソフトウェアには、複数の組み込み型テクノロジーと別途インストールさ
れたコンポーネントが含まれ、その中には独立した製品として Hewlett Packard Enterprise か
ら提供されているものもあります。 これらのテクノロジーは、単一の Helion CloudSystem ソ
フトウェア製品として一括して提供されており、ご使用の Helion CloudSystem ソフトウェア
ライセンス契約で、そこに含まれているすべてのテクノロジーコンポーネントを使用できま
す。 Helion CloudSystem ソフトウェアコンポーネントテクノロジーの使用権は、これらのコ
ンポーネントを個別のスタンドアロン製品として購入したときに与えられる権利とは異なる場
合があります。 Helion CloudSystem ソフトウェア固有の使用許諾条件については、Helion
CloudSystem ソフトウェアエンドユーザー使用許諾契約書で確認できます。

Helion CloudSystem ソフトウェアに付属の Hewlett Packard Enterprise
製品のライセンス

HPE OneView の使用権は、Helion CloudSystem または Enterprise ソフトウェアライセンスで
付与されません。 Helion CloudSystem ソフトウェアと HPE OneView は多くの場合、まとめ
て販売および提供されていますが、HPE OneView と Helion CloudSystem ソフトウェアは別個
のソフトウェア製品であり、それぞれのライセンス契約下で独立してライセンスが適用されま
す。

Helion CloudSystem Enterprise Performance、Applications、および Analytics アドオンソフト
ウェアスイートの使用権は、ご使用の Helion CloudSystem Enterprise ソフトウェアライセン
スでは付与されません。 Helion CloudSystem Enterprise ソフトウェアと Helion CloudSystem
Enterprise Performance、Applications、および Analytics アドオンソフトウェアスイートは多
くの場合、まとめて販売および提供されていますが、これらは別個のソフトウェア製品であ
り、それぞれのライセンス契約下で独立してライセンスが適用されます。

ライセンスキー
ソフトウェアを簡単に使用できるように、Helion CloudSystem ソフトウェアコンポーネントの
ライセンスキーが必要に応じて用意されます。 受け取るライセンスキーは、購入した Helion
CloudSystem ソフトウェアの使用権の範囲を反映している場合もあれば、反映していない場合
もあります。 たとえば、購入した Helion CloudSystem ソフトウェア製品によっては、複数の
ライセンスキーまたは購入したキャパシティには不足あるいは超過している可能性のある使用
制限を意味するキーが提供されます。 提供されるキーの数および種類に関係なく、Helion
CloudSystem ソフトウェアの使用権は、ライセンスおよび購入契約で定義されています。
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重要: Helion CloudSystem ソフトウェアで受け取るライセンスキーには、次の特徴がありま
す。

• Helion CloudSystem ソフトウェアを簡単に使用するために提供されます。

• ライセンス契約および Helion CloudSystem ソフトウェアの使用権の範囲を必ずしも反映
しません。

• ライセンス契約のコンプライアンスや実施の追跡には依拠しません。

Helion CloudSystem ソフトウェアテクノロジーコンポーネントに対して提供されるライセンス
キーは次のとおりです。

表 2 Helion CloudSystem ソフトウェアのライセンスキー

提供されたライセンスキーの種類ライセンスキーを必要とするコンポーネント購入したソフトウェア

N/AなしHelion CloudSystem
Foundation ソフトウェア

OSIHPE Cloud Service Automation ソフトウェ
ア

Helion CloudSystem
Enterprise ソフトウェア

OSIHPE Operations Orchestration

ServerHPE Matrix Operating Environment ソフト
ウェア

ServerHPE Insight Control ソフトウェア

ServerHPE Integrated Lights-Out（iLO）ソフトウェ
ア

HPE Cloud Service Automation と HPE Operations Orchestration ソフトウェアには、必ずオペ
レーティングシステムインスタンス（OSI）ベースのライセンスキーが必要です。 サーバーご
とのライセンス契約下で Helion CloudSystem ソフトウェアを購入した場合でも、OSI ライセ
ンスキーを受け取ります。

サーバーごとのライセンス契約下で Helion CloudSystem を購入した場合でも、Cloud Service
Automation ソフトウェア用の OSI キーを多数受け取るので、このテクノロジーを使用してラ
イセンス数までのサーバーを管理できます。 OSI ベースキーを受け取った場合でも、これらの
テクノロジーの使用権はサーバーごとのライセンス契約によって制限されます。

ライセンスキーの管理

購入済みの Helion CloudSystem ソフトウェア製品の Enterprise コンポーネントを有効にする
には、ライセンスキーが必要です。 Helion CloudSystem Foundation のソフトウェアにライセ
ンスを入力する必要はありません。

Helion CloudSystem Enterprise のライセンスキーを追加するには：
1. http://enterpriselicense.hpe.com でライセンスをアクティブ化します。 Entitlement Order

Number（EON）を入力し、Helion CloudSystem ライセンスをアクティブ化します。

注記: ライセンスのアクティブ化操作中に、ロック ID を入力する必要があります。
• HPE CSA では、コンシューマーアクセスネットワークの仮想 IP アドレス
（Public-VIP）を入力します。

• HPE OO では、Enterprise アプライアンスから ifconfig によって返される最初の
IP アドレスを入力します。 （オプション）Public-VIP または Admin-VIP アドレスを
入力しないでください。
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2. 次に示す各 Helion CloudSystem Enterprise ソフトウェアコンポーネントの使用を有効に
するために、ライセンスキーを追加します。

• Helion CloudSystem Enterprise アプライアンス

• Matrix Operating Environment

• HPE Insight Control ソフトウェア
各ライセンスキーを、使用する予定の対応する管理コンソールに追加します。 例：
• Enterprise のライセンスキーを Enterprise アプライアンスのクラウドサービス管理コ
ンソールに追加します。

HPE CSA ライセンスのアクティブ化操作とインストール (91 ページ) を参照してくだ
さい。

• Operations Orchestration のライセンスキーを Enterprise アプライアンスの Operations
Orchestration central に追加します。
HPE Operations Orchestration ライセンスのアクティブ化とンストール (91 ページ)
を参照してください。

• Matrix OE のライセンスを中央管理サーバー（CMS）に追加します。

3. サーバーのキャパシティを増やすために、ライセンスを随時購入して追加します。

HPE CSA ライセンスのアクティブ化操作とインストール
前提条件

• ロック ID は、コンシューマーアクセスネットワークの仮想 IP アドレス（Public-VIP）で
す。

手順 59 HPE CSA ライセンスをインストールする
1. URL https://<Public-VIP>:8444 またはhttps://<Admin-VIP>:8444 を使って、
クラウドサービスの管理コンソールを開きます。

HPE CSA には、オペレーションコンソールの [ntegrated Tools] 画面からもアクセスでき
ます。

2. admin 認証情報を使ってログインします。
3. [Options] を選択してから、[Licensing] を選択します。
4. [Install License] をクリックします。
5. ライセンスファイルをブラウズしてから、[OK] をクリックします。
試用期間（最初の 90 日）中に、ライセンスキーがまだ追加されていない場合、HPE CSA では
ユーザーが作成できる新しいインスタンス数が制限されます。

HPE Operations Orchestration ライセンスのアクティブ化とンストール
前提条件

• ライセンスキーは、Enterprise アプライアンスから ifconfig によって返される最初の
IP アドレスを使ってアクティブ化されました。 （オプション）Public-VIP または Admin-VIP
アドレスを入力しないでください。

手順 60 Operations Orchestration ライセンスをインストールする
1. URL https://<Public-VIP>:9091/oo またはhttps://<Admin-VIP>:9091/oo を
使って、Operations Orchestration を開きます。
OO には、オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面からもアクセスできます。

2. Helion CloudSystem の展開中に設定される管理者の認証情報を使ってログインします。
3. [System Configuration] を選択してから、[System Settings] を選択して [License] をク
リックします。
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4. [Install License] をクリックします。
5. ライセンスファイルをブラウズしてから、[OK] をクリックします。

ライセンス適合の管理
ライセンス要件のサイジングと、お客様のニーズを満たすために必要な数のライセンスを購入
することは、お客様の責任です。 お客様はコンプライアンスを追跡し、ライセンスの制限を超
える場合は追加のライセンスを購入する必要があります。 ライセンス適合はあらゆる時点で
Hewlett Packard Enterprise の監査対象となります。
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9 アラームの監視と使用法
Helion CloudSystem には Monasca 監視ツールのサポートが備わっています。 Monasca は、
OpenStack ベースのクラウド向けの包括的なクラウド監視ソリューションです。
• Monasca では、ノードベースのエージェントが使用され、一元的な収集ポイントにメト
リックが報告されます。アラームは、この収集ポイントでトリガーされます。

• ユーザーは、Monasca によってクラウドを構成するサービスと基盤となるインフラストラ
クチャを運用する有効性を理解できます。また問題が発生した場合は対応に関する詳細を
提供できます。

• システムステータスとサポートのメトリックは、常時監視され、使用や追跡が容易なた
め、システムの管理タスクをさらにタイミングよく、予測しやすくなります。

Monasca について詳しくは、the Monasca website を参照してください。
オペレーションコンソールの [Home] メニューには、以下のページがあります。

• アラームダッシュボードでは、次のことができます。

選択した時間間隔で生成した、新しいアラームを表示します。◦
◦ アラームサマリーセクションでアクティブなアラームを表示します。

◦ Monasca レポートを詳述するアラーム表示します。

◦ ダッシュボードカードを追加します。

◦ ダッシュボードカードを編集します。

◦ ダッシュボードカードを削除します。

◦ ダッシュ ボードカードのアラームサマリーを移動します。

◦ 新規アラームのダッシュボードアラームレポート期間を変更します。

• マイダッシュボードでは、次のことができます。

アラームとステータスのカードおよびシステムアラーム、リソース、カレントステー
タスをモニターするチャートを含んだ複数のタブを備えたユーザーカスタマイズの

◦

ページを作成します。 ダッシュボードの各チャートに.csv ファイルをダウンロードで
きます。 ページの構成は、ユーザーが設定したログインアカウントに関連付けられま
す。

• アラームエクスプローラーは、以下のセクションから成っています。

アラームエクスプ ローラー:◦
– アラームの定義を作成します

– アラームの詳細を表示します。

– アラームの定義を表示して編集します。

– アラームを削除します

◦ アラームの定義

新規アラームの定義を作成します。–

– アラームの定義を表示して編集します。

– アラームの定義を削除します

– アラームインスタンスを表示します。
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◦ 通知メソッド

– 追加、表示、編集、通知メソッドを削除します。

• ログの収集によって、ログデータツールを一元化した Kibana をオープンすることができ
ます。

詳細情報

アラームサマリーセクションについて (94 ページ)
新規アラームの定義の追加 (97 ページ)
ダッシュボードカードの追加 (95 ページ)
マイダッシュボードタブの追加 (95 ページ)
マイダッシュボードウィジットの追加 (96 ページ)
マイダッシュボードのチャートの追加 (96 ページ)
新しい通知メソッドの追加 (98 ページ)
Helion CloudSystem ログの表示 (98 ページ)

新規アラームの時限の変更
アラームダッシュボードはデフォルトで、過去 60 秒のアラームを表示するようになっていま
す。 この期間は、60 秒から 8 時間にまで変更できます。
1. [Alarms Dashboard] で、[Configure] をクリックします。
2. 表示する時間間隔を選択します。

アラームサマリーセクションについて
各ユーザーは、この画面に表示されるアラームサマリーカードをカスタマイズできます。 ア
ラームは、起こりうる問題の発見と修正に役立ちます。 ユーザープロファイルは表示するカー
ドを定義します。 カードは、以下のカテゴリでアラームを表示します。

• [クリティカル]
オープンアラームは、赤色のインジケーターで識別されます。

• 警告

オープンアラームは、黄色のインジケーターで識別されます。

• 不明

オープンアラームは、灰色のインジケーターで識別されます。 不明は、メトリックの受信
を停止したアラームのステータスになります。 これは、以下の条件によって発生する可能
性があります。

◦ サービスやコンポーネントが環境にインストールされていないとき。

◦ 以前にあった仮想マシンまたはノードを、対応するアラームを削除せずに取り除きた
とき。

◦ 直近にレポートされたメトリックと次のメトリックの間にはギャップがあります。

• 合計

アラームの完全なリストには、確認済み、解決済みのアラームを含めることができます。

詳細情報

• HPE Helion OpenStack 3.0：アラームステータス
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ダッシュボードカード

ダッシュボードカードの追加

1. [Alarms Dashboard] から、[Add New Dashboard Card] をクリックします。
[Create Alarm Card] 画面が開きます。

2. カード名をタイピングし、ディメンションのタイプと監視するサービスを選択します。

3. [Create Card] をクリックします。

ダッシュボードカードの編集

1. [Alarms Dashboard] から、 編集するカードをクリックしてから、[Edit] をクリック
します。

2. 以下のフィールドを編集します。

• カード名：定義済みのカード名は読み取り専用です。

• ディメンションタイプ

• 監視対象サービス

3. [Update Card] をクリックします。

ダッシュボードカードの移動

1. [Alarms Dashboard] から、 移動するカードをクリックします。

2. [Move Up] または [Move Down] をクリックしてカードの位置を変更します。

ダッシュボードカードの削除

1. [Alarms Dashboard] から、 削除するカードをクリックして、[Delete] をクリックし
ます。

2. 削除の操作を確定または取り消します。

マイダッシュボードタブ

マイダッシュボードタブの追加

1. [My Dashboard] から、[Create Tab] をクリックします。
2. タブの名前を入力してから、[Confirm] をクリックします。

マイダッシュボードタブの編集

1. [My Dashboard] から、タブを選択して、[Edit Tab] をクリックします。
2. タブの名前を入力してから、[Confirm] をクリックします。

マイダッシュボードタブの削除

ダッシュボードで唯一のタブである場合は、そのタブを削除できません。

1. [My Dashboard] から、タブを選択して、[Delete Tab] をクリックします。
2. アクションを確定または取り消します。
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マイダッシュボードウィジェット

マイダッシュボードウィジットの追加

ダッシュボードウィジェットは、アラームまたはシステムのリソース情報を表示するカードで
す。

1. [My Dashboard] から、[Add Widget] をクリックします。
2. ダッシュボードに追加する各アイテムを選択します。 各セレクションがカードを作成しま
す。

3. [Add Dashboard Item] をクリックします。

マイダッシュボードのチャート

マイダッシュボードのチャートの追加

1. [My Dashboard] から、[Create New Chart] をクリックします。
2. 次のチャート情報を入力します。

• 名前

• 時間範囲

• チャートのアップデートレート

• チャートのタイプ

• チャートのサイズ

3. 各メトリックをチャートに表示するには。

a. 次の情報を入力します。

• 評価基準

• 側面

• 機能

b. [Add Data To Chart] をクリックします。
4. [Create New Chart] をクリックします。

マイダッシュボードチャートの編集

1. [My Dashboard] から、 編集するチャートの隣をクリックしてから、[Edit] をクリッ
クします。

2. 変更するフィールドを編集します。

3. 新しいメトリックを追加した場合は、[Add Data To Chart] をクリックします。
4. [Update Chart] をクリックします。

マイダッシュボードチャート .csv ファイルのダウンロード

1. [MyDashboard] から、 ダウンロードするチャートの隣をクリックしてから、[Download
CSV] をクリックします。

2. （オプション）列名、デフォルトチャートのファイル名、日付と時刻の列を含めるかどう
かの選択を修正します。

3. [Download CSV] をクリックします。

マイダッシュボードのカードまたはチャートの移動
1. [My Dashboard] から、移動するカードまたはチャートを選択します。

96 アラームの監視と使用法



2. [Move Up] または [Move Down] をクリックして、カードやチャートを移動します。

マイダッシュボードのカードまたはチャートの削除

1. [My Dashboard] から、 削除するカードまたはチャートの上をクリックしてから、
[Delete] をクリックします。

2. 削除の操作を確定または取り消します。

アラームの定義

新規アラームの定義の追加

1. [Alarm Explorer] または [Alarm Definition] タブの [Alarm Explorer] から、グローバル
メニューの中の [Create Alarm Definition] をクリックします。

2. 次の情報を入力します。

• 名前

• 説明

• 機能

• 評価基準

• リレーショナルオペレーター

• 値

• 側面

• 一致条件

• 重要度

• 通知メソッド

3. [Create Alarm Definition] をクリックします。

アラーム定義の表示

1. [Alarm Explorer] または [Alarm Definition] タブの [Alarm Explore] から、アラームまた

はアラームの定義を選択して、 [View Alarm Definition] または [Edit] をクリックしま
す。

2. アラームのパラメーターを編集することができます。

3. [Update Alarm Definition] をクリックします。
4. [Alarm Explorer] タブから呼び出された Edit 画面を閉じた後、[Alarm Definition] タブが
フィルタリングされ、アラーム定義 ID を使ってすべてのアラームを表示します。

アラーム定義の削除

1. [Alarm Definition] タブの [Alarm Explorer] から、アラーム定義を選択し、 [Delete]
をクリックします。

複数のアラーム定義を選択することもでき、グローバルメニューから [Delete Alarm
Definition] をクリックします。

2. アクションを確定または取り消します。
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アラーム

アラームの表示

1. [Alarm Explorer] から、[Alarm Explorer] タブをクリックしてし、表示するアラーム名を
クリックします。

2. アラームの詳細、このアラームのヒストリ、ホストに関する情報を表示します。

3. （オプション）コメントフィールドにアラーム情報を追加し、[Update Comment] をク
リックします。

アラームインスタンスの表示

1. [Alarm Definition] タブの [Alarm Explorer] から、アラーム定義を選択し、 [View
Alarm Instances] をクリックします。

2. [Alarm Explorer] タブは、選択したアラーム定義 ID を持つすべてのアラームを表示しま
す。

アラームの削除

1. [Alarm Explorer] から、[Alarm Explorer] タブをクリックし、アラームを選択して

Delete Alarm をクリックします。
2. アクションを確定または取り消します。

新しい通知メソッドの追加

1. [Alarm Explorer] から、[Notification Methods] タブで、[Create Notification Method]
をクリックします。

2. 次の情報を入力します。

• 名前

• タイプ

• アドレス/キー
3. [Create Notification Method] をクリックします。

通知メソッドの編集

1. [Notification Method] タブの [Alarm Explorer] から、通知メソッドを選択し、 [Edit]
をクリックします。

2. 変更するフィールドを編集します。

3. [Update Notification Methods] をクリックします。

通知メソッドの削除

1. [Notification Method] タブの [Alarm Explorer] から、通知メソッドを選択し、 [Delete]
をクリックします。

2. アクションを確定または取り消します。

Helion CloudSystem ログの表示
Helion CloudSystem は、Kibana ダッシュ ボードを使用して、一元化されたログのデータを表
示します。 新しいブラウザーウィンドウではログ機能をオープンします。
• [Logging] から、[View Logging Dashboard] をクリックします。

98 アラームの監視と使用法



詳細情報

「HPE Helion OpenStack 3.0：Centralized Logging Service」
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10 Enterprise アプライアンストリオの管理
Helion CloudSystem は、以下の仮想マシンのホスト名を持つ Enterprise アプライアンスを識
別します。

• アプライアンス名：Enterprise-m1

VM 名：<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m1-<network>

• アプライアンス名：Enterprise-m2

VM 名：<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m2-<network>

• アプライアンス名：Enterprise-m3

VM 名：<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m3-<network>

表 3 データベースアプライアンスの IP アドレスの割り当て

iSCSI の割り当てCAN の割り当てCLM の割り当てDCM の割り当てCONF の割り当て
アプライアンス
名

N/AN/AIP-17IP-17IP-17Enterprise-m1

N/AN/AIP-18IP-18IP-18Enterprise-m2

N/AN/AIP-19IP-19IP-19Enterprise-m3

Enterprise アプライアンスにアクセスするには、上記の VM 名を使用して、アプライアンスへ
の SSH 接続をします。

重要: Enterprise アプライアンスをホストしている仮想マシン上でメンテナンスを実行する
場合は、常に最初の Enterprise appliance のトリオが最後にシャットダウンされ、最初に再起
動されるノードになるようにします。 詳しくは、Helion CloudSystem のアプライアンスとサー
ビスのシャットダウンと再起動 (69 ページ) を参照してください。

Helion CloudSystem Enterprise は、HPE CSA が実行されている別個の仮想アプライアンスで
す。 ただし、すべてのアプライアンス管理タスクは Helion CloudSystem オペレーションコン
ソールから実行され、Helion CloudSystem に含まれるすべての OpenStack 機能は Enterprise
で使用できます。

HPE CSA は、組織の LDAP サービスを介して構成された LDAP グループ内のメンバーシップ
から、ユーザーの役割をマッピングします。 HPE CSA は、個々のユーザーの作成またはメン
テナンスを直接管理しません。 HPE CSA 管理者が HPE CSA 内に組織を作成する場合は、対
応する LDAP グループのメンバーシップが存在しているか、作成されている必要があります。
ユーザーがログインすると、LDAP がログイン認証情報を認証し、グループメンバーシップに
よって適切な役割を確認します。 HPE CSA でアクセスプロセスを正しく機能させるために
は、LDAP ディレクトリが事前構成されている必要があります。

詳細情報

ディレクトリサービス認証（OpenLDAP および Active Directory）とマルチテナンシーの構成
(80 ページ)

初期クラウド展開後の Enterprise アプライアンスのインストール
HPE Helion CloudSystem Enterprise は、次のようにインストールできます。
• HPE Helion CloudSystem Foundation がある場合には初期クラウド展開中に

• HPE Helion CloudSystem Foundation がない場合 - Enterprise のみのクラウドの展開とし
て

• HPE Helion CloudSystem Foundation の後 - 初期クラウド展開への追加として
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初期クラウド展開後 Enterprise をインストールするには、このセクションの手順を使用しま
す。

手順 61 Enterprise アプライアンスドライバーと仮想アプライアンスイメージをインストール
する

Enterprise 仮想アプライアンスをインストールする前に、MySQL JDBC のドライバーをインス
トールする必要があります。 ドライバーは、HPE ソフトウェアデポ内の http://www.hpe.com/
support/softwaredepot （Helion CloudSystem ソフトウェアを検索）にある
MySQL-ConnectorJ.zip から入手できます。
ドライバーをダウンロードした後、Deployer 仮想アプライアンスにインストールします。 技
術サービス担当者がインストールの支援を請け負っている場合でも、この操作はお客様が実行
する必要があります。

1. HPE Software Depot から MySQL Connector/J（JDBC ドライバー）パッケージをダウン
ロードします。

2. 管理ハイパーバイザーにログオンします。

3. /root/cs10 にドライバーファイルをセーブします。
4. libmysql-java_5.1.32-1_all.deb を Deployer 仮想アプライアンスの/home/stack
ディレクトリにコピーします。

scp /root/cs10/libmysql-java_5.1.32-1_all.deb \
stack@<deployer_address>:/home/stack/stage/thirdparty

5. Enterprise 10.0.qcow2 イメージを Deployer 仮想アプライアンス
の/home/stack/helion/images/ディレクトリにコピーします。

scp /root/cs10/enterprise-10.0.qcow2 \
stack@<deployer_address>:/home/stack/helion/images/enterprise.qcow2

重要: JDBC ドライバーのパッケージ名がデフォルト名
（libmysql-java_5.1.32-1_all.deb）ではない場合は、ファイルmain.yml をアップ
デートし、デフォルトドライバーのパッケージ名をユーザーのパケージの名前に変更します。

vi /home/stack/stage/thirdparty/thirdparty.conf

手順 62 Helion CloudSystem Foundation インストール後に Enterprise アプライアンスをイ
ンストールする

1. Deployer 仮想アプライアンスにstack の認証情報を使用してログインします。
2. ファイルcs-install-options.yml を開きます。

vi /etc/csdeploy/cs-install-options.yml

3. 構成ファイルのアプライアンスのサイジングセクションで ENTERPRISE ROLE vCPU お
よびメモリの値をアップデートします。

表 4 構成ファイル内のフィールド

説明構成フィールド

仮想 CPU と Enterprise のメモリ要件を入力します。 その他の値はそのままにしま
す。

アプライアンスのサイ
ジング

• MANAGEMENT-ROLE
4 vCPU, 16 GB memory

• MONITORING-ROLE
4 vCPU, 16 GB memory

• DB-RABBIT-ROLE
4 vCPU, 16 GB memory

• CONTROLLER-ROLE
4 vCPU, 16 GB memory
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表 4 構成ファイル内のフィールド (続き)

説明構成フィールド

• NETWORK-ROLE
4 vCPU, 8 GB memory

• ENTERPRISE-ROLE
8 vCPU, 32 GB memory

4. ファイルを保存します。

5. csdeploy を実行します。
cd ~/helion/
csdeploy start --config /etc/csdeploy/examples/cs-install-options.yml \
--add-enterprise 2>&1 | tee /home/stack/csdeploy-enterprise.log

6. 展開に成功したことを示すメッセージが表示されることを確認します。

Helion CloudSystem の Enterprise のみ展開での HPE OneView へのア
クセス

Helion CloudSystem を、Helion CloudSystem Enterprise のみ構成（Helion CloudSystem
Foundation が展開されていない）で展開した場合は、vCenter 登録はオペレーションコンソー
ルには使用できません。 その代わりに、CLI および ACE のサービスを使用して HPE oneview
vCenter に接続できます。
手順 63 ACE REST API 使用して vCenter に登録する
1. オペレーションコンソールにログインします。

2. 統合ツールの画面から、HPE OneView アプライアンスに接続します。
HPE OneView への接続 (113 ページ) を参照してください。

3. 最初のマネジメントアプライアンスにログインします。

4. Auth token を取得します。
source ~/service.osrc
openstack token issue

5. ACE サービスのエンドポイントを検索します。
openstack endpoint list --service hpe-hardware \
--interface public -c URL

6. HPE Oneview に vCenter 接続を追加します。
curl -H "X-Auth-Token: <Auth_token>" -X POST \
-H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "<vcenter_ip>", \
"password" : "<vcenter_password>", "username":"<vcenter_username>"}' \
<endpoint_for_ACE>/ov-vcenters | python -m json.tool

例

curl -H "X-Auth-Token: 40e64a234f6b4935aafdb774cf8d465c" \
-X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "172.18.13.11", \
"password" : "*****", "username":"root"}' \
https://192.168.216.208:14443/v1/ov-vcenters | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 134 100 62 100 72 242 281 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 282
{

"locationUri": "/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92"
}

7. タスクの進捗状況をモニターします。

curl -H "X-Auth-Token: <Auth token>" -X GET \
<endpoint_for_ACE>/<locationURI_returned> | python -m json.tool
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例
curl -H "X-Auth-Token: "32791a4311b643aebac813b8ad38b2d4" -X GET \
https://192.168.216.215:14443/v1/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92 | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 379 100 379 0 0 1422 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1424
{

"class_name": "connection_service.model.vcenter_register.Register_VCenter_TaskMan",
"id": "aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"percent_complete": 100,
"result": [],
"state": "done",
"txn_id": "aac8291a-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"type": "Register_VCenter_TaskMan",
"utc_crush_start_time": "2016-07-12 19:48:55.539303",
"utc_crush_stop_time": "2016-07-12 21:48:55.539306"

}

8. vCenter の接続を変更するには（たとえば、パスワードを変更する場合）。

注記: Enterprise のみのインストールには以下の手順を使用します。 Foundation のみ、
または Foundation と Enterprise のインストールで vCenter のパスワードを変更するには
VCenter の認証情報のアップデート (196 ページ) を参照してください。

a. Vcenter のリストを取得して、VCenter の ID を取得します。
curl -H "X-Auth-Token: <Auth token>" -X GET \
<endpoint_for_ACE>/ov-vcenter | python -m json.tool

例

curl -H "X-Auth-Token: 40e64a234f6b4935aafdb774cf8d465c" -X \
get https://192.168.216.208:14443/v1/ov-vcenters | python -m json.tool

Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 167 100 167 0 0 585 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 585
[

{
"description": "",
"host": "172.18.13.11",
"id": "3AC453CC-A654-499D-85CE-9FE7456A68DD",
"port": 443,
"uri": "/v1/ov-vcenters/3AC453CC-A654-499D-85CE-9FE7456A68DD"

}
]

b. vCenter をアップデートします。
curl -H "X-Auth-Token: <Auth_token>" -X POST \
-H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "<vcenter_ip>", \
"password" : "<vcenter_password>", "username":"<vcenter_username>", \
"vcenter_id":"<vcenter_id>"}' \
<endpoint_for_ACE>/ov-vcenters | python -m json.tool

例

curl -H "X-Auth-Token: 32791a4311b643aebac813b8ad38b2d4" -X POST \
-H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "192.168.223.243", \
"password" : "*****", "username":"root", \
"vcenter_id":"3AC453CC-A654-499D-85CE-9FE7456A68DD"}' \
https://192.168.216.215:14443/v1/ov-vcenters | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 134 100 62 100 72 242 281 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 282
{
"locationUri": "/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92"
}

c. タスクの進捗状況をモニターします。

curl -H "X-Auth-Token: <Auth token>" -X GET \
<endpoint_for_ACE>/<locationURI_returned> | python -m json.tool

例
curl -H "X-Auth-Token: "32791a4311b643aebac813b8ad38b2d4" -X GET \
https://192.168.216.215:14443/v1/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92 | python -m json.tool
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% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 379 100 379 0 0 1422 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1424
{

"class_name": "connection_service.model.vcenter_register.Register_VCenter_TaskMan",
"id": "aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"percent_complete": 100,
"result": [],
"state": "done",
"txn_id": "aac8291a-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"type": "Register_VCenter_TaskMan",
"utc_crush_start_time": "2016-07-12 19:48:55.539303",
"utc_crush_stop_time": "2016-07-12 21:48:55.539306"

}

104 Enterprise アプライアンストリオの管理



パート III Helion CloudSystem のリソース構成
ここでは、仮想コンピュートリソースを構成、監視、および管理するために、Helion CloudSystem
オペレーションコンソールを使用するタイミングおよび方法について説明します。 これらの章は、
主にコンピュートリソースのカテゴリでまとめられています。

Helion CloudSystem でサポートされる構成されたリソースの最大数については、Enterprise
Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 サポートマトリックス』を参照してく
ださい。
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11 ネットワーク構成
Helion CloudSystem は、Helion OpenStack Networking テクノロジーで構築されています。
ネットワーク管理者は、Helion CloudSystem 仮想アプライアンスをインストールする前に、基
礎となるネットワークインフラストラクチャを作成します。

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update 1
ネットワークプランニングガイド』を参照してください。

仮想マシンインスタンスが使用する以下のネットワークのタイプを作成することができます。

• テナントネットワーク (106 ページ)

• プロバイダーネットワーク (106 ページ)

• 外部ネットワーク (107 ページ)

注記: Helion CloudSystem をインストールした後での再構成ネットワークについては、
Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 コマンドラインイン
ターフェイスガイド』に記載されている csoperate コマンドを参照してください。
Helion CloudSystem ネットワークのアップデートには、オペレーションコンソールの
[System]→[Networking] 画面も使用できます。

テナントネットワーク
プライベートネットワークとも呼ばれるテナントネットワークは制限されており、特定のテナ
ント内のネットワークに割り当てられている仮想マシンインスタンスによってのみアクセスで
きます。 OpenStack ユーザーポータルでは、サブネットを定義してからテナントネットワー
クを使用します。 テナントネットワークは Helion CloudSystem ではオプションです。
エンドユーザーは OpenStack ユーザーポータルを使用して、使用可能なセグメンテーション
ID にマップされるテナントネットワークを作成し、テナントネットワークトポロジを管理しま
す。 ユーザーが OpenStack ユーザーポータルのテナントネットワークを構成するとき、
OpenStack サービスは、使用可能な構成がなされている VLAN またはクラウドの VxLAN ネッ
トワークからセグメンテーション ID を割り当てます。 ユーザーがテナントネットワークのセ
グメンテーション ID を明示的に指定することはありません。
VLAN データのトランクまたは VxLAN アンダーレイネットワークが存在して、初めて OpenStack
ユーザーポータルのテナント ネットワークを構成することができます。 Helion CloudSystem
を展開するとき、VLAN データトランクまたは VxLAN アンダーネットワークを作成できます。
あるいは csoperateCLI を使用して展開後にネットワークを構成することができますが、すべ
てのコンピュートホストをアクティブ化する前に限られます。

Helion CloudSystem を展開するとき、または展開後に csoperateCLI を使用する場合は、セグ
メンテーション ID の範囲を追加します。 OpenStack ユーザーポータルまたは OpenStack
Neutron API あるいは CLI を使用して、ネットワークを管理します。

詳細情報

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update 1
Command Line Interface Guide』を参照してください。
HPE Helion OpenStack 3.0：プライベート ネットワークの作成

プロバイダーネットワーク
プロバイダーネットワークが既存のデータセンターネットワークをクラウドに拡張すること
で、プロバイダーネットワーク上でプロビジョニングされた仮想マシンがリソースやデータセ
ンター内のサービスに直接アクセスできるようになります。 ネットワークプロバイダーは
Helion CloudSystem ではオプションです。
管理者は、OpenStack ユーザーポータルを使用してクラウドテナントのプロバイダーネット
ワークを作成します。 データセンター内の既存の物理ネットワークにプロバイダーネットワー
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クをマップまたはルーティングできます。つまり、クラウドインスタンスはデータセンターの
レガシリソースと通信できます。 テナント間でプロバイダーネットワークを共有したり、特定
のテナントにプロバイダーネットワークを割り当てたりできます。

VLAN データのトランクまたは VxLAN アンダーレイネットワークが存在して初めて、プロバ
イダーネットワークを構成することができます。 Helion CloudSystem を展開するとき、VLAN
データトランクまたは VxLAN アンダーネットワークを作成できます。あるいはcsoperateCLI
を使用して展開後にネットワークを構成することができますが、すべてのコンピュートホスト
をアクティブ化する前に限られます。

プロバイダーネットワークのセグメンテーション ID は、クラウドデータネットワークが構成
されている場合には、セグメンテーション ID の範囲外である必要があります。
クラウドネットワークタイプが VLAN の場合は、プロバイダーネットワークがクラウドデータ
トランクの一部となるか、クラウドデータトランクにルーティングすることができます。

OpenStack ユーザーポータルまたは OpenStack Neutron API または CLI を使用してプロバイ
ダーのネットワークを管理します。

詳細情報

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update 1
Command Line Interface Guide』を参照してください。
HPE Helion OpenStack 3.0：複数のプロバイダーネットワークの構成

外部ネットワーク
外部ネットワークでは、テナントネットワーク上の仮想マシンインスタンスを Helion
CloudSystem プライベートクラウドからデータセンター、企業のイントラネット、およびイン
ターネットに送ることができます。

Helion CloudSystem は、複数の外部ネットワークをサポートします。 仮想マシンは、外部ネッ
トワークに直接接続していません。 内部プロバイダーネットワークおよびテナントネットワー
クは、仮想マシンインスタンスに直接接続します。

Helion CloudSystem を展開するときには、外部ネットワークを作成して外部ネットワークの
VLAN ID を構成します。
インストール後に OpenStack ユーザーポータルを使用すると、クラウドネットワーク上の VM
インスタンスにアクセスする際に外部ネットワークを使用できます。 外部ネットワークのサブ
ネットを 1 つ以上作成します。 これで、クラウドユーザーは仮想ルーターを作成して、プロ
ジェクトのテナントネットワークに外部ネットワークを接続できます。 外部ネットワークから
のトラフィックは、浮動型 IP アドレスを使用してクラウド内の選定された仮想マシンに送ら
れます。

OpenStack ユーザーポータルで外部ネットワークを作成
手順 64 OpenStack ユーザーポータルで外部ネットワークを作成する
1. OpenStack ユーザーポータルにログインします。
2. 「システムパネル」セクションの [管理]タブから [ネットワーク]を選択します。
3. [+ ネットワークの作成]をクリックします。

[ネットワークの作成]画面が表示されます。
4. [ネットワークの作成]の設定を完了します。

• [名前]：ネットワークの一意の名前を入力します。 255 文字以下の英数字が可能で
す。

• [プロジェクト]：プロジェクト名を入力します。
• [プロバイダーネットワーク種別]：[フラット]を選択します。
• [Physical Network]：インストール構成ファイル（cs-install-options.yml）で
定義されている外部ネットワークの名前を小文字で入力します。
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• [管理状態]：[稼動中]を選択します。
• [共有]：このチェックボックスはクリアのままにします。
• [External]：このチェックボックスにチェックを入れます。

外部ネットワークの構成

クラウド内で選択された仮想マシンへのルーティングトラフィックで使用するように外部ネッ
トワークを構成するには、以下の手順を実行します。

1. OpenStack ユーザーポータルで外部ネットワークのサブネットを作成する (108 ページ)
2. OpenStack ユーザーポータルでルーターを作成して、テナントネットワークのインスタン
スを外部ネットワークのサブネットに接続する (109 ページ)

3. floating IP アドレスを OpenStack ユーザーポータル内のインスタンスに割り当てる (110 ペー
ジ)

外部ネットワークのサブネットの作成

外部ネットワークのサブネットを作成すると、クラウドユーザーがテナントネットワーク上の
仮想マシンインスタンスにアクセスできるようになります。 この手順を使用してサブネットを
作成します。

重要: 
• クラウドユーザーは仮想マシンインスタンスの作成時に外部ネットワークを決して選択す
ることがないようにしてください。

• 外部ネットワークをすべて削除しないでください。 少なくとも 1 つの外部ネットワーク
が利用可能である必要があります。

前提条件 

• 少なくとも 1 つの外部ネットワーク VLAN ID は、Helion CloudSystem のイニシャル展開
中に定義されました。

インターフェイスを共有する外部ネットワークには異なる VLAN ID が必要です。
別のインターフェイスを使用する外部ネットワークは 1 つの VLAN ID を共有できます。

• 少なくとも 1 つの外部ネットワークは、OpenStack ユーザーポータルで作成されました。
OpenStack ユーザーポータルで外部ネットワークを作成する (107 ページ) を参照してくだ
さい。

手順 65 OpenStack ユーザーポータルで外部ネットワークのサブネットを作成する
1. OpenStack ユーザーポータルにログオンします。
2. 「システムパネル」セクションの [管理]タブから [ネットワーク]を選択します。

[ネットワーク]画面が開き、構成済みネットワークのリストが表示されます。
3. [External Network] リンクをクリックします。
外部ネットワークの詳細が [ネットワークの概要]画面に表示されます。

4. 「サブネット」セクションの右側にある、[+ サブネットの作成]をクリックします。
[サブネット]タブが選択された [サブネットの作成]画面が表示されます。

5. [サブネット]タブの設定を完了します。
• [サブネット名]：サブネットの一意の名前を入力します。 255 文字以下の英数字が可
能です。

• [ネットワークアドレス]：サブネットに使用する IP アドレス範囲を指定する CIDR
フォーマットの IPv4 アドレスを入力します。

• [IP バージョン]：デフォルト設定の [IPv4] のままにします。
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• [ゲートウェイ IP]：このサブネットへのアクセスを提供するルーターの IPv4 アドレ
スを入力します。

• [ゲートウェイなし]：ルーターがクラウド内のネットワークにアクセスできるように
このチェックボックスはクリアのままにします。

6. [サブネットの詳細]タブを選択し、次の設定を完了します。
• [Enable DHCP]：このチェックボックスをクリックしてクリアにすることで、トラ
フィックのルーティングに浮動型 IP アドレスの使用を許可します。

• [割り当てプール]：サブネットで浮動型 IP アドレスの割り当てが可能となるように
IP アドレスの範囲を入力します。 IP アドレスの範囲は、カンマで区切られています。

• [DNS ネームサーバー]：空白のまま
• [ホストルート]：空白のまま

7. [作成]をクリックします。
外部ネットワークのサブネットに関する詳細は、[ネットワークの概要]画面に表示されま
す。

クラウドユーザーはルーターを作成して、プロジェクトのテナントネットワークに外部ネット
ワークのサブネットを接続できます。 ルーターが接続できることを確認できます。 OpenStack
ユーザーポータルでルーターを作成して、テナントネットワークのインスタンスを外部ネット
ワークのサブネットに接続する (109 ページ) を参照してください。

外部のネットワークルーターの作成

クラウドユーザーは、外部ネットワークのサブネットに、プロジェクト用のテナントネット
ワークを接続するルーターを作成できます。 この手順を使用して、ルーターを接続できること
を確認してください。

前提条件 

• 外部ネットワークサブネットが作成されていること。 OpenStack ユーザーポータルで外
部ネットワークのサブネットを作成する (108 ページ) を参照してください。

• 外部ネットワークのサブネットに接続するテナントネットワークが構成されており、使用
できること。

手順 66 OpenStack ユーザーポータルでルーターを作成して、テナントネットワークのインス
タンスを外部ネットワークのサブネットに接続する

1. OpenStack ユーザーポータルにまだログオンしていない場合は、ログオンします。
2. [プロジェクト]メニューから、「ネットワーク」セクションで [ルーター]を選択します。

[ルーター]概要画面が開き、構成済みのルーターのリストが表示されます。
3. [+ ルーターの作成]を選択します。

[ルーターの作成]画面が表示されます。
4. ルーターの名前を入力し、[ルーターの作成]をクリックします。
新しいルーターについての詳細が [ルーター]概要画面にリストされます。

5. 新しいルーターリストの横にある [ゲートウェイの設定]をクリックします。
6. [ゲートウェイの設定]画面で、[External Network] を選択し、[ゲートウェイの設定]をク
リックします。

[ルーター]概要画面が再び開きます。
7. 新しいルーターのリンクをクリックすると、その詳細の画面が表示されます。

8. [+ インターフェースの追加]をクリックします。
9. [インターフェースの追加]画面で、[サブネット]の矢印をクリックして、外部ネットワーク
に接続するテナントネットワークを選択します。 [IP アドレス]は空白のままにします。
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10. [インターフェースの追加]をクリックします。
ルーターの詳細画面が再び開き、新しいインターフェイスに関する詳細が表示されます。

これで、浮動型 IP アドレスを使用して、外部ネットワークのサブネットから Helion CloudSystem
プロジェクトに関連付けられた特定の仮想マシンインスタンスにトラフィックを送ることがで
きます。 floating IP アドレスを OpenStack ユーザーポータル内のインスタンスに割り当てる
(110 ページ) を参照してください。

インスタンスへの浮動型 IP アドレスの割り当て
浮動型 IP アドレスを使用して、Helion CloudSystem プロジェクトに関連付けられている特定
の仮想マシンインスタンスに、トラフィックを外部ネットワークサブネット経由で送ることが
できます。 浮動型 IP アドレスを割り当てるにはこの手順に従ってください。
前提条件 

• 外部ネットワークサブネットが作成されていること。 OpenStack ユーザーポータルで外
部ネットワークのサブネットを作成する (108 ページ) を参照してください。

• ルーターが外部ネットワークのサブネットに接続されていること。 OpenStack ユーザー
ポータルでルーターを作成して、テナントネットワークのインスタンスを外部ネットワー
クのサブネットに接続する (109 ページ) を参照してください。

• 外部ネットワークのサブネットに接続するテナントネットワークが構成されており、使用
できること。

手順 67 floating IP アドレスを OpenStack ユーザーポータル内のインスタンスに割り当てる
1. OpenStack ユーザーポータルにログインします。
2. Helion CloudSystem プロジェクトに IP アドレスを割り当てます。

a. [プロジェクト]メニューから、[コンピュート]→[アクセスとセキュリティ]の順に選択
します。

[セキュリティグループ]画面が開き、構成されているセキュリティグループが表示さ
れます。

b. [Floating IP] タブを選択します。
c. [Floating IP の確保]をクリックします。

[Floating IP の確保]画面が表示され、プロジェクトの浮動型 IP の情報が表示されま
す。

d. [プール]のリストから外部ネットワークを選択し、[IP の割り当て]をクリックします。
[Floating IP の確保]画面が再び開き、新たに割り当てられた浮動型 IP アドレスが表
示されます。

3. 浮動型 IP をインスタンスと関連付けます。
a. [プロジェクト]メニューから、「ネットワーク」セクションで [インスタンス]を選択
します。

b. 浮動型 IP を割り当てるインスタンスの隣にある [さらに]をクリックし、[Floating IP
の割り当て]を選択します。
[Floating IP の割り当ての管理]画面が表示され、プロジェクトの浮動型 IP 情報が表
示されます。

c. [IP アドレス]フィールドの [+] ボタンをクリックします。
[Floating IP の確保]画面が表示されます。

d. [プール]のリストから外部ネットワークを選択し、[IP の割り当て]をクリックします。
[IP アドレス]フィールドに外部ネットワークがリストされた [Floating IP の割り当て
の管理]画面が再表示されます。
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e. [割り当て]をクリックします。
[インスタンス]画面が再び開き、インスタンスに関連付けられた外部ネットワークの
浮動型 IP アドレス情報が表示されます。

4. 外部ネットワークを使用してアクセスされるインスタンス上に、SSH、ICMP、およびそ
の他の IP プロトコルを有効にするためのセキュリティグループのルールを構成します。
a. [プロジェクト]メニューから、[コンピュート]→[アクセスとセキュリティ]の順に選択
します。

[セキュリティグループ]画面が開き、インスタンス用に構成されたセキュリティグルー
プが表示されます。

b. インスタンスに関連付けられている、セキュリティグループの横にある [+ ルールの
編集]をクリックします。
[セキュリティグループのルール]画面が開き、インスタンス用に構成されたすべての
ルールが表示されます。

c. [+ ルールの追加]をクリックします。
[ルールの追加]画面が表示されます。

d. セキュリティグループのインスタンスに対して外部ネットワーク経由でどのトラフィッ
クを許可するかについてのルールと定義を選択します。

e. [追加]をクリックします。
[セキュリティグループのルール]の画面が再び表示され、追加ルールに関する情報が
表示されます。

ユーザーは外部ネットワークから関連付けられた浮動型 IP を使用してインスタンスにアクセ
スできます。 検証するには、外部ネットワークで SSH を使用してインスタンスに到達しま
す。

OVSvApp を使用した ESXi ネットワークセキュリティグループについ
て

HPE Virtual Cloud Networking Open vSwitch vApp (OVSvApp) 仮想マシンは、セキュリティグ
ループおよびテナント仮想マシン間のネットワークを有効にします。

VMware データセンターに OVSvApp イメージをアップロードします。 OVSvApp イメージは
Deployer アプライアンス/home/stack/stage/images フォルダーに含まれています。 コン
ピュートクラスターをアクティブ化すると、各 ESXi コンピュートハイパーバイザーに OVSvApp
アプライアンスがインストールされます。

OVSvApp ネットワークは自動的に構成され、これによりセキュリティグループフローの適用
後、OVSvApp VM がテナント VM に対してパッケージを送受信するようになります。 OVSvApp
VM は、特定の ESXi ホストに 1 つだけ存在します。
OVSvApp 仮想マシンには、次の 5 つの NIC があります。

• CONF ネットワークに接続する NIC
コンピュートホスト上でサービスを構成します。

• データセンター管理ネットワークに接続する NIC
シングル VLAN トラフィックを許可します

• クラウド管理ネットワークに接続する NIC
シングル VLAN トラフィックを許可します

• データネットワークに接続する NIC
すべての（VLAN および VxLAN）クラウドデータのトラフィックを許可し、「プロミス
キュアスモード」と「偽装転送」が有効です。
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• トランクポートグループに接続する NIC
すべての VLAN トラフィックを許可し、「プロミスキャスモード」と「偽装転送」が有効
です

トランクポートグループおよびテナント VM ポートグループは、同じ分散仮想スイッチに接続
されます。 OVSvApp VM がトランクポートグループを介して別の ESXi ホスト上にある他の
OVSvApp VM と通信できないようにするために、トランク分散仮想スイッチには NIC が構成
されていません。

詳細情報

HLM Shell VM template for the OVSvApp VM をアップロードする (189 ページ) 。
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12 統合されたツールの接続と構成
Helion CloudSystem の統合ツール

Helion CloudSystem オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面では、以下にあげる
その他のデータセンター管理ソフトウェアにオペレーションコンソールを接続できます。

• HPE OneView (113 ページ)

• HPE Insight Control サーバープロビジョニング (115 ページ)

• VMware vCenter (117 ページ)

• OpenStack ユーザーポータル (120 ページ)

• HPE Operations Orchestration Central (120 ページ)

HPE OneView
HPE OneView は、サーバー、ネットワーク、ソフトウェア、電源、冷却、ストレージなど、
エンタープライズ IT の複雑な側面を容易かつ一元的に管理できるライフサイクル管理を提供
することを目的として設計されています。

Helion CloudSystem では、オペレーションコンソールと HPE OneView 間の接続を確立する統
合ツールとして HPE OneView を接続することができます。 Helion CloudSystem の [Integrated
Tools] 画面では、接続されている HPE OneView アプライアンスを表示し、管理および Helion
CloudSystem と HPE OneView 間の接続の削除ができます。
HPE OneView は、スタンドアロンのアプライアンスとして供給されます。 アプライアンスに
は、サーバープロファイルなどの複数のソフトウェア定義のリソースが用意されているため、
ネットワーキング、ストレージ、ハードウェア構成、オペレーティングシステムのビルドと構
成を含む、さまざまな分野の専門技術者からベストプラクティスを得ることができます。

詳細情報

Helion CloudSystem と HPE OneView との統合 (19 ページ)
HPE OneView information Library

HPE OneView への接続
注記: HPE OneView 2.00.07 より上のバージョンは、Helion CloudSystem と同じ管理環境で
共存することができます。

HPE OneView の今後のリリースでは、HPE OneView の管理対象サーバーと統合する Helion
CloudSystem 10.0 における新機能が有効になります。

HPE OneView アプライアンスへの接続
前提条件

• Helion CloudSystem トラストストアに HPE OneView の証明書がアップロードされていま
す。

• HPE OneView アプライアンスがインストールおよび構成され、データセンターの管理ネッ
トワークからアクセスできます。

• 接続する HPE OneView アプライアンスは、まだ別の Helion CloudSystem クラウドに接
続されていません。

• VMware vCenter は、Helion CloudSystem にまだ接続されていません。 （HPE OneView
を接続してから vCenter を接続します）
すでに vCenter に接続している場合は、オペレーションコンソールで VMware vCente へ
の接続を編集 (119 ページ) を参照してください。
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手順 68 HPE OneView アプライアンスに接続する
1. メインメニューから、[Integrated Tools] を選択してから、[HPE OneView] ペインで

[Connect] をクリックします。
2. 画面で要求されるデータを入力します。

• 名前：HPE OneView アプライアンスを表す一意の名前。

• 説明：オプションのテキスト。

• IP アドレスまたはホスト名：IP アドレスまたはホスト名 HPE OneView の FQDN は、
データセンターの管理ネットワークからアクセスできます。

注記: HPE OneView が HA クラスターにある場合には、HA クラスターに浮動型 IP
アドレスまたは FQDN を指定します。 個々の HPE OneView アプライアンスに IP ア
ドレスや FQDN を指定しないでください。

• ドメイン名：HPE OneView にログインするために使用する Active Directory や
OpenLDAP ドメイン

• ユーザー名：HPE OneView にログインするユーザー。 Active Directory または LDAP
に関して、ドメイン名フィールドにもドメインを入力します。 ローカルアカウントに
関して、ユーザー名を入力し、ドメイン名を空白のままにします。

• パスワード：指定したユーザーのパスワード。

3. 以下への [Test Connection] をクリックします。
• Helion CloudSystem から HPE OneView への接続を確認します。

• ドメインを指定する場合は、HPE OneView から Active Directory または LDAP サー
バーへの接続を確認します。

• 指定したユーザーの認証情報が有効であることを確認します。

• 指定したユーザーにはインフラストラクチャ管理者のロールがあることを確認しま
す。

• HPE OneView アプライアンスのバージョンが Helion CloudSystem でクラスターのプ
ロビジョニングをサポートしていることを確認します。

以前のバージョンでアプライアンスに接続している場合は、「HPE OneView ログイ
ンに失敗しました」とのエラーが表示されます。 HPE OneView の管理対象サーバー
と統合する Helion CloudSystem の機能は使用できません。

• このオペレーションコンソールを実行中の Helion CloudSystem が指定された HPE
OneView を使用する唯一の Helion CloudSystem であることをチェックします。

注記: 別の Helion CloudSystem が、この HPE OneView に接続されると、警告メッセー
ジが表示されます。 続けるには、まず現在接続されている HPE OneView を切断する必要
があります。

最初の接続を取り除かずに、削除された Helion CloudSystem 環境に接続されていた HPE
OneView に接続するには、HPE サポートに問い合わせてください。

4. [Connect] をクリックします。
変更を加えずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリックします。

5. アップデートされた情報が [Integrated Tools] 画面に表示されていることを確認します。

詳細情報

Helion CloudSystem と VMware vCenter の接続 (118 ページ)
（オプション）Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスと HPE OneView ア
プライアンスの接続 (116 ページ)
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HPE OneView によって管理される ESXi コンピュートクラスターのベアメタルサーバーへの
プロビジョニング (181 ページ)

HPE OneView への接続の管理
HPE OneView アプライアンスへの接続の編集

注記: HPE OneView 2.00.07 より上のバージョンは、Helion CloudSystem と同じ管理環境で
共存することができます。

HPE OneView の今後のリリースでは、HPE OneView の管理対象サーバーと統合する Helion
CloudSystem 10.0 における新機能が有効になります。

前提条件

• HPE OneView がオペレーションコンソールで Helion CloudSystem に接続されていること
手順 69 HPE OneView アプライアンスへの接続を編集する
1. メインメニューから、[Integrated Tools] を選択して、[HPE OneView] ペインのドロップ
ダウンメニューから [Manage] をクリックします。

2. HPE OneView アプライアンスの隣にある [Action] メニューをクリックして [Edit] を
選択します。

3. 画面上でデータを編集します。

接続後は、HPE OneView アプライアンスの名前を編集できません。
4. [Update Connection] をクリックします。
接続をアップデートせずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリックします。

HPE OneView アプライアンスへの接続の解除
前提条件 
HPE OneView がオペレーションコンソールで Helion CloudSystem に接続されていること
手順 70 HPE OneView アプライアンスへの接続を解除する
1. メインメニューから、[Integrated Tools] を選択して、[HPE OneView] ペインのドロップ
ダウンメニューから [Manage] をクリックします。

2. HPE OneView アプライアンスの隣にある [Action] メニューをクリックして [Remove]
を選択します。

• アクティブ化されているコンピュートクラスターがある場合は、HPE OneView アプ
ライアンスを取り外せません。 [Compute Hosts] 画面でアクティブ化されたコン
ピュートクラスターをすべて非アクティブにしてから続行します。

• この HPE OneView アプライアンスに Insight Control サーバープロビジョニングアプ
ライアンスが接続されている場合は、HPE OneView アプライアンスを取り除けませ
ん。

3. [Confirm Removal] をクリックします。
ユーザーを取り除かずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリックします。

HPE Insight Control サーバープロビジョニング
Helion CloudSystem [Integrated Tools] 画面では、HPE Insight Control サーバープロビジョニ
ング（ICsp）展開サーバーと接続済みの HPE OneView アプライアンスとを接続できます。 接
続済みの ICsp アプライアンスを表示し、ICsp と HPE OneView 間の接続を管理し、取り除く
こともできます。

Helion CloudSystem は、HPE Synergy およびその他の HPE サーバー ハードウェアのインス
トールと構成をし、それらのサーバーで ESXi オペレーティングシステムをインストールする
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ために ICsp を使用します。 このインストールは、OS ビルドプランと呼ばれる展開ジョブを
作成および実行して行います。 OS ビルドプランは、スクリプト、構成ファイル、および zip
ファイルを並べたリストで、一度に 1 つまたは多数のサーバーに対して実行して、展開機能を
実行することができます。

ICsp は、Preboot Execution Environment（PXE）を使用して、サーバー プロファイルを適用
すると、デバイスを自動的に検出します。 PXE は、ICsp の設定に基づき linuxPE または WinPE
をロードします。

詳細情報

HPE OneView によって管理される ESXi コンピュートクラスターのベアメタルサーバーへの
プロビジョニング (181 ページ)
HPE Insight Control サーバープロビジョニング Information ライブラリ

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスと HPE
OneView アプライアンスの接続

前提条件

• HPE OneView アプライアンスがインストールおよび構成され、データセンターの管理ネッ
トワークからアクセスできます。

• ネットワークインターフェイスは、HPE OneView で ICsp 向けに構成されます。
HPE OneView でネットワークとネットワークセットを構成 (174 ページ) を参照してくださ
い。

• HPE OneView アプライアンスは、オペレーションコンソールで Helion CloudSystem に接
続されます。

HPE OneView への接続 (113 ページ) を参照してください。

• Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスがインストールおよび構成され、
データセンターの管理ネットワークからアクセスできます。

手順 71 Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスと HPE OneView アプライ
アンスを接続する

1. Helion CloudSystem Operations Console のメインメニューから、[Integrated Tools] を選
択してから、[HPE ICsp Deployment Server] ペインで [Connect] をクリックします。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

• 名前：HPE ICsp アプライアンスを表す一意の名前。

• IP アドレスまたはホスト名：データセンターの管理ネットワークからアクセスできる
HPE ICsp アプライアンスの IP アドレスまたはホスト名 FQDN。

• ユーザー名：ICsp にログインするユーザー。 ローカルアカウントを指定します。

• パスワード：指定したローカルユーザーのパスワードです。

3. [Connect] をクリックします。
[Cancel] をクリックして、アプライアンスに変更を加えずにアクションを終了します。

4. アップデートされた情報が [Integrated Tools] 画面に表示されていることを確認します。
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Insight Control サーバープロビジョニングへの HPE OneView からの接
続の管理

HPE OneView から Insight Control サーバープロビジョニングへの接続の編集
前提条件

• HPE OneView がオペレーションコンソールで Helion CloudSystem に接続されていること

• HPE OneView がオペレーションコンソールで Insight Control サーバープロビジョニング
に接続されていること

手順 72 HPE OneView から ICsp への接続を編集する
1. メインメニューから、[Integrated Tools] を選択し、[HPE ICsp Deployment Server] ペイ
ンで、ドロップ ダウンメニューから [Manage] をクリックします。

2. ICsp アプライアンスの隣にある [Action] メニューをクリックして [Edit] を選択しま
す。

3. 画面上でデータを編集します。

接続後は、ICsp アプライアンスの名前を編集できません。
4. [Update Connection] をクリックします。
接続をアップデートせずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリックします。

Insight Control サーバープロビジョニングへの HPE OneView からの接続を解除
前提条件

• HPE OneView がオペレーションコンソールで Helion CloudSystem に接続されていること

• HPE OneView がオペレーションコンソールで Insight Control サーバープロビジョニング
に接続されていること

手順 73 HPE OneView から ICsp への接続を解除する
1. メインメニューから、[Integrated Tools] を選択し、[HPE ICsp Deployment Server] ペイ
ンで、ドロップ ダウンメニューから [Manage] をクリックします。

2. ICsp アプライアンスの隣にある [Action] メニューをクリックして [Remove] を選択
します。

3. [Confirm Removal] をクリックします。
ユーザーを取り除かずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリックします。

VMware vCenter
VMware vCenter は、単一のコンソールアプリケーションから複数の ESXi ホストを管理する
ために使用します。 VMware ESXi は、仮想マシンを作成し実行する仮想化プラットフォーム
です。 VMware vCenter は、ネットワークに接続している ESXi ホストの中央管理者として機
能します。 複数の ESXi ホストのリソースをプールし管理しながら、物理および仮想インフラ
ストラクチャを監視し管理できます。

Helion CloudSystem で、統合ツールとして 1 つまたは複数の VMware Vcenter に Helion
CloudSystem を接続します。

• 自動的に ESXi クラスターをインポートし、コンピュートクラスターとして、アクティブ
化するクラスターを有効にします。

• VMDK デバイス、ドライバー、およびボリュームタイプを作成します。

• VCenter と、前もって接続済みの HPE OneView との間の接続を確立します。
HPE OneView の前に vCenter を接続している場合は、オペレーションコンソールで VMware
vCente への接続を編集 (119 ページ) を参照してください。
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VCenter への接続には、数分かかる場合があります。
Helion CloudSystem [Integrated Tools] 画面から、表示、編集、および vCenter への接続を取
り除くことができます。

詳細情報

VMware vSphere マニュアル （VMware サイト）

Helion CloudSystem と VMware vCenter の接続
接続を確立した後、コンピュートホストとして使用する ESXi クラスターをアクティブ化でき
ます。

前提条件

• VMware vCenter がインストールおよび構成され、データセンター管理ネットワークに接
続されていること。

• HPE OneView で管理されている ESXi コンピュートクラスターをプロビジョニングする
計画ならば、HPE OneView はオペレーションコンソールで接続されています。 （HPE
OneView を接続してから vCenter を接続します）
HPE OneView アプライアンスへの接続 (113 ページ) を参照してください。

手順 74 Helion CloudSystem を VMware vCenter に接続する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Integrated Tools] を選択し、[VMware

vCenter] ペインで [Connect] をクリックします。
2. 画面で要求されるデータを入力します。

VMware vCenter の名前を指定する場合、次の点に留意してください。

• 英数字とハイフンのみを入力します。

• 複数の vCenter を登録する場合は、各 vCenter の名前が一意であることをこの画面で
確認してください。

• vCenter を接続した後、vCenter の名前は変更できません。 この名前は、VMware
VMFS ストレージデバイスを自動的に構成するために使用されます。

vCenter ユーザー名を指定する際は、次の点に留意してください。

• Active Directory や OpenLDAP 認証情報を指定する場合は、User@DomainName の
形式でユーザー名を入力します。 （DomainName\Username と入力しないでくださ
い。 この形式を使用すると、コンピュートクラスターをアクティブ化できません）。
例：Administrator@vsphere.local
パスワードには、& !; " '（）| \ <>.を含むサポートされていない Helion CloudSystem
の特殊文字を指定しないでください。

• ローカルのユーザーアカウントを指定する場合は、ユーザー名のみを入力します。

例：管理者

デフォルトポート 443 は変更できません。
3. [Register vCenter] をクリックします。

VMware vCenter を登録しないでアクションを終了するには、[キャンセル]をクリックし
ます。

4. 登録した VMware vCenter の最新の数が [統合されたツール]画面に表示されていることを
確認します。
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詳細情報

Helion CloudSystem 操作のための、VMware vCenter ユーザーに与えられる最低限の特権
(266 ページ)

VMware vCenter への接続の管理
オペレーションコンソールで VMware vCente への接続を編集

注記: HPE OneView でプロビジョニングされている ESXi コンピュートクラスターをプロビ
ジョニングまたは有効にする計画では、HPE OneView に接続する前に vCenter に接続します。
すでに vCenter に接続されている vCenter への接続を編集して vCenter のパスワードを再入力
した場合は、[Update Server] をクリックします。

前提条件 
vCenter Server への接続がオペレーションコンソールに登録されている。
手順 75 オペレーションコンソールで VMware vCente への接続を編集する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Integrated Tools] を選択し、[VMware

vCenter] ペインのドロップダウンメニューから [Manege] をクリックします。
2. 編集する vCenter の左にあるチェックボックスをクリックして、管理画面の上部にある

[Edit] をクリックします。
変更を加えずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリックします。

3. 画面上でデータを編集します。

接続後は、vCenter の名前を編集できません。
4. [サーバーのアップデート]をクリックします。

VMware vCenter への接続を変更せずにアクションを終了するには、[Cancel] をクリック
します。

オペレーションコンソールで VMware vCenter への接続を解除
前提条件 
vCenter Server への接続がオペレーションコンソールに登録されている。
手順 76 オペレーションコンソールで VMware vCenter への接続を解除する
1. 取り除く vCenter の左にあるチェックボックスをクリックします。
2. 画面の上部にあるドロップ ダウンメニューから、[Remove] をクリックします。
アクティブ化されているコンピュートクラスターがある場合は、VMware vCenter を取り
除けません。 [Compute Hosts] 画面でアクティブ化されたコンピュートクラスターをす
べて非アクティブにしてから続行します。

[Remove Server] のアクション：

• vCenter 名を持つ VMDK デバイスが削除されます。

• vCenter 名を持つ Cinder サービスの VMDK ドライバーが削除されます。

• vCenter 名を持つボリュームタイプが削除されます。
3. [削除の確認]をクリックします。

VMware vCenter を削除しないでアクションを終了するには、[キャンセル]をクリックし
ます。
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OpenStack ユーザーポータル
Helion CloudSystem オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面には、[OpenStack
user portal] へのリンクがあり、そこで仮想マシンインスタンスの作成、起動、管理をするこ
とができます。

Horizon は、OpenStack ユーザーポータルの基礎として機能する OpenStack サービスです。
ユーザーポータルには、コンピュート、ボリュームの操作、ネットワーキング、アイデンティ
ティを含む HPE Helion OpenStack サービスへの web ベースのユーザーインターフェイスを備
えています。 OpenStack ユーザーポータルを使用して、仮想マシンインスタンスを作成、起
動、および管理できます。

• OpenStack ユーザーポータルの左側は、プロジェクトと設定セクションにアクセスするた
めのセクションです。 ログイン認証情報に admin のロールが割り当てられている場合は、
追加のシステム全体の設定オプションを提供する個別の Admin セクションも表示されま
す。

• 最上部は、ユーザーの設定にアクセスできるプロジェクトとメニューを切り替えるメニュー
です。

OpenStack ユーザーポータルの起動
手順 77 OpenStack ユーザーポータルを起動する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから、[Integrated Tools]
を選択します。

2. [OpenStack user portal] をクリックして、新しいブラウザーウィンドウで Helion
OpenStack Horizon ユーザーポータルを起動します。

詳細情報

Helion CloudSystem ユーザーインターフェイス (23 ページ)
HPE Helion OpenStack ユーザーガイドの概要

HPE Operations Orchestration Central
OO Central は、Helion CloudSystem Enterprise の一部として含まれています。 プライベート
クラウドに関連付けられた管理タスクを管理できる一連のデフォルトワークフローが含まれて
います。

OO Central は、Helion CloudSystem Enterprise アプライアンスの一部として自動的にインス
トールされます。 Helion CloudSystem では全 OO 機能がサポートされますが、事前に定義さ
れたバンドル内のワークフローだけを使用できます。

オペレーションコンソールからの Operations Orchestration Central の起動
手順 78 オペレーションコンソールから Operations Orchestration Central を起動する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから、[Integrated Tools]
を選択します。

2. [Operations Orchestration Central] をクリックして、新しいブラウザーウィンドウで OO
Central 管理コンソールを起動します。

HPE Operations Orchestration Studio
オプションで、OO Studio をインストールして、既存のワークフローを編集したり、ワークフ
ローを作成したりすることもできます。 OO Studio でワークフローを編集した後は、OO Central
にそのワークフローを戻したり、それを使用して次のような管理タスクを実行したりできま
す。

• プロビジョニングされた仮想マシンを監視して、障害が発生した場合にリール通知を送信
する。
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• メモリ、ストレージ、CPU 利用率のステータスを確認する。

• 仮想マシン上でヘルスチェックを実行する。

• 特定の仮想マシンにパッチを適用する。

• 特定の仮想マシンのスナップショットの作成をスケジュールする。
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13 イメージの管理
イメージの概要

Helion CloudSystem に仮想マシンのプロビジョニングで使用する既存のイメージをアップロー
ドするには、OpenStack ユーザー ポータルを使用します。 クラウドユーザーが OpenStack
ユーザーポータルを使用して、使用可能なイメージから選択したり、既存のサーバーから独自
のイメージを作成したりします。 ユーザーは、OpenStack API または CLI を使用してイメー
ジを作成することもできます。

イメージには、仮想マシンのオペレーティングシステムが含まれます。 ここでは、ファイルシ
ステムレイアウトや OS バージョンのほか、プロビジョニングするオペレーティングシステム
に関する関連情報が定義されます。 イメージは、クラウド内の 1 つ以上の仮想マシンにプロ
ビジョニングできます。

追加（アップロード）するイメージは、クラウドで仮想インスタンスを起動するために使用さ
れます。

クラウドで仮想マシンインスタンスをプロビジョニングするには、その前に少なくとも 1 つの
プロバイダーネットワークまたはテナントネットワークを作成し、少なくとも 1 つのイメージ
をアップロードしておく必要があります。 OpenStack ユーザーポータルを使用してイメージ
をアップロードするには、次のいずれかの操作を行います。

• ファイルサーバー URL の入力

• ローカルファイルの選択

• 現在実行しているインスタンスのスナップショットからのイメージの作成

イメージの形式

ESXi
VMware ESXi ハイパーバイザー上での VM ゲストのプロビジョニングでは、Helion CloudSystem
は SCSI および IDE アダプターで、以下の仮想マシンのディスク（VMDK）形式のイメージ
ファイルをサポートしています。

• フラット

• スパース

圧縮 VMDK イメージなどのその他のフォーマットはサポートされていません。

• ご使用のイメージで Sparse VMDK フォーマットまたは IDE アダプターが使用されている
場合は、OpenStack ユーザーポータルでイメージに必要なプロパティを設定する必要があ
ります。

• イメージで IDE アダプターが必要な場合は、インスタンスの電源が入っているときに
Cinder ボリュームを接続することはできません。

HPE Linux および RHEL KVM
HPE Linux および RHEL KVM コンピュートホストでの仮想マシンプロビジョニングについて
は、Quick EMUlator（QEMU）コピーオンライト形式（QCOW2）にフォーマットされたイメー
ジファイルがサポートされています。

Hyper-V
Hyper-V コンピュートホストでの仮想マシンプロビジョニングでは、VHD および VHDX で
フォーマットされたイメージファイルがサポートされています。

注記: OpenStack ユーザーポータルおよび Glance CLI において、VHD および VHDX の両方
のイメージは、ディスク形式として VHD を指定します。
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例：

glance image-create \
--file /home/stack/windows_server_2012_r2_standard_eval_hyperv_20151021.vhd \
--name new_big_img --container-format bare \
--disk-format vhd --visibility public

詳細情報

Microsoft Windows イメージのカスタム属性の設定 (125 ページ)
仮想マシンとして起動するために VMware ベースのイメージを構成する方法について詳しく
は、OpenStack Cloud Software の 『OpenStack Configuration Reference』 を参照してく
ださい。

VMwarer でのイメージネーミングと単一データストアのサポート
• Helion CloudSystem イメージの各セットは、VMware vCenter 内の同じデータストアに存
在する必要があります。

• vCenter にアップロードする Helion CloudSystem イメージの追加セットを分類するため
にフォルダーを使用することはできません。

たとえば、Enterprise アプライアンスイメージを Foundation イメージの後に追加する場合は、
Enterprise イメージを実行中の Foundation アプライアンスと同じデータストアにアップロー
ドする必要があり、同じ vCenter で稼働している他の Enterprise アプライアンスからの固有の
名前を持つ必要があります。

イメージの作成と取得
Helion CloudSystem に追加できるイメージの作成および取得について詳しくは、次のドキュメ
ントを参照してください。

• OpenStack ソフトウェア でのイメージの取得

• OpenStack Software のOpenStack Virtual Machine Image Guide
• Enterprise Information Library にある『Creating Windows Virtual Machine Images for

Use with ESXi Compute Clusters in HP CloudSystem』のホワイトペーパー

イメージを追加する
OpenStack ユーザーポータルで次の手順を使用して、Glance レポジトリにイメージを追加し
ます。 このイメージは、仮想マシンインスタンスの作成に使用できます。
手順 79 イメージの追加
1. OpenStack ユーザーポータルにログインします。
2. [管理者] タブから [イメージ]を選択します。
3. [+ Create image] をクリックします。
4. [Image Source] を選択します。

• [Image Location]： ファイルサーバーからアップロードするイメージの URL（http:
で始まる）。 たとえば、http://fileserver.com:port/dir1/imagename と入
力します。

• [Image File]：ブラウザーで解決できる OS イメージへのパス。 イメージを含む単一
のファイルを選択します。

5. インスタンスを起動するコンピュートホストのタイプに従って、[形式]を選択します。
• ESXi の場合：VMDK
• RHEL KVM および HPE Linux の場合：QCOW2-QEMU エミュレーター
• Hyper-V の場合：VHD

VHD イメージと VHDX イメージの両方に VHD を指定します。
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6. イメージのデータを入力します。

• アーキテクチャー：（空白のままにします）

• 最小ディスク：0

• 最小 RAM：0

• パブリック：はい

• 保護：[いいえ]（イメージを Glance から削除できます）または [はい]（イメージを
Glance から削除できません）

7. イメージの追加を終了するには、[追加]をクリックします。
イメージをアップロードせずに終了するには、[キャンセル] をクリックします。

8. イメージの [Update Metadata] で、イメージにハイパーバイザーのタイプを追加します。
このステップにより、クラウドに複数のコンピュートホストタイプがある場合、イメージ
から作成された仮想マシンインスタンスが適切なコンピュートホストのタイプに確実に展
開されます。

a. 新規にアップロードされたイメージを選択します。

b. [Actions] メニューをクリックして [Update Metadata] をクリックします。
c. 左側の列で、[Hypervisor Selection] の横にある + をクリックして右側の列にハイ
パーバイザーのタイプのリストを移動します。

d. 右側の列で [hypervisor_type] を展開します。
e. HYPER-V では hyperv、RHEL KVM および HPE Linux では kvm、あるいは ESXi で
は vmware を選択します。

f. [Save] をクリックします。
9. （オプション）OpenStack Glance CLI を使用して Windows イメージのカスタム属性を設
定します。

詳細情報

Microsoft Windows イメージのカスタム属性の設定 (125 ページ)

イメージメタデータのアップデート
イメージからインスタンスを作成していない場合は、イメージのアップロード後に OpenStack
ユーザーポータルや OpenStack Glance CLI または API を使用して、そのイメージの属性を変
更できます。

クラウドに複数のコンピュートホストのタイプがある場合は、イメージにハイパーバイザーの
タイプのメタデータを追加する必要があります。 このステップにより、イメージから作成され
た仮想マシンインスタンスが適切なコンピュートホストのタイプに確実に展開されます。

手順 80 Glance イメージプロパティをアップデートする（イメージからインスタンスが作成さ
れていない場合）

1. OpenStack ユーザーポータルにログインします。
2. [Admin] タブから、[Images] パネルを選択します。
3. イメージを選択し、[Edit] をクリックして、[Update Metadata] を選択します。
4. プロパティの値を変更します。

5. （オプション）OpenStack ユーザーポータルを使用する代わりに、Glance image-update
コマンドを使用して、イメージをアップデートします。 例：
glance image-update <Windows-image.vmdk> --property hypervisor_type=vmware

glance image-update <Windows-image.vmdk> \
--property vmware_ostype=windows7Server64Guest --os-cacert <mycert.cer>
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重要: ブートソースとしてイメージを使用してインスタンスを展開した場合、イメージをアッ
プデートできません。 イメージがキャッシュされるため、イメージを削除し、正しいプロパ
ティを持つ新しいイメージをアップロードします。

手順 81 Glance イメージを再作成する（イメージからインスタンスが作成されている場合）
1. stack の認証情報を使用して、マネジメントアプライアンス（mgmt-m1）にログインしま
す。

2. クラウドコントローラーに SSH で接続します。
3. データストア内の<CC CLM IP>_base/<image-id>/<image-id>.* フォルダーからイ
メージを削除します。

4. Glance CLI または OpenStack ユーザーポータルを使用して、イメージをもう一度作成し
ます。

OpenStack Glance の image-create コマンドでは、VMware 固有のプロパティ
（vmware_disktype、hypervisor_type、vmware_adaptertype など）を指定する
必要があります。

詳細情報

OpenStack クラウドソフトウェア にある OpenStack Glance コマンド

Microsoft Windows イメージのカスタム属性の設定
Windows イメージ（VMDK ファイル）を OpenStack ユーザーポータルからアップロードする
と、Helion CloudSystem はイメージに対して以下の属性を設定します。

• vmware_ostype=windows8Server64Guest

• vmware_adaptertype=lsiLogicsas

注記: イメージ用の別のオペレーティングシステムタイプを設定するには、アップロードす
る VMDK ファイルの名前に-os-type-<Windows OS type> を追加します。
たとえば、64 ビット Windows 7 Server イメージがある場合は、アップロードする前にファイ
ルにWinImage-os-type-windows7Server64Guest.vmdk と名前を付けます。

ESXi でプロビジョニングされたインスタンス内のアダプタータイプの
アップデート

ESXi でプロビジョニングされたインスタンス内で作成されたアダプタータイプを変更する場
合は、ご使用のアダプタータイプに固有の値に、インスタンスの作成に使用するイメージの
[hw_vif_model] プロパティを設定します。 このプロパティを指定しない場合は、デフォルト
の VirtualE1000 が使用されます。

hw_vif_model の値アダプターの種類

VirtualE1000E1000（デフォルト）

VirtualE1000eE1000e

VirtualPCNet32Flexible

VirtualVmxnetVmxnet

VirtualVmxnet3Vmxnet3

イメージからインスタンスが作成されていない場合、image-update コマンドあるいは
OpenStack ユーザーポータルのImages パネルを使用して、hw_vif_model プロパティをアッ
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プデートすることができます。 イメージメタデータのアップデート (124 ページ) を参照してく
ださい。

例

glance --insecure image-update <Windows-image.vmdk> \
--property hw_vif_model=VirtualVmxnet

Glance ディスクサイズの拡大
Helion CloudSystem の展開後に、ご使用の Glance ディスクのサイズを拡大する必要がある場
合は、管理ハイパーバイザーでディスクを作成して、クラウドコントローラー（cc-m1）に接
続することができます。

手順 82 ESXi 環境で Glance ディスクのサイズを拡大する
1. vCenter の管理ハイパーバイザーにログインします。
2. クラウドコントローラー（<cloud.host-prefix>-ccp-cc-m1）を選択して、仮想マシンの設
定を編集します。

3. ハードディスクを追加します。 追加するときに、サイズを指定し、[Thin Provisioning] を
選択します。

4. stack の認証情報でクラウドのコントローラーにログインします。
5. root ユーザーに切り替えます。

sudo su

6. 新しいディスクをスキャンします。

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan

fdisk -l を使用して、新しいディスクを確認できます。

7. 物理ボリュームを作成します。

pvcreate <new_disk_path>

例：

pvcreate /dev/sdd

8. ボリュームをボリュームグループに追加します。

vgextend hlm-glance-disk <new_disk_path>

9. 論理ボリュームを拡張します。

lvextend -l +100%FREE /dev/hlm-glance-disk/glance

10. ファイルシステムのサイズ変更
resize2fs /dev/hlm-glance-disk/glance

11. Glance ディスクサイズの変更を確認します。
df -h

手順 83 KVM 環境で Glance ディスクのサイズを拡大する
1. 管理ハイパーバイザーにログインし、最初のクラウドコントローラー
（<cloud.host-prefix>-ccp-cc-m1）の VM 名を検索します。 ステップ 3 でこのアドレスを
入力します。

virsh list --all

2. 新しい qcow2 ディスクを作成します。
qemu-img create -f qcow2 <path_of_disk> <size_of_disk>

例：

qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/glance_disk2.qcow2 10G

3. 最初のクラウドコントローラーにディスクを接続します。
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virsh attach-disk --domain <vm-name> --persistent \
--source <path_of_disk> --target <target_device> \
--driver qemu --subdriver qcow2

例：

virsh attach-disk --domain aj-cloud-ccp-cc-m1 --persistent \
--source /var/lib/libvirt/images/glance_disk2.qcow2 --target vdd \
--driver qemu --subdriver qcow2

4. stack の認証情報でクラウドのコントローラーにログインします。
5. root ユーザーに切り替えます。

sudo su

6. 新しいディスクをスキャンします。

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan

fdisk -l を使用して、新しいディスクを確認できます。

7. 物理ボリュームを作成します。

pvcreate <new_disk_path>

例：

pvcreate /dev/sdd

8. ボリュームをボリュームグループに追加します。

vgextend hlm-glance-disk <new_disk_path>

例：vgextend hlm-glance-disk /dev/sdd.

9. 論理ボリュームを拡張します。

lvextend -l +100%FREE /dev/hlm-glance-disk/glance

10. ファイルシステムのサイズ変更
resize2fs /dev/hlm-glance-disk/glance

11. Glance ディスクサイズの変更を確認します。
df -h
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14 Cinder（ブロック）ストレージ構成と管理
Helion CloudSystem は、HPE StoreVirtual VSA、HPE 3PAR StoreServ、iSCSI、VMware VMFS
ブロックストレージオプションをサポートしています。 互換性の詳細については、Enterprise
Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 サポートマトリックス』を参照し
てください。

ブロックストレージ（Cinder）
• VMware VMFS ストレージデバイス (129 ページ)

• HPE 3PAR StoreServ ストレージデバイス (130 ページ)

• StoreVirtual VSA ストレージデバイス (135 ページ)

表 5 ブロックストレージオプション

デバイスの作成状況
ブロックストレージデバイスのタ
イプ

イメージタ
イプハイパーバイザー

[統合されたツール]画面で vCenter が登録
されたときに自動的に作成

VMware VMFSVMDKESXi

オペレーションコンソールの [Block
Storage Devices] 画面上

QCOW2HPE Linux, RHEL
KVM

3PAR StoreServ ファイバーチャ
ネル

1

3PAR StoreServ iSCSI
StoreVirtual VSA

オペレーションコンソールの [Block
Storage Devices] 画面上

VHD、
VHDX

Hyper-V 3PAR StoreServ iSCSI
StoreVirtual VSA2

1
ボリュームからの起動は、3PAR FC ストレージを使用する、KVM でプロビジョニングされたインスタンスではサ
ポートされていません。

2 Hyper-V コンピュートホストがクラスターに含まれている場合、Hyper-V でプロビジョニングされたインスタンス
では、ボリュームからのブートはサポートされません。

ブロックストレージおよび HA
各ブロックストレージボリュームサービスはシングルトンサービスであり、したがって、一度
に実行できるのは、クラウドコントローラートリオのいずれかのメンバー上に限られます。 オ
ペレーションコンソールから利用できる監視サービスを使用して、Helion CloudSystem でのブ
ロックストレージボリュームサービスの状態を監視します。

詳細情報

ブロックストレージネットワーク (128 ページ)
ブロックストレージ（Cinder） (128 ページ)

ブロックストレージネットワーク
ブロックストレージネットワークは、Helion CloudSystem インストーラー実行時に構成される
iSCSI ネットワークです。 このネットワークは、ストレージデバイス（VSA または 3PAR）を
管理クラスターとコンピュートクラスターに接続します。

3PAR ファイバーチャネルを使用する予定の場合は、3PAR を管理クラスターとコンピュート
クラスターに接続するように、ご使用の環境内の FC SAN ネットワークも構成する必要があり
ます。

詳細情報

ブロックストレージおよび HA (128 ページ)
ブロックストレージ（Cinder） (128 ページ)
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VMware VMFS ストレージデバイス
VMFS ストレージデバイスを使用すると、ボリュームから VMware インスタンスを起動できま
す。 オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面で VMware vCenter に接続すると、
VMFS ストレージデバイスが自動的に作成されます。
複数の vCenter を使用している場合、ボリュームの接続先であるインスタンスは、VMFS スト
レージデバイスをホストしている vCenter 内になければなりません。

重要: Esxi コンピュートクラスターでプロビジョニングされた仮想マシンは、ユーザーのデー
タを格納する VMDK データストアを使用しています。 VMDK データストアには、データセン
ターの管理ネットワークを使用する仮想マシンからアクセスします。 このネットワークは、他
のデータセンター サービスによって共有され、このネットワーク上のト VMDK ラフィックは
暗号化されていません。 データセンターの管理者は、データセンターの管理ネットワークが侵
害された場合、ユーザーデータへの全般的なリスクを認識する必要があります。

プロセスの概要

1. VMFS ストレージデバイスのセットアップ (129 ページ)
2. VMFS ストレージデバイスの登録 (129 ページ)
3. VMFS ストレージデバイスの管理 (130 ページ)

VMFS ストレージデバイスのセットアップ
Helion CloudSystem 環境で VMFS ストレージデバイスを統合する場合、以下の点を考慮して
ください。

• オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面で、ストレージデバイスをホストす
る vCenter を登録します。 [Block Storage Devices] 画面では、接続した vCenter ごとに 1
つの VMFS ストレージデバイスが自動的に登録されます。

詳細情報

VMFS ストレージデバイスの登録 (129 ページ)
VMFS ストレージデバイスの管理 (130 ページ)
ESXi および VMware のドキュメント

VMFS ストレージデバイスの登録
vCenter に接続すると、VMFS ストレージデバイスが自動的に作成されます。 これにより、以
下のデバイスが提供されます。

• 登録済みの 1 つの VMware VMFS ストレージデバイス

• 1 つのバックエンド
OpenStack ユーザーポータルにログインしてバックエンド名を検索し、
[Admin]→[Volumes]→[Volume Types] に移動します。次に、VMFS ストレージデバイス
用に作成したボリュームタイプを選択し、[View Extra Specs] をクリックします。 この
テーブルにバックエンドのエントリーがあります。

• 1 つの VMFS ボリュームタイプ
このボリュームタイプ名は、VMFS ストレージデバイスの登録時にその VMFS ストレージ
デバイスに与えられた名前と一致します。

詳細情報

VMFS ストレージデバイスのセットアップ (129 ページ)
VMFS ストレージデバイスの管理 (130 ページ)
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VMFS ストレージデバイスの管理
オペレーションコンソールを使用して VMFS ストレージデバイスの詳細を表示できますが、オ
ペレーションコンソールの [Block Storage Devices] 画面からデバイスを管理することはできま
せん。

• VMFS ストレージデバイスの登録を解除し、バックエンドを削除するには、vCenter です
べてのコンピュートクラスターを非アクティブ化し、[統合されたツール] 画面で vCenter
の登録を解除します。 オペレーションコンソールで VMware vCenter への接続を解除する
(119 ページ) を参照してください。

• VMFS ボリュームタイプを追加または削除するには、admin 認証情報を使用して OpenStack
ユーザーポータルにログインし、プロジェクトを選択して、[Admin]→[Volumes]→[Volume
Types] に移動します。

vCenter を削除する場合の注意事項

• まず、vCenter に関連付けられているすべてのコンピュートクラスターを非アクティブ化
する必要があります

• vCenter の登録時に自動的に作成された VMFS ストレージデバイスは、vCenter の登録解
除後に削除されます。

• VMFS ストレージデバイスに関連付けられているバックエンドは、vCenter の登録解除後
に削除されます。

• ボリュームタイプが削除され、OpenStack ユーザーポータルの [ボリュームタイプ] 画面に
表示されなくなります。

詳細情報

VMFS ストレージデバイスのセットアップ (129 ページ)
VMFS ストレージデバイスの登録 (129 ページ)

HPE 3PAR StoreServ ストレージデバイス
クラウド環境に 3PAR StoreServ ファイバーチャネルまたは iSCSI ストレージデバイスを追加
できます。

前提条件

• ストレージドメインを使用している場合は、1 つの FC デバイスタイプと 1 つの iSCSI デ
バイスタイプを同じストレージシステムに追加するときに、両方のデバイスを同じドメイ
ンに配置する必要があります。

• iSCSI デバイスを追加する場合、対象のコンピュートホストと 3PAR ストレージシステム
の iSCSI ポートを接続している必要があります。 接続を構成していない場合、ブロック
ストレージボリュームは仮想マシンインスタンスに接続しません。

• iSCSI デバイスは、デフォルトではチャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）
が無効化された状態で作成されます。 CHAP は、このリリースの Helion CloudSystem で
はサポートされていません。

• 3PAR iSCSI ホスト名に特殊文字が含まれていると、ボリュームの接続時に Cinder ドライ
バーのホストの作成が失敗します。 iSCSI ホスト名には、[a～z][A～Z][. -] および [0～9]
の文字のみを使用できます。

プロセスの概要

1. 3PAR ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (131 ページ)
2. 3PAR ストレージデバイスの登録 (131 ページ)
3. 3PAR iFC 用の CPG の管理 (132 ページ)
4. 3PAR iSCSI 用の CPG の管理 (133 ページ)
5. 3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除 (137 ページ)
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詳細情報

「3PAR ストレージシステムを使用するためのベストプラクティス 」(135 ページ)

3PAR ストレージデバイスハードウェアのセットアップ
Helion CloudSystem 環境で 3PAR StoreServ ストレージデバイスを統合する場合、以下の点を
考慮してください。

• コンピュートホストおよび仮想マシンインスタンスのストレージ要件を満たすよう 3PAR
StoreServ FC または iSCSI ストレージシステムを構成します。 FC および iSCSI デバイ
スには、サポート対象の 3PAR ストレージシステムの管理コンソールとの接続が必要で
す。

構成情報については、3PAR StoreServ のドキュメント を参照してください。

• Hyper-V コンピュートホストを使用する場合は、3PAR iSCSI を使用します。 （3PAR FC
は Hyper-v ホストコンピュートホストではサポートされていません）。

• 3PAR StoreServ ストレージシステムのサーバー証明書の CN 属性 Subject フィールドに
完全修飾ドメイン名（FQDN）が含まれていることを確認します。

• ブロックストレージボリュームの場合、3PAR StoreServ の REST API Web サービスを有
効にします。

詳細情報

3PAR ストレージデバイスの登録 (131 ページ)
3PAR iFC 用の CPG の管理 (132 ページ)
3PAR iSCSI 用の CPG の管理 (133 ページ)
3PAR ストレージシステムを使用するためのベストプラクティス (135 ページ)

3PAR ストレージデバイスの登録
オペレーションコンソールの[Storage]→[Block Storage Devices] 画面から 3PAR ストレージ
デバイスを登録できます。

前提条件 

• ストレージシステムとネットワークが構成されている必要があります。

• iSCSI デバイスの場合、コンピュートホストから VSA ストレージシステムターゲットに接
続している必要があります。

手順 84 3PAR ブロックストレージデバイスを登録する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. [ストレージデバイスの登録]をクリックします。
3. ドロップダウンリストから、登録するデバイスタイプ、たとえば 3PAR FC や 3PAR iSCSI
を選択します。

4. ストレージデバイスのネットワークの詳細情報を入力します。

全般

• Helion CloudSystem に表示される 3PAR ストレージシステムの名前

• ストレージシステムの管理 IP アドレス

• ストレージシステムの管理コンソールにアクセスするためのユーザー名とパスワー
ド。 ドメインを「すべて」に設定して、3PAR の編集ロールの認証情報を入力しま
す。
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SAN の構成

• ストレージシステムに SSH アクセスするための SAN コントローラーの SAN IP アド
レス

• ストレージシステムに SSH アクセスするための SAN コントローラーの SAN ユーザー
名とパスワード

5. [登録]をクリックします。
デバイスを登録せずにアクションを終了し、画面を閉じるには、登録の前にキャンセルを
クリックします。

6. 新しいストレージデバイスが [ブロックストレージデバイス]概要画面に表示されているこ
とを確認します。

詳細情報

3PAR ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (131 ページ)
3PAR iFC 用の CPG の管理 (132 ページ)
3PAR iSCSI 用の CPG の管理 (133 ページ)
3PAR ストレージシステムを使用するためのベストプラクティス (135 ページ)

3PAR iFC 用の CPG の管理
共通プロビジョニンググループ（CPG）は論理ディスクの仮想プールを作成します。これによ
り、仮想ボリュームは CPG のリソースを共有し、オンデマンドでスペースを割り当てること
ができます。

前提条件 

• 3PAR FC ストレージデバイスが登録されている必要があります。

注記: 1 つのストレージデバイスに複数の CPG を関連付けることができますが、ベストプラ
クティスとして、1 つのストレージデバイス 1 つの CPG というように関係を制限することを
お勧めします。

手順 85 3PAR 用の共通プロビジョニンググループを管理する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. CPG を関連付ける 3PAR デバイスの行を選択します。
3. [アクション] メニュー から、[CPG の管理]を選択します。
4. [CPGs の追加]をクリックします。
利用可能な CPG の一覧が表示されます。

5. デバイスに関連付ける 1 つまたは複数の CPG を選択し、[CPG の登録]をクリックしま
す。

変更せずに終了し、画面を閉じるには、CPG の登録前に [キャンセル]をクリックします。
6. デバイスから CPGs の関連付けを削除するには、CPG の行を選択し、[CPG の削除]をク
リックします。

[削除の確認]をクリックします。
変更せずに終了し、画面を閉じるには、削除の確認前に [キャンセル]をクリックします。

7. [ブロックストレージデバイス]概要画面上のデータが正しいことを確認します。
手順 86 3PAR FC のバックエンドを管理する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. [ストレージデバイスの登録]ボタンから、下矢印をクリックし、[ボリュームバックエンド
の管理]を選択します。
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3. [ボリュームバックエンドの管理] ウィンドウから、[バックエンドの追加]をクリックしま
す。

バックエンドの一意の名前を入力します。

4. [バックエンド構成]で、[StoreServe 3PAR FC] を選択します。
5. バックエンドと関連付ける CPG を選択します。
6. バックエンドのボリュームタイプを特定します。

• 既存のボリュームタイプを使用するには、[既存のボリュームタイプ]を選択し、表示
されるリストからボリュームタイプを選択します。

注記: OpenStack ユーザーポータルで作成したボリュームタイプが、[既存のボリュー
ムタイプ] ドロップダウンリストにフィルタリングされずに表示されます。 3PAR バッ
クエンドに VMDK ボリュームタイプを関連付けないでください。

• 新しいボリュームタイプを作成するには、[New Volume Type] を選択し、表示され
るフィールドにボリュームタイプの名前を入力します。

7. [バックエンドの作成]をクリックします。
8. [ブロックストレージデバイス]概要画面上のデータが正しいことを確認します。

詳細情報

3PAR ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (131 ページ)
3PAR ストレージデバイスの登録 (131 ページ)
3PAR iSCSI 用の CPG の管理 (133 ページ)
3PAR ストレージシステムを使用するためのベストプラクティス (135 ページ)

3PAR iSCSI 用の CPG の管理
前提条件

• 3PAR iSCSI ストレージデバイスが登録されている必要があります。
手順 87 3PAR iSCSI 用の CPG を管理する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. ターゲットを関連付ける 3PAR デバイスの行を選択します。
3. [アクション] メニュー から、[CPG の管理]を選択します。
4. [CPG の追加]をクリックします。
利用可能なターゲットの一覧が表示されます。

5. デバイスに関連付ける 1 つまたは複数のターゲットを選択し、[CPG の登録]をクリックし
ます。

変更せずに終了し、画面を閉じるには、CPG の登録前に [キャンセル]をクリックします。
6. デバイスからターゲットの関連付けを削除するには、ターゲットの行を選択し、[CPG の
削除]をクリックします。
[削除の確認]をクリックします。
変更せずに終了し、画面を閉じるには、削除の確認前に [キャンセル]をクリックします。

7. [ブロックストレージデバイス]概要画面上のデータが正しいことを確認します。
手順 88 3PAR iSCSI のバックエンドを管理する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. [ストレージデバイスの登録]ボタンから、下矢印をクリックし、[ボリュームバックエンド
の管理]を選択します。
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3. [ボリュームバックエンドの管理] ウィンドウから、[バックエンドの追加]をクリックしま
す。

4. バックエンド構成で、[StoreServe iSCSI] を選択します。
5. バックエンドと関連付ける CPG を選択します。
6. バックエンドのボリュームタイプを特定します。

• 既存のボリュームタイプを使用するには、[既存のボリュームタイプ]を選択し、表示
されるリストからボリュームタイプを選択します。

注記: OpenStack ユーザーポータルで作成したボリュームタイプが、[既存のボリュー
ムタイプ] ドロップダウンリストにフィルタリングされずに表示されます。 3PAR バッ
クエンドに VMDK ボリュームタイプを関連付けないでください。

• 新しいボリュームタイプを作成するには、[New Volume Type] を選択し、表示され
るフィールドにボリュームタイプの名前を入力します。

7. [バックエンドの作成]をクリックします。
8. [ブロックストレージデバイス]概要画面上のデータが正しいことを確認します。

詳細情報

3PAR ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (131 ページ)
3PAR ストレージデバイスの登録 (131 ページ)
3PAR iFC 用の CPG の管理 (132 ページ)
3PAR ストレージシステムを使用するためのベストプラクティス (135 ページ)

（オプション）3PAR FC と iSCSI ストレージシステムから分配される Cinder ボ
リュームのマルチパスの有効化

手順 89 （オプション）Cinder ボリュームのマルチパスを有効にする
1. Deployer アプライアンスにログインします。
2. ファイル ~/helion/hos/ansible/roles/multipath/README.md を開きます。
3. 3PAR FC と iSCSI の Cinder ボリュームのマルチパスを構成するには、README ファイ
ルのステップに従ってください。

4. ファイル ~/helion/my_cloud/config/nova/kvm-hypervisor.conf.j2 を開き、
この行を [libvirt] セクションの下に追加します。
iscsi_use_multipath=true

5. ~/helion/my_cloud/config/cinder/cinder.conf.j2 ファイルを編集して、
[DEFAULT] セクションの下で次の行を追加します。
use_multipath_for_image_xfer=true

6. ご自身の構成をローカル git repo にコミットします。
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Enabling multipath for Cinder"

7. 構成プロセッサーを実行します。

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml

8. インストールディレクトリを作成するには、展開済みの playbook を実行します。
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

9. Nova を設定する playbook を実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml
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3PAR ストレージシステムを使用するためのベストプラクティス
次の情報は、3PAR ストレージを含む ESXi または KVM 環境をチューニングする場合に役立ち
ます。

• 3PAR StoreServ Storage および VMware vSphere 5 のベストプラクティス
• 3PAR StoreServ Storage および VMware vSphere 6 のベストプラクティス
• 3PAR StoreServ Block Storage Driver Configuration Best Practices （OpenStack Liberty

update）
• ファイバーチャネルゾーンマネージャーの展開によるメリットに関するガイド

詳細情報

3PAR ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (131 ページ)
3PAR ストレージデバイスの登録 (131 ページ)
3PAR iFC 用の CPG の管理 (132 ページ)
3PAR iSCSI 用の CPG の管理 (133 ページ)

StoreVirtual VSA ストレージデバイス
ブロックストレージボリュームは、iSCSI ボリュームとして Hyper-V および HPE Linux および
RHEL KVM のインスタンスに接続できます。 コンピュートのインスタンスは、VSA LUN 上に
分配されたハイパーバイザー固有のファイルシステムに保存できます。

/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml のリソース
セクションには、VSA が含まれます。
プロセスの概要

1. StoreVirtual VSA ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (135 ページ)
2. StoreVirtual VSA ストレージデバイスの登録 (135 ページ)
3. VSA ストレージデバイス用のクラスターの管理 (136 ページ)
4. 3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除 (137 ページ)

StoreVirtual VSA ストレージデバイスハードウェアのセットアップ
Helion CloudSystem 環境に StoreVirtual VSA を統合する場合、以下の点を考慮してください。

• コンピュートホストおよび仮想マシンインスタンスのストレージ要件を満たすよう
StoreVirtual VSA ストレージシステムを構成します。
構成情報については、HPE StoreVirtual 4000 Storage を参照してください。

• このオプションは、HPE Linux、RHEL KVM および Hyper-v コンピュートホストをサポー
トします。

詳細情報

StoreVirtual VSA ストレージデバイスの登録 (135 ページ)
VSA ストレージデバイス用のクラスターの管理 (136 ページ)
3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除 (137 ページ)

StoreVirtual VSA ストレージデバイスの登録
前提条件

• ストレージシステムとネットワークが構成されている必要があります。

• iSCSI デバイスの場合、対象のコンピュートホストと VSA ストレージシステムの iSCSI
ポートを接続している必要があります。
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手順 90 VSA ブロックストレージデバイスを登録する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. [ストレージデバイスの登録]をクリックします。
3. ドロップダウンリストから、登録するデバイスのタイプを選択します（たとえば、

StoreVirtual VSA）。
4. 必要な情報を入力します。

• クラスターの名前。

• LeftHand WS API サーバーの IP アドレス。

• HPE LeftHand クラスターのユーザー名とパスワード。

• Port number (default is 8081).
5. [登録]をクリックします。
デバイスを登録せずにアクションを終了し、画面を閉じるには、登録の前にキャンセルを
クリックします。

6. 新しいデバイスが [ブロックストレージデバイス]概要画面に表示されていることを確認し
ます。

詳細情報

StoreVirtual VSA ストレージデバイスハードウェアのセットアップ (135 ページ)
VSA ストレージデバイス用のクラスターの管理 (136 ページ)
3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除 (137 ページ)

VSA ストレージデバイス用のクラスターの管理
複数のクラスターを VSA デバイスに関連付けることで、リソースを共有し、オンデマンドで
スペースを割り当てることができます。

前提条件

• StoreVirtual VSA ストレージデバイスが登録されている必要があります。

• VSA ノードの最大サイズは 50 TB です。

• クラスターあたり 3 ノードが最小値です。

• クラスターあたり 32 ノードが最大値です。
手順 91 VSA バックエンドを管理する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. [ストレージデバイスの登録]ボタンから、下矢印をクリックし、[ボリュームバックエンド
の管理]を選択します。

3. [ボリュームバックエンドの管理] ウィンドウから、[バックエンドの追加]をクリックしま
す。

4. [バックエンド構成]で、[StoreVirtual（VSA クラスター）]を選択します。
5. バックエンドと関連付けるクラスターを選択します。

6. バックエンドのボリュームタイプを特定します。

• 既存のボリュームタイプを使用するには、[既存のボリュームタイプ]を選択し、表示
されるリストからボリュームタイプを選択します。

注記: OpenStack ユーザーポータルで作成したボリュームタイプが、[既存のボリュー
ムタイプ] ドロップダウンリストにフィルタリングされずに表示されます。 VSA バッ
クエンドに VMDK ボリュームタイプを関連付けないでください。
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• 新しいボリュームタイプを作成するには、[New Volume Type] を選択し、表示され
るフィールドにボリュームタイプの名前を入力します。

7. [バックエンドの作成]をクリックします。
8. [ブロックストレージデバイス]概要画面上のデータが正しいことを確認します。

3PAR および VSA ブロックストレージデバイスの構成と接続の管理
3PAR および VSA ストレージデバイス構成の表示

手順 92 登録されたデバイスの詳細を表示する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. 詳細を表示するデバイスの行を選択します。

3. [Actions] メニュー から、[Details] を選択します。
4. [ブロックストレージデバイス] 画面に戻るには、[キャンセル]をクリックします。

詳細情報

ブロックストレージデバイス接続の編集 (137 ページ)
3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除 (137 ページ)

ブロックストレージデバイス接続の編集

手順 93 ブロックストレージデバイスの接続を編集する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. 編集するデバイスの行を選択します。

3. [アクション] メニュー から、[編集]を選択します。
4. デバイス情報をアップデートします。

5. デバイスに変更内容を反映するには、[アップデート]をクリックします。
変更せずに終了し、画面を閉じるには、[キャンセル]をクリックします。

6. [ブロックストレージデバイス]概要画面上のデータが正しいことを確認します。

詳細情報

3PAR および VSA ストレージデバイス構成の表示 (137 ページ)
3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除 (137 ページ)

3PAR または VSA ブロックストレージデバイスの登録解除
前提条件

• ブロックストレージデバイスが登録されている必要があります。

3PAR ストレージデバイスの登録 (131 ページ) またはStoreVirtual VSA ストレージデバイス
の登録 (135 ページ) を参照してください

• デバイスに関連付けられているボリュームタイプが削除されている必要があります。

ボリュームタイプは、OpenStack ユーザーポータルで、[管理]→[ボリューム]→[ボリュー
ムタイプ]画面から削除できます。

• バックエンドの登録を解除する前に、接続されているボリュームがないことを確認してく
ださい。 OpenStack ユーザーポータルを使用して、[管理者]→[システム]→[ボリューム]
を表示します。

◦ 各ボリュームの [タイプ]を検索します。
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◦ [Volume Types] タブをクリックし、各ボリュームタイプの [Extra Specs] を表示し
て、関連付けられたバックエンドを検索します。

◦ 削除するバックエンドがボリュームに関連付けられている場合は、既存のインスタン
スをすべてボリュームから移動し、バックエンドの登録を解除する前に、ボリューム
を削除します。

手順 94 3PAR または VSA ストレージデバイスの登録を解除する
1. オペレーションコンソールのメインメニューから、[Storage]→[Block Storage Devices]
を選択します。

2. 削除するデバイスの行を選択します。

3. [バックエンドの登録解除]を選択します。
4. 表内のチェックマークが付いたリソースを選択または選択解除します。

5. [登録解除]をクリックします。
デバイスを削除せずに操作を終了し画面を閉じるには、登録を解除する前に、[キャンセ
ル]をクリックします。

6. [ブロックストレージデバイス]概要画面で、デバイスが削除されたことを確認します。

詳細情報

3PAR および VSA ストレージデバイス構成の表示 (137 ページ)
ブロックストレージデバイス接続の編集 (137 ページ)

OpenStack ユーザーポータルにおけるエフェメラルストレージとパー
システントストレージの作成

OpenStack ユーザーポータルを使用して、クラウドで展開されるインスタンスについて特定の
ストレージ特性を定義するボリュームを管理します。

ボリュームは、仮想マシンインスタンスの永続的なブロックストレージを提供します。
OpenStack テクノロジーは、短命ストレージおよび永続的ボリュームという 2 つのブロックス
トレージのクラスを提供します。

• 短命ストレージは、インスタンスが作成されると VM インスタンスに割り当てられ、イン
スタンスが削除されると解放されます。 すべてのインスタンスには短命ストレージがあり
ます。

VM インスタンスを作成するときに、事前に定義されたフレーバーを選択します。 フレー
バーの定義には、仮想 CPU 数、ランダムアクセスメモリ（RAM）の容量、およびスト
レージに割り当てられているディスクスペースの容量が含まれています。 フレーバー定義
の一部として定義されているストレージは短命です。

• 永続的なストレージ、つまりブロックストレージ（OpenStack Cinder）ボリュームは、個
別のエンティティとして保持されます。 ブロックストレージボリュームは、VM インスタ
ンスの範囲外に配置できます。 作成後、ブロックストレージボリュームは 1 つの VM イ
ンスタンスに接続することができ、後で切り離せます。 切り離されたブロックストレージ
ボリュームは、別の VM インスタンスに接続できます。

詳細情報

OpenStack ユーザーポータルでのボリュームの作成 (139 ページ)
OpenStack ユーザーポータルでの VM インスタンスへのボリュームの接続 (139 ページ)
ボリュームを削除する (140 ページ)
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OpenStack ユーザーポータルでのボリュームの作成
前提条件

• OpenStack ユーザーポータルにボリュームを作成する前に、ブロックストレージデバイス
を登録する必要があり、ESXi 環境の場合は、オペレーションコンソールで vCenter に接
続する必要があります。 最初にボリュームを作成する場合、ボリュームは論理ボリューム
マネージャー（LVM）ボリュームとして作成されます。 このボリュームは Helion
CloudSystem では管理できません。

• オペレーションコンソールで管理者により次の操作が完了していること。

コンピュートホストのアクティブ化◦
◦ ストレージデバイスの登録

◦ いずれかの 3PAR または VSA ストレージデバイスへの CPG または VSA クラスター
の追加

◦ いずれかの 3PAR または VSA ストレージデバイスのボリュームバックエンドの作成

• OpenStack ユーザーポータルにログインしていること。

注記: オペレーションコンソールの [統合されたツール] 画面上のリンクを使用して、OpenStack
ユーザーポータルにアクセスします。 または、サポートされているブラウザから
https://<Public-VIP> あるいはhttps://<Admin-VIP> の URL を用いて接続します。

手順 95 OpenStack ユーザーポータルでボリュームを作成する
1. [プロジェクト]タブで、[コンピュート]→[ボリューム]を選択します。

[ボリューム]画面が表示されます。
2. [+ ボリュームの作成]ボタンをクリックします。

[ボリュームの作成]画面が表示されます。
3. ボリュームの一意の名前を入力して、必須フィールドをすべて入力し、[ボリュームの作
成]ボタンをクリックして、操作を完了します。 [キャンセル]をクリックすると、操作を完
了せずに [ボリューム]画面に戻ります。

4. 作成したボリュームが [ボリューム]画面に表示されていることを確認します。

詳細情報

OpenStack ユーザーポータルでの VM インスタンスへのボリュームの接続 (139 ページ)
ボリュームを削除する (140 ページ)

OpenStack ユーザーポータルでの VM インスタンスへのボリュームの
接続

ボリューム接続は、OpenStack ユーザーポータルで管理されます。
前提条件

• 少なくと 1 つのボリュームがあること。

• OpenStack ユーザーポータルにログインしていること。

注記: オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面上のリンクを使用して、コン
シューマーアクセスネットワーク上の OpenStack ユーザーポータルにアクセスします。 また
は、サポートされているブラウザからhttps://<Public-VIP> あるいは
https://<Admin-VIP> の URL を用いて接続します。

OpenStack ユーザーポータルでのボリュームの作成 139



手順 96 OpenStack ユーザーポータルでボリュームを接続する
1. [プロジェクト]タブで、[コンピュート]→[ボリューム]を選択します。

[ボリューム]画面が表示されます。
2. 接続するボリュームの名前の横にあるチェックボックスをクリックします。

3. [アクション]列で、[接続の編集]をクリックします。
[ボリューム接続の管理]画面が表示されます。

4. [インスタンスへの接続]ドロップダウンで、ボリュームに接続する VM インスタンスを選
択します。

5. 必要に応じて、[デバイス名]を編集します。
6. [ボリュームの接続]をクリックしてアクションを完了します。 [キャンセル]をクリックす
ると、操作を完了せずに [ボリューム]画面に戻ります。

7. 接続したボリュームが、[ボリューム]画面の [Attached To] 列に表示されていることを確
認します。

注記: 指定したデバイスにボリュームを接続できない場合（たとえば、/dev/vdc が指
定されている場合）、デバイスは無視され、ゲストオペレーティングシステムが自動的に
次の利用可能なデバイスにボリュームを接続します（たとえば、/dev/sdc がボリューム
の接続先です）。

詳細情報

OpenStack ユーザーポータルでのボリュームの作成 (139 ページ)
ボリュームを削除する (140 ページ)

ボリュームを削除する
前提条件

• ボリュームが関連付けられた VM から切り離されていること。
手順 97 ボリュームを削除する
1. [プロジェクト]タブで、[コンピュート]→[ボリューム]を選択します。

[ボリューム]画面が表示されます。
2. 削除するボリュームの行にあるボックスにチェックを入れます。

3. [ボリュームの削除]をクリックします。
4. ボリュームの削除を確定するには、[ボリュームの削除]をクリックします。
削除せずに終了し、画面を閉じるには、削除する前にキャンセルをクリックします。

5. [ボリューム] 画面からボリュームが削除されたことを確認します。
6. フィルターを [すべてのステータス]に設定して、[ボリューム]概要画面でボリュームが表
示されていないことを確認します。

詳細情報

OpenStack ユーザーポータルでのボリュームの作成 (139 ページ)
OpenStack ユーザーポータルでの VM インスタンスへのボリュームの接続 (139 ページ)
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15 Ceph（ブロックとオブジェクト）のストレージ構成
Helion CloudSystem は、ブロックストレージおよびオブジェクトストレージを提供するオープ
ンソースで、ソフトウェア定義のストレージ（SDS）プラットフォームである Ceph ストレー
ジをサポートします。 Helion CloudSystem は、統一された、スケーラブルで安定したストレー
ジソリューションを Ceph ボリュームのストレージサービスの管理に提供します。

詳細情報

「HPE Helion OpenStack 3.0：Ceph オブジェクトおよびブロックストレージバックエンドの
構成」
「HPE Helion OpenStack 3.0：Ceph ストレージのトラブルシューティング」

Ceph ストレージネットワークおよび構成の要件
Helion CloudSystem は、次のネットワークとコンポーネントの構成で Ceph ストレージをサ
ポートしています。

• Ceph クラスター名は、必ず Ceph です。 HPE Helion CloudSystem はカスタムクラスター
名をサポートしません。

• コンポーネント

Ceph 監視サービスをホストするクラウドコントローラーのトリオ◦
◦ ceph osd サービスを展開した個別のベアメタルリソー スノードプール

◦ （Rados ゲートウェイのみ）オブジェクトストレージ統合のために Rados ゲートウェ
イサービスを実行する専用ベアメタルノードの個別のクラスター

• 関連するネットワーク

表 6 Ceph 展開ネットワーク

OSD-INTERNALOSD-CLIENT
クラウド管理ネット
ワーク構成

(CONF) (untagged)ノード/ネットワーク (OSDI)(OSDC)(CLM)

はいはいはいceph-monitor（ク
ラウドコントロー
ラー）

はいはいはいはいCeph-osd（専用
ノード）

はいはいはいradosgw（専用ノー
ド）

• 推奨インターフェイスのモデル

OSD ノード◦
– CONF ネットワーク（タグなし）に専用のポート

– 結合インターフェイスのクラウド管理ネットワークへの設定

– 結合インターフェイス OSD 内部および OSD クライアントネットワークの設定

◦ （Rados のみ）RADOS ゲートウェイ（RGW）ノード
– CONF ネットワーク専用 Ethernet ポート（タグ無）

– 結合インターフェイスのクラウド管理ネットワークへの設定

– 結合インターフェイス OSD 内部および OSD クライアントネットワークの設定
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• ディスク要件

OSD ノード◦
– オペレーティングシステムには最低限 1 ディスク

– OSD ドライブとして動作する OSD ノードごとに最低限 3 ディスク

– ジャーナルドライブとして動作する OSD あたり最低限 1 ディスク

注記: 例構成 disks_osd.yml は、共有および専用のジャーナルディスクを示
すために、2 つのジャーナルディスクを示しています。 0 から n のジャーナル
ディスクを保有でき、ここで n は当該ノードの OSD ドライブの数です。 Hewlett
Packard Enterprise は、少なくとも 1 つのジャーナルディスクを含むことを推奨
していますが、ジャーナルのディスクは必須ではありません。

◦ （Rados のみ）RADOS ゲートウェイ（RGW）ノード
– オペレーティングシステムには最低限 1 ディスク

詳細情報

Ceph のインプットモデルおよびインストールオプションのアップデート (142 ページ)
サーバーのプロビジョニング (147 ページ)
Ceph の展開 (147 ページ)
Cinder ボリュームバックエンドまたは Glance バックエンドとしての Ceph の構成 (148 ページ)
radosgw の設定の構成 (149 ページ)
Swift および Ceph 共存モードについて (150 ページ)
OpenStack Swift および RADOS ゲートウェイとの通信 (150 ページ)
その他の RADOS ゲートウェイのユーザーアクション (150 ページ)

Ceph のインプットモデルおよびインストールオプションのアップデー
ト

前提条件

• 必要なネットワークに適切な VLAN を作成します。

• 管理ホスト（KVM 展開）に OSD クライアントネットワークを接続します。

• 推奨のネットワークおよびインターフェイス構造ごとに適切なネットワークを伴う OSD
および Rados ゲートウェイにベアメタルノードを有線接続します。

• Helion CloudSystem Foundation を展開します。

• KVM コンピュートインターフェイスセットに OSD クライアントのネットワークグループ
を追加します。

手順 98 インプットモデルおよびインストールオプションをアップデートする
サンプルファイルはディレクトリ /home/stack/helion/my_cloud/add_ons/storage で
利用できます。

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. Deployer のノード上のディレクトリ /home/stack/helion/my_cloud/definition
でのインプットモデルを手動でアップデートします。

3. 以下のファイルをディレクトリ /home/stack/helion/my_cloud/definition/data
にコピーし、必要な編集を行います。

• disks_osd.yml

• disks_rgw.yml

• interfaces_osd.yml

142 Ceph（ブロックとオブジェクト）のストレージ構成



• interfaces_rgw.yml

• server_roles_osd.yml

• server_roles_rgw.yml

4. ファイル /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml
の クラスターと リソースのセクションに、ファイル control_plane.yml から クラス
ターと リソースのセクションをコピーします。

5. Foundation クラスター内に ceph-monitor サービスを追加します。
6. 変更の必要性の有無を以下で確認してください。

• ディスクモデル：disks_osd.yml および disks_rgw.yml にはデフォルト構成が
含まれています。 デフォルトの設定をレビューし、必要に応じて変更を行います。

• インターフェイスのモデル：各インターフェイスには、ファイル
interfaces_osd.yml または interfaces_rgw.yml があります。 必要な場合、
インターフェイスのマッピングを変更します。

Interfaces_osd.yml ファイルのサンプル
interface-models:
- name: OSD-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- DCM
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OSD-INTERNAL
- OSD-CLIENT
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Interfaces_rgw.yml ファイルのサンプル
interface-models:
- name: RGW-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- DCM
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OSD-CLIENT

Server_roles_osd.yml ファイル変更のサンプル
ファイル server_roles_osd.yml 内で、ご使用の環境に合わせてサーバーの役割を変更し
ます。

server-roles:
- name: OSD-ROLE
interface-model: OSD-INTERFACES
disk-model: OSD-DISKS

server_roles_rgw.yml ファイル変更のサンプル
ファイル server_roles_rgw.yml 内でご使用の環境に合わせてサーバーの役割を変更しま
す。

server-roles:
- name: RGW-ROLE
interface-model: RGW-INTERFACES
disk-model: RGW-DISKS

servers.yml ファイル変更のサンプル
必要に応じて、nic マッピングをアップデートするか、nic マッピングを使用しない場合は、nic
マッピングキーを削除します。
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# Ceph OSD Nodes
- id: osd1
ip-addr: 192.168.1.9
role: OSD-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:78"
ilo-ip: 192.168.1.9
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: osd2
ip-addr: 192.168.1.10
role: OSD-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:79"
ilo-ip: 192.168.1.10
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: osd3
ip-addr: 192.168.1.11
role: OSD-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:7a"
ilo-ip: 192.168.1.11
ilo-password: password
ilo-user: admin

# Ceph RGW Nodes
- id: rgw1
ip-addr: 192.168.1.12
role: RGW-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:62"
ilo-ip: 192.168.1.12
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: rgw2
ip-addr: 192.168.1.13
role: RGW-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:63"
ilo-ip: 192.168.1.13
ilo-password: password
ilo-user: admin

control_plane.yml ファイル変更のサンプル
ファイル control_plane.yml をアップロードします。. CONTROLLER-ROLE のサーバー
ロールを持つクラスターエントリーで、サービスコンポーネントに ceph-monitor を追加しま
す。

- allocation-policy: strict
cluster-prefix: cc
member-count: 3
name: controller
server-role: CONTROLLER-ROLE
service-components:
- ceph-monitor
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- apache2
- cinder-api
- cinder-scheduler

cs-install-options.yml ファイル変更のサンプル
OSD-INTERNAL および OSD-CLIENT ネットワークを持つ、ファイル
cs-install-options.yml をアップデートします。 /etc/csdeploy で、サンプルファイ
ルを参照してください。

OSD-INTERNAL
# Ceph OSD internal network for OSD to OSD communication
- name: OSD-INTERNAL
types:
- osdi

members:
- vlanid: 201
cidr: 192.168.3.0/24
addresses:
- 192.168.3.2-192.168.3.100

gateway-ip: 192.168.3.1
iface: eno3

OSD-CLIENT
# Ceph OSD Client network for client communication
- name: OSD-CLIENT
types:
- osdc

members:
- vlanid: 205
cidr: 192.168.4.0/24
addresses:
- 192.168.4.2-192.168.4.100

gateway-ip: 192.168.4.1
iface: eno3

HPE ProLiant SL および HPE Apollo サーバーへの NIC マッピングの追
加

サポートされる標準のサーバーモデルでは、NIC のマッピングがデフォルトでファイ
ル/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml に提供され
ます。 ただし、HPE ProLiant SL または HPE Apollo サーバーの Ceph または Swift ノードを
使用している場合、ファイルに NIC のマッピングを手動で追加する必要があります。

注記: ストレージサーバーに NIC の新しいマッピングを追加します。 コンピュートホストが
使用する可能性があるため、既存の NIC のマッピングをアップデートしないでください。

手順 99 Ceph または Swift ストレージノードとして使用する HPE ProLiant SL および HPE
Apollo サーバーへの NIC マッピングをアップデートする
1. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml を編集し
ます。

2. 適切なデバイス情報で NIC マッピングをアップデートします。 追加の詳細は、ご使用の
システムに基づいており、お使いのハードウェアのバージョンに基づく次の例を伴った不
一致がいくつかあるかも知れません。

例：HPE ProLiant SL サーバー
name: HP-SL4540-2PORT
physical-ports:
logical-name: hed1
type: simple-port
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bus-address: '0000:03:00.0’
logical-name: hed2
type: simple-port
bus-address: '0000:03:00.1’

例：HPE Apollo servers
name: HP-XL450-4PORT
physical-ports:
logical-name: hed1
type: simple-port
bus-address: '0000:0b:00.0'
logical-name: hed2
type: simple-port
bus-address: '0000:0b:00.1'
logical-name: hed3
type: simple-port
bus-address: '0000:05:00.0'
logical-name: hed4
type: simple-port
bus-address: '0000:05:00.1'

サーバーのプロビジョニング
手順 100 サーバープロビジョニングのコマンドを実行する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. ディレクトリ ~/helion/hos/ansible に移動します。
3. ansible-playbook -i hosts/localhosts cobbler-deploy.yml を実行します。
これは Cobbler およびレジスタノードを初期化します。

4. PXE はサービスを起動します。
サーバーの ID は、~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml で指定さ
れます。

ansible-playbook -i hosts/localhosts bm-reimage.yml \
-e "<comma_separated_list_of_server_ids>"

Ceph の展開
手順 101 Ceph を展開する
1. PXE ブート後にノードが確実にアクセスできるようにします。
2. OSD-INTERNAL および OSD-CLIENT のネットワークが csdeploy を使用して Helion

CloudSystem インストールしたときに展開されていない場合は、csoperate network
add-network コマンドを使用してインストールした後で、ネットワークを追加できます。
詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 コマ
ンドラインインターフェイスガイド』を参照してください。

3. OSD-INTERNAL および OSD-CLIENT ネットワークをクラウドコントローラー用に構成し
た場合には、以下の playbook を実行します。
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Added Ceph input model"
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml
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注記: site.yml を実行するとき、ご使用の構成でcs-install-options.yml ファイルで
指定した一意のキープアライブ VRID を使用している場合は、VRID を明確に指定する必要が
あります。

たとえば、次のように上記の最後のコマンドを置き換えます。

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml \
-e keepalived_vrrp_offset=<your-cs-vrid minus 1>

Cinder ボリュームバックエンドまたは Glance バックエンドとしての
Ceph の構成

Cinder ボリュームまたはボリュームのバックアップあるいはその両方のバックエンドとして
Ceph を使用できます。
デフォルトでは、Helion CloudSystem は Glance イメージを、クラウドコントローラーに接続
されているローカルディスクに保存します。 また、Glance イメージのバックエンドとして
Ceph を構成できます。
手順 102 Cinder ボリュームバックエンドまたは Glance バックエンドとして Ceph を構成す
る

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. Ceph サービスを実行するノードに Ceph クライアントをインストールします。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts ceph-client-prepare.yml

3. Ceph にバックアップする Cinder を有効にするには、
~/helion/my_cloud/config/cinder/cinder.conf.j2 ファイルに次の変更を行い
ます。 Ceph バックアップセクションのコメントを解除し、値を入力します。
[DEFAULT]
backup_driver = cinder.backup.drivers.ceph
backup_ceph_conf = <ceph-config-file>
backup_ceph_user = <ceph-backup-user>
backup_ceph_pool = <ceph-backup-pool>

ここで、

backup_driver Cinder ボリュームドライバー。 Ceph に指定したデ
フォルト値のままにします。

backup_ceph_conf Ceph 構成ファイルの場所は、通
常/etc/ceph/ceph.conf です。

backup_ceph_user ~/helion/my_cloud/config/ceph/user_model.yml
ファイルからのユーザー名の値は、以下でハイライ
トします。

- user:
name: cinder-backup
type: openstack

pools:
- name: backups

backup_ceph_pool ~/helion/my_cloud/config/ceph/user_model.yml
ファイルからのプール名の値は、以下でハイライト
されます。

pools:
- name: backups

4. Glance バックエンドとして Ceph を有効にするには、
~/helion/my_cloud/config/glance/glance-api.conf.j2 ファイルに次の変更を
行います。
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a. コメントを解除し、次の値を編集します。

default_store = rbd
stores = rbd
rbd_store_pool = images
rbd_store_user = glance
rbd_store_ceph_conf = /etc/ceph/ceph.conf
rbd_store_chunk_size = 8

b. 同じファイルに、次の Swift へのリファレンスをコメントアウトします。
stores = {{ glance_stores }}
default_store = {{ glance_default_store }}

5. IMPORTANT：Glance repo に既存のイメージがあり、バックエンドとして Ceph のみを
使用する場合は、Glance バックエンドとして Ceph を構成する前に、イメージをバック
アップする Glance CLI または他のツールを使用します。
a. それらのイメージを使用して、スナップショットするか、あるいは Nova インスタン
スをすべて削除します。

b. 保存するイメージをローカルにダウンロードします。

c. Glance かイメージをすべて削除します。
d. Ceph 構成が完了した後、それらのイメージを再度追加します。

6. ご自身の構成をローカル git repo にコミットします。
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Enabling Ceph as Glance backend"

7. 構成プロセッサーを実行します。

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml

8. 構成ディレクトリをアップデートします。

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

9. Cinder を設定する playbook を実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts cinder-reconfigure.yml

10. Glance バックエンドとして Ceph が構成された場合は、Glance を設定する playbook を
実行します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts glance-reconfigure.yml

radosgw の設定の構成
/home/stack/helion/my_cloud/config/ceph/settings.yml では、以下のパラメー
ターを定義できます。

rgw_keystone_accepted_roles リストされているロールのいずれかに
割り当てられたユーザーのみが
radosgw の Swift/S3 Api にアクセスす
ることができます。

• Admin （デフォルト）

• _member_

rgw_keystone_service_type ceph-object-store（デフォルト）

Swift ではなく Ceph radosgw を使用
する場合は、パラメーター
object-store を使用します。
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Swift および Ceph 共存モードについて
RADOS ゲートウェイデフォルトエントリースケール-kvm-ceph モデルを使用して RADOS ゲー
トウェイを展開した場合、OpenStack Swift と共に RADOS ゲートウェイが存在します。 RADOS
ゲートウェイの Keystone サービスタイプはデフォルトで ceph-object-store になります。 共存
モードでは、OpenStack Horizon は、オブジェクトストア操作のすべてについて、OpenStack
Swift とのみ通信します。

OpenStack Swift および RADOS ゲートウェイとの通信
OpenStack Swift および RADOS ゲートウェイと通信するために Swift OpenStack コマンドラ
インインターフェイスを調整するには、次のコマンドを使用します。

Swift と対話するには（デフォルト）：
export OS_SERVICE_TYPE=object-store

RADOS Gateway と対話するには：
export OS_SERVICE_TYPE=ceph-object-store

その他の RADOS ゲートウェイのユーザーアクション
以下についての情報は、HPE Helion OpenStack ドキュメントを参照してください。

• RADOS ゲートウェイユーザー管理

• S3 ユーザーの作成

• RADOS ゲートウェイのユーザーへの Swift アクセスの有効化

詳細情報

HPE Helion OpenStack 3.0：Ceph RADOS ゲートウェイサービスの構成
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16 StoreVirtual VSA ストレージの構成
HPE Helion CloudSystem は、Cinder ブロックストレージデバイスのバックエンドとして VSA
クラスターの展開をサポートします。

詳細情報

VSA ブロック ストレージ バックエンドを構成する HPE Helion OpenStack 3.0。
HPE Helion OpenStack 3.0：VSA ストレージのトラブルシューティング

VSA ネットワークと構成の要件
• コンポーネント：

VSA サービスにベアメタルリソースノードの個別のプールを展開します。◦
◦ HPE StoreVirtual Centralized Management Console のユーザーインターフェイスを展
開します。

• ネットワーク：HPE Helion CloudSystem をサポートします

iSCSI
（BLS）

クラウド管理ネットワー
ク

(CLM)
構成

(CONF) (untagged)ノード/ネットワーク

はいはいはいvsa （専用ノード）

はいはいはいcc m1（クラウド コント
ローラー）

• VSA ノードのインターフェイスモデルを推奨

CONF ネットワーク（タグなし）専用の Ethernet ポート◦
◦ クラウドの管理ネットワーク専用の Ethernet ポート

◦ 結合インターフェイスの iSCSI ネットワークへの設定

• 推奨される VSA ノードディスクの要件

オペレーティングシステムには最低限 1 ディスク◦
◦ 非 AO モードの場合、データ ディスクとして動作する VSA ノードあたり最低限 1
ディスク

◦ AO モードには最低 2 つのディスクが必要です（キャッシュに 1 つおよびデータパー
ティションに 1 つ）。

インプットモデルおよびインストールオプションのアップデート

前提条件

• 必要なネットワークへの Vlan を作成します。

• ISCSI ネットワークを管理ホスト（KVM 展開）に接続します。

• ネットワークおよびインターフェイスの構造によると、必要なネットワークを備えたベア
メタルノードを VSA に有線接続します。

• Helion CloudSystem は、クラウド コント ローラーの起動と実行に伴い展開されます。
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手順 103 インプットモデルとインストールオプションをアップデートする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. VSA を展開するには、Deployer ノード上で /home/stack/helion/my_cloud/

definition/data のインプットモデルを手動でアップデートします。 サンプルファイ
ルは /home/stack/helion/my_cloud/add_ons/storage ディレクトリで利用できま
す。

3. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data に次のファイルをコピーして、
必要な編集を行います。

• disks_vsa.yml

• interfaces_vsa.yml

• server_roles_vsa.yml

4. ファイル control_plane.yml のリソースセクションで、エントリを正しいセクション
の /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml に追
加します。

5. 以下の各セクションが正しくアップデートされていることを確認します。

• ディスクのモデル（disks_vsa.yml）：デフォルトの VSA の構成をレビューし、必要な
編集をします。

• インターフェイスのモデル（interfaces_vsa.yml）：デフォルト VSA の構成をレビュー
し、インターフェイスのモデルのセクションのコメントを解除し、必要な編集をします。

例

interface-models:
- name: VSA-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: INTF1
device:

name: hed2
network-groups:
- CLM

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed3

provider: linux
devices:
- name: hed3
- name: hed4

network-groups:
- iSCSI

• サーバーのロール（server_roles_vsa.yml）：VSA のクラスタリングは、サーバーの
役割に基づいており、各ロールはクラスターを示しています。 次の例では、シングルクラ
スターは VSA-ROLE として表示されます。 たとえば VSA-ROLE-2 のように、異なるクラ
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スターごとに名前を付けて、複数のロールを作成します。 複数のクラスターには同一のイ
ンターフェイスとディスクモデルを使用します。

例

server-roles:
- name: VSA-ROLE
interface-model: VSA-INTERFACES
disk-model: VSA-DISKS

• サーバー（~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml）：以下の例の
ロールを使用してベアメタルサーバーの詳細を追加します。 必要に応じて、NIC マッピン
グをアップデートし、または NIC マッピングキーが適用されない場合、これを削除しま
す。

以下に示すように、servers.yml 内のベアメタルサーバーの詳細に適切なロールを追加
します。 必要に応じて、nic-mappings をアップデートします。 nic-mappings を使
用しない場合は、nic-mappings キーを取り除きます。
IP アドレスは、Helion CloudSystem 展開中に CONF ネットワークに指定された一連のア
ドレス内に限られます。

# VSA Storage Nodes
- id: vsa1
ip-addr: 192.168.1.9
server-group: RACK1
role: VSA-ROLE
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "9d:ff7:9a:ca:3b:22"
ilo-ip: 192.168.1.9
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: vsa2
ip-addr: 192.168.1.10
server-group: RACK2
role: VSA-ROLE
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "9d:ff7:9a:ca:3b:22"
ilo-ip: 192.168.9.10
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: vsa3
ip-addr: 192.168.1.11
role: VSA-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "9d:ff7:9a:ca:3b:22"
ilo-ip: 192.168.9.11
ilo-password: password
ilo-user: admin

• コントロールプレーン（control_plane.yml）：以下の例を使用して、リソースキーに
設定するリソースノードを追加します。 リソースキーが存在しない場合は、最後尾に情報
を追加し、情報をアップデートします。

複数のクラスターが必要な場合は、適切なサーバーの役割を使用して新しいリソースの
セットを追加します。

VSA ストレージデバイス用のクラスターの管理 (136 ページ) を参照してください。
- allocation-policy: strict
min-count: 0
name: vsa
resource-prefix: vsa
server-role: VSA-ROLE
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service-components:
- ntp-client
- vsa

• cs-install-options.yml：cs-install-options.yml ファイルを iSCSI ネットワー
クでアップデートします。

例ファイル
cs-install-options-ESX_Hyper-V-hlinux-RHEL-Vlan-CVR-VSA-3PAR-vmdk-swift.yml
または cs-install-options-hlinux-RHEL-Vlan-CVR-VSA-3PAR.yml を参照して
ください。

# iSCSI network for VSA or 3par
- name: iSCSI
types:
- bls

members:
- vlanid: 500
cidr: 192.168.1.0/24
addresses:
- 192.168.1.2-192.168.1.100

gateway-ip: 192.168.1.1
iface: eno1

サーバーのプロビジョニング
前提条件

• 構成ファイル（インプットモデル）をアップデートします。

手順 104 サーバーをプロビジョニングする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. ディレクトリ ~/helion/hos/ansible に移動します。
3. Cobbler を初期化し、ノードを登録します。

ansible-playbook -i hosts/localhost -e hlmuser_password=<password> cobbler-deploy.yml

ここでは、hlmuser_password は、cs-install-options.yml ファイル内のパスワー
ドセットです。

4. PXE はサービスを起動します。
ansible-playbook -i hosts/localhost bm-reimage.yml \
-e "<comma_separated_list_of_server_ids>"

ヒント: <comma_separated_list_of_server_ids> は、以下を入力することで検索で
きます。

sudo cobbler system list

VSA の展開
手順 105 VSA を展開 する
1. PXE ブート後にノードが確実にアクセスできるようにします。
サーバーのプロビジョニング (154 ページ) を参照してください。

2. Helion CloudSystem を csdeploy を使用してインストールするときに、iSCSI ネットワー
クが展開されていない場合は、csoperate network add-network コマンドを使用し
てインストールした後、ネットワークを追加できます。

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 コマ
ンドラインインターフェイスガイド』を参照してください。
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3. クラウドコントローラー用の iSCSI ネットワークを構成する場合は、次の playbook を実
行します。

構成が一意の keepalived vrid を使用する場合、site.yml を実行しているときには、
正確なパラメーター vrid を提供します。 例：
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml \
-e keepalived_vrrp_offset=<your-cs-vrid minus 1>

cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Added VSA input model"
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts wipe_disks.yml \

-l <comma separated list of nodes>
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml

ヒント: hosts/verb_hosts ファイルでは、VSA ノードのリストを入手できます。
例

[localhost]
localhost ansible_connection=local
localhost

[resources:children]
...
mad-ccp-vsa0001-clm
mad-ccp-vsa0002-clm
mad-ccp-vsa0003-clm

VSA クラスターの作成と管理
オペレーションコンソールおよび Ansible は、VSA クラスターの管理をサポートします。 詳
細については、以下を参照してください HPE Helion OpenStack 3.0：VSA ブロックストレー
ジバックエンドの構成 。

複数の VSA クラスターの作成
複数の VSA クラスターの作成については、HPE Helion OpenStack 3.0: Modifying the
Entry-scale KVM with VSA Model for Your Environment を参照してください。
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17 Swift（オブジェクト）ストレージ構成
Helion CloudSystem Swift ストレージソリューションは、Helion CloudSystem オブジェクトス
トレージを管理するためのスケーラブルで統一され安定したストレージソリューションを提供
しています。 Swift は、オブジェクトストレージを統一的に管理できる、オープンソースでス
ケーラブルなソフトウェア定義のストレージ（SD）プラットフォームです。
このチャプターでは、基本的な Swift クラスターを PAC-0 モデルに展開する方法について説明
します。

重要: Helion CloudSystem Attis は、Swift リングをバックアップしません。その Swift リング
はデータとクリティカルな構成の詳細の両方を含みます。 Swift リングは、0 番目のプロキシ
ノード（初期設定の PAC）にあります。 プライマリ参照コピーは、/etc/swiftlm/
builder_dir/region-<region-name> ディレクトリに格納されています。
Swift リングをバックアップするには、Hewlett Packard Enterprise Data Protector のようなエ
ンタープライズバックアップ製品を使用することをお勧めします。 詳細は、Data Protector の
http://www.hpe.com/info/dataprotector を参照してください。

詳細情報

「HPE Helion OpenStack 3.0：Swift オブジェクトストレージモデルのインストール」
「HPE Helion OpenStack 3.0：Swift ストレージのトラブルシューティング」

OpenStack Swift ネットワークおよび構成の要件
Helion CloudSystem では、次のネットワークとコンポーネントの構成で OpenStack Swift スト
レージをサポートします。

• コンポーネント：

Swift プロキシ、アカウント、およびコンテナーのサービスを実行する専用ベアメタ
ルノードのクラスターを区切ります。

◦

◦ 展開された Swift オブジェクトサービスでベアメタルリソースノードのプールを区切
ります。

• ネットワーク：Helion CloudSystem は、以下のネットワークをサポートします。

表 7 Ceph 展開ネットワーク

オブジェクトプロキ
シオブジェクトストア

（OBS）

クラウド管理ネット
ワーク

(CLM)
構成

(CONF) (untagged)ノード/ネットワーク （OBP）

はいはいはいはいSwift PAC（専用
ノード）

はいはいはいSwift OBJ（専用
ノード）

注記: 構成ファイルをアップデートする前に、OBS および OBP のネットワークを構成
します。 Helion CloudSystem を csdeploy を使用してインストールするときに、これら
のネットワークを構成しない場合は、csoperate network add-network コマンドを
使用してインストールした後、これらのネットワークを追加できます。

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 コマ
ンドラインインターフェイスガイド』を参照してください。
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• 推奨インターフェイスのモデル：

Swift PAC ノード（swpac）◦
– CONF ネットワーク専用 Ethernet ポート（タグ無）

– 結合インターフェイスのクラウド管理ネットワークへの設定

– オブジェクトストアおよびオブジェクトプロキシネットワークに設定された結合
インターフェイス

◦ Swift OBJ ノード（swobj）
– CONF ネットワーク専用 Ethernet ポート（タグ無）

– 結合インターフェイスのクラウド管理ネットワークへの設定

– オブジェクトストアネットワークに設定された結合インターフェイスセット

• ディスク要件：

Swift PAC ノード |
例の構成 disks_swpac.yml には、最小 3 つのディスがあります。

◦

– オペレーティングシステムには最小 1 ディスク。

– アカウントとコンテナーリングの Swift PAC ノードごとに最小 2 ディスク。
構成例 disks_swpac.yml には 3 つのディスクが含まれます。

◦ Swift OBJ ノード
– オペレーティングシステムには最小 1 ディスク。

– object-0 rings の Swift OBJ ノードごとに最小 1 ディスク。
構成例 disks_swobj.yml には、5 つのディスクが含まれます。

OpenStack Swift ストレージオブジェクトの展開
前提条件

• 必要なネットワークへの Vlan を作成します。

• 管理ホスト（KVM 展開）に OBP ネットワークを接続します。

• 推奨ネットワークおよびインターフェイスストラクシャに従って、適切なネットワークに
Swift PAC および Swift OBJ 用のベアメタルノードを有線接続します。

• Helion CloudSystem は展開され、クラウドコントローラーが起動および実行します。
手順 106 インプットモデルおよび Helion CloudSystem インストール オプションをアップデー
トする

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. /Home/stack/helion/my_cloud/definitionDeployer のノード上に含まれるイン
プットモデルのパラメーターを手動でアップデートします。 サンプルファイルはディレク
トリ /home/stack/helion/my_cloud/add_ons/storage で利用できます。

3. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data に次のファイルをコピー（必要
に応じて編集）します。

• disks_swpac.yml

• disks_rgwdisks_swobj.yml

• interfaces_swobj.yml
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• interfaces_swpac.yml

• server_roles_swift.yml

4. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml の対応
するセクションに control_panel.yml ファイルのクラスターとリソースセクションの
パラメーターを追加します。

5. disks_swpac.yml および disks_swobj.yml ファイル内の Swift PAC と Swift OBJ の
デフォルト構成を編集します。

6. ご使用の環境に合わせてそれぞれの Swift PAC（interfaces_swpac.yml）と Swift OBJ
（interfaces_swobj.yml）のインターフェイスのファイルを変更します。

• interfaces_swpac.yml example
interface-models:
- name: SWPAC-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OBS
- OBP

• interfaces_swobj.yml example
interface-models:
- name: SWOBJ-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF
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- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OBS

7. server_roles_swift.yml を編集し、ご使用の環境に合わせてサーバーの役割を変更
します。 例：
server-roles:

- name: SWPAC-ROLE
interface-model: SWPAC-INTERFACES
disk-model: SWPAC-DISKS

- name: SWOBJ-ROLE
interface-model: SWOBJ-INTERFACES
disk-model: SWOBJ-DISKS

8. ファイル ~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml に、ベアメタルサー
バーの詳細を追加します。 NIC のマッピングをアップデートするか、必要ない場合には
NIC のマッピングを削除します。 例：
# Swift PAC Nodes
- id: swpac1
ip-addr: 192.168.1.9
role: SWPAC-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9g:34"
ilo-ip: 192.168.2.9
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: swpac2
ip-addr: 192.168.1.10
role: SWPAC-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:35"
ilo-ip: 192.168.2.10
ilo-password: password
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ilo-user: admin

- id: swpac3
ip-addr: 192.168.1.11
role: SWPAC-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:36"
ilo-ip: 192.168.2.11
ilo-password: password
ilo-user: admin

# Swift OBJ Nodes
- id: swobj1
ip-addr: 192.168.1.12
role: SWOBJ-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:37"
ilo-ip: 192.168.2.12
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: swobj2
ip-addr: 192.168.1.13
role: SWOBJ-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:38"
ilo-ip: 192.168.2.13
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: swobj3
ip-addr: 192.168.1.14
role: SWOBJ-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:39"
ilo-ip: 192.168.2.13
ilo-password: password
ilo-user: admin

9. control_plane.yml ファイルを編集して、以下のセクションを追加します。

• Swift PAC：control_plane.yml にクラスターを追加します。 コントロールプレー
ンの clusters キーに配置します。 RGW クラスターの例：
- name: swpac
cluster-prefix: swpac
server-role: SWPAC-ROLE
member-count: 3
allocation-policy: strict
service-components:
- ntp-client
- swift-proxy
- swift-account
- swift-container
- swift-ring-builder
- swift-client

• Swift OBJ：control_plane.yml ファイルにリソースノード設定を追加します。
resources セクションに、コンテンツを配置します。 resources セクションがな
い場合には、ファイルの最後尾に情報を追加します。 Swift OBJ リソースの例：
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- name: swobj
resource-prefix: swobj
server-role: SWOBJ-ROLE
allocation-policy: strict
min-count: 3
service-components:
- ntp-client
- swift-object

10. OBS および OBP のネットワーク情報を使って cs-install-options.yml ファイルを
アップデートします。

例は、ファイル /etc/csdeploy/examples/
cs-install-options-ESX_Hyper-V-hlinux-RHEL-Vlan-CVR-VSA-3PAR-vmdk-swift.yml
で利用可能です。

Swift ネットワークの例
# OBS network for swift cluster traffic
- name: OBS
types:
- obs

members:
- vlanid: 752
cidr: 192.168.71.0/24
addresses:
- 192.168.71.10-192.168.71.250

iface: vmnic1

# OBP network for swift proxy traffic
- name: OBP
types:
- obp

members:
- vlanid: 753
cidr: 192.168.72.0/24
addresses:
- 192.168.72.10-192.168.72.250

iface: vmnic1

11. （オプション）HPE ProLiant SL または HPE Apollo サーバーの Swift ノードを使用してい
る場合は、ファイ
ル/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml に NIC
のマッピングを手動で追加する必要があります。

追加する情報の例はHPE ProLiant SL および HPE Apollo サーバーへの NIC マッピングの
追加 (146 ページ) を参照してください。

サーバーのプロビジョニング
手順 107 サーバーをプロビジョニングする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. ~/helion/hos/ansible ディレクトリに変更します。
3. Cobbler を初期化し、ノードを登録します。

ansible-playbook -i hosts/localhost cobbler-deploy.yml

4. PXE はサービスを起動します。 ~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml
でサーバー ID を検索できます。
ansible-playbook -i hosts/localhost bm-reimage.yml \
-e "nodelist=<comma_separated_list_of_server_ids>"
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Swift の展開
手順 108 Swift を展開する
1. PXE ブート後にノードが確実にアクセスできるようにします。
2. OBP および OBS のネットワークが csdeploy を使用して Helion CloudSystem インス
トールしたときに展開されていない場合は、csoperate network add-network コマ
ンドを使用してインストールした後で、これらのネットワークを追加できます。

詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 コマ
ンドラインインターフェイスガイド』を参照してください。

3. クラウドコント ローラーや OBS ネットワークを構成した場合は、次の playbook を実行
します。

cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Added Swift input model"
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml
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18 Helion CloudSystem 内のコンピュートホスト
Helion CloudSystem のコンピュートホスト

クラウド環境では、コンピュートホストはリソースの中核を形成します。 コンピュートホスト
は、仮想マシンインスタンスが消費する、エフェメラルストレージ、ネットワーキング、メモ
リ、および処理リソースを提供します。 仮想マシンインスタンスが作成されると、インスタン
スは使用可能なリソースを持つアクティブ化されたコンピュートホストに対応付けされます。
コンピュートホストはすべてのリソースが消費されるまで、複数の仮想マシンインスタンスを
ホストできます。

Helion CloudSystem は、次の種類のコンピュートホストを同時に管理できます。

• VMware ESXi コンピュートクラスター

• HPE Linux コンピュートホスト

• Red Hat KVM コンピュートホスト

• Microsoft Hyper-V compute hosts （クラスターまたはスタンドアロン）
ESXi、Hyper-V、HPE Linux、RHEL KVM コンピュートホストが Helion CloudSystem にある
場合、Helion CloudSystem Enterprise 内のトポロジデザイン、製品、プロビジョニングされた
サブスクリプションに、ESXi、Hyper-V、HPE Linux、RHEL KVM、または 4 種類すべてのコ
ンピュートホストを含めることができます。

コンピュートリソースは、プロビジョニングのために常に共通のリソースプール内に配置され
ます。 仮想マシンインスタンスは、イメージのハイパーバイザータイプメタデータに基づいて
コンピュートホストに展開されます。 イメージメタデータのアップデート (124 ページ) を参照
してください。

注記: Helion CloudSystem は、管理ハイパーバイザー（Helion CloudSystem アプライアンス
をホストする物理サーバー上で実行するハイパーバイザーソフトウェア）上の ESXi および
RHEL KVM オペレーティングシステムをサポートします。
ESXi、RHEL KVM、HPE Linux、HYPER-V は、コンピュートホスト上でサポートされるオペ
レーティング システムです。

コンピュートクラスターまたはホストのプロビジョニングメソッド

注記: HPE OneView 2.00.07 より上のバージョンは、Helion CloudSystem と同じ管理環境で
共存することができます。

HPE OneView の今後のリリースでは、HPE OneView の管理対象サーバーと統合する Helion
CloudSystem 10.0 における新機能が有効になります。

Helion CloudSystem はコンピュートクラスターまたはホストのプロビジョニング方法（または
作成）のいくつかをサポートし、それにより、Helion CloudSystem で、追加、アクティブ化、
管理ができます。

• HPE OneView で、[Compute Hosts] 画面上のオペレーションコンソールの [HPE
OneView/Synergy Servers] タブまたは eon コマンドラインからアクティブ化されている
ESXi コンピュートホストへと管理されている HPE Synergy およびその他の HPE サーバー
ハードウェアをプロビジョニングします。

VMware ESXi コンピュートクラスターへの HPE OneView で検出されたベアメタルハード
ウェアのプロビジョニング (173 ページ) を参照してください。
HPE OneView で管理されている、プロビジョニングされた RHEL KVM および HYPER-V
サーバーを追加（またはインポート）することもできます。 コンピュートホストとして
サーバーをアクティブ化できます。 HPE OneView が管理するプロビジョニング済みの
サーバーの追加 (184 ページ) を参照してください。
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• オペレーションコンソールの [Physical Hardware] のタブまたは、eon コマンドラインか
ら HPE Linux または RHEL KVM オペレーティングシステムをインストールした HPE
OneView によって管理されていないベアメタルサーバーをプロビジョニングします。
Helion CloudSystem にサーバーを追加し、サーバーをコンピュートホストとしてアクティ
ブ化します。

オペレーションコンソールで HPE Linux または RHEL KVM サーバーを追加およびプロビ
ジョニングする (204 ページ) を参照してください。
HPE OneView で管理されている、プロビジョニングされた HPE Linux、RHEL KVM、
HYPER-V サーバーを追加（またはインポート）することもできます。 コンピュートホス
トとしてサーバーをアクティブ化できます。 プロビジョニング済みの HPE Linux または
RHEL KVM サーバー（HPE OneView で管理されていない）の追加 (213 ページ) およびオ
ペレーションコンソールへの HPE OneView で管理されないプロビジョニング済みの
HYPER-V サーバーの追加 (234 ページ) を参照してください。

• ESXi、HPE Linux、RHEL KVM および HYPER-V コンピュートホストのプロビジョニング
は、ベアメタルサーバーのハードウェア上でサポートされるオペレーティングシステムを
インストールすることによって行われます。 Helion CloudSystem の要件を適用して、サー
バーをコンピュートホストとして追加およびアクティブ化します。 参照先

◦ コンピュートクラスターのプロビジョニングおよびアクティブ化：VMware ESXi
(186 ページ)

◦ コンピュートホストのプロビジョニングおよびアクティブ化：HPE Linux and Red Hat
Enterprise Linux KVM (200 ページ)

◦ コンピュートホストのプロビジョニングおよびアクティブ化：Microsoft Hyper-V
(228 ページ)

コンピュートホストのプロビジョニングプロセス
次のチャプターでは、サーバーハードウェア上の、ESXi、HPE Linux、RHEL KVM または
HYPER-V オペレーティングシステムをプロビジョニングする方法について説明します。
HPE OneView および HPE Insight Control サーバープロビジョニングの統合を用いた ESXi コ
ンピュートクラスターの自動プロビジョニングについては、HPE OneView 管理対象サーバー
のコンピュートホストのプロビジョニング (173 ページ) を参照してください。
コンピュートホストは、クラウド内でインスタンスをホストするために必要なリソースを管理
します。

Helion CloudSystem では、まずコンピュートホストをプロビジョニングし、それを Helion
CloudSystem に追加して、アクティブ化します。
プロビジョン オペレーティングシステム、構成ネットワークをインストールして、

Helion CloudSystem の要件をハイパーバイザーホストに適用できます。
コンピュートクラスターまたはホストのプロビジョニングメソッド
(163 ページ) を参照してください。

追加（インポート） Helion CloudSystem 内のコンピュートホストを検出し、オペレーション
コンソール上の [Compute Hosts] 画面に表示します。
クラウドへのコンピュートホストの追加 (165 ページ) を参照してくださ
い。

アクティブ化 Helion CloudSystem サービスを有効にすることで、ハイパーバイザーホ
ストは仮想マシンインスタンスをホストする準備ができているコンピュー
トホストになります。
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クラウドへのコンピュートホストの追加
コンピュートホストは、コンピュートホストのハイパーバイザーのタイプによって、異なる方
法でクラウドに追加（インポート）されます。

• ESXi コンピュートクラスターは、VMware vCenter に接続すると自動的に追加されます。
クラウドへの ESXi コンピュートクラスターの追加 (190 ページ) を参照してください。

• HPE OneView で管理されている RHEL KVM および HYPER-V コンピュートホストは
[Compute Hosts] 画面から追加されます。
HPE OneView が管理するサーバーをプロビジョニングする RHEL KVM または HYPER-V
の検出 (184 ページ) を参照してください。

• HPE OneView で管理されていない HPE Linux、RHEL KVM および HYPER-V コンピュー
トホストは、[Compute Hosts] 画面から追加されます。 （これらのプロビジョニングさ
れたサーバーは、たとえば HPE Virtual Connect Manager などの他のソフトウェアで管理
できるか、あるいは管理できません）。

プロビジョニング済みの HPE Linux または RHEL KVM サーバー（HPE OneView で管理
されていない）の追加 (213 ページ) およびオペレーションコンソールへの HPE OneView
で管理されないプロビジョニング済みの HYPER-V サーバーの追加 (234 ページ) を参照し
てください。

• オペレーティングシステムがないサーバーは、[Hardware] 画面の [Physical Hardware]
タブから追加されます。 これらのサーバーは、必要に応じて HPE Linux または RHEL KVM
でプロビジョニングすることができます。 オペレーションコンソールで HPE Linux また
は RHEL KVM サーバーを追加およびプロビジョニングする (204 ページ) を参照してくださ
い。

オペレーションコンソールのコンピュートホストおよびハードウェア画面

• [Compute Hosts] メニュー選択は、プロビジョニングされたすべてのコンピュートクラス
ターおよびコンピュートホストをクラウドで表示します。 この画面で、コンピュートホス
トをアクティブ化、非アクティブ化、および削除できます。

ESXi コンピュートクラスターは、OVSvApp VM がまだクラスターに展開されていない場
合、インポート済みの状態を表示します。 HLM Shell VM template for the OVSvApp VM
をアップロードする (189 ページ) を参照してください。

• オペレーションコンソールの [Hardware] のメニュー選択には、2 つのタブが含まれてい
ます。

◦ [Physical Hardware] タブは HPE OneView によって管理されないクラウドに追加し
たサーバーハードウェアを表示します。

[Physical Hardware] タブから、サーバーを追加（インポート）し、オプションで
RHEL KVM または HYPER-V オペレーティングシステムをインストールすることに
よってそのサーバーをプロビジョニングします。

◦ 追加する際にサーバーをプロビジョニングしない場合、そのサーバーのインポート済
みの状態が [Physical Hardware] タブ表示されます。

◦ 追加する際にサーバーをプロビジョニングする場合は、そのサーバーのプロビジョニ
ング済みの状態が [Compute Host] タブで表示されます。

• [HPE Synergy/OneView サーバー]タブでは、HPE OneView によって管理されているサー
バーが表示されます。 サーバーをオペレーションシステムでプロビジョニングする場合、
[Compute Hosts] 画面にも表示されます。

オペレーションコンソールの [Compute Summary]、[Alarms Dashboard]、[My Dashboard]
画面は、コンピュートホストリソースの追加ビューを提供します。
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コンピュートホストを追加すると、それらをアクティブ化することができます。 アクティブ化
されているコンピュートクラスターとコンピュートホストは、仮想マシンインスタンスをホス
トする準備ができています。

コンピュートホストのアクティブ化
コンピュートホストまたはクラスターのアクティブ化では、システムをクラウドに配置するた
めに必要な構成を実行します。

注記: 他のツールによって管理されているインスタンスをすでにホストしているクラスター
またはコンピュートホストをアクティブ化する予定の場合は、最初にインスタンスを手動で削
除する必要があります。 これらのインスタンスは Helion CloudSystem で管理されず、リソー
スを消費して最終的にオーバーサブスクリプションの問題を引き起こす可能性があります。 イ
ンスタンスの管理に使用しているのと同じツールを使用してインスタンスを削除します。 Helion
CloudSystem でこの操作を実行することはできません。

プロビジョニングし、クラウドに追加した後での、コンピュートホストのアクティブ化につい
ては、以下のチャプターを参照してください。

• コンピュートクラスターのプロビジョニングおよびアクティブ化：VMware ESXi (186 ペー
ジ)

• コンピュートホストのプロビジョニングおよびアクティブ化：HPE Linux and Red Hat
Enterprise Linux KVM (200 ページ)

• コンピュートホストのプロビジョニングおよびアクティブ化：Microsoft Hyper-V (228 ペー
ジ)

Helion ライフサイクルマネージャー（HLM）構成ファイル
Helion CloudSystem は、Helion OpenStack 構成ファイルを使用して、コンピュートホストを
プロビジョニングし、アクティブ化します。 これらの構成ファイルを編集して、サーバーの役
割の追加や変更ができます。 HPE Helion OpenStack 3.0：サーバーの役割 を参照してくださ
い。

Helion CloudSystem コンピュートホストは、一連の構成オブジェクトで記述されている宣言の
モデルによって定義されます。 これらの構成オブジェクトは、今回のリリースでのテンプレー
トとして提供されるさまざまな構成の例を全体として構成する YAML ファイルで表されます。
IP アドレスに必要な変更およびその他のサイトとハードウェア固有の識別子を除いて、ほとん
ど変更することなく、これらの例を使用できます。 また、この例はサイトの要件を満たすため
にカスタマイズできます。

構成ファイルをアップデートした後、構成プロセッサーは YAML ファイルに記述されるイン
プットモデルを読み取り、検証し、それを Helion OpenStack と現在の展開についてのパース
ステントステート情報が提供するサービス定義に組み合わせます。そしてコンピュートホスト
のアクティブ化に使用できる Ansible 変数のセットを生成します。 また、構成に関する詳細を
提供する一連の情報ファイルを生成します。

注記: HYPER-V コンピュートホストは、Helion CloudSystem でサポートされますが、Helion
OpenStack ではサポートされません。 HYPER-V の構成ファイル
は、/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
ファイルのボンド データセクションを除いて、HPE Linux 構成ファイルと同じです。
Hyper-V 構成ファイルのアップデート (230 ページ) を参照してください。

詳細情報

HPE Helion OpenStack 3.0 概念：インプットモデル
HPE Helion OpenStack 3.0：構成オブジェクト

166 Helion CloudSystem 内のコンピュートホスト

http://docs.hpcloud.com/#3.x/helion/architecture/input_model/configobj/configurationobjects.html#configobj_serverroles
http://docs.hpcloud.com/#3.x/helion/architecture/input_model/concepts/concepts.html
http://docs.hpcloud.com/#3.x/helion/architecture/input_model/configobj/configurationobjects.html


Local GIT repository
ローカル GIT レポジトリを使って構成の変更を追跡し、構成プロセッサーは、このレポジトリ
を使用します。 GIT ワークフローを導入することで、以前の構成設定の記録を保管することと
同じくらい容易にロールバックするだけでなく、ご使用の構成履歴を維持することができま
す。

GIT レポジトリは Deployer アプライアンスに自動的にインストールされます。 構成ファイル
を変更すると、それらをお使いの GIT レポジトリにコミットします。 次に、アップデートさ
れた構成を検証する構成プロセッサーを実行します。

コンピュートホストのホストアグリゲートおよび可用性ゾーンの作成
Helion CloudSystem は、OpenStack ユーザーポータルでインスタンスを起動するときに指定
するオプションの可用性ゾーンに基づいて、コンピュートホストにインスタンスを展開しま
す。

ホストアグリゲート

ホストアグリゲートにより、クラウド管理者は、コンピュート展開を、ロードバランシングお
よびインスタンス配布用の論理グループにパーティション分割できます。

ホストアグリゲートは、関連付けられたメタデータを持つホストのグループです。 ホストは、
複数のホストアグリゲートに含めることができます。

ホストアグリゲートの一般的な用途は、特定のホストにインスタンスを展開する Nova スケ
ジューラで使用するための情報を提供することです。 たとえば、ホストアグリゲートを使用し
て、特定のフレーバーまたはイメージを共有する一連のホストをグループ化できます。 ホスト
アグリゲートを使用して、異なるクラスのハードウェアまたはサーバーを別々の電源に切り離
すこともできます。

可用性ゾーン

ホストアグリゲートは、可用性ゾーンの形式でユーザーに公開されます。 ホストアグリゲート
を作成するときに、可用性ゾーン名を指定するオプションがあります。 名前を指定した場合、
作成したホストアグリゲートは、インスタンスを展開するときにユーザーが要求できる可用性
ゾーンとして利用できます。

ユーザーがリソースをプロビジョニングする際は、インスタンスの展開元となる可用性ゾーン
を指定できます。 これにより、ホスト間でアプリケーションリソースが分散され、クラウドコ
ンシューマーは、ハードウェアに障害が発生した場合に高可用性を確保できます。

HPE oneview 管理対象サーバーの自動ホストアグリゲートメタデータの作成
HPE OneView 管理サーバーでプロビジョニングされた ESXi、RHEL KVM または HYPER-V
コンピュートホストのアクティブ化によって、サーバーにメタデータを自動的に追加します。
ホストアグリゲートを OpenStack ユーザーポータルで、このメタデータを使用して作成でき
ます。 これらのホストアグリゲートによって、次のことができます。

• さまざまなバッキングストレージを持つ異機種サーバー環境でインスタンスがプロビジョ
ニングされているハードウェアを制御します。

• Private cloud に特化したインスタンスを提供し、バッキングハードウェアは確実にニーズ
を満たすことができます。

• 差別化されたハードウェアをアグリゲートして、異なる SLA/QoS で、独立したサービス
のクラスを提供します。

• 異なるテナントに異なるクラウドリソースの階層を使用できます。

注記: HPE Linux コンピュートホストをアクティブ化操作するときには、ホストのメタデー
タは作成されません。
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HPE OneView 管理対象サーバーに自動的に追加されるメタデータは以下のとおりです。

• サーバーモデル

• コア数

• 合計 RAM

• ハイパーバイザー

• CPU

• Local/Bigbird フラッシュキャパシティ

• [ストレージ RAID]

• SAN ストレージ

• NIC/CNA の最高速度
このメタデータを使用すると、OpenStack ユーザー ポータルのオペレーターは以下のことが
できます。

• 属性に一致するホストを表示します。

• ホストアグリゲートのホストを追加または削除します。

• ホストアグリゲートの属性（HPE OneView が提供しカスタムしたキー値のペア）を追加
または削除します。

• ホストアグリゲートの CPU とメモリにオーバーコミットを指定します。

• ホストアグリゲートにテナントを関連付けます。

• ホストアグリゲートのフレーバー設定を生成します。

• ホストアグリゲート名を付けることでデフォルトフレーバー設定を生成します。

• ダッシュボードを使用して、ホストアグリゲートのリソース使用率（コンピュート、スト
レージ、およびメモリ）を表示します。

OpenStack ユーザーポータルでのホストアグリゲートおよび可用性ゾー
ンの構成

OpenStack ユーザーポータルを使用して、ホストアグリゲートおよび可用性ゾーンを作成し、
アグリゲートに対してホストの追加や削除を行います。

OpenStack Nova API または CLI を使用して、ホストアグリゲートおよび可用性ゾーンを構成
することもできます。 詳しくは、OpenStack ライブラリリリース向けのドキュメント を参照
してください。

前提条件

• Helion CloudSystem アプライアンスが展開されていること。

• コンピュートホストが作成され、構成されていること。

手順 109 OpenStack ユーザーポータルのホストアグリゲートおよび可用性ゾーンを構成する
1. オペレーションコンソールの統合されたツール画面のリンクを使用して OpenStack ユー
ザーポータルにアクセスするか、ブラウザーで OpenStack ユーザーポータルの URL を入
力します。

2. 管理者認証情報を使用して、OpenStack ユーザーポータルにログインします。
3. [プロジェクト]タブで、[Host Aggregates] を選択します。
4. [+Create Host Aggregate] をクリックします。
5. ホストアグリゲートおよび可用性ゾーンの名前を入力します。

6. [Manage Hosts with Aggregates] タブをクリックします。
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7. アグリゲートに追加するホストの横にある [+] ボタンをクリックします。
ホストは複数のアグリゲートに含めることができます。

重要: クラスター名にアンダースコアが含まれている場合、OpenStack ユーザーポータ
ルを使用して ESXi クラスターをアグリゲートに追加することはできません。 例：cluster_1
OpenStack Nova CLI を使用して、このクラスターを追加します。
詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update
1 Command Line Interface Guide』を参照してください。

仮想マシンインスタンスのサイズ変更の有効化
OpenStack ユーザーポータルのフレーバーを変更することで、小さいサイズからより大きなサ
イズへと VM インスタンスのサイズ変更を有効にするには、以下の手順を使用します。
インスタンスのサイズ変更を有効にするには、お使いのクラウドでコンピュートホストがアク
ティブ化された状態でなければなりません。 コンピュートホストがプロビジョニング済みの状
態にある場合、Nova 設定 playbook から--limit ! 変数を使用して、これを除外します。
（以下の手順のステップ 11 を参照してください）。

注記: サイズの大きいものからより小さなものへ、インスタンスのサイズを変更することは
できません。

手順 110 OpenStack ユーザーポータルでインスタンスのサイズ変更を有効にする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. Ansible ディレクトリに変更します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/

3. OpenStack ユーザーポータルで Ansible playbook を実行してインスタンスのサイズ変更の
有効化

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml \
--extra-vars nova_migrate_enabled=true

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts horizon-reconfigure.yml

4. ファイ
ル/home/stack/helion/my_cloud/config/nova/<compute-type>-hypervisor.conf.j2
を編集します。

ここで < コンピュートタイプ > は hyperv、rhel、hlinux、または esxcluster です。
5. [DEFAULT] セクションで、以下のエントリーを追加します。

allow_resize_to_same_host=True

6. /home/stack/ helion/my_cloud/config/nova/nova.conf.j2 ファイルを編集し
ます。

7. [COMPUTE] セクションで、以下のエントリーを追加します。
allow_resize_to_same_host=True

8. GIT レポジトリに変更されたファイルをコミットします。
cd helion/
git add –A
git commit –m "Enable Nova Resize"

9. 構文エラーと論理エラーがないかどうかチェックします。

cd hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

10. Ansible の playbook を実行します。
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cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook –i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml

11. （オプション）Ansible の playbook を実行し、アクティブ化（プロビジョニング）されて
いないコンピュートホストを除外します。

a. /home/stack/scratch/ansible/next/hos/ansible/hosts/verb_hosts で
プロビジョニングされたコンピュートホストの IP アドレスを検索します。

b. IP アドレスに対応するコンピュートホストの名前を検索します。
c. Ansible の playbook を実行します。

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml \
--extra-vars nova_migrate_enabled=true --limit '!<compute host name>'

例：

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml \
--extra-vars nova_migrate_enabled=true --limit '!ak-cs-ccp-kvm-comp-b2d0001-clm'

詳細情報

Helion OpenStack 3.0：Nova のサイズ変更および移行機能の有効化
OpenStack クラウド ソフトウェア：ご使用のサーバーのサイズを変更

コンピュートホスト概要
オペレーションコンソールの [Compute Summary] 画面では、カードが使用率を視覚表示した
り、以下の情報を割り当てたりできます。

• [Compute Host Summary]：コンピュートホストの合計数およびアップ、不明、ダウンの
コンピュートホストの数。

[Compute Hosts] 画面をクリックして表示します。

• [コンピュートホストステータス]
コンピュートホストの合計数と [OK]、[Warning]、[Error]、[Unknown] のステータスが報告
されるコンピュートホストの数。

• [仮想 CPU の使用率]
インスタンスに指定された CPU コアの数。
CPU 割り当ては、パーセンテージで表現されます。

• [仮想メモリの使用率]
インスタンスに指定されたメモリの量。

メモリ割り当ては、パーセンテージで表現されます。

• [仮想ストレージの使用率]
インスタンスに指定されたコンピュートストレージの量。

コンピュートストレージの割り当ては、パーセンテージで表現されます。

• [CPU usage]
最後のポーリングサイクル中にインスタンスによって消費された実際の CPU コア数。
CPU 使用率は、パーセンテージで表現されます。
パーセンテージが高いと、デバイスで実行中のプロセスが大量の CPU リソースを消費し
ていることを示します。 パーセンテージが 100% またはその付近で変動しないように表
示される場合、プロセスが応答していない可能性があります。

• [Memory usage]
最後のポーリングサイクル中にインスタンスによって消費された実際のメモリの量。

メモリ使用率は、パーセンテージで表現されます。
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• [ディスク使用量]
最後のポーリングサイクル中にインスタンスによって消費された実際のコンピュートスト
レージの量。

コンピュートストレージ使用率は、パーセンテージで表現されます。

• [インスタンスの履歴グラフ]
インスタンスの履歴グラフには、過去 7 日間について作成および削除されたインスタンス
の 1 日の数が表示されます。
グラフの下の数は、過去 7 日間に作成および削除されたインスタンス数の平均です。

次の表に、表示される可能性があるコンピュートホストの状態を示します。 特定の状態に属す
るコンピュートホストがない場合、その状態は表示されません。

表 8 コンピュートホストステータス

説明色

OK. 正常動作ステータス[緑色]

アラーム 重要度レベルは変化し、アドレス指定する必要があります。[赤色]

警告。 重要度低、緊急アクションは不要です。[黄色]

特定されていません[灰色]

コンピュートホストの詳細
オペレーションコンソールの [Compute Hosts] 画面では、コンピュートホストで利用できる
すべてのデータを表示できます。 コンピュートホストの行を選択して、[Action] メニュー
をクリックし、[Details] を選択します。
OpenStack ユーザー ポータルには、[Admin]→[Hypervisors]→[Compute Host] 画面があり、
コンピュートクラスターとコンピュートホストのすべてがアクティブ化されていることを確認
することができます。

OpenStack ユーザーポータルの[Proejct]→[Compute]→[Overview] 画面で示されるインスタ
ンスの数は、実行中のインスタンスの数です。

オペレーションコンソールの[Compute Host]→[Details] 画面では、以下の情報を表示します。

• [vCenter 名]
• [Contains]：現在ホストされている仮想マシンインスタンスが実行中であるかエラーアウ
トしているかの数

• [Technology]：コンピュートホスト上のハイパーバイザーソフトウェア。
• [State]：コンピュートホストの現在の状態。たとえばインポート済みあるいはプロビジョ
ニング済み。

• [サーバーグループ]
• [ホストカウント]
• [利用状況]

メモリ◦
◦ ストレージ

◦ コンピュート

• [割り当て]

メモリ◦
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◦ ストレージ

◦ コンピュート

• [Alarm Details]：アラーム、およびアラームのカテゴリの数。
[Compute Summary] および [My Dashboard] は、コンピュートホストリソースの追加ビュー
を表示します。

アラームの概要
オペレーションコンソールの[Compute Summary]→[Alarm Summary] 画面では、コンピュー
トサービス用のアラームのインスタンスを表示することができます。 このアラームの使用につ
いて詳しくは、「アラームの監視と使用法」(93 ページ)を参照してください。
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19 HPE OneView 管理対象サーバーのコンピュートホス
トのプロビジョニング

注記: HPE OneView 2.00.07 より上のバージョンは、Helion CloudSystem と同じ管理環境で
共存することができます。

HPE OneView の今後のリリースでは、HPE OneView の管理対象サーバーと統合する Helion
CloudSystem 10.0 における新機能が有効になります。

VMware ESXi コンピュートクラスターへの HPE OneView で検出され
たベアメタルハードウェアのプロビジョニング

HPE OneView、HPE Insight Control サーバープロビジョニングおよび Helion CloudSystem プ
ロセスの概要（ステップのグループ）は、任意の順序で実行できます。 表示された順番で、グ
ループ内でステップを実行する必要があります。

HPE OneView のプロセスの概要：
1. HPE OneView で、ネットワークを構成し、ネットワーク設定を作成します。
2. HPE OneView で、IPv4 サブネットとアドレスの範囲を構成します。
3. HPE OneView で、ストレージシステムを構成します。
4. HPE OneView でのボリュームテンプレートの構成
5. HPE OneView で、サーバープロファイルテンプレートを構成します。
6. HPE OneView で、サーバープロファイルのテンプレートでストレージを構成します。
HPE Insight Control サーバープロビジョニングのプロセスの概要
1. ICsp は、仮想アプライアンスおよびメディアサーバーを構成します。
2. ICsp は、カスタムビルドプランを作成します。
Helion CloudSystem のプロセスの概要:
1. Helion CloudSystem のトラストストアへの HPE OneView の証明書の追加
2. オペレーションコンソールで、Helion CloudSystem に HPE OneView を接続します。
3. オペレーションコンソールで、Helion CloudSystem と HPE OneView に VMware vCenter
を接続します。

4. オペレーションコンソールで、HPE OneView に ICsp を接続します。
5. ICsp を使用して ESXi コンピュートクラスターにベアメタルサーバーをプロビジョニング

ESXi コンピュートクラスターのプロビジョニングのための HPE
OneView の構成

HPE OneView で管理されている HPE Synergy および他の HPE サーバーハードウェアをアク
ティブ化された ESXi コンピュートクラスターにオペレーションコンソールの [Hardware] 画
面にある [HPE OneView/Synergy Servers] タブからプロビジョニングできます。
さらに、すでにプロビジョニングされた RHEL KVM または HPE OneView で管理される
HYPER-V サーバーが検出され、コンピュートホストとしてアクティブ化することができます。
HPE OneView が管理するサーバーをプロビジョニングする RHEL KVM または HYPER-V の検
出 (184 ページ) を参照してください。
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重要: 以下の各セクションで構成を 1 回だけ実行する必要があります。 複数の ESXi コン
ピュートクラスターの作成に、同じサーバープロファイルテンプレートとカスタムビルドプラ
ンを使用できます。

初期構成が完了したら、追加のサーバープロファイルテンプレートを作成し、別々のビルドプ
ランを使用して消費者、および組織のニーズに固有の ESXi コンピュートクラスターを作成す
ることができます。

HPE OneView でネットワークとネットワークセットを構成
クラスターのプロビジョニング用の Insight Control サーバープロビジョニングで HPE OneView
を使用する場合は、HPE oneview ネットワーク構成が Helion CloudSystem ネットワークの要
件を満たしていることを確実にします。 詳しくは、Enterprise Information Library にある
『HPE Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプランニングガイド』を参照してください。

HPE OneView ネットワークのベストプラクティス
HPE OneView を使用して、Helion CloudSystem 管理ハイパーバイザーまたはコンピュートホ
スト、またはその両方をホストするハードウェアを管理することができます。 Helion
CloudSystem ネットワークは、Helion CloudSystem を展開する前に、データセンターの管理
者によって作成されます。

HPE OneView で Helion CloudSystem ネットワークを作成するときには、次のベストプラク
ティスに注意してください。

• HPE Insight Control サーバープロビジョニングおよび HPE OneView アプライアンスを構
成し、データセンターの管理ネットワークからアクセスできるようにします。

• プロビジョニングの際に使用する ESXi 管理ネットワーク上で [Management] する
[Purpose] フィールドを設定します。 ESXi 管理ネットワークは、ESXi ホストと vCenter
の間のリンクです。

• HPE は、ESXi 管理ネットワークを Helion CloudSystem コントロールプレーンネットワー
クから独立させることをおすすめします。 ネットワークを結合する場合は、別の IP 範囲
を使用します。

• HPE OneView がデータセンターの管理ネットワークからアクセスできるようにするには、
IP アドレス範囲を使用します。 プロビジョニング中に、HPE OneView は、クラスターメ
ンバーにこの範囲の IP アドレスを使用します。 この範囲は Helion CloudSystem コント
ロールプレーンを作成するときに使用されるネットワーク範囲、CONF およびデータセン
ターの管理を含む、他の Helion CloudSystem の IP アドレス範囲とは別です。
HPE OneView での IPv4 サブネットとアドレス範囲の構成 (175 ページ) を参照してくださ
い。

• HPE ICsp PXE ネットワークが必要です。 ご使用の環境に ICsp 以外の PXE サーバーがあ
る場合は、HPE OneView の IP アドレス範囲の ICsp で使用する PXE サーバーを分離しま
す。

PXE ネットワークは、[Untagged] である必要があります。

HPE OneView でネットワークとネットワークセットを構成
ネットワークは、特定の VLAN ID を表します。
手順 111 HPE OneView でネットワークとネットワークセットを構成
1. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
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2. 次の Helion CloudSystem ネットワークを作成するか、HPE OneView でこれらのネット
ワークが作成されていることを確認します。

• 管理トランク

構成ネットワーク（CONF）◦
◦ データセンター管理ネットワーク（DCM）

◦ クラウド管理ネットワーク（CLM）

• クラウドデータトランク

◦ VxLAN（テナントアンダーネットワーク）または

◦ VLAN（VLAN アンダーネットワーク）ネットワーク

3. 該当する論理インターコネクトグループと各ネットワークを関連付けし、該当する論理イ
ンターコネクトに、サーバーが利用できるようにするに論理インターコネクトグループを
適用します。

4. 必要なネットワークを含む [Network Set] を作成します。

詳細情報

Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプラン
ニングガイド』を参照してください。
HPE OneView Information Library

HPE OneView での IPv4 サブネットとアドレス範囲の構成
IPv4 のサブネットと範囲からの IP アドレスは、展開された ESXi コンピュートホストの ESXi
管理ネットワークアドレスとして、使われます。

前提条件

• HPE OneView でサーバーメンバー用のアドレスプール
手順 112 HPE OneView で IPv4 サブネットおよび範囲を構成する
1. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
2. [Settings] メニューから、[Addresses and Identifiers] を選択します。
3. IPv4 サブネットとアドレスの範囲を追加します。 アドレスが不足している場合は、範囲
のプールを追加します。

ESXi コンピュートホスト上で、インストールのサポートに十分な大きさの範囲があるこ
とを確認します。

4. 新しい範囲からアドレスを割り当てられるネットワークを識別します。

5. [Networks] 画面で、ステップ 4 でネットワークを編集し、新しいサブネット ID にそれを
関連付けます。

注記: HPE OneView を使用してプロビジョニングされた ESXi クラスターの使用を停止する
と、アドレスがプールに返されます。 クラスターがプロビジョニングされ、アクティブな場
合、アドレスプールを変更できません。

詳細情報

HPE OneView Information ライブラリ

HPE OneView ストレージシステムの構成
HPE OneView と HPE Linux、RHEL KVM、HYPER-V オペレーティングシステムでプロビジョ
ニングされたハイパーバイザーには、Helion CloudSystem が正しい OS タイプを識別するため
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に、SAN ストレージディスクが必要です。 Helion CloudSystem 内のコンピュートホストとし
て、これらのハイパーバイザーをアクティブ化することができます。

SAN ストレージディスクがないハイパーバイザーは、サーバーのステータスを表示し、OS の
種類を入力します。

前提条件

• HPE OneView によってサポートされている SAN ソリューションがインストールされ構成
されていること。

HPE OneView Information Library にある『HPE OneView サポート マトリックス』を参
照してください。

手順 113 HPE OneView のストレージシステムを構成する
1. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
2. ストレージシステム（たとえば、HPE 3PAR）を追加し、ストレージプールとストレージ
システム ポート接続を定義します。

3. SAN マネージャー（たとえば、Brocade Network Advisor）を追加します。
4. ストレージ構成を確認します。

a. HPE OneView で、[Storage Systems] に移動します。
b. ドロップ ダウンメニューから [Edit] を選択し、接続が確立されていることを確認しま
す。

[Expected SAN/Network] および [Actual SAN] の列を構成する必要があります。
（接続に問題がある場合は、[Actual SAN] は表示されません。）

図 4 HPE OneView ストレージの確認

5. [Activity] および [Dashboard] 画面をチェックして、すべてのエラーを修正します。 スト
レージの構成でのエラーは、ESXi コンピュートクラスターの正常なプロビジョニングを
妨げます。

詳細情報

HPE OneView Information ライブラリ

HPE OneView ボリュームテンプレートの構成
すでに作成したボリュームとボリュームテンプレートの組み合わせを共有ストレージとして指
定し、ESXi コンピュートクラスターがプロビジョニングされていれば、そこに接続します。
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クラスターを作成する前に、ボリュームはプロビジョニングされます。 クラスターを作成する
場合は、ボリュームテンプレートを使用してプロビジョニングされたボリュームを削除しま
す。

ボリュームテンプレートを構成するには、以下の手順を実行します。

手順 114 ボリュームテンプレートを構成する
1. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
2. メインメニューから、[Volume Templates] を選択します。
3. 画面で、ボリュームテンプレート名やその他の詳細を指定します。

4. アンダー [Volume Properties]：
a. [Shared] を選択します。
b. GB 内のボリュームに [Capacity] を入力します。
同じ容量を持つ複数のボリュームに接続する場合は、別々のボリュームテンプレート
を作成する必要があります。 たとえば、コンピュートクラスターを 2 つの 10 Gb の
ボリュームに接続する場合は、別名で 10 GB の容量を指定する 2 つのボリュームテ
ンプレートを作成します。

5. ボリュームテンプレートを保存します。

HPE OneView でのサーバープロファイルテンプレートの構成
サーバープロファイルテンプレートでは、HPE OneView によって管理されるすべてのサーバー
に適用可能なサーバー構成を表示します。 テンプレートで指定した接続は、テンプレートを適
用するサーバーでネットワークインターフェイスとして具体化します。

前提条件 
Helion CloudSystem に必要なネットワークと HPE OneView が構成されています。
手順 115 サーバープロファイルテンプレートを構成する
1. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
2. メインメニューから、[Server Profile Templates] を選択し、テンプレートを作成します。
サーバープロファイルテンプレート名には、必ずCS10-<hypervisor>-Compute 形式が
ある必要があります。 CS10- prefix にスペースは入れないでください。
例：CS10-ESXi-Compute

図 5 サーバープロファイルテンプレートのサンプル
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3. ネットワーク設定の作成に使用する最小 1 つのネットワーク接続を作成HPE OneView で
ネットワークとネットワークセットを構成 (174 ページ) します。
• 最初の定義のポートまたは PXE ネットワークでは、例 1:1-a、または 1:2-a は、Insight

Control サーバープロビジョニングからアクセスできる必要があります。
• Not bootable に、すべてのネットワークブートオプションを設定します。 ブートオ
プションは、サーバープロファイルを作成すると、プロビジョニングプロセスの必要
に応じて変更されます。

• （オプション）必要に応じて、iSCSI ネットワーク接続を追加します。

図 6 サーバープロファイルテンプレート接続のサンプル

4. [SAN Storage] セクションで、Manage SAN Storage チェックボックスにチェックを入
れます。

5. ホスト OS のタイプについては、[VMware (ESXi)] を選択します。

サーバープロファイルテンプレートでの SAN ボリュームストレージからのブー
トを構成する

デフォルトでは、サーバープロファイルのテンプレートは、ESXi コンピュートクラスターの
プロビジョニング用に Helion CloudSystem が使用するローカルディスクで構成されます。 必
要に応じて、サーバープロファイルテンプレートを構成して、SAN ボリュームから起動するこ
とができます。 SAN ボリューム構成からの起動は、次のような場合に便利です。

• RAID 機能を持つ HA を有効にする SAN ストレージボリュームからブートする場合

• ご使用のサーバーハードウェアにローカルディスク（内蔵ストレージ）がない場合

• ローカル ディスクのスペースが限られている場合
手順 116 （オプション）サーバープロファイルテンプレートで SAN ボリュームのストレージ
からのブートを構成する

1. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
2. メインメニューから、[Server Profile Templates] を選択します。
3. サーバープロファイルテンプレートを構成する (177 ページ) で作成したテンプレートを編
集します。

4. [SAN Storage] セクションで、[Add Volume] をクリックします。
a. [New volume] を選択します。
b. 画面で、ボリューム名やその他の詳細を指定します。

c. [Volume properties] では、ストレージプールを選択します。
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d. [Add] をクリックします。
e. ボリュームの容量を必要なサイズに変更します。

f. サーバーの運用を終了またはプロファイルの削除をするには、[Permanent] の選択を
解除し、ボリュームを削除します。

5. [Connections] セクションでは、最初のファイバーチャネル接続を編集します。
a. [Boot option] を [FC Primary] に変更します。
b. [Managed volume] を選択して、フィールドからブートできるようにします。

6. 2 番目のファイバーチャネル接続のためには、ステップ 3 を繰り返します。 次の項目を選
択します。

• [Boot field] で、[FC Secondary] を選択します。
• [Boot from] で、[Managed volume] を選択します。

7. [SAN Storage] の [Volume attachments] セクションで、[Boot] チェックボックスの新し
いボリュームの両方にチェックを入れます。

8. サーバープロファイルテンプレートを保存します。

手順 117 SAN ボリュームからのブートが構成されているときに、プロビジョニングされたサー
バー上のローカルディスクを無効にする

ローカルディスクがプロビジョニングされるサーバーにある場合は、正常に動作させるため
に、SAN ボリュームからのブートを無効にする必要があります。

• HPE ProLiant Gen8 サーバーでは、各サーバーの iLO を変更してローカルディスクを無効
にします。

• HPE ProLiant Gen9 サーバーでは、サーバープロファイルテンプレートのローカルディス
クを無効にします。

1. 各 HPE ProLiant Gen8 サーバー上のローカル ディスクを無効にします。
a. サーバーの電源をオフにして、またオンにします。

b. ブート中に [F9] を押します。
c. [PCI デバイス有効/無効]を選択します。
d. FlexibleLOM 1 を有効にします。
e. [Embedded] を無効にします。
f. ステップ 1a から 1e を各サーバーで繰り返して、ブロビジョニングします。

2. サーバープロファイルテンプレートを使用してプロビジョニングされた、すべての HPE
ProLiant Gen9 サーバー上のローカルディスクを無効にします。
a. HPE OneViewr に管理者としてログインします。
b. メインメニューから、[Server Profile Templates] を選択します。
c. サーバープロファイルテンプレートを構成する (177 ページ) で作成したテンプレート
を編集します。

d. [BIOS Settings] セクションで、[Manage BIOS] をクリックします。
e. [Edit BIOS settings] をクリックします。
f. [Embedded Storage] を無効にします。
g. [Fiber Channel FCoE Scan Policy] で、[Scan All Targets] を選択します。
h. サーバープロファイルテンプレートを保存します。

詳細情報

HPE OneView Information ライブラリ

ESXi コンピュートクラスターのプロビジョニングのための HPE OneView の構成 179

http://www.hpe.com/info/oneview/docs


ESXi コンピュートクラスターのプロビジョニング用の HPE Insight
Control サーバープロビジョニングの構成
HPE ICsp でのネットワークおよびメディアサーバーの構成

メディアサーバーは、Insight Control サーバープロビジョニング仮想アプライアンスから独立
し、展開ソフトウェアを保持しています。 OS ビルドプランは OS のインストールを含め、メ
ディアサーバー上のソフトウェアを多くのプロビジョニング機能に使用します。

ESXi コンピュートクラスターのプロビジョニングには、DCHP 制御の PXE ブートを使用する
必要があります。

手順 118 HPE ICsp 仮想アプライアンスでのネットワークを構成する
1. HPE Insight Control サーバープロビジョニングに管理者としてログインします。
2. ネットワークインターフェイスを構成して管理します。

ICsp 管理ネットワークは、データセンター管理ネットワークからアクセスできる必要があ
ります。

3. PXE ネットワークインターフェイスを構成して展開します。
PXE ネットワークは、Helion CloudSystem/CobblerPXE ネットワークとは異なる必要があ
ります。

4. 外部または内部の DHCP サーバーを構成します。
ICsp PXE ネットワーク上で、IP アドレスの範囲を構成します。
これらの IP アドレスは、OS のプロビジョニングの実行中にのみリースされます。 上限
に達すると、サーバーが開始アドレスを繰り返します。

手順 119 HPE ICsp にメディアサーバーを構成する
1. メディアサーバーのセットアップ：

『HPE Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイド』の説明に従ってく
ださい。

2. サーバーのプロビジョニングに使用するソフトウェアを読み込みます。

3. ICsp PXE ネットワークで、メディアサーバーを構成します。

詳細情報

HPE Insight Control サーバープロビジョニング Information ライブラリ

HPE ICsp でのビルドプランの構成
IICsp には、オペレーティングシステムの展開、ハードウェアの構成、およびファームウェア
のアップデートに使用する、OS ビルドプラン、スクリプト、パッケージ、および構成ファイ
ルが用意されています。

手順 120 HPE ICsp でのビルドプランを構成する
1. HPE ICsp に管理者としてログインします。
2. 既存のビルドプランを ESXi にコピーするか、またはビルドプランを作成し、名前を

CS10-<hypervisor-version>-Compute にします。 ビルドプラン名にはスペースを含
めないでください。

例：CS10-ESXi-5.5-Compute

重要: Insight Control サーバーのプロビジョニングでは、Out of the Box のビルドプラン
を使用できません。
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3. HPE nsight Control サーバープロビジョニングでのカスタムビルドプランの作成 (263 ペー
ジ) に記載されているように、ESXi 向けに ICsp ビルドプランを構成します。
HPE ICsp ヘルプ：OS ビルドプランおよびビルドプランステップの失敗のトラブルシュー
ティング も参照してください。

4. ICsp ビルドプランが HPE OneView に反映されるように変更されるまで数分間待ちます。
5. （オプション）ICsp ビルドプランが表示されない場合、この ICsp サーバーに関連付けら
れている HPE OneView 接続をリフレッシュします。 これによって Helion CloudSystem
のビルドプランの情報をアップデートします。

オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面で、[Manage the HPE OneView
appliance] を選択し、[Refresh Connection] をクリックします。

HPE OneView および HPE ICsp Helion CloudSystem での ESXi コン
ピュートクラスターのプロビジョニング

HPE OneView によって管理される ESXi コンピュートクラスターのベアメタル
サーバーへのプロビジョニング

前提条件

• ESXi クラスタープロビジョニング用 HPE OneView が構成されています。

• HPE OneView でストレージを構成します。

• ボリュームが作成され、クラスター内のノード間で共有される共有データストアとして使
用します。

• Helion CloudSystem トラストストアに HPE OneView 証明書をアップロードします。

• オペレーションコンソールで、HPE OneView が Helion CloudSystem に接続されていま
す。

• ESXi クラスタープロビジョニング用 HPE ICsp が構成されています。

• オペレーションコンソールで、HPE Insight Control サーバープロビジョニング（ICsp）が
HPE OneView に接続されています。

• オペレーションコンソールで、Helion CloudSystem と HPE OneView が VMware vCenter
に接続されています。

• OVSvApp VM 用のhlm-shell-vm.ova テンプレートが vCenter にアップロードされており、
同じ vCenter 内に、作成すべきコンピュートクラスターとして常駐します。 OVSvApp に
より、インスタンスのセキュリティグループが有効になります。

• HPE OneView アプライアンスは、ヘルシーな状態です。

HPE OneView アクティビティダッシュボード上にはクリティカルなアラートはあり
ません。

◦

◦ HPE OneView アクティビティダッシュボード上にはロックされたアラートはありま
せん。

[ロック済] アラートは手動では消去できません。 アラートの修正アクションをレビュー
し、問題を修正します。 問題が修正されたら、アラートはアクティブ状態に移行しま
す。

◦ HPE OneView のサーバー、ストレージ、およびネットワークリソースが動作中およ
びアクセス可能

手順 121 ESXi コンピュートクラスターをプロビジョニングする
1. admin の認証情報を使用して、Helion CloudSystem オペレーションコンソールにログイン
します。
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2. [Hardware] 画面上の、[HPE OneView/Synergy Servers] タブに移動します。
3. 1 つ以上のプロビジョニングされていないサーバーを選択します。これはサーバー名の左
にあるチェックボックスをクリックしても予約されません。

予約されていないサーバーは、[Used By] 列で N/A と表示されます。
1 つ以上のサーバーを選択した場合、各サーバーの [Create Cluster] を利用可能にするに
は、以下の要件を満たす必要があります。

• プロビジョニングされていないベアメタル状態

• 予約されていない

• 一致するハードウェアタイプ

• 一致するエンクロージャーグループ

• 同じ HPE OneView アプライアンスによって管理される

4. [Create Cluster] をクリックします。
5. [Cluster Configuration] ダイアログで、プロビジョニングするクラスターに関する次の詳
細情報を入力します。

a. [クラスター名]：プロビジョニングする ESXi クラスター名を入力します。
b. [HPE OneView サーバープロファイルテンプレート]：HPE OneView 作成したサー
バープロファイルのテンプレート名を選択します。

プレフィックスを含む名前のサーバープロファイルテンプレートでのみ [CS10 -]が表
示されます。

c. [ICsp Build Plan]：ICsp で作成した ICsp ビルドプランを選択します。
プレフィックス [CS10 -]を含む名前のビルドプランのみがリストされます。

d. （オプション）HPE OneView サーバープロファイルテンプレートまたは、ICsp ビル
ドプランが表示されない場合、HPE OneView の接続をリフレッシュします。
オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面で、[Manage the HPE OneView
appliance] を選択し、[Refresh Connection] をクリックします。

e. [Shared Storage Volume(s)]： ESXi コンピュートクラスターに 1 つ以上のストレー
ジボリュームを選択します。

HPE OneView のボリュームテンプレートから作成されたストレージボリュームには、
（テンプレート）のプレフィックスがあります。

f. [vCenter]：ESXi コンピュートクラスターを作成する VMware vCenter を選択します。
g. [Datacenter Name]：ESXi コンピュートクラスターを作成するために、データセン
ター名を入力します。

h. [VDS Name]：新しい vSphere 分散スイッチ（VDS）の一意の名前を入力します。こ
れは ESXi コンピュートクラスターのために作成されます。または選択したサーバー
を管理する HPE OneView アプライアンスと共に使用するために Helion CloudSystem
がすでに作成した VDS を選択します。 （VDS 名は、VDS のアップリンクポートの
グループ名と異なることを確認してください。）

i. [Server Password]：プロビジョニングされる ESXi コンピュートクラスター内のク
ラスターメンバーに対する root アカウントに関連付けようとするパスワードを入力し
ます。

注記: ビルドプランにパスワードがある場合、このパスワードはビルドプランのパ
スワードと一致している必要があります。

ビルドプランにパスワードが設定されていない場合、指定したパスワードはサーバー
のパスワードとして使用されます。
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6. （オプション）プロビジョニングされているときに、コンピュートクラスターとして ESXi
クラスターをアクティブ化したくない場合は、[Auto-Activate ESXi Cluster] のチェック
を外します。

手順 122 Helion CloudSystem 管理トランクに ESXi コンピュートクラスターからの接続を構
成する

[Management Trunk] ダイアログは、[Auto-Activate ESXi Cluster] に [Cluster Configuration]
ダイアログでチェックが入っているときに表示されます。

• Helion CloudSystem 管理トランクのために、[Management Trunk] ダイアログで、次の
詳細を入力します。

a. [VDS 名]：（読み取り専用）クラスター構成で指定された既存の vSphere 分散スイッ
チの名前。

b. [Interface Name]：コンピュートクラスターがアクティブ化されるときに、管理トラ
ンクにコンピュートクラスターを接続するために使用される物理ネットワークイン
ターフェイスの名前を入力します。

例：vmnic0
c. [MTU]：最大転送ユニットの数を入力します。
例：1500

手順 123 Helion CloudSystem クラウドデータトランクへの ESXi コンピュートクラスターか
らの接続を構成する

[Auto-Activate ESXi Cluster] に [Cluster Configuration] ダイアログボックスでチェックが
入っているとき、[Cloud Data Trunk] ダイアログが表示されます。
1. クラウドデータトランクを ESXi コンピュートクラスターに接続する [Add Cloud Data

Trunk] をクリックします。 クラウドデータトランクは、コンピュートクラスター上の
Vlan テナントを持っています。

2. Helion CloudSystem クラウドデータトランクの [Cloud Data Trunk] ダイアログで、次の
詳細を入力します。

a. [Name]：クラウドデータトランクの名前を入力します。
b. [InterfaceName]：コンピュートクラスターがアクティブ化されたときにクラウドデー
タトランクにコンピュートクラスターを接続するために使用される物理ネットワーク
インターフェイスの名前を入力します。

例：vmnic1
c. [MTU]：最大転送ユニットの数を入力します。
例：1500

3. 通知アイコンをクリックして、クラスターがプロビジョニングされたことを確認し 、成
功のメッセージをチェックします。

4. [HPE OneView/Synergy Servers] と [Compute Hosts] 画面で、プロビジョニングあるい
はアクティブ化されているコンピュートクラスターを表示します。

重要: アクティブ化が成功しない場合、作成したクラスターはロールバックされません。 ア
クティブ化時に発生したエラーを修正してから、クラスターのアクティブ化を再試行します。

[Compute Hosts] 画面から、クラスターの右側にある [action] メニューをクリックして
[Activate] を選択します。
オペレーションコンソールの ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化 (192 ページ) を参
照してください。
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HPE OneView が管理するプロビジョニング済みのサーバーの追加
プロセスの概要

1. Helion CloudSystem トラストストアへの HPE OneView 証明書のアップロード
2. オペレーションコンソールで、Helion CloudSystem に HPE OneView を接続します。
3. オペレーションコンソールで、Helion CloudSystem に VMware vCenter を接続します
（ESXi コンピュートクラスターのために）

4. HPE OneView が管理するプロビジョニング済みのサーバーを追加します。

HPE OneView が管理するサーバーをプロビジョニングする RHEL KVM または
HYPER-V の検出

この手順を使用して、HPE OneView で管理され、RHEL KVM または HYPER-V オペレーティ
ングシステムによって、プロビジョニングが完了しているコンピュートホストを検出（追加）
します。

• HPE Linux によってプロビジョニングし、オペレーションコンソールの [Compute Hosts]
画面または eon CLI から、HPE OneView が管理するコンピュートホストを手動で追加す
ることができます。  eon コマンドラインでの HPE Linux サーバーまたは RHEL KVM サー
バーの追加およびプロビジョニング (205 ページ) を参照してください。

• Helion CloudSystem に VMware vCenter を接続するとき、ESXi のコンピュートクラスター
は自動的に検出されます。

• 状態が [Profile-Applied] であり、ハイパーバイザーのタイプが [Undetermined]ではない
サーバーはどれでも、Helion CloudSystem によって検出され、コンピュートホストとして
アクティブ化されます。

前提条件

• HPE OneView の証明書が Helion CloudSystem トラストストアに追加されていること

• HPE iLO 4 の証明書が Helion CloudSystem トラストストアに追加されていること

• HPE OneView がオペレーションコンソールで Helion CloudSystem に接続されていること

• HPE oneview に追加するサーバーのネットワーク構成では、構成へのネットワーク接続可
能化（CONF）およびクラウド管理（CLM）ネットワークなどの、Helion CloudSystem
ネットワーク要件を満たしています。

HPE OneView でネットワークとネットワークセットを構成 (174 ページ) を参照してくださ
い。

• Helion CloudSystem コンピュートホスト要件に合わせて、RHEL または HYPER-V オペ
レーティングシステムがプロビジョニングされます。

HPE Linux RHEL KVM とコンピュートホストのプロビジョニングの概要 (200 ページ) およ
びHyper-V コンピュートホストのプロビジョニング (228 ページ) を参照してください。

• HPE iLO 4 エージェントレス管理サービス（AMS）は、RHEL KVM または HYPER-V を
実行中のサーバーにインストールされます。

ご使用の ICsp ビルドプランは、自動的に AMS をインストールすることができます。 イ
ンストールされていない場合は、OS のプロビジョニング後に AMS を手動でインストー
ルできます。
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ヒント: iLO4 は、システム情報メニューの [Network] タブから、AMS が実行中であるこ
とをチェックします。

「iLO did not detect the Agentless Management Service」（iLO はエージェントレス管理
サービスを検出しませんでした）のメッセージが表示された場合は、以下の場所から AMS
をダウンロードします。 インストール手順は、ダウンロードページにあります。

◦ 「AMS 2.3.0 for RHEL 7」

◦ 「AMS 9.60.0 for Hyper-V」

• プロビジョニングされたサーバーは、Helion CloudSystem が正しい OS タイプとともに識
別できるよう SAN storage disk を備えています。 Helion CloudSystem で、これらのハ
イパーバイザーをアクティブ化することができます。

SAN ストレージディスクを備えていないサーバーの場合は、サーバーの状態として OS タ
イプを表示します。 Helion CloudSystem でそれらを有効にするには、[Compute Hosts] 画
面からこれらのサーバーを追加します。

手順 124 プロビジョニングされた RHEL KVM および HYPER-V コンピュートホストを検出す
る

1. admin の認証情報を使用して、Helion CloudSystem オペレーションコンソールにログイン
します。

2. [Compute]+[Compute Hosts] に移動します。
3. [Add Compute Host] をクリックします。
4. [Add Compute Host] ダイアログ ボックスで、次の情報を入力します。

a. Name：追加する新しいコンピュートホストの名前を入力します。
b. IP Address：CONF ネットワーク上で、サーバーの IP アドレスを入力します。
c. Port：サーバーのポートを入力します。 Hyper-V での例：5986
d. OS Type:サーバー上で、プロビジョニングされたオペレーティングシステムを選択し
ます。

e. Username：サーバー上の管理者のユーザー名を入力します。
f. Password：管理者アカウントのパスワードを入力します。

5. （オプション）Helion CloudSystem に HPE OneView を接続した後で、サーバーがプロビ
ジョニングされた場合は、HPE OneView サーバーインベントリを再デ検出します。
オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面で、[Manage the HPE OneView
appliance] を選択し、[Refresh Connection] をクリックします。

6. コンピュートホストが [HPE OneView/Synergy Servers] 画面および [Compute Hosts]
画面に表示されることを確認します。

状態が [Provisioned] のコンピュートホストはアクティブ化の準備ができています。
オペレーションコンソールへの HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのア
クティブ化 (222 ページ) およびHyper-V コンピュートホストのアクティブ化 (235 ページ) を
参照してください。
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20 コンピュートクラスターのプロビジョニングおよびア
クティブ化：VMware ESXi

ESXi オペレーティングシステムを実装したサーバーをプロビジョニングする前に、Helion
CloudSystem アプライアンス（コントロールプレーン）をインストールして実行する必要があ
ります。 Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ESXi インス
トールガイド』または『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガイド』を参照して
ください。

VCenter での ESXi コンピュートクラスターの準備
ESXi コンピュートホストは、vCenter のクラスター内でプロビジョニングされます。
プロセスの概要

1. ESXi コンピュートクラスター用のネットワークを構成 (187 ページ)
2. VCenter での ESXi コンピュートクラスターの準備 (188 ページ)

詳細情報

vCenter でのコンピュートホストのプロビジョニングと構成について詳しくは、VMware で
VMware vSphere のドキュメント を参照してください。
HPE OneView と統合した vCenter での ESXi コンピュートクラスターのプロビジョニングに
ついては、HPE OneView 管理対象サーバーのコンピュートホストのプロビジョニング (173 ペー
ジ) を参照してください。
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ESXi コンピュートクラスター用のネットワークを構成

図 7 ESXi コンピュートホストネットワーク
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HPE OneView または HPE Virtual Connect を使用して、コンピュートクラスター内の各 ESXi
ホストのネットワークを構成します。

ESXi ホストで構成する Helion CloudSystem ネットワークについては、Enterprise Information
Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプランニングガイド』を参照し
てください。

注記: ご使用の環境にバージョンが異なる ESXi ホストが混在しており、再使用を考えてい
る既存の vSphere Distibuted Switch（VDS）がある場合、その VDS がホスト上で最も古いバー
ジョンの ESXi を使用して作成されていることを確認します。

スイッチおよびポートグループ

• ESXi コンピュートクラスターをアクティブ化するには、vSphere 分散スイッチ（VDS）
名およびアップリンクを管理トランクとクラウドデータトランクに対して特定しなければ
なりません。

• アクティベーションプロセスでは、vCenter で、指定された管理トランクネットワークと
クラウドデータトランクスイッチがあるかどうかをチェックし、ない場合には、それらを
作成します。

• アクティベーションプロセスは、既存のスイッチまたは新しく作成されたスイッチが使用
されているかどうかに関係なく、管理トランクネットワークとクラウドデータトランクス
イッチ上で必要なポートグループを作成します。
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手順 125 ネットワークの構成および分散型の仮想スイッチを指定する
1. データセンター管理ネットワーク上で vSphere vMotion を構成します。
クラスターのホスト内のインスタンスの vSphere vMotion がサポートされます。 この
vMotion は、DRS で自動的に実行することも、手動で実行することもできます。
詳しくは、vSphere vMotion のドキュメント を参照してください。

2. データおよび管理トランク用に ESXi コンピュートクラスターを構成します。
a. 最初の Ethernet アダプターでは、以下の管理ネットワークの VLAN をトランクしま
す。

• CONF ネットワーク

• データセンター管理ネットワーク

• クラウド管理ネットワーク

b. ネットワークの種類（VxLAN または VLAN）に基づき、クラウドデータトランクに 1
つ以上の Ethernet アダプターを追加します。
• VLAN ネットワーク構成では、トランクと全 VLAN はすべてのテナント仮想マシ
ンのために用いられます。

1 つ以上のクラウド VLAN トランクがある場合は、独立した Ethernet アダプター
に各データトランクを接続します。

• VxLAN ネットワーク構成では、タグ付き VxLAN Ethernet アダプターに接続しま
す。

• 結合された VLAN および VxLAN ネットワーク構成では、VLAN と VxLAN のトラ
フィックに対して独立した Ethernet アダプターを構成します。

VCenter での ESXi コンピュートクラスターの準備
以下の手順は、Helion CloudSystem で使用するために正しく構成された ESXi クラスターをプ
ロビジョニングする場合に役立ちます。 （Helion CloudSystem で必要になる VMware vSphere
機能の中には、VMware の追加ライセンスを必要とするものがあります。VMware vSphere の
ドキュメント を参照してください）
手順 126 ESXi コンピュートクラスターを作成する
1. コンピュートクラスターとして使用するサーバーハードウェアに、サポートされるバー
ジョンの ESXi をインストールします。
Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update 1 サポー
トマトリックス』を参照してください。

• クラスター内のそれぞれのホストで同じバージョンの ESXi を使用します。

• パスワードを設定するとき、Helion CloudSystem でサポートされていない特殊文字
（& !; " '（）| \ <> など）を指定しないでください。

2. vSphere クライアントを用いた vCenter への接続
IP アドレスまたは FQDN を用いるホストを指定し、ユーザー名とパスワードを入力しま
す。

3. クラスターを右クリックし、データ センター、クラスターに ESXi ホストを追加します。
4. クラスター内で VMware vSphere Distributed Resource Scheduler（DRS）を有効にしま
す。

5. （オプション）複数の管理ホストがある場合、クラスター内で高可用性（HA）を有効に
して構成します。

6. [Configuration]+[Time]構成をチェックします。
外部の時間サーバーを使用する場合は、ESXi ホストと vCenter を同じ外部の時刻サーバー
に構成します。 外部の時刻サーバーを使用しない場合は、マネジメントアプライアンス
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（たとえば、mgmt m1）で実行されているタイムサーバーと同期する ESXi ホストを構成
します。

7. コンピュートクラスター構成を確認します。

a. コンピュートクラスターが vCenter のフォルダー内部に存在しないことを確認しま
す。

b. それぞれのコンピュートクラスターに、vCenter 内のすべてのデータセンターで一意
の名前が付けられていることを確認します。

c. クラスター内のすべてのホストから共有データストアにアクセスできることを確認し
ます。 クラスター内にホストが 1 つしかない場合でも、共有データストアが必要で
す。

8. （オプション）OpenStack ユーザーポータルでコンソールにアクセスするために、各コン
ピュートホストのポート範囲 5900～6105 を開きます。

詳細情報

Helion CloudSystem 操作のための、VMware vCenter ユーザーに与えられる最低限の特権
(266 ページ)
手順 127 クラスター内の各ホストについてセキュリティプロファイルをアップデートする
1. クラスター内のホストを選択します。

2. [構成]タブを選択します。
3. [ソフトウェア]の下で、[Security Profile] を選択します。
4. [ファイアウォール]セクションの最上部で、[プロパティ]を選択します。
5. オプションのリストをスクロールし、ネットワーク経由で接続されている VM シリアル
ポートをクリックします。

6. [OK] をクリックします。
7. クラスター内のコンピュートホストごとにこれらのステップを繰り返します。

手順 128 （オプション）分散スイッチに vmkernel ポートの標準スイッチを移行する
コンピュート vCenter では、CONF またはデータセンター管理ネットワークの標準スイッチの
vmkernel ポートが作成されます。
オプションで、ユーザーは次のことができます。

• vmkernel ポートの標準スイッチ（VSS）を分散スイッチに移行します。

• ESXi クラスターをアクティブ化するとき、管理トランクの分散スイッチの個別のアップ
リンクを使用します。

以下のステップでは、トランクの管理に使用される分散スイッチに既存の標準的なスイッチを
移行します。

1. VSphere クライアントでは、[Home]→[Inventory]→[Networking] に移動します。
a. VDS を作成し、[Add Hosts later] を選択します。 デフォルトポートグループが VDS
と一緒に作成されます。

b. ポートグループのデフォルト設定を編集し、VLAN ID を入力します。 この VLAN ID
は、VSS で指定されている vmkernel ポート VLAN と同じです。

c. 作成された VDS を右クリックし、[Add Host] を選択します。
d. [Host] と vmkernel vmnic を選択し、VSS の作成に使います。
e. [Destination] ポートグループを選択し、デフォルトのポートグループ名を選択しま
す。 このステップは、vds に既存の vmkernel NIC VSS を移行します。

2. CONF、DCM、CLM の管理ネットワークが同じ vmkernel ポートのアップリンクでトラン
クされていることを確認します。

手順 129 HLM Shell VM template for the OVSvApp VM をアップロードする
インスタンスにセキュリティグループを有効にするには、任意の ESXi コンピュートクラスター
を起動する前に以下のステップを実行します。 これらのステップを 1 回だけ実行します。
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1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. /home/stack/stage/images/hlm-shell-vm.ova から、イメージをステージングサー
バーにコピーします。

3. vSphere クライアントにログインします。
4. データ センター内でhlm-shell-vm という名前の既存のテンプレートを削除します。
5. [File]→[Deploy OVF Template] を使用してイメージをデータセンターにアップロードし
ます。

a. ステージングサーバー上でhlm-shell-vm.ova ファイルの場所をブラウズします。
b. アップロードした後で、イメージの名前としてhlm-shell-vm を指定します。

注記: イメージの名前は vCenter 全体で一意である必要があります。

c. イメージをアップロードするデータセンター、クラスター、および ESXi ホストを選
択します。

HLM Shell VM テンプレートは、コンピュートクラスターが存在するデータセンター
の任意の場所に置くことができます。

d. イメージを格納する共有データストアを選択します。

e. [Disk Format] に [Thin Provisioning] を選択します。
6. アップロードしたイメージをテンプレートに変換します。

イメージをアップロードすると、イメージは [Hosts and Clusters] ビューに非稼働の VM
として表示されます。 イメージをテンプレートに変換することにより、非稼働の VM の
アップロードしたイメージと、ESXi ホストの稼働中の VM アプライアンスとが混同され
ないようになります。

イメージがテンプレートに変換されると、vSphere の [VMs and Templates] ビューにの
み表示されるようになります。

クラウドへの ESXi コンピュートクラスターの追加
ESXi コンピュートクラスターは、Helion CloudSystem に vCenter を接続するときに自動的に
[Compute Hosts] 画面に追加されます。
2 つの方法で ESXi クラスターを追加する vCenter に接続できます。

• オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面の使用
オペレーションコンソール内の Helion CloudSystem に接続し、ESXi コンピュートクラス
ターをオペレーションコンソール内の Helion CloudSystem に追加（インポート）する
(191 ページ) を参照してください。

• Deployer アプライアンス eon コマンドラインを使用してください。
vCenter に接続し ESXi コンピュートクラスターを eon コマンドラインを用いて Helion
CloudSystem に追加（インポート）する (191 ページ) を参照してください。

• eon resource-manager-add を使用して vCenter に接続すると、それが必要でなくなっ
たときに、接続を削除するeon resource-manager-delete を使用します。

• オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面を使用して vCenter に接続する場合
は、オペレーションコンソールを使用して、接続を削除します。

Eon CLI を使用して、オペレーションコンソールを使用して接続されていた vCenter への
接続を削除しても、Cinder と ACE のサービスで vCenter のリファレンスは削除されませ
ん。

詳細情報

Helion CloudSystem 操作のための、VMware vCenter ユーザーに与えられる最低限の特権
(266 ページ)
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手順 130 オペレーションコンソール内の Helion CloudSystem に接続し、ESXi コンピュート
クラスターをオペレーションコンソール内の Helion CloudSystem に追加（インポート）する
1. Helion CloudSystem コンソールのメインメニューから [Integrated Tools] を選択します。
2. [VMware Vcenter] ウィンドウで [Connect vCenter] をクリックします。
3. 画面で要求されるデータを入力します。 Helion CloudSystem と VMware vCenter の接続

(118 ページ) を参照してください。
これにより、ESXi クラスターを管理する VMware vCenter の位置と認証情報が Helion
CloudSystem に提供され、ESXi クラスターに関する情報が取得されます。

4. 接続されている vCenter で管理されている ESXi クラスターが [Compute Hosts] 画面に
表示されることを確認します。

状態が [Imported] のクラスターはアクティブ化の準備ができています。

手順 131 vCenter に接続し ESXi コンピュートクラスターを eon コマンドラインを用いて
Helion CloudSystem に追加（インポート）する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. vCenter をリソースとして追加します。

source ~/service.osrc
eon resource-manager-add [--name <RESOURCE_MANAGER_NAME>]
--ip-address <RESOURCE_MANAGER_IP_ADDR> --username <RESOURCE_MANAGER_USERNAME>
--password <RESOURCE_MANAGER_PASSWORD> [--port <RESOURCE_MANAGER_PORT>]
--type <RESOURCE_MANAGER_TYPE>

例

source ~/service.osrc
eon resource-manager-add --name vc01 --ip-address 10.1.200.38 \
--username administrator@vsphere.local --password pass --port 443 --type vcenter
+-------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-------------+--------------------------------------+
| ID | BC9DED4E-1639-481D-B190-2B54A2BF5674 |
| IPv4Address | 10.1.200.38 |
| Name | vc01 |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | 443 |
| Type | vcenter |
| Username | administrator@vsphere.local |
+-------------+--------------------------------------+

手順 132 ESXi コンピュートクラスターが追加されたことを確認する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. 追加の vCenter 内のすべてのクラスターが自動的にインポートされたことを確認します。

source ~/service.osrc
eon resource-list

例
eon resource-list
+------------+-----------+----------+------------+---------+------–+------------+----------+
| ID | Name | Moid | Res Mgr ID | IP Addr | Port | Type | State |
+------------+-----------+----------+------------+---------+-------+------------+----------+
| 1228fce5-..| Cluster2 | dom-c184 | BC9DED4E-..| UNSET | UNSET | esxcluster | imported |
| 469710f6-..| virtClust | dom-c943 | BC9DED4E-..| UNSET | UNSET | esxcluster | imported |
| a3003a32-..| Cluster1 | dom-c218 | BC9DED4E-..| UNSET | UNSET | esxcluster | imported |
+------------+-----------+----------+------------+---------+-------+------------+----------+

3. （オプション）クラスターが期待どおりに表示されない場合は、最初のマネジメントアプ
ライアンス（mgmt-m1）上の/var/log/eon/ディレクトリ内の eon-conductor logs を
チェックします。
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ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化
VMware vCenter は、ネットワークに接続している ESXi クラスターの中央管理者として機能
します。 VMware vCenter を使用すると複数のホストのリソースをプールして管理できるほ
か、物理および仮想インフラストラクチャも監視し、管理できます。

2 つの方法で ESXi クラスターを追加し、アクティブ化することができます。

• [Integrated Tools] 画面上の VMware vCenter に接続した後、オペレーションコンソール
の [Compute Hosts] 画面を使用
オペレーションコンソールの ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化 (192 ページ)
を参照してください。

• eon コマンドラインの使用
eon コマンドラインを使用した ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化 (193 ページ)
を参照してください。

前提条件

• ESXi クラスターで、Helion CloudSystem の要件が構成されている必要があります。
VCenter での ESXi コンピュートクラスターの準備 (188 ページ) を参照してください。

• Helion CloudSystem には、VMware vCenter が接続されています。 Helion CloudSystem
と VMware vCenter の接続 (118 ページ) を参照してください。

• VMware vCenter は英語用に構成されており、vCenter 内の（Helion CloudSystem オブジェ
クトだけでなく）すべてのオブジェクトは、英語文字だけを含みます（たとえば、クラス
ター、ネットワーク、およびテンプレートの名前）。

• ESXi クラスターは、別の Helion CloudSystem クラウドでアクティブ化されません。

• クラスター内の ESXi ホストは、切断された共有データストア、またはメンテナンスモー
ドの共有データストアには接続していません。

• OVSvApp イメージ (hlm-shell-vm.ova) は、vCenter 内でテンプレートに変換され、コ
ンピュートクラスターと同じ vCenter 内に置かれます。
HLM Shell VM template for the OVSvApp VM をアップロードする (189 ページ) を参照して
ください。

オペレーションコンソールの ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化
手順 133 オペレーションコンソールの ESXi コンピュートクラスターをアクティブ化する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. [Activate] ボタンをクリックするか、アクティブ化するコンピュートホストの行を選択し
てドロップダウンリストまたは [アクション] メニューからアクティブ化をクリックしま
す。

3. Helion CloudSystem 管理トランクのために、[Management Trunk] ダイアログで、次の
詳細を入力します。

a. [VDS 名]：新しい vSphere 分散スイッチ（VDS）の一意の名前を入力し、ESXi コン
ピュートクラスター用に作成されるか、または既存の VDS を選択します。

b. [Interface Name]：コンピュートクラスターがアクティブ化されるときに、管理トラ
ンクにコンピュートクラスターを接続するために使用される物理ネットワークイン
ターフェイスの名前を入力します。

例：vmnic0
c. [MTU]：最大転送ユニットの数を入力します。 1500 がベストプラクティスです。
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4. クラウドデータトランクを ESXi コンピュートクラスターに接続する [Add Cloud Data
Trunk] をクリックします。 クラウドデータトランクは、コンピュートクラスター上の
Vlan テナントを持っています。

5. Helion CloudSystem クラウドデータトランクの [Cloud Data Trunk] ダイアログで、次の
詳細を入力します。

a. [Name]：クラウドデータトランクの名前を入力します。
b. [InterfaceName]：コンピュートクラスターがアクティブ化されたときにクラウドデー
タトランクにコンピュートクラスターを接続するために使用される物理ネットワーク
インターフェイスの名前を入力します。

例：vmnic1
c. [MTU]：最大転送ユニットの数を入力します。

6. [Activate] をクリックします。
クラスターまたはコンピュートホストをアクティブ化せずに終了するには、[Cancel] をク
リックします。

7. 通知のアイコンをクリックして、クラスターがアクティブ化されたことを確認してくださ

い。 そして、成功のメッセージをチェックします。

8. [Compute Hosts] 画面で、クラスターの状態が Activated であることを確認します。
しばらくすると、クラスターステータスが緑色に変わります。

eon コマンドラインを使用した ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化
ESXi クラスターをアクティブ化する：
• ESXi のコンピュートプロキシサービス VM をクラスターごとに展開し、OVSvApp サービ
ス VM を cluster 内の ESXi ホストごとに展開します。

• activation_template.json で定義されている必要なクラウドネットワーキングを構
成します。

• HLM インプットモデルをサービス VM の詳細でアップデートし、必要なサービスを構成
する新しいノード上で Ansible playbook をトリガーします。

Deployer アプライアンスから eon コマンドを実行します。

ESXi 用のアクティブ化テンプレートの入手
eon CLI を使用してコンピュートホストのアクティブ化にはconfig json の入力ファイルが
必要です。 このファイルは、クラスターをコンピュートできる Helion CloudSystem ESXi クラ
スターを構成するネットワークの詳細を指定します。 必要なconfig-json ファイルの書式設
定の取得をファイルget-activation-template が支援します。
ESXi アクティブ化のテンプレートを取得できる 2 つのオプションがあります。
• Automated オプションでは、CLI に指定されたnput-json に基づいて必要なconfig-json
ファイルを生成します。

• Manual オプションは config json にフォーマットを提供し、アクティブ化する ESXi
クラスターの詳細を入力します。

データセンター内の最初のクラスターのアクティブ化は、activation-template json テ
ンプレートを提供することが必要です。

その他のクラスターのアクティブ化は、テンプレートを用意する必要はありませんか、新しい
activation-template json を提供することができます。

• 新しいactivation-template json が 2 番目のクラスターのアクティブ化のために提
供されるとき、ネットワークインフラストラクチャは提供されたテンプレートを基に作成
されます。
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• 2 番目のクラスターのアクティブ化のためのテンプレートを指定しないと、2 番目のクラ
スターに最初のクラスターで使用したテンプレートが使用されます。

手順 134 自動：アクティベーションテンプレートを取得する
標準スイッチの vmkernel ポートを VDS スイッチに移行して管理トランクとして使用する場合
は、VDS 名 <MGMT_SWITCH_NAME>.を提供します。 (この場合, <MGMT_SWITCH_NIC>
は無視されます)。
既存の標準スイッチの vmkernel ポートを移行する代わりに新しい VDS を作成するには、新し
い VDS スイッチの名前を <MGMT_SWITCH_NAME> で指定します。 （VDS スイッチ名は、
VDS のアップリンクポートのグループ名と異なることを確認してください。）
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. 自動でインストールされたアクティブ化テンプレート json を取得します。

source ~/service.osrc
eon get-activation-template [--filename <Activate JSON>]
Options:
--filename <Activate JSON>

Filename to store activation configuration template json
--type <Type of the resource>

Resource type , example "esxcluster"
--input-json <NETWORK_JSON>

Input data to populate network configuration in below format

{"mgmt_trunk" : {"name": "<MGMT_SWITCH_NAME>", #Management trunk switch name to be created.
#If management switch is already created,
#user can specify existing switch name

"nics": "<MGMT_SWITCH_NIC>", #Management trunk switch vmnic. Specify comma
#separated vmnics to create teaming of vmnics

"mtu": "1500" }, #MTU value for the mgmt switch. The value can
#vary from 1500-9999

"cloud_trunks": [{"name": "<CLOUD_DATA_TRUNK_SWITCH_NAME>", #Cloud data trunk switch name created.
"nics": "<CLOUD_DATA_TRUNK_VMNIC>", #Cloud data trunk switch vmnic.

#If vmnics need to be teamed, specify
#multiple vmnics with comma separated

"mtu": "1500", #MTU value for mgmt switch. The value
#can vary from 1500-9999

"network_name": "<NETWORK_NAME_FROM_INPUT_MODEL>" #Network name of CLOUD DATA TRUNK

#from networks.yml in input model.

#This maps network specified in
#input model to cloud data trunk
#switch in vCenter

}]
}

例

source ~/service.osrc

eon get-activation-template --filename activation.json
--type esxcluster --input-json input.json
---------------------------------------------------------------
Saved the sample network file in /home/stack/activation.json

手順 135 手動：アクティベーションテンプレートを取得する
1. スタックを使用して Deployer アプライアンスにログインします。
2. アクティブ化テンプレート json を取得します。

eon get-activation-template [--filename <Activate JSON>] --type "esxcluster"
Options:
--filename <Activate JSON>

Filename to store activation configuration template json
--type <Type of the resource>

Resource type, example "esxcluster"

3. 手動でアクティブ化テンプレート json を編集し、必要なデータを入力します。

たとえば、ESXi アクティブ化テンプレート json
Helion OpenStack 3.0：ESX コンピュートのサンプルファイル activationtemplate.json を参
照してください。
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ESXi コンピュートクラスターのアクティブ化
手順 136 ESXi コンピュートクラスターをアクティブ化する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. アクティブ化する ESXi クラスターのリソース ID を取得します。

eon resource-list

3. クラスターをアクティブ化します。

インポートまたはプロビジョニングの状態にあるクラスターをアクティブ化することがで
きます。

source ~/service.osrc
eon resource-activate <RESOURCE_ID>
--config-json /home/stack/activation.json

例

eon resource-activate 469710f6-e9f2-48a4-aace-1f00cbd60487 \
--config-json ~/activation.json
+-----------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-----------------+--------------------------------------+
| id | 469710f6-e9f2-48a4-aace-1f00cbd60487 |
| ip_address | UNSET |
| name | virtClust |
| password | UNSET |
| port | UNSET |
| resource_mgr_id | BC9DED4E-1639-481D-B190-2B54A2BF5674 |
| state | provision-initiated |
| type | esxcluster |
| username | UNSET |
+-----------------+--------------------------------------+

ログファイルによるアクティブ化の確認とクラスターのステータスチェック

サービス VMs（コンピュートプロキシおよび OVSvApp）の作成後、Ansible playbook の実行
中に、クラスターのアクティブ化に失敗した場合、クラスターの状態は imported ではなく、
provisioned と表示されます。 プロビジョニングされた状態は、クラスターのアクティブ化を
再試行する場合、サービスの VMs の作成を排除します。
問題を修正した後は、プロビジョニングされた状態でクラスターをアクティブ化できます。 ク
ラスターのアクティブ化は、Ansible playbook の実行から続行します。
構成プロセッサー実行中にエラーがないかどうか、Deployer アプライアンスで以下のログファ
イルをチェックします。

• /var/log/configuration_processor/errors.log

• /var/log/hlm-ux-services/service.log

Ansible playbook エラーがないかどうか、Deployer アプライアンスの以下のログファイルを
チェックします。

• ~/.ansible/ansible.log

アクティブ化エラー、またはアクティブ化後または非アクティブ化後のエラーがないかどう
か、最初のマネジメントアプライアンス（mgmt-m1）の以下のログファイルをチェックしま
す。

• /var/log/eon/eon-api.log

• /var/log/eon/eon-conductor.log

ハイパーバイザーステータスをチェックします。

source ~/service.osrc
nova hypervisor-list
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+----+-------------------------------------------------+-------+---------+
| ID | Hypervisor hostname | State | Status |
+----+-------------------------------------------------+-------+---------+
| 1 | aj-cloud-ccp-comp0001-management | up | enabled |
| 4 | domain-c26.b8463f5b-53c3-4404-a27d-70ee944c6aca | up | enabled |
+----+-------------------------------------------------+-------+---------+

アクティブ化されている ESXi クラスターへの新しいホストの追加
ESXi クラスターのホストコミッショニングプロセス：
• ホストをデータセンター内のフォルダーに移動し、OVSvApp サービス VM を生成し、ネッ
トワークを構成します。

• 新しくプロビジョニングされた OVSvApp VM 上で Ansible playbook をトリガーします。

• 正常に実行した後、ホストが ESXi クラスターに戻されます。

• 失敗した場合、新しく作成された OVSvApp VM が削除されホストはクラスターに戻され、
メンテナンスモードに移行します。

前提条件

• 追加するホストでは、ESXi コンピュートホストに関する Helion CloudSystem の要件を満
たしています。  VCenter での ESXi コンピュートクラスターの準備 (188 ページ) を参照し
てください。

手順 137 アクティブ化された ESXi クラスターにホストを追加する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. 新しいホストの追加

source ~/service.osrc
eon resource-update <RESOURCE_ID> --action add_host \
--server-group <SERVER_GROUP>

例

eon resource-update 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea \
--action add_host --server-group RACK1
+-----------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-----------------+--------------------------------------+
| id | 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea |
| ip_address | UNSET |
| name | compute |
| password | UNSET |
| port | UNSET |
| resource_mgr_id | 9FDCFA66-6677-42A1-83FF-16DC32448021 |
| state | host-commission-initiated |
| type | esxcluster |
| username | UNSET |
+-----------------+--------------------------------------+

VCenter の認証情報のアップデート
手順 138 VCenter の認証情報をアップデートする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. 認証情報のアップデート

source ~/service.osrc
eon resource-manager-update [--name <RESOURCE_MANGER_NAME>] \
[--ip-address <RESOURCE_MANGER_IP_ADDR>] \
[--username <RESOURCE_MANGER_USERNAME>] \
[--password <RESOURCE_MANGER_PASSWORD>] \
[--port <RESOURCE_MANGER_PORT>]
<RESOURCE_MANGER_ID>
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例

source ~/service.osrc

eon resource-manager-update --username root \
--password newpass 2A6FC852-5F5E-4206-B6CC-C85E6B62A367
+-------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-------------+--------------------------------------+
| ID | 2A6FC852-5F5E-4206-B6CC-C85E6B62A367 |
| IPv4Address | 10.1.200.17 |
| Name | 10.1.200.17 |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | 443 |
| Type | vcenter |
| Username | root |
+-------------+--------------------------------------+

ESXi クラスターからのホストの削除
クラスターからホストを切断する前に、電源をオフにして OVSvApp VM を削除する必要があ
ります。 詳細なステップについては、Helion OpenStack 3.0 ドキュメント で「クラスターか
ら ESX ホストを削除する」を参照してください。

コンピュートリソー スプールからのクラスターの削除
クラスターの削除は、インポートされた状態にクラスターを設定します。 詳細なステップにつ
いては、Helion OpenStack 3.0 ドキュメント にある「クラスターコンピュートリソー スプー
ルからのクラスターの削除」を参照してください。

コンピュートクラスターの非アクティブ化
非アクティブ化されたコンピュートホストは仮想マシンインスタンスをホストできなくなりま
すが、クラウド内にはコンピュートホストが残され、後で再アクティブ化することができま
す。

クラスターを非アクティブ化すると、クラスター内の（プロキシおよび OVSvApp コンピュー
ト）サービスの VM を削除し、Ansible playbook をトリガーします。
プロビジョニングまたはアクティブ化状態にある ESXi クラスターを非アクティブ化できます。
非アクティブ化した後、クラスターはインポートされた状態です。

アクティブ化したときに、vCenter でクラスターの名前を変更した場合は、コンピュートクラ
スターを非アクティブ化することはできません。 非アクティブ化する前に、クラスターの名前
を元の名前に戻します。

コンピュートクラスターを非アクティブ化しても、イメージのキャッシュ（_base ディレクト
リ）から、ディスクのファイルは削除されません。 これらのファイルは手動で削除してディス
クスペースを解放します。

重要: 非アクティブ化中に、エラーが発生して VM OVSvApp とコンピューターのプロキシを
クリーンアップした場合、その例外は無視され、クラスターはインポートされた状態に設定さ
れています。

その他のエラーは、クラスターがインポートされた状態にセットバックされることを防ぎま
す。クラスターは再びアクティブ化することはできません。 このような状況が発生した場合、
VM を手動でクリーンアップする必要があります。

前提条件

• コンピュートホストがアクティブ化されている必要があります。

• クラスターまたはコンピュートホスト上に仮想マシンインスタンスが展開されていないこ
と。 インスタンスが展開されている場合、クラスターまたはコンピュートホストを非アク
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ティブ化する前に、インスタンスを削除し、別のコンピュートホスト上で展開しなおす必
要があります。

手順 139 オペレーションコンソールの ESXi コンピュートクラスターを非アクティブ化する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. 非アクティブ化する各コンピュートホストの行にチェックを入れ、[Add Compute Host] の
隣にある下矢印をクリックして、Deactivate を選択します。 [Action] メニュー をク
リックして、Deactivate を選択することもできます。

3. 複数のコンピュートホストを同時に非アクティブ化するには、非アクティブ化する各コン
ピュートホストの行をチェックし、[Add Compute Host] の隣にある下矢印をクリックして
非アクティブ化を選択します。

4. コンピュートホストで実行中の仮想マシンインスタンスの数が 0 であることを確認しま
す。 インスタンスが実行されている場合、コンピュートホストを非アクティブ化すること
はできません。

5. [非アクティブ化]をクリックします。
クラスターまたはコンピュートホストを非アクティブ化せずにアクションを終了するに
は、[Cancel] をクリックします。

6. [Compute Hosts] の概要画面で、クラスターまたはコンピュートホストの状態が非アク
ティブ化であることを確認します。

手順 140 eon コマンドラインで ESXi コンピュートクラスターを非アクティブ化する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. アクティブ化されたホストの resource_id を取得します。

source ~/service.osrc
eon resource-list

3. コンピュートホストを非アクティブ化します。

eon resource-deactivate <resource_id>

4. クラスターまたはコンピュートホストの状態が非アクティブであることを確認します。

eon resource-show <resource_id>

例

eon resource-deactivate 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea
+-----------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-----------------+--------------------------------------+
| id | 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea |
| ip_address | UNSET |
| name | compute |
| password | UNSET |
| port | UNSET |
| resource_mgr_id | 9FDCFA66-6677-42A1-83FF-16DC32448021 |
| state | cleanup-initiated |
| type | esxcluster |
| username | UNSET |
+-----------------+--------------------------------------+

非アクティブ化の強制

アクティブ化されているコンピュートクラスターを vCenter から削除する場合でも、Helion
CloudSystem インベントリから削除されません。 --forced true パラメーターを使用して
クラスターのステータスを imported に設定すると、非アクティブ化することができます。 こ
のコマンドは、resource-deactivate と同じ効果を持ちます。
source ~/service.osrc
eon resource-deactivate <RESOURCE_ID> --forced true
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コンピュートクラスターの削除
オペレーションコンソール内の削除アクションを使用して ESXi クラスターを削除することは
できません。 ESXi クラスターを管理している vCenter が [統合ツール]画面から削除されると、
ESXi クラスターは自動的に削除されます。
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21 コンピュートホストのプロビジョニングおよびアク
ティブ化：HPE Linux and Red Hat Enterprise Linux
KVM

HPE Linux RHEL KVM とコンピュートホストのプロビジョニングの概
要

HPE Linux または RHEL KVM オペレーティングシステムを実装したサーバーをプロビジョニ
ングする前に、Helion CloudSystem アプライアンス（コントロールプレーン）をインストール
して実行する必要があります。 Enterprise Information Library にある『HPE Helion
CloudSystem 10.0 ESXi インストールガイド』または『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM イ
ンストールガイド』を参照してください。

HPE Linux および Red Hat Enterprise Linux のコンピュートホストは、クラスター化されてい
ないハイパーバイザー ホストにプロビジョニングされます。
プロビジョニングオプション

Helion CloudSystem は、ユーザーの KVM をコンピュートホストにプロビジョニングする方法
をいくつか備えています。 始める前に、ご使用の状況と環境に最適なオプションやメソッドを
決定します。

• RHEL KVM または HPE Linux
HPE Linux は、RHEL KVM の低コストの代替品です。 ISO ファイルが Helion CloudSystem
アプライアンスのインストール中に、環境にプレロードされています。

RHEL KVM は、OS を手動でインストールまたは UEFI ノード上で、OS のインストール
を含む、オプションの構成の選択肢を提供しています。 コンピュートノード上の RHEL
KVM をインストールする場合は、環境によっては、マルチパス blacklist 設定やディスク
構成オプションなどの追加オプションをいくつかエバリュエートする必要があります。

• レガシー BIOS あるいは UEFI
HPE Helion CloudSystem には、デフォルトで、レガシー BIOS をサポートしながら、（代
わりに使用できる新しいサーバーの BIOS である）UEFI のサポートが備わっています。
UEFI ノード上で RHEL KVM コンピュートホストをプロビジョニングするには、RHEL
KVM オペレーティング システムを手動でインストールする必要があります。 （オプショ
ン）UEFI ノード（KVM RHEL のみ）へのコンピュートホストのインストール (209 ページ)
を参照してください。

• オペレーションコンソールまたは eon コマンド行インターフェイス（CLI）を使用してく
ださい。

オペレーションコンソールでは、ベアメタルサーバーをプロビジョニングし、同時にアク
ティブ化またはクラウドに事前にプロビジョニングされたサーバーを追加することができ
ます。 RHEL KVM の手動インストールなど、eon CLI を使用したすべての構成オプショ
ンが利用可能です。

• ベアメタルサーバーのプロビジョニングまたは事前にプロビジョニングされたサーバーの
追加

Helion CloudSystem を使用して、ご使用のサーバーをプロビジョニングすることができま
すか、それを手動でプロビジョニングでき、事前にプロビジョニングされたサーバーとし
て追加することもできます。 サーバーは、HPE OneView によって管理、他のソフトウェ
アで管理できるか、または管理できません。

プロセスの概要

1. HPE Linux または RHEL KVM コンピュートホスト向けのネットワークの構成 (201 ページ)
2. HPE Linux または RHEL KVM サーバーの追加およびプロビジョニング (203 ページ)
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3. RHEL KVM コンピュートホストのプロビジョニング（マニュアルメソッド） (207 ページ)
4. （オプション）UEFI ノード（KVM RHEL のみ）へのコンピュートホストのインストール

(209 ページ)
5. HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストの構成 (215 ページ)
6. HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのアクティブ化 (222 ページ)

HPE Linux または RHEL KVM コンピュートホスト向けのネットワーク
の構成

HPE OneView または HPE Virtual Connect を使用して、HPE Linux または RHEL KVM コン
ピュートホストへの接続を構成します。 HPE OneView を使用している場合は、プロビジョニ
ングしている各種コンピュートホスト向けに、サーバープロファイルテンプレートを作成しま
す。

この接続は、任意の順序で行えます。 nic_mappings.yml 構成ファイルで、ネットワーク
アダプターの詳細を指定します。 NIC マッピングのアップデート (219 ページ) を参照してくだ
さい。

Helion CloudSystem ネットワークについては、Enterprise Information Library にある『HPE
Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプランニングガイド』を参照してください。

注記: データ センター管理ネットワーク（DCM）インターフェイスを構成ファイルに含めな
いでください。 コンピュートホストの展開 playbook は、アプライアンスの展開に使用する既
存の DCM 構成を上書きします。その際、データ センターネットワークとの接続が失われる可
能性があります。

HPE Virtual Connect または HPE OneView を使用して、interfaces_compute.yml 構成ファ
イルで指定されていない任意のフリー NIC を手動で構成して、データセンター管理ネットワー
クとの接続を可能にすることができます。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。
コンピュートホストをプロビジョニングするとき、CONF ネットワーク上で使用可能な IP ア
ドレスを指定します。 Helion CloudSystem 仮想アプライアンスがすでに使用している IP アド
レスブロックおよび ESXi と HPE OneView 管理対象サーバーが予約済みのアドレスを除外す
ることで、使用可能な IP アドレスを見つけることができます。
コンピュートホストに割り当てることができる IP アドレスは、次のとおりです。

• （Helion CloudSystem の展開中に構成された）CONF IP アドレス範囲内のもの

• ACE（HPE OneView 管理対象サーバー）がまだ予約していないもの

• ESXi がまだ予約していないもの

• ACE 用に予約された最初の IP アドレスより低位のもの
手順 141 コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. CONF アドレスブロックの定義を表示するには、次のコマンドを入力します。

stack@cs10-ccp-c0-m1-clm:~$ cat \
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/network_ipam_passthrough.yml

3. 出力の例では、CONF アドレスの範囲が10.xx.xx.51 から10.xx.xx.250 であること
に注意してください。 この範囲内で、ACE（HPE OneView の管理対象サーバー）は
10.xx.xx.124 から10.xx.xx.177 を使用し、ESXi は10.xx.xx.178 から
10.xx.xx.250 を使用することになっています。
以下の例にある、xx.xx は、実際の IP アドレスに値を置き換えてください。
product:
version: 2

pass-through:

HPE Linux または RHEL KVM コンピュートホスト向けのネットワークの構成 201

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs


global:
hpecs:
networks:
- name: CONF
types:
- u'hlm'

members:
- cidr: 10.xx.xx.0/24
addresses:
- 10.xx.xx.51-10.xx.xx.250

allocations:
ace:
- 10.xx.xx.124
- 10.xx.xx.177

esx:
- 10.xx.xx.178
- 10.xx.xx.250

4. 次のコマンドを入力して、仮想アプライアンス、KVM コンピュートホスト、および CONF
ネットワーク上ですでに IP アドレスが割り当てられているストレージサーバーに関する
情報を表示します。

stack@cs10-ccp-c0-m1-clm:~$ grep ip-addr \
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml

5. 出力の例では、仮想アプライアンスに割り当てられている IP アドレスは10.xx.xx.51 か
ら10.xx.xx.69 であることに注意してください。
product:
version: 2

servers:
- id: deployer
ip-addr: 10.xx.xx.51
role: HLM-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn1-0001
ip-addr: 10.xx.xx.52
role: MANAGEMENT-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn1-0002
ip-addr: 10.xx.xx.53
role: MANAGEMENT-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn1-0003
ip-addr: 10.xx.xx.54
role: MANAGEMENT-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn2-0001
ip-addr: 10.xx.xx.55
role: MONITORING-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn2-0002
ip-addr: 10.xx.xx.56
role: MONITORING-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn2-0003
ip-addr: 10.xx.xx.57
role: MONITORING-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn3-0001
ip-addr: 10.xx.xx.58
role: DB_RABBIT-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn3-0002
ip-addr: 10.xx.xx.59
role: DB_RABBIT-ROLE
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server-group: RACK2
- id: ccn3-0003
ip-addr: 10.xx.xx.60
role: DB_RABBIT-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn4-0001
ip-addr: 10.xx.xx.61
role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn4-0002
ip-addr: 10.xx.xx.62
role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn4-0003
ip-addr: 10.xx.xx.63
role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn5-0001
ip-addr: 10.xx.xx.64
role: NETWORK-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn5-0002
ip-addr: 10.xx.xx.65
role: NETWORK-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn5-0003
ip-addr: 10.xx.xx.66
role: NETWORK-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn6-0001
ip-addr: 10.xx.xx.67
role: ENTERPRISE-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn6-0002
ip-addr: 10.xx.xx.68
role: ENTERPRISE-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn6-0003
ip-addr: 10.xx.xx.69
role: ENTERPRISE-ROLE
server-group: RACK3

6. 仮想アプライアンス、ACE および ESXi コンピュートホストに割り当て済みのアドレスを
除外して、CONF ネットワーク上のコンピュートホストが利用可能な IP アドレスを決定
します。

ステップ 3 およびステップ 5 の出力例に基づいて、IP アドレスをコンピュートホストに、
10.xx.xx.70 から10.xx.xx.123 の範囲で指定することができます。

HPE Linux または RHEL KVM サーバーの追加およびプロビジョニング
以下の手順では、Deployer のアプライアンスからの RHEL KVM または HPE Linux オペレー
ティングシステムの自動インストールについて説明します。

RHEL の ISO ファイルをアップロードする（RHEL KVM のみ）
手順 142 ISO ファイルのアップロード（RHEL KVM のみ）
RHEL KVM コンピュートホストに ISO ファイルをアップロードする必要があります。 HPE
Linux に ISO ファイルをアップロードする必要はありません。ISO ファイルは、Helion
CloudSystem アプライアンスのインストール時に、環境にプリロードされています。
1. stack の認証情報を使って、Deployer アプライアンスにログインします。
2. /home/stack フォルダーに RHEL 7.2 ISO ファイル をアップロードします。
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3. ファイル名をrhel7.iso に変更します。

オペレーションコンソールで HPE Linux または RHEL KVM サーバーを追加およ
びプロビジョニングする

この手順で、オペレーティングシステムがインストールされておらず、HPE OneView によっ
て管理されていない Helion CloudSystem のサーバーをプロビジョニングします。 HPE Linux
または RHEL KVM のオペレーティングシステムでこれらのサーバーをプロビジョニングでき
ます。

前提条件

• RHEL KVM をインストールする場合は、Deployer アプライアンスに ISO ファイルをアッ
プロードしていること。 ISO ファイルのアップロード（RHEL KVM のみ） (203 ページ) を
参照してください。

手順 143 オペレーションコンソールで、ベアメタルの HPE Linux サーバーまたは RHEL KVM
サーバーを追加およびプロビジョニングする

1. admin の認証情報を使用して、Helion CloudSystem オペレーションコンソールにログイン
します。

2. [Hardware] 画面に移動します。
3. [Physical Hardware] タブを選択します。
4. [Add Server] をクリックします。
5. [Register Baremetal] ダイアログに、以下の情報を入力します。

a. 名前：追加する新しいサーバーの名前を入力します。 この名前によってリソースを識
別します。

b. PXE ブート MAC アドレス：CONF IP アドレスを割り当てる必要がある NIC の MAC
アドレスを入力します。 NIC は、PXE ブートが有効であることが必須です。

c. iLO IP アドレス：Integrated Lights Out（iLO）管理サーバーの IP アドレスを入力し
ます。

d. iLO ユーザー名：iLO のユーザー名を入力します。 このユーザーには、管理者ユー
ザーアカウントを含むすべてのユーザーパーミッションが与えられている必要があり
ます。

e. iLO パスワード：iLO ユーザー名アカウントのパスワードを入力します。
f. IP アドレス：構成（CONF）ネットワーク上のサーバーの IP アドレスを入力します。

ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲外の IP アドレスを指
定します。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくだ
さい。

6. （オプション）[Auto-Provision] にチェックを入れて、オペレーティングシステムでサー
バーをプロビジョニングします。

7. [Auto-Provision] セクションには、以下の情報を入力します。
a. OS タイプ：サーバー上でプロビジョニングするオペレーティングシステム（HPE

Linux または RHEL）を選択します。
b. OS のパスワード：作成される stack ユーザーのパスワードを入力します。
c. ブートタイプ：サーバーの起動に使用するディスクを選択します：SAN ディスクまた
はローカルディスク。

8. [Compute Host] 画面または [Hardware] 画面の [Physical Hardware] タブに、サーバー
が表示されるかどうかを確認します。

• サーバーを追加する際にプロビジョニングしない場合には、そのサーバーの状態は
[Imported] であると [Physical Hardware] タブに表示されます。

• サーバーを追加する際にプロビジョニングする場合は、そのサーバーの状態は
[Provisioned] であると [Compute Host] 画面に表示されます。
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状態が [Provisioned] のコンピュートホストはアクティブ化の準備ができています。 HPE
Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのアクティブ化 (222 ページ) を参照してく
ださい。

eon コマンドラインでの HPE Linux サーバーまたは RHEL KVM サーバーの追加
およびプロビジョニング

eon を用いるか、またはオペレーティングシステムを手動でインストールすることによって、
ベアメタルノードを RHEL KVM オペレーティングシステムでプロビジョニングできます。
RHEL KVM コンピュートホストのプロビジョニング（マニュアルメソッド） (207 ページ) を参
照してください。

Deployer アプライアンスから eon コマンドを実行します。 eon サービスは最初のマネジメン
トアプライアンス上にインストールされており、HA は有効ではありません。 最初のマネジメ
ントアプライアンスがダウンしている場合、eon はうまく動作しません。
前提条件

• RHEL KVM をインストールする場合は、Deployer アプライアンスに ISO ファイルをアッ
プロードしていること。 ISO ファイルのアップロード（RHEL KVM のみ） (203 ページ) を
参照してください。

手順 144 eon を使用してクラウドにベアメタルサーバーを追加する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. ベアメタルサーバーをクラウドに追加します。 サーバーを追加すれば、HPE Linux または

RHEL KVM でそのサーバーをプロビジョニングすることができます。
source ~/service.osrc
eon resource-add --type baremetal --name <name>
--ip-address <conf network ip for compute> --username <user>
--password <password> --port None --mac-addr <mac-addr of conf networks nic>
--ilo-ip <ilo-ip> --ilo-user <ilo-user> --ilo-password <ilo-password>

パラメーター

• タイプ：追加するコンピュートホストのタイプ（rhel または hlinux）を入力します。

• 名前：追加する新しいサーバーの名前を入力します。

• IPアドレス：構成（CONF）ネットワーク上のサーバーの IP アドレスを入力します。
ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲外の IP アドレスを指
定します。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくだ
さい。

• ユーザー名：オペレーティングシステムのユーザーの名前を入力します。 このリリー
スでは、ユーザー名は stack でなければなりません。

• パスワード：stack ユーザーのパスワードを入力します。

• mac-addr：CONF IP アドレスを割り当てる必要がある NIC の MAC アドレスを入力
します。 NIC は、PXE ブートが有効であることが必須です。

• ilo-ip：Integrated Lights Out（iLO）管理サーバーの IP アドレスを入力します。

• ilo-user：iLO のユーザー名を入力します。 このユーザーには、管理者ユーザーア
カウントを含むすべてのユーザーパーミッションが与えられている必要があります。

• ilo-password：iLO ユーザー名アカウントのパスワードを入力します。

HPE Linux での例
source ~/service.osrc
eon resource-add --type baremetal --name HLINUXCOMPUTE \
--ip-address 10.xx.xx.90 --username stack --password stack --port None \
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--mac-addr d0:bf:9c:b7:ed:00 --ilo-ip 10.xx.xx.91 \
--ilo-user Administrator --ilo-password pass
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| ILO Ip | 10.xx.xx.91 |
| ILO Password | <SANITIZED> |
| ILO User | Administrator |
| IPv4Address | 10.1xx.xx.90 |
| Mac Address | d0:bf:9c:b7:ed:00 |
| Name | HLINUXCOMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | imported |
| Type | baremetal |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+

RHEL KVM での例
source ~/service.osrc
eon resource-add --type baremetal --name RHELCOMPUTE \
--ip-address 10.xx.xx.90 --username stack --password stack --port None \
--mac-addr d0:bf:9c:b7:ed:00 --ilo-ip 10.xx.xx.91 \
--ilo-user Administrator --ilo-password pass
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| ILO Ip | 10.1.221.91 |
| ILO Password | <SANITIZED> |
| ILO User | Administrator |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Mac Address | d0:bf:9c:b7:ed:00 |
| Name | RHELCOMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | imported |
| Type | baremetal |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+

手順 145 eon を用いて HPE Linux でサーバーをプロビジョニングする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. eon を使用してクラウドにベアメタルサーバーを追加する (205 ページ) に追加した HPE

Linux ノードをプロビジョニングします。
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type hlinux <--boot-from-san yes> <resource_id>

パラメーター

• （オプション）boot-from-san yes：SAN ディスクを使用してノードをプロビジョ
ニングする場合は、この引数を指定します。

ローカルディスクから起動する場合は、この引数を指定しないでください。

• resource-id：eon resource-list のアウトプットから、プロビジョニングする
サーバーの ID を取得します。

HPE Linux での例
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type hlinux --boot-from-san yes 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| ID | Name | Moid | Res Man ID | IP Address | Port | Type | State |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| 2ea275ca-d0e2-... | HLINUX_COMPUTE| | | 10.xx.xx.90 | 443 | hlinux | provisioned |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
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手順 146 eon を用いて RHEL KVM でサーバーをプロビジョニングする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. eon を使用してクラウドにベアメタルサーバーを追加する (205 ページ) に追加した RHEL

KVM ノードをプロビジョニングします。
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type rhel --os-version rhel72 \
<--boot-from-san yes> <resource_id>

パラメーター

• （オプション）boot-from-san yes：SAN ディスクを使用してノードをプロビジョ
ニングする場合は、この引数を指定します。

ローカルディスクから起動する場合は、この引数を指定しないでください。

• resource-id：eon resource-list のアウトプットから、プロビジョニングする
サーバーの ID を取得します。

RHEL KVM での例
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type rhel --os-version rhel72 --boot-from-san yes \
2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| ID | Name | Moid | Res Man ID | IP Address | Port | Type | State |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| 2ea275ca-d0e2-... | RHEL_COMPUTE | | | 10.xx.xx.90 | 443 | rhel | provisioned |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+

RHEL KVM コンピュートホストのプロビジョニング（マニュアルメソッ
ド）

eon を用いるか、またはオペレーティングシステムを手動でインストールすることによって、
ベアメタルノードを RHEL KVM オペレーティングシステムでプロビジョニングできます。
eon のみを使用して HPE Linux ノードをプロビジョニングすることができます。  eon コマン
ドラインでの HPE Linux サーバーまたは RHEL KVM サーバーの追加およびプロビジョニング
(205 ページ) を参照してください。
手順 147 RHEL KVM サーバーを手動でプロビジョニングおよび追加する
1. 標準の ISO（RHEL-7.2-20151030.0-Server-x86_64-dvd1.iso）を使用して RHEL

7.2 をインストールします。
2. 静的 IP アドレスを割り当てます。

a. ご使用のシステム上のネットワークデバイスを検索するには、ip addr コマンドを
使用します。

lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever
eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000

link/ether f0:92:1c:05:89:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.13.111.178/26 brd 10.13.111.191 scope global eno1

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::f292:1cff:fe05:8970/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

eno2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether f0:92:1c:05:89:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

b. ご使用のサーバーの MAC アドレスに一致する IP アドレスを識別し、/etc/
sysconfig/network-scripts に対応する構成ファイルを編集します。
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1
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c. ご使用の環境に合わせて IPADDR と NETMASK 値を編集します。 IPADDR は、Helion
CloudSystem 展開中に指定される CONF IP アドレス範囲内のアドレスです。
BOOTPROTO を none に設定する必要があります。
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno1
UUID=36060f7a-12da-469b-a1da-ee730a3b1d7c
DEVICE=eno1
ONBOOT=yes
NETMASK=255.255.255.192
IPADDR=10.13.111.14

d. （オプション）RHEL KVM ノードを再起動し、Deployer 仮想アプライアンスからア
クセスできることを確認してください。

3. stack ユーザーおよびホームディレクトリを追加します。

useradd -m stack
passwd <password>

4. stack ユーザーは、パスワードなしで sudo ができます。 これを達成するには、数多く
の異なる方法があります。 既存の wheel グループを用いた 1 つの可能性を以下に示しま
す。

a. stack ユーザーを wheel グループに追加します。
usermod -aG wheel stack

b. visudo コマンドを実行します。
c. NOPASSWD: ALL を wheel グループに指定する行のコメントを削除します。

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel ALL=(ALL) ALL

## Same thing without a password
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

d. Deployer ノードからの SSH の使用と sudo を用いたコマンドの実行を容易にするに
は、requiretty と ! visiblepw の行をコメントアウトします。
#
# Disable "ssh hostname sudo <cmd>", because it will show the password in clear.
# You have to run "ssh -t hostname sudo <cmd>".
#
Defaults requiretty

#
# Refuse to run if unable to disable echo on the tty. This setting should also be
# changed in order to be able to use sudo without a tty. See requiretty above.
#
Defaults !visiblepw

5. YUM レポジトリをセットアップします。
YUM レポジトリは、外部またはローカルのいずれかで、RHEL ディストリビューション
がサポートされた HPE Helion CloudSystem を含める必要があります 弾力性のあるスト
レージと高可用性のあるアドオンなどのフルレポジトリが必要です。 ローカルレポジトリ
を設定する方法の 1 つを、このセクションで説明します。
a. RHEL ISO ファイルをノードにコピーします。
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mkdir /tmp/localrhel
mount -o loop rhel7.iso /mnt
cp -r /mnt /tmp/localrhel

注記: コンピュートホストをアクティブ化すると、ディレクトリを削除することも
できます。そのディレクトリには、およそ ４GB の大きな ISO ファイルが入っていま
す。

rm -rf /tmp/localrhel

b. repo ファイル /etc/yum.repos.d/localrhel.repo を作成します。
[localrhel]
name=localrhel
baseurl=file:///tmp/localrhel
enabled=1
gpgcheck=0

[localrhel-1]
name=localrhel-1
baseurl=file:///tmp/localrhel/addons/ResilientStorage
enabled=1
gpgcheck=0

[localrhel-2]
name=localrhel-2
baseurl=file:///tmp/localrhel/addons/HighAvailability
enabled=1
gpgcheck=0

c. yum clean all を実行します。
6. HPE Helion OpenStack 3.0：サードパーティーのベアメタルインストーラーの使用 に書
かれている指示に従って、必要なパッケージを追加します。

パッケージには以下のものを含める必要があります。

• openssh-server

• python

• rsync
7. 次のステップ：プロビジョニング済みの HPE Linux または RHEL KVM サーバー（HPE

OneView で管理されていない）の追加 (213 ページ)

（オプション）UEFI ノード（KVM RHEL のみ）へのコンピュートホストのイン
ストール

HPE Helion CloudSystem には、デフォルトで、レガシー BIOS をサポートしながら、（代わ
りに使用できる新しいサーバーの BIOS である）UEFI のサポートが備わっています。

注記: ご使用のサーバーのブートメソッドがLegacy BIOS ならば、追加の構成を実行する必
要はまったくありません。 このセクションはスキップできます。

プロセスの概要

1. RHEL 7.2 iso の RedHat セカンダリローダーを展開する (210 ページ)
2. RedHat セカンダリローダーを使用する Cobbler/PXE を再構成する (210 ページ)
3. corresponding Grub2 ファイルを作成する (210 ページ)
4. UEFI ノードへ RHEL KVM をインストールする (211 ページ)
5. 元の構成を復元する (211 ページ)
6. UEFI ノードのパスワード認証を構成する (212 ページ)
7. RHEL UEFI ノードを追加する (212 ページ)
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8. アクティベーションテンプレートを取得する (212 ページ)
9. RHEL UEFL ノードをアクティブ化する (213 ページ)
手順 148 RHEL 7.2 iso の RedHat セカンダリローダーを展開する
前提条件

• RHEL 7.2 ISO file をダウンロードしていること。

• サーバーに RHEL KVM を前もってインストールしていること。
必要な RHEL セカンダリローダーファイルは /tmp/boot/efi/EFI/redhat/grubx64.efi
です。

1. 既存の RHEL のインストールでは、以下のステップを実行します。
sudo mount rhel7.iso /mnt
cp /mnt/Packages/grub2-efi-2.02-0.29.el7.x86_64.rpm /tmp
cd /tmp
rpm2cpio grub2-efi-2.02-0.29.el7.x86_64.rpm | cpio -dimv

2. アウトプットが次のようになることを確認します。

/boot/efi/EFI/redhat
./boot/efi/EFI/redhat/fonts
./boot/efi/EFI/redhat/fonts/unicode.pf2
./boot/efi/EFI/redhat/gcdx64.efi
./boot/efi/EFI/redhat/grubx64.efi
./boot/grub2/grubenv
./etc/grub2-efi.cfg
./usr/share/doc/grub2-efi-2.02
./usr/share/doc/grub2-efi-2.02/COPYING

手順 149 RedHat セカンダリローダーを使用する Cobbler/PXE を再構成する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. RHEL サーバーから grubx64.efi を Deployer アプライアンス上の /var/lib/cobbler/

loaders/にコピーします。
3. ~/helion/hos/ansible/roles/cobbler/templates/cobbler.dhcp.template.j2
を開き、00:07 を含んだセクションに移動します。

4. HPE Linux ローダーの代わりに、RHEL セカンダリブートローダーを選択するには、
grub-x86_64.efi を grubx64.efi に変更します。
/boot/efi/EFI/redhat
if option pxe-system-type = 00:02 {

filename "ia64/elilo.efi";
} else if option pxe-system-type = 00:06 {

filename "grub/grub-x86.efi";
} else if option pxe-system-type = 00:07 { filename "grubx64.efi"; } else {

filename "pxelinux.0";
}

5. 変更を保存し、Cobbler-展開 playbook を再実行します。
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost cobbler-deploy.yml

6. Cobbler の再構成を確認します。
a. ディレクトリ/srv/tftp/grub/をチェックし、RHEL ローダーファイルgrubx64.efi
と、HPE Linux ローダーファイルgrub/grub-x86_64.efi が playbook によってコ
ピーされたことを確認します。

b. ファイル/etc/dhcp/dhcpd.conf をチェックし、RHEL ローダーファイル
grubx64.efi が、00:07 セクションにあることを確認します。

手順 150 corresponding Grub2 ファイルを作成する
インストールを予定しているすべての UEFI RHEL サーバーについて、/srv/tftp/grub/に、
corresponding Grub2 ファイルを作成する必要があります。
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ファイル名は、ターゲットノードの MAC アドレスに基づいており、パターンgrub.cfg-01
-の後に、ノードの MAC アドレスのコロンをハイフンに置き換えたものをつけます。 たとえ
ば、ec:b1:d7:77:d0:b0 の MAC アドレスを持つノードでは
grub.cfg-01-ec-b1-d7-77-d0-b0 というファイル名になります。
• grub.cfg-01 -<MAC Address> という名前の Grub2 ファイルを作成します。
各ファイルの内容は、ノードの MAC アドレス、Deployer ノードとノード名
（~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml ファイル内の該当するエン
トリーにある ID パラメーター）の IP アドレスを反映するように変更する必要がありま
す。

たとえば、servers.yml からの以下のスタンザの場合（ここでは、controller1 は Deployer
ノードでもあります）。

# Controllers
- id: controller1
ip-addr: 10.13.111.12
role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: DL360p_G8_2Port
mac-addr: ec:b1:d7:77:11:c8

...
- id: compute1
ip-addr: 10.13.111.15
role: RHEL-COMPUTE-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: DL360p_G8_2Port
mac-addr: ec:b1:d7:77:d0:b0
ilo-ip: 10.12.13.14
ilo-password: *********
ilo-user: Administrator
distro-id: rhel72-x86_64

次にGrub.cfg-01-ec-b1-d7-77-d0-b0 という名前の Grub2 ファイルを作成する必要
があります。

set timeout=5
menuentry 'RHEL 7.2 Cobbler install' {
linuxefi images/rhel72-x86_64/vmlinuz interface=ec:b1:d7:77:d0:b0

inst.ks=http://10.13.111.12:79/cblr/svc/op/ks/system/compute1
inst.repo=http://10.13.111.12:79/cblr/ks_mirror/rhel72
inst.ks.sendmac inst.text ip=dhcp ksdevice=bootif lang=
initrdefi images/rhel72-x86_64/initrd.img

}

注記: 各ノードについて、MAC アドレスに基づく名前と、ノードの MAC アドレス、
Deployer ノードの IP アドレス（2 か所）およびノード名でアップデートされた上記のコ
ンテンツを持ったファイルを作成する必要があります。

手順 151 UEFI ノードへ RHEL KVM をインストールする
構成されている UEFI ノードに RHEL をインストールするには、-e nodelist オプションでノー
ドを指定するbm-reimageplaybook を実行します。
• Ansible の playbook を実行します。

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost bm-reimage.yml [-e nodelist=node1,node2,node3]

手順 152 元の構成を復元する
RHEL/UEFI ノードの設置が終了したら、RedHat セカンダリローダーを使用する Cobbler/PXE
を再構成する (210 ページ) に取り入れたステップを元に戻す必要があります。
1. ~/helion/hos/ansible/roles/cobbler/templates/cobbler.dhcp.template.j2
を編集し、00:07 を含んだセクションに移動します。
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2. grubx64.efi をgrub x86_64.efi に戻して、RHEL ローダーではなく、HPE Linux
ローダーを選択します。

3. 変更を保存し、Cobbler-deploy playbook を再実行します。
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost cobbler-deploy.yml

4. 変更が元に戻ったことを確認します。

a. ファイル/etc/dhcp/dhcpd.conf をチェックし、HPE Linux ローダーファイル
grubx64.efi が、00:07 セクションに戻っていることを確認します。

b. /srv/tftp/grub/内のgrub.cfg-01-* という Grab2 ファイルを削除する必要は
ありません。 grubx64.efi を同じディレクトリから削除する必要もありません。
これらは、通常のインストール時には無視されます。 また将来的に、RHEL/UEFI ノー
ドのイメージを再構築する必要がある場合には、役に立つかも知れません。

手順 153 UEFI ノードのパスワード認証を構成する
1. 管理者の認証情報を使用して RHEL KVM ホストにログインします。
2. /etc/ssh/sshd_config ファイルを編集します。
3. パスワード認証をはいに設定して、ファイルを保存します。

4. SSHD サービスを再起動します。
service sshd restart

手順 154 RHEL UEFI ノードを追加する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. 事前にプロビジョニングされたノードとして RHEL コンピュートホストを追加します。

eon resource-add --type rhel --name <name> \
--ip-address <conf network ip for compute> --username <user> \
--password <password> --port None

3. インプットモデル ~/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml を編集
します。

ルートのサイズを必ず 100％ に指定します。
- name: KVM-COMPUTE-2SAN-DISKS
volume-groups:
- name: hlm-vg
physical-volumes:
- /dev/mapper/mpatha_root
logical-volumes:
- name: root
size: 100%
fstype: ext4
mount: /

4. nic_mappings.yml をアップデートします。
5. 変更をコミットします。

cd ~/helion ; git add -A
git commit -m " input model change"

手順 155 アクティベーションテンプレートを取得する
1. eon CLI get-activation-template コマンドを実行して、config-json を生成し、RHEL をアク
ティブ化します。

eon get-activation-template --type rhel --filename activate-rhel.json
activate-rhel.json

2. ファイルに適切な値を代入します。

{
"skip_disk_config": false,
"input_model": {
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"nic_mappings": "",
"server_group": "",
"server_role": ""
},
"run_wipe_disks": false
}

手順 156 RHEL UEFL ノードをアクティブ化する
1. RHEL ノードをアクティブ化します。

eon resource-activate --config-json ~/activate-rhel.json <resource_id>

2. アクティブ化操作のステータスをチェックします。

eon resource-list

プロビジョニング済みの HPE Linux または RHEL KVM サーバー（HPE
OneView で管理されていない）の追加

Helion CloudSystem HPE Linux または RHEL KVM オペレーティング システムに、すでにプロ
ビジョニングされているサーバーを追加するには、この手順を使用します。 これらのプロビ
ジョニングされたサーバーは HPE OneView 以外のソフトウェア、たとえば HPE Virtual Connect
Manager で管理される可能性もありますが、管理されない場合もあります。
HPE OneView で管理されるプロビジョニング済みのサーバーを追加するには、HPE OneView
が管理するサーバーをプロビジョニングする RHEL KVM または HYPER-V の検出 (184 ページ)
を参照してください。

手順 157 コンピュートホスト（RHEL KVM のみ）でパスワード認証を構成する
プロビジョニング済みの RHEL KVM コンピュートホストのみを追加する前には、この手順が
必要です。

1. 管理者の認証情報を使用して、RHEL KVM コンピュートホストにログインします。
2. /etc/ssh/sshd_config ファイルを編集します。
3. パスワード認証をはいに設定して、ファイルを保存します。

4. SSHD サービスを再起動します。
service sshd restart

手順 158 オペレーションコンソールにプロビジョニング済みの HPE Linux または RHEL KVM
サーバーを追加する

前提条件

• パスワード認証は、RHEL KVM コンピュートホスト上で有効です。 コンピュートホスト
（RHEL KVM のみ）でパスワード認証を構成する (213 ページ) を参照してください。

• HPE Linux または RHEL KVM オペレーティングシステムは、iLO4 をエージェントレス管
理サービス（AMS）と共に実行中のサーバーブレードにインストールされます。
「ILO はエージェントレス管理サービスを検出しませんでした」とのメッセージが表示さ
れた場合は、AMS 2.3.0 for RHEL 7 をダウンロード します。 インストール手順は、ダウ
ンロードページに表示されます。

1. admin の認証情報を使用して、Helion CloudSystem オペレーションコンソールにログイン
します。

2. [Compute]→[Compute Hosts] に移動します。
3. [Add Compute Host] をクリックして、次の情報を入力します。

a. 名前：追加する新しいコンピュートホストの名前を入力します。

b. IP アドレス：CONF ネットワーク上で、サーバーの IP アドレスを入力します。
c. Os タイプ::サーバー上で、プロビジョニングされたオペレーティングシステムを選択
します。

d. パスワード：stack アカウントのパスワードを入力します。
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4. コンピュートホストが、[Compute Hosts] 画面に表示されることを確認します。
状態が [Provisioned] のコンピュートホストはアクティブ化の準備ができています。 HPE
Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのアクティブ化 (222 ページ) を参照してく
ださい。

手順 159 eon コマンドラインを用いてプロビジョニング済みの HPE Linux サーバーまたは
RHEL KVM サーバーを追加する
eon を使用して、プロビジョニング済みのコンピュートホストをクラウドに追加する場合は、
この手順を実行します。

前提条件

• パスワード認証は、RHEL KVM コンピュートホスト上で有効です。 コンピュートホスト
（RHEL KVM のみ）でパスワード認証を構成する (213 ページ) を参照してください。

• HPE Linux または RHEL KVM オペレーティングシステムは、iLO4 をエージェントレス管
理サービス（AMS）と共に実行中のサーバーブレードにインストールされます。
ILO 4 では、AMS が実行中であることをチェックします。 [System Information] メニュー
から、[Network] タブを選択します。
「ILO はエージェントレス管理サービスを検出しませんでした」とのメッセージが表示さ
れた場合は、AMS 2.3.0 for RHEL 7 をダウンロード します。 インストール手順は、ダウ
ンロードページに表示されます。

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. プロビジョニング済みの RHEL ノードをクラウド内の eon インベントリに追加します。

source ~/service.osrc
eon resource-add --type <compute host type> --name <name> \
--ip-address <conf_network_ip_for_compute> --username <user> \
--password <password> --port None

パラメーター

• タイプ：追加するコンピュートホストのタイプ（rhel または hlinux）を入力します。

• 名前：追加する新しいサーバーの名前を入力します。

• IPアドレス：構成（CONF）ネットワーク上のサーバーの IP アドレスを入力します。
ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲外の IP アドレスを指定し
ます。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくださ
い。

• ユーザー名：オペレーティングシステムのユーザーの名前。 このリリースでは、ユーザー
名は stack でなければなりません。

• パスワード：stack ユーザーのパスワードを入力します。

RHEL KVM での例

+----------------+----------------------------------------+
| Property | Value |
+---------------------------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Name | RHEL-COMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | provisioned |
| Type | rhel |
| Username | stack |
+----------------+----------------------------------------+
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HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストの構成
プロセスの概要

1. ディスクモデルのアップデート (215 ページ)
2. （オプション）コンピュートホスト（RHEL KVM のみ）上でのディスクの構成 (216 ペー
ジ)

3. （オプション）サーバーの役割の作成 (217 ページ)
4. NIC マッピングのアップデート (219 ページ)
5. マルチパスブラックリスト設定（RHEL KVM のみ）のアップデート (220 ページ)
6. GIT への変更のコミットと構成の確認 (221 ページ)

ディスクモデルのアップデート

手順 160 （オプション）ディクモデルをアップデートする
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml ファイルは、RHEL
KVM または HPE Linux コンピュートホストのディスク情報（ディスク数、ディスクサイズ、
パーティショニングなど）を指定します。

デフォルト構成では、ディスクは 2 つです。 必要に応じて、この値は変更できます。 ローカ
ルディスクおよび SAN ディスクについて、デバイスパスを変更する必要があります。
1. stack の認証情報を使って、Deployer アプライアンスにログインします。
2. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml を編集しま
す。

注記: RHEL KVM のみについて
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml 内のエントリー
がコンピュートホスト上の物理ディスクと厳密に一致している場合は、コンピュートホストを
アクティブ化する前にセカンダリディスクを再初期化する必要はありません。 （オプション）
コンピュートホスト（RHEL KVM のみ）上でのディスクの構成 (216 ページ) を参照してくださ
い。

指定されたすべての LVM とマウントポイントがコンピュートホスト上に物理的に存在し、名
前が一致し、正確なパーセンテージでサイズが一致するとき、disks_kvm.yml 内のエント
リーは物理ディスクにマッチします。

例disks_kvm.yml

SAN 上にディスクが 2 つある場合は、ボリュームグループセクションを以下のように構成し
ます。 詳しくは、HPE Helion OpenStack 3.0: Configuration Objects を参照してください。
volume-groups:

- name: hlm-vg
physical-volumes:
- /dev/mapper/mpatha_root

logical-volumes:
- name: root
size: 35%
fstype: ext4
mount: /

- name: log
size: 50%
mount: /var/log
fstype: ext4
mkfs-opts: '-O large_file'

- name: crash
size: 10%
mount: /var/crash
fstype: ext4
mkfs-opts: '-O large_file'
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- name: vg-comp
physical-volumes:
- /dev/mapper/mpathb

logical-volumes:
- name: compute
size: 100%
mount: /var/lib/nova
fstype: ext4
mkfs-opts: '-O large_file'

（オプション）コンピュートホスト（RHEL KVM のみ）上でのディスクの構成
Hewlett Packard Enterprise は、コンピュートホストをアクティブ化するとき、ディスクに保
存するデータがない場合にはディスク構成を実行することをお勧めします。

注記: コンピュートホストが RHEL KVM でプロビジョニング済みの場合には：
• オペレーションコンソールで、[Run Disk Configuration] のチェックを外します。または
• eon CLI を使用してactivate-RHEL.json 内でskip_disk_config を [True] に設定し
ます。

ディスク構成には、同時に実行される以下の 2 つのアクションが含まれています。片方のみを
実行することはできません。

• RHEL KVM コンピュートホスト上の論理ボリューム（LVM）を作成、拡張します。 これ
で、特定の論理ボリュームに割合の異なるストレージスペースを割り当てることによっ
て、ストレージを効率的に使用することができます。 将来的にストレージの拡張も容易に
なります。

disks_kvm.yml でデフォルトの論理ボリュームには、以下のマウントポイントがありま
す。

/
/var/log
/var/crash
/var/lib/nova

十分な物理ストレージを持つ別々のボリュームグループに/var/lib/nova をマウントし
ます。 これにより、Nova コンピュートがルートパーティションでいっぱいにならないよ
うにします。

• コンピュートホストをアクティブ化するとき、セカンダリディスクを再初期化（ワイプ）
します。 ディスク/dev/sda または/dev/mpatha はそのまま残ります。

ディスク構成を実行して、セカンダリディスクの内容を消去するには、次のいずれかを実行し
ます。

• オペレーションコンソールのアクティブ化ダイアログで、[Run Disk Configuration] およ
び [Reinitialize Secondary Disks] にチェックを入れます。

• activate-RHEL.json では、skip_disk_config を false に設定したままにし、
run_wipe_disks を true に設定します。

セカンダリディスクに保存しておくデータがある場合は、セカンダリディスクを再初期化（ワ
イプ）しないでください。

以下の場合にのみ、ディスクを再初期化することなく、アクティブ化を進めることができま
す。

• 以前に RHEL KVM コンピュートホストをアクティブ化したか、または

• コンピュートホスト上の物理ディスクに厳密に一致するよ
う、/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml でディ
スクモデルのエントリをアップデートした。 指定されたすべての LVM とマウントポイン

216 コンピュートホストのプロビジョニングおよびアクティブ化：HPE Linux and Red Hat Enterprise Linux KVM



トがコンピュートホスト上に物理的に存在し、名前が一致し、正確なパーセンテージでサ
イズが一致するとき、disks_kvm.yml 内のエントリーは物理ディスクにマッチします。
ディスクモデルのアップデート (215 ページ) を参照してください。

（オプション）サーバーの役割の作成

Helion CloudSystem には、あらかじめ定義されたサーバーの役割が含まれており、これを使っ
て一般的なコンピュートホストの構成を作成することができます。 RHEL KVM および HPE
Linux コンピュートホストのサーバーの役割について (218 ページ) を参照してください。
ご使用のサーバーに、定義済みの役割の 1 つと同じ構成がない場合は、以下の手順を使用し
て、ご使用の構成に一致するサーバーの役割を追加します。 サーバーの役割を作成して変更を
コミットすると、オペレーションコンソールのアクティブ化ダイアログの [Role] リストに、
新しいサーバーの役割が表示されます。

手順 161 （オプション）サーバーの役割を作成する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer 仮想アプライアンスにログインします。
2. server-roles 下のファイル

~/helion/my_cloud/definition/data/server_roles_compute.yml に、
interface-model や disk-model などの新しいサーバーの役割を追加します。
例：

- name: NEW-KVM-COMPUTE-ROLE
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-1SAN-DISKS

3. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml ファイ
ルを編集します。

4. resources セクションで、新しいサーバーの役割についての情報を指定します。
例：

resources:
- allocation-policy: any

min-count: 0
name: kvm-compute-new
resource-prefix: kvm-comp-new
server-role: NEW-KVM-COMPUTE-ROLE
service-components:
- ntp-client
- nova-compute
- nova-compute-kvm
- neutron-l3-agent
- neutron-metadata-agent
- neutron-openvswitch-agent
- neutron-lbaasv2-agent

5. GIT レポジトリに変更されたファイルをコミットします。
cd ~stack/helion
git add -A
git commit -m "Input model changes for new KVM server role"

6. config-processor Ansible playbook を実行します。
cd ~stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml \
-e encrypt="" -e rekey=""
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RHEL KVM および HPE Linux コンピュートホストのサーバーの役割について
以下の情報は、RHEL KVM および HPE Linux コンピュートホストでのサーバーの役割に適用
されます。

• サーバーの役割は、ファイル /home/stack/helion/my_cloud/definintion/data/
server_roles_compute.yml で定義されます。

• サーバーの役割に使用される Interface-model は、/home/stack/helion/my_cloud/
definition/data/interface_kvm_compute.yml にあります。

• サーバーの役割に使用される disk-model モデルは、/home/stack/helion/my_cloud/
definition/data/disks_kvm.yml にあります。

• サフィックスは、たとえば、KVM-COMPUTE-ROLE 名に追加された BOND-2DISKS など
で、サーバーが NICs と結合されたかどうか、およびコンピュートホストの HPE Helion
CloudSystem サービスが使用するディスクの数を示しています。

• 管理ネットワーク（CONF とクラウド管理ネットワーク）は同じ NIC にトランクされま
す。 クラウドデータトランクは別々の NIC でトランクされます。

HPE Linux および RHEL KVM コンピュートホストのサーバーの役割
次のサーバーの役割は、/home/stack/helion/my_cloud/definintion/data/
server_roles_compute.yml で定義されます。 新しいサーバーの役割を定義するには、
（オプション）サーバーの役割の作成 (217 ページ) を参照してください。

• KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-2DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2DISKS

◦ 少なくとも 4 つの NIC を持つサーバーについて 最初の 2 つの NIC は CONF と CLM
ネットワークに結合され、トランクされます。 次の 2 つの NIC は、クラウドデータ
トランクネットワークに結合されています。

◦ コンピュートノード上の Helion CloudSystem サービスは、2 つのローカルディスク
を使用します。 LVM とマウントポイントは、それらのディスクに作成されます。

• KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-1DISK
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-1DISK

◦ サーバーには少なくとも 4 枚の NIC が必要です。 最初の 2 つの NIC は CONF と CLM
ネットワークに結合され、トランクされます。 次の 2 つの NIC は、クラウドデータ
トランクネットワークに結合されています。

◦ コンピュートノード上の Helion CloudSystem サービスは、1 つのローカルディスク
を使用します。 LVM とマウントポイントは、そのディスクにのみ作成されます。

• KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-2SAN-DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2SAN-DISKS

◦ サーバーには少なくとも 4 枚の NIC が必要です。 最初の 2 つの NIC は CONF と CLM
ネットワークに結合され、トランクされます。 次の 2 つの NIC は、クラウドデータ
トランクネットワークに結合されています。

◦ 2 つの SAN ディスクを持つサーバーについて。 コンピュートホスト上の Helion
CloudSystem サービスは、SAN ディスクを両方とも使用します。 LVM とマウントポ
イントは、両ホスト上に作成されます。
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• KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-2-DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2DISKS

◦ 少なくとも 4 つの NIC を持つサーバーについて 最初の 2 つの NIC は CONF と CLM
ネットワークに結合され、トランクされます。 次の 2 つの NIC は、クラウドデータ
トランクネットワークに結合されています。

◦ 2 つの SAN ディスクを持つサーバーについて。 コンピュートホスト上の Helion
CloudSystem サービスは、SAN ディスクを両方とも使用します。 LVM とマウントポ
イントは、両ホスト上に作成されます。

• KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-1-DISK
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-1DISK

◦ 少なくとも 2 つの NIC を持つサーバーについて。 最初の NIC は CONF と CLM ネッ
トワークにトランクされます。 2 番目の NIC は、クラウドデータトランクネットワー
クに結合されます。

◦ コンピュートホスト上の Helion CloudSystem サービスは、1 つのローカルディスク
を使用します。 LVM とマウントポイントは、そのディスクにのみ作成されます。

• KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-2SAN-DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2SAN-DISKS

◦ 少なくとも 2 つの NIC を持つサーバーについて。 最初の NIC は CONF と CLM ネッ
トワークにトランクされます。 2 番目の NIC はクラウドデータトランクネットワー
クにトランクされます。

◦ 2 つの SAN ディスクを持つサーバーについて。 コンピュートホスト上の Helion
CloudSystem サービスは、SAN ディスクを両方とも使用します。 LVM とマウントポ
イントは、それらのホストに作成されます。

NIC マッピングのアップデート
手順 162 NIC マッピングをアップデートする
1. /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml を編集し
ます。

2. 適切なデバイス情報で NIC マッピングをアップデートします。

ヒント: get-bus-mac-info.sh という名前のスクリプトはこの PDF ドキュメントに添付
されています。 Adobe Acrobat で、左側のパネルでペーパークリップアイコンをクリックし、
右クリックしてファイルを保存します。 お使いのコンピュートホストにファイルをコピーしま
す。 スクリプトは、RHEL KVM または HPE Linux コンピュートホストのすべてのインター
フェイス用に、mac-addresses および bus-addresses を取得します。
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml に、この情報
を入力できます。

• HP-DL360-4PORT という名前はひとつの例です。 この名前を変更する必要はありませ
ん。ただし、必要に応じて、ご使用の環境を記述する値にこの名前を変更することができ
ます。

nic_mappings.yml 内の名前（HP-DL360-4PORT あるいはユーザー指定の新しい名前）
は、アクティブ化操作テンプレート内のnic_mappings パラメーター
（activate-<compute type>.json）として手動で入力する必要があります。
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eon コマンドラインでの HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのアクティ
ブ化 (223 ページ) を参照してください。

• デバイス名を変更する必要はありません。 アクティブ化操作中に、これらの bus-addresses
を持つ物理アダプターは、このファイル内で論理名にリネームされます。

• 必要なネットワークが構成されているアダプターの bus-addresses を指定します。
インストールされているポートおよび RHEL KVM 上の特定のネットワークの bus-address
を検出するには、以下を実行します。

ethtool -i <interface-name>

例

[root@localhost ~]# ethtool -i eno49
driver: be2net
version: 10.6.0.3r
firmware-version: 10.5.149.0
bus-info: 0000:06:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
[root@localhost ~]#

デバイスの bus-addresses のリストを取得するには、次のコマンドを実行します。
lspci | grep Ethernet

例nic_mappings.yml
nic-mappings:
- name: HP-DL360-4PORT
physical-ports:
- logical-name: eth0
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.0"

- logical-name: eth1
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.1"

- logical-name: hed1
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.2"

- logical-name: hed2
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.3"

- name: MY-2PORT-SERVER
physical-ports:
- logical-name: hed3
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.0"

- logical-name: hed4
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.1"

マルチパスブラックリスト設定（RHEL KVM のみ）のアップデート
手順 163 マルチパスブラックリスト設定（RHEL KVM のみ）をアップデートする
お使いのクラウドに、マルチパスデバイス（SAN から起動）から起動するように構成されてい
る RHEL KVM 7.2 ノードが含まれている場合、multipath_settings.yml ファイルをアッ
プデートします。 そうしないと、それらのノードは、再起動するときにブートデバイスにアク
セスできません。

1. stack の認証情報を使って、Deployer アプライアンスにログインします。
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2. /home/stack/helion/my_cloud/config/multipath/multipath_settings.yml
ファイルを編集します。

3. Multipath_blacklist スタンザ内のベンダーおよび製品ラインにあるワイルドカード
を削除します。 （これらをコメントアウトしないでください）。
ワイルドカードは、コメント行に含まれた場合でも、RHEL 7.2 のアクティブ化に問題を
起こします。

例：ワイルドカードの削除

multipath_blacklist:
- device:

vendor: ".*"
product: ".*"

4. マルチパスが構成されている場合は、無視するデバイスを指定するリストを追加します。

RHEL KVM および HPE Linux ノードが混在している場合は、multipath_blacklist の
ために使用するすべての構成はグローバルで、HPE Linux ノードにも適用されます。
次にあげる例は、Smart アレイテクノロジーをローカルディスクに使用するほとんどの
HPE サーバーに適切です。ユーザーが、典型的なケースであるローカルデバイスにマルチ
パス構成を望まないと場合でも。 必要とされる具体的なリストは、ご使用のハードウェア
によって異なります。

起動しようとするデバイスが、ブラックリストスタンザに含まれないことを確認してくだ
さい。

例：このブラックリストをほとんどの構成に使用します

multipath_blacklist:
- device:

vendor: "HP"
product: "LOGICAL VOLUME"

例：ブラックリストおよびブラックリストの例外

この例では、典型的なmultipath_blacklist スタンザ（3PAR 仮想ボリュームへの例外が
ある）を示します。 3PAR のボリュームは、マルチパス用に構成されます。
$ cat /home/stack/helion/my_cloud/config/multipath/multipath_settings.yml

multipath_devices:
- vendor: "3PARdata"
product: "VV"

...
multipath_blacklist:
- device:

vendor: "HP"
product: "LOGICAL VOLUME"

multipath_blacklist_exceptions:
- device:

vendor: "3PARdata"
product: "VV"

GIT への変更のコミットと構成の確認
手順 164 GIT への変更のコミットと構成を確認する
GIT は Deployer アプライアンスに自動的にインストールされます。
1. GIT レポジトリに変更されたファイルをコミットします。

cd ~stack/helion
git add -A
git commit -m "Input model changes to support HPE Linux and RHEL KVM compute hosts"

2. Run the config-processor Ansible playbook.
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cd ~stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml \
-e encrypt="" -e rekey=""

HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのアクティブ化
次の 2 つの方法のどちらかで、HPE Linux または RHEL KVM ホストをアクティブ化します。

• オペレーションコンソールの [Compute Hosts] 画面の使用
オペレーションコンソールへの HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのア
クティブ化 (222 ページ) を参照してください。

• eon コマンドラインの使用
eon コマンドラインでの HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストのアクティ
ブ化 (223 ページ) を参照してください。

前提条件

• HPE Linux または RHEL KVM ホストはプロビジョニングされ、クラウドに追加されてい
ます。

HPE Linux または RHEL KVM サーバーの追加およびプロビジョニング (203 ページ) を参照
してください。

• HPE Linux または RHEL KVM ホストは構成されています。 HPE Linux または RHEL KVM
のコンピュートホストの構成 (215 ページ) を参照してください。

オペレーションコンソールへの HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホ
ストのアクティブ化

手順 165 HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストをアクティブ化する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. アクティブにするコンピュートホストの行を選択して、ドロップダウンリストから、また
は [Action] メニューから [Activate] ボタンを選択します。 
同時に複数のコンピュートホストをアクティブ化することができます。 アクティブ化する
各コンピュートノードの行にチェックを入れ、続いて [Activate] をクリックします。

3. IP アドレス：CONF ネットワーク上で、コンピュートホストの IP アドレスを入力します。
この IP アドレスは、Helion CloudSystem の展開中に指定された CONF 範囲内でなければ
なりません、ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲外である必要
があります。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくださ
い。

4. [Username]：コンピュートホストで実行するオペレーティングシステム用のユーザー名
を入力します。

5. [Password]：ステップ 5 でユーザー名のパスワードを入力します。 これらの認証情報は、
コンピュートホストハイパーバイザーをプロビジョニングするときに定義されます。

6. [Roles]：サーバーの役割を選択します。 （オプション）サーバーの役割の作成 (217 ペー
ジ) を参照してください。

7. [NIC Mapping]：NIC マッピングのアップデート (219 ページ) で構成されている NIC マッ
ピングモデルを選択します。

8. （RHEL KVM のみ）（オプション）[Run Disk Configuration] にチェクを入れます。
[Run Disk Configuration] にチェックを入れると、[Reinitialize Secondary Disks] チェッ
クボックスが有効になります。
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お使いのコンピュートホストが次のRHEL KVM コンピュートホストのプロビジョニング
（マニュアルメソッド） (207 ページ) で、すでにプロビジョニングされている場合は、[Run
Disk Configuration] のチェックを外します。
詳しくは、（オプション）コンピュートホスト（RHEL KVM のみ）上でのディスクの構
成 (216 ページ) を参照してください。

9. （RHEL KVM のみ）（オプション）[Reinitialize Secondary Disks] にチェクを入れます。
このチェックボックスを有効にするとアクティブ化プロセスが発動してコンピュートホス
ト上でディスクを構成し、コンピュートホストをアクティブ化するときにセカンダリディ
スクをワイプします。 ディスク/dev/sda または/dev/mpatha はそのまま残ります。
[Reinitialize Secondary Disks] をクリアなままにした場合、またはactivate-RHEL.json
でskip_disk_config を true に設定し、run_wipe_disks を false に設定した場合、
コンピュートホスト上のディスクが構成されていないと、すべての LVM はそのまま残り
ます。 データの消失は発生しません。

重要: [Reinitialize Secondary Disks] にチェックを入れると、コンピュートホストのセ
カンダリディスクのデータの損失を引き起こします。 [Activate] をクリックすると、この
操作は元に戻せなくなります。

10. [Activate] をクリックします。
コンピュートホストをアクティブ化せずに終了するには、[Cancel] をクリックします。

11. 通知のアイコンをクリックして、コンピュートホストがアクティブ化されたことを確認し

ます。 そして、成功のメッセージがあることをチェックします。

12. [Compute Hosts] 画面で、コンピュートホストの状態が [Activated] であることを確認し
ます。

しばらくすると、コンピュートホストのステータスが緑色に変わります。

eon コマンドラインでの HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストの
アクティブ化

手順 166 HPE Linux または RHEL KVM ホストのアクティベーションテンプレートを取得する
eon CLI を使用してコンピュートホストのアクティブ化にはconfig json の入力ファイルが
必要です。 このファイルは、サーバーを Helion CloudSystem コンピュートホストにできるよ
うに構成されたネットワークの詳細を指定します。 必要なconfig-json ファイルの書式設定
の取得をファイルget-activation-template が支援します。
テンプレートに追加する値は、server_roles_compute.yml とnic_mappings.yml の値
に一致する必要があります。

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. アクティブ化のテンプレートを取得します。

source ~/service.osrc
eon get-activation-template --type <compute type> \
--filename activate-<compute type>.json

パラメーター

• タイプ：hlinux または rhel を入力します。
• activate-<compute type>.json：activate-hlinux.json または activate-rhel.json
を入力します。
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注記: お使いのコンピュートホストが次のRHEL KVM コンピュートホストのプロビジョ
ニング（マニュアルメソッド） (207 ページ) で、すでにプロビジョニングされている場合
は、セカンダリディスクを構成しないでください。

run_wipe_disks について詳しくは、（オプション）コンピュートホスト（RHEL KVM
のみ）上でのディスクの構成 (216 ページ) を参照してください。

activate-rhel.jsonn の例
eon get-activation-template --type rhel \
--filename activate-rhel.json

{
"skip_disk_config": false,
"input_model": {
"nic_mappings": "HP-DL360-4PORT",
"server_group": "RACK1",
"server_role": "KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-1DISK"
},
"run_wipe_disks": false
}

activate-hlinux.json の例
eon get-activation-template --type hlinux \
--filename activate-hlinux.json

{
"input_model": {
"nic_mappings": "HP-DL360-4PORT",
"server_group": "RACK1",
"server_role": "KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-2SAN-DISKS"
}
}

手順 167 HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストをアクティブ化する
1. eon resource-list コマンドを使用して、ホストのresource_id を取得します。

source ~/service.osrc
eon resource-list

2. ホストをアクティブ化します。

source ~/service.osrc
eon resource-activate --config-json ~/activate-<compute-type>.json <resource_id>

where <compute-type> is rhel or hlinux

RHEL KVM での例
eon resource-activate --config-json activate-rhel.json \
2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Name | RHEL_COMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | provisioned |
| Type | rhel |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+
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HPE Linux Example
eon resource-activate --config-json activate-hlinux.json \
2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Name | HLINUX_COMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | provisioned |
| Type | hlinux |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+

ログファイルによる展開とアクティブ化の確認
入力モデルファイル内の問題の解決後、プロビジョニングされた状態でコンピュートホストを
アクティブ化することができます。 コンピュートホストのアクティブ化は、Ansible playbook
の実行から続行します。

構成プロセッサー実行中にエラーがないかどうか、Deployer アプライアンスで以下のログファ
イルをチェックします。

• /var/log/configuration_processor/errors.log

• /var/log/hlm-ux-services/service.log

• /var/log/cobbler/cobbler.log

Ansible playbook エラーがないかどうか、Deployer アプライアンスの以下のログファイルを
チェックします。

• ~/.ansible/ansible.log

コンピュートホストのプロビジョニングエラーまたはアクティブ化エラー、あるいはアクティ
ブ化後または非アクティブ化後のエラーがないかどうか、最初のマネジメントアプライアンス
（mgmt-m1）の以下のログファイルをチェックします。

• /var/log/eon/eon-api.log

• /var/log/eon/eon-conductor.log

HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストの非アクティブ化
この手順を使用してコンピュートホストを非アクティブ化します。 非アクティブ化されたコン
ピュートホストは仮想マシンインスタンスをホストできなくなりますが、クラウド内にはコン
ピュートホストが残され、後で再アクティブ化することができます。

コンピュートホストを非アクティブ化しても、イメージのキャッシュ（_base ディレクトリ）
から、ディスクのファイルは削除されません。 これらのファイルは手動で削除してディスクス
ペースを解放します。
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重要: コンピュートホストを非アクティブ化した後、コンピュートホストにログインし、
Helion CloudSystem で構成されているインターフェイスから IP アドレスを削除します。 ス
イッチおよびアクティブ化時に展開されているサービス/ボンドをクリーンアップします。 こ
のクリーンアップは次の場合に行う必要があります。

• すべてのコンピュートホストとストレージノードを非アクティブ化した後

• osconfig を実行した後で障害が発生し、アクティブ化操作が失敗した後

• 新しいコンピュートクラスターのアクティブ化を試みる前に

理由：新しいコンピュートホストをアクティブ化したとき、Helion CloudSystem は新しいホス
トに直近の IP アドレスを再利用して割り当てます。 まだ動作している非アクティブ化された
コンピュートホストがクラウドの管理ネットワークに接続されているため、重複する IP アド
レスの競合が生じます。

前提条件

• コンピュートホストがアクティブ化されている必要があります。

• コンピュートホスト上に仮想マシンインスタンスが展開されていないこと。 インスタンス
が展開されている場合、コンピュートホストを非アクティブ化する前に、インスタンスを
削除し、別のコンピュートホスト上で展開しなおす必要があります。

手順 168 オペレーションコンソールで HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホスト
を非アクティブ化する

1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. 非アクティブ化する各コンピュートホストの行にチェックを入れ、[Add Compute Host] の
隣にある下矢印をクリックして、Deactivate を選択します。 [Action] メニュー をク
リックして、Deactivate を選択することもできます。

3. 複数のコンピュートホストを同時に非アクティブ化するには、非アクティブ化する各コン
ピュートホストの行をチェックし、[Add Compute Host] の隣にある下矢印をクリックして
非アクティブ化を選択します。

4. コンピュートホストで実行中の仮想マシンインスタンスの数が 0 であることを確認しま
す。 インスタンスが実行されている場合、コンピュートホストを非アクティブ化すること
はできません。

5. [非アクティブ化]をクリックします。
クラスターまたはコンピュートホストを非アクティブ化せずにアクションを終了するに
は、[Cancel] をクリックします。

6. [Compute Hosts] の概要画面で、クラスターまたはコンピュートホストの状態が非アク
ティブ化であることを確認します。

手順 169 eon コマンドラインで HPE Linux または RHEL KVM のコンピュートホストを非ア
クティブ化する

1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. アクティブ化されたホストの resource_id を取得します。

source ~/service.osrc
eon resource-list

3. コンピュートホストを非アクティブ化します。

eon resource-deactivate <resource_id>

4. クラスターまたはコンピュートホストの状態が非アクティブであることを確認します。

eon resource-show <resource_id>

例
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eon resource-deactivate 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+------------+--------------------------------------+
| id | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| ip_address | 10.xx.xx.90 |
| name | mayank-hlinux |
| password | stack |
| port | 443 |
| state | deactivating |
| type | rhel |
| username | stack |
+------------+--------------------------------------+

コンピュートホストの削除
非アクティブ化したコンピュートホストは、後で再度アクティブ化する予定がなければ削除で
きます。

コンピュートホストを削除するとホストがオペレーションコンソールから削除され、Helion
CloudSystem がホストを管理する機能も失われます。 コンピュートホストは実際には削除さ
れず、ハイパーバイザーにまだ存在します。

コンピュートホストを削除してからクラウドに戻したい場合は、コンピュートホスト画面で
[Add Server] をクリックして、要求されるデータを入力します。
前提条件 
コンピュートホストが非アクティブ化されている必要があります。 コンピュートクラスターの
非アクティブ化 (197 ページ) を参照してください。
手順 170 オペレーションコンソールでコンピュートホストを削除する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. 削除するコンピュートホストの行を選択します。

3. ドロップダウンリストから [削除]を選択します。
4. [削除の確認]をクリックします。
コンピュートホストを削除せずにアクションを終了するには、Cancel をクリックします。

5. コンピュートホストが、[Compute Hosts] 概要画面から削除されたことを確認します。
手順 171 eon コマンドラインで HPE Linux ホストを削除する
1. eon resource-list コマンドを使用して、非アクティブ化されたホストのresource_id
を取得します。

source ~/service.osrc
eon resource-list

2. ホストを削除します

eon resource-delete <resource_id>
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22 コンピュートホストのプロビジョニングおよびアク
ティブ化：Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V オペレーティングシステムを実装したサーバーをプロビジョニングする前
に、Helion CloudSystem アプライアンス（コントロールプレーン）をインストールして実行す
る必要があります。 Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0
ESXi インストールガイド』または『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガイド』
を参照してください。

Hyper-V コンピュートホストのプロビジョニング
Hyper-V コンピュートホストはスタンドアロンあるいはクラスター化したホストとして構成す
ることもできます。 Hyper-V コンピュートホストのプロビジョニングおよび構成については、
『Microsoft Windows Server Hyper-V Overview』 を参照してください。
プロセスの概要

1. Hyper-V コンピュートホスト用のネットワークの構成 (228 ページ)
2. Hyper-V 構成ファイルのアップデート (230 ページ)
3. Hyper-V コンピュートホストまたはクラスターのインストールおよび構成 (232 ページ)

Hyper-V コンピュートホスト用のネットワークの構成
HPE OneView または HPE Virtual Connect を使用して、Hyper-V ホストへのネットワークを構
成します。

Hyper-V ホストで構成する Helion CloudSystem ネットワークについては、Enterprise
Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプランニングガイ
ド』を参照してください。

図 8 クラウド仮想ルーター（CVR）ネットワーク環境での HYPER-V コンピュートホスト
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Hyper-V ネットワーキングのベストプラクティス

• 一元化された仮想ルーティング（CVR）のある VLAN ネットワーク環境で HYPER-V ホス
トはサポートされます。 HYPER-V コンピュートホストをアクティブにするには、Helion
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CloudSystem を展開したときに、VLAN および CVR（VxLAN、分散仮想ルーティング
（DVR）ではなく）を選択しておく必要があります。

• 構成ファイルで指定するインターフェイス（Hyper-V 構成ファイルのアップデート (230 ペー
ジ) を参照してください）が、アクティブ化プロセス中に構成されています。 すでに構成
されており、Helion CloudSystem を構成したくないインターフェイスを指定しないでくだ
さい。

• HYPER-V コンピュートホストをアクティブ化後、
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ファイルを参照して、名前が Helion
CloudSystem アプライアンスに対して解決されます。 すべての外部のホスト名解決のた
め、DNS サーバーが使用されます。
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.back で
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts のバックアップを作成します。 Helion
CloudSystem によってC:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 内のエントリー
は上書きされます。

• 複数のネットワークをサポートするシングル NIC は、ボンドのみからサポートされます。
Windows では、ボンドを作成することなくスライシングすることができません。

• データ センター管理ネットワーク（DCM）インターフェイスを構成ファイルに含めない
でください。 コンピュートホストの展開 playbook は、アプライアンスの展開に使用する
既存の DCM 構成を上書きします。その際、データ センターネットワークとの接続が失わ
れる可能性があります。

HPE Virtual Connect または HPE OneView を使用して、同じインターフェイス上の CONF
ネットワーク（タグ無し）でトランクとしてデータセンター管理ネットワーク（タグ付
き）を構成します。

手順 172 Hyper-V コンピュートホスト用のネットワークを構成する
1. HYPER-V コンピュートホストとして使用するベアメタルサーバー上のネットワークイン
ターフェイスに接続します。

2. 次の最小 3 つのネットワークインターフェイスを構成します。
• 構成ネットワーク（CONF）（タグ無し）およびデータセンター管理ネットワーク
（DCM）（タグ付き）

• クラウドデータトランク

• クラウド管理ネットワークおよび iSCSI ネットワーク
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図 9 Hyper-V コンピュートホストネットワーク構成

3. 名前 CONF でチーム化された NIC を作成し、CONF と DCM の IP アドレスを構成しま
す。

a. HYPER-V コンピュートホストへの CONF ネットワーク上で、Helion CloudSystem
アプライアンスの展開中に CONF ネットワークに定義された範囲内で IP アドレスを
構成します。

これらのアドレスは、ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲
外でなければなりません。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくだ
さい。

b. HYPER-V コンピュートホストへのデータセンター管理ネットワーク上で、Helion
CloudSystem アプライアンスの展開中に DCM ネットワークに定義された範囲外で IP
アドレスを構成します。

Hyper-V 構成ファイルのアップデート
Helion CloudSystem は、Helion OpenStack 構成ファイルを使用して、コンピュートホストを
プロビジョニングし、アクティブ化します。 これらの構成ファイルを編集して、サーバーの役
割の追加や変更ができます。 HPE Helion OpenStack 3.0：サーバーの役割 を参照してくださ
い。

HYPER-V コンピュートホストは、Helion CloudSystem でサポートされますが、Helion
OpenStack ではサポートされません。 HYPER-V の構成ファイル
は、/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
ファイルのボンド データセクションを除いて、HPE Linux 構成ファイルと同じです。
手順 173 Deployer アプライアンスの構成ファイルをアップデートする
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. お使いのコンピュートホストのネットワークアダプターを記述するファイ
ル/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
を編集します。
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注記:
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
ファイルには、データセンター管理ネットワーク（DCM）インターフェイスを含めないで
ください。 コンピュートホストの展開 playbook は、アプライアンスの展開に使用する既
存の DCM 構成を上書きします。その際、データ センターネットワークとの接続が失われ
る可能性があります。

例：Hyper-V コンピュートホストネットワーク構成 (230 ページ) に示すように、ご使用の
ネットワークを構成する場合、interface_hyperv_compute.yml ファイルには、以下
を含める必要があります。

- name: HYPERV-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
network-interfaces:
- name: MGMT
device:
name: bond-mgmt

bond-data:
options:
mode: SwitchIndependent
load_balancing_algorithm: HyperVPort

provider: windows
devices:
- name: MGMT

network-groups:
- CLM

forced-network-groups:
- iSCSI

- name: CONF
device:
name: CONF

network-groups:
- CONF

- name: DATA1
device:
name: data1

network-groups:
- VLAN

3. （オプション）ボンド構成を記述するファイ
ル/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
を編集します。

a. ボンド構成の詳細（ボンド名、モード、load_balancing_algorithm、NIC 名）を取得
します。

b. ボンドの詳細をinterface_hyperv_compute.yml ファイルに追加します。
このファイルに追加する構成は、マニュアル構成と一致する必要があります。

例

bond-test は手動で作成されるボンド名、MGMT1 はボンドが接続されている NIC の名前
です。

- name: HYPERV-COMPUTE-INTERFACES-BOND
network-interfaces:
- name: BOND-MGMT
device:
name: bond-test

bond-data:
options:
mode: SwitchIndependent
load_balancing_algorithm: HyperVPort

provider: windows
devices:
- name: MGMT1
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network-groups:
- CLM

Hyper-V コンピュートホストまたはクラスターのインストールおよび構成
以下の要件は、Helion CloudSystem で使用するために正しく構成された Hyper-V コンピュー
トホストをプロビジョニングする場合に役立ちます。

プロセスの概要

1. Hyper-V コンピュートホストをインストールおよび構成する (232 ページ)
2. コンピュートホストの構成スクリプトを実行する (233 ページ)
手順 174 Hyper-V コンピュートホストをインストールおよび構成する
1. サポートされるバージョンの Hyper-V をコンピュートホストまたはクラスターにインス
トールします。

Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 Update 1 サポー
トマトリックス』を参照してください。

• Hyper-V ホスト名に含まれている文字が 15 文字以下であることを確認します。
Microsoft の制限事項は、Windows TechNet Library および Microsoft Support に記
載されています。

2. Hyper-V ホストで、最新のファームウェアアップデートをインストールします。
a. サポートされているブラウザーから、Service Pack for ProLiant に移動します。
b. [Obtain software] をクリックします。 有効な保証またはサポート契約が必要です。
c. [Installation Instructions] タブを選択します。
d. インストール手順に従って、Hyper-V 物理ホストに特殊パックをインストールしま
す。

3. [Role Manager] を使用してコンピュートホスト上で HYPER-V の役割を有効にします。
4. Hyper-V ホストの時間は、次のいずれかの方法で同調できます。

• Deployer アプライアンスの時刻とコンピュートホスト上の日付、時刻、およびタイム
ゾーンを手動で同期します。

• コンピュートホスト上の日付、時刻、およびタイムゾーンは、Helion CloudSystem イ
ンストール時に指定された外部の NTP サーバーを使用して自動的に同期します。

NTP サーバーとの時間の同期については、Windows Server で権限のあるタイムサーバー
を構成する方法 を参照してください。

5. （HYPER-V クラスターの場合のみ）HYPER-V マネージャーの Virtual Hard Disks の下
にあるハードディスクパスを手動でアップデートします。 仮想ハードディスクのファイル
をストアする次のデフォルトフォルダーを指定します。

C:/Cluster Storage/Volume1/

6. Helion CloudSystem 展開中に CONF ネットワークに定義されている範囲内の構成（CONF）
ネットワークの HYPER-V ホスト上に静的 IP アドレスを追加します。
この IP アドレスはコンピュートの ESXi クラスターまたは HPE OneView のクラスタープ
ロビジョニングに指定された範囲内でない必要があります。

7. データセンターの管理ネットワーク用の HYPER-V ホスト上で静的 IP アドレスを追加し
ます。

8. プロキシ構成を確認します。

プロキシが有効になっている場合は、例外として Deployer アプライアンス CONF IP アド
レスを追加します。

例（Internet Explorer の場合）。
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[設定] アイコンをクリックし、[インターネットオプション]を開きます。 [接続]タブを選
択し、[LAN の設定]をクリックします。 [プロキシサーバー]にチェックを入れた場合は、
[Advanced] をクリックします。 [例外]ボックスに CONF ネットワークの Deployer IP ア
ドレスを追加します。

手順 175 コンピュートホストの構成スクリプトを実行する
1. コンピュートのホストに GitHub からConfigureRemotingForAnsible.ps1 スクリプ
トをダウンロードします。

2. 管理者ユーザーとして、PowerShell で順番に、次のコマンドを実行します。
.\ConfigureRemotingForAnsible.ps1 -CertValidityDays 3650
start-service -name "Msiscsi"

• ConfigureRemotingForAnsible.ps1 コンピュートホストとの Ansible 通信を可
能にします。

• Msiscsi コンピュートホスト上で iSCSI サービスを開始します。

• CertValidityDays パラメーターは、証明書が有効な日数を設定します。 この例で
は、証明書の有効期間は 10 年です。

• スクリプトの他のオプションは、Windows システムの準備 に記載されています。

（オプション）仮想マシンインスタンスのライブ移行のためのスタンドアロン
HYPER-V コンピュートホストの構成

スタンドアロン Windows Server 2012 R2 Hyper-v コンピュートホスト（データセンターまた
は Standard Edition）のインスタンスのライブ移行を有効にするには、この手順を使用します。
アクティブディレクトリでの前提条件

• Microsoft アクティブディレクトリで、[アクティブディレクトリのユーザーとコンピュー
ター]に移動し、[コンピューター]をクリックします。

• 使用可能なホストごとに、[Kerberos の制限付き委任]を有効にします。
ホストの前提条件

• ライブ移行に用いられるホストが同じドメイン内にあること。

• ソースホストとターゲットホストの両方が、コンピュートホストで同じパスを持つこと。
パスがデフォルトパスでないこと。

• ライブ移行用に使用するすべての HYPER-V ホストには、HYPER-V マネージャーで有効
になっているライブ移行設定があります。

• [HPE Helion Nova Compute Service] 用の認証情報は、ドメイン証明書に設定されます。
手順 176 仮想マシンインスタンスをライブ移行する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. helion/my_cloud/config/nova/hyperv-hypervisor.conf.j2 ファイルを開きま
す。

3. limit_cpu_feature = false を limit_cpu_feature = true に変更します。
4. Helion ディレクトリに移動し、変更をコミットします。

cd ~/helion/

git add -A

git commit -m "Hyper-V Live Migration Support"

5. 構文エラーと論理エラーがないかどうかチェックします。

cd ~/helion/hos/ansible/

ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
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ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

6. Nova を設定する playbook を実行します。
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml

7. コンピュートホストで、C:\Program
Files\HPE\Helion\nova\nova-<timestamp>\etc\nova\hypervisor.conf ファ
イルに変更が反映されていることを確認します。

8. ライブ移行コマンドを実行して、仮想マシンを移行します。

nova live-migration <instance_id> <hostname>

このコマンドを使用して、すべてのインスタンスを参照します：# nova list --all

このコマンドを使用して、特定のインスタンスの詳細を表示します：# nova show<
instance_id >

オペレーションコンソールへの HPE OneView で管理されないプロビ
ジョニング済みの HYPER-V サーバーの追加

HYPER-V オペレーティングシステムですでにプロビジョニングされており、HPE OneView で
管理されない Helion CloudSystem にサーバーを追加するには、この手順を使用します。 これ
らのプロビジョニングされたサーバーは、たとえば HPE Virtual Connect Manager などの他の
ソフトウェアで管理できるか、あるいは管理できません。

HPE OneView で管理されるプロビジョニング済みのサーバーを追加するには、HPE OneView
が管理するサーバーをプロビジョニングする RHEL KVM または HYPER-V の検出 (184 ページ)
を参照してください。

前提条件

• IP アドレスの検出について、Hyper-V オペレーティングシステムは、iLO4 をエージェン
トレス管理サービス（AMS）と共に実行中のサーバーブレードにインストールされます。
ILO 4 では、AMS が実行中であることをチェックします。 [System Information] メニュー
から、[Network] タブを選択します。
「ILO はエージェントレス管理サービスを検出しませんでした」とのメッセージが表示さ
れた場合は、AMS 9.60.0 for Hyper-V をダウンロード します。 インストール手順は、ダ
ウンロードページに表示されます。

手順 177 プロビジョニング済み Hyper-V コンピュートホストを追加する（インポート）
1. admin の認証情報を使用して、Helion CloudSystem オペレーションコンソールにログイン
します。

2. [Compute]→[Compute Hosts] に移動します。
3. [Add Compute Host] をクリックします。
4. [コンピュートホストの追加]ダイアログ ボックスで、次の情報を入力します。

a. 名前：追加する新しいコンピュートホストの名前を入力します。

b. IP アドレス：CONF ネットワーク上で、サーバーの IP アドレスを入力します。 この
IP アドレスは、Helion CloudSystem の展開中に指定された CONF 範囲内でなければ
なりません、ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲外である
必要があります。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくだ
さい。

c. ポート：事前設定値（5986）以外のポートを使用している場合、サーバーのポートを
入力します。

d. OS タイプ：ドロップ ダウンメニューから HYPER-V を選択します。 これは、サー
バーでプロビジョニングされたオペレーティングシステムです。
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e. ユーザー名：サーバー上の管理者のユーザー名を入力します。

f. パスワード：管理者アカウントのパスワードを入力します。

5. コンピュートホストが [HPE OneView/Synergy Servers] 画面および [Compute Hosts]
画面に表示されることを確認します。

状態が [Provisioned] のコンピュートホストはアクティブ化の準備ができています。

Hyper-V コンピュートホストのアクティブ化
Hyper-V host の追加およびアクティブ化は、次の 2 つのうち 1 つの方法で行います。

• オペレーションコンソールの [Compute Hosts] 画面の使用
オペレーションコンソールでの Hyper-V コンピュートホスト（クラスターまたはスタンド
アロン）のアクティブ化 (235 ページ) を参照してください。

• eon コマンドラインの使用
eon コマンドラインを使用した Hyper-Vi コンピュートホストのアクティブ化 (236 ページ)
を参照してください。

アクティブ化には、ノードごとに約 15 分かかります。

オペレーションコンソールでの Hyper-V コンピュートホスト（クラスターまたは
スタンドアロン）のアクティブ化

重要: クラスター化したホストの場合
インスタンスを起動する前に、Microsoft フェイルオーバークラスター内のすべての Hyper-V
ホストが Helion CloudSystem でアクティブになっていることを確認します。
アクティブ化したスタンドアロンおよびクラスタ化コンピュートホストが混在しており、展開
したすべてのインスタンスの可用性が高い場合は、Hyper-V コンピュートホストとのホストア
グリゲートをクラスターに作成して、可用性ゾーンを使用してインスタンスを起動します。

コンピュートホストのホストアグリゲートおよび可用性ゾーンの作成 (167 ページ) を参照して
ください。

前提条件

• Hyper-V ホストで、Helion CloudSystem の要件が構成されていること。
Helion CloudSystem 内のコンピュートホスト (163 ページ) およびHPE OneView 管理対象
サーバーのコンピュートホストのプロビジョニング (173 ページ) を参照してください。

• クラウドに HYPER-V ホストが追加されました。 HPE OneView が管理するサーバーをプ
ロビジョニングする RHEL KVM または HYPER-V の検出 (184 ページ) を参照してくださ
い。

手順 178 Hyper-V コンピュートホスト（クラスターまたはスタンドアロン）をアクティブ化す
る

1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. アクティブにするコンピュートホストの行を選択して、ドロップダウンリストから、また
は [Action] メニューから [Activate] ボタンを選択します。 
Hewlett Packard Enterprise は、クラスター内のすべての Hyper-V ホストをアクティブ化
することをお勧めします。

同時に複数のコンピュートホストをアクティブ化することができます。 アクティブ化する
各コンピュートノードの行にチェックを入れ、続いて [Activate] をクリックします。

3. [IP アドレス]：CONF ネットワーク上で、コンピュートホストの IP アドレスを入力しま
す。 この IP アドレスは、Helion CloudSystem の展開中に指定された CONF 範囲内でな
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ければなりません、ESXi および HPE OneView（使用する場合）に指定された範囲外であ
る必要があります。

コンピュートホストのフリー IP アドレスを決定します。 (201 ページ) を参照してくださ
い。

4. [Username]：コンピュートホストで実行するオペレーティングシステム用のユーザー名
を入力します。

注記: ローカル管理者またはローカルユーザーアカウントの認証情報のみを使用して
HYPER-V コンピュートホストをアクティブ化します。 ドメイン認証情報がサポートされ
ていません。

ローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーは、必ず
「Administrators」および「HYPER-V Administrators」グループのメンバーであることが
必須です。

5. [Password]：ステップ 4 でユーザー名のパスワードを入力します。 これらの認証情報は、
コンピュートホストハイパーバイザーをプロビジョニングするときに定義されます。

6. [Role]：サーバーの役割は自動的にインストールされます。
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/server_roles_compute.yml
で、ネットワーク構成に応じて、次のサーバーの役割のいずれかを選択します。

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-NO-BOND

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-BOND
7. [Group]：デフォルトの RACK1 を選択します。
8. [Activate] をクリックします。
コンピュートホストをアクティブ化せずに終了するには、[Cancel] をクリックします。

9. 通知のアイコンをクリックして、コンピュートホストがアクティブ化されたことを確認し

ます。 そして、成功のメッセージがあることをチェックします。

10. [Compute Hosts] 画面で、コンピュートホストの状態が [Activated] であることを確認し
ます。

しばらくすると、コンピュートホストのステータスが緑色に変わります。

eon コマンドラインを使用した Hyper-Vi コンピュートホストのアクティブ化

注記: Deployer アプライアンスから、次の eon コマンドを実行します。
eon CLI は最初のマネジメントアプライアンス上にインストールされており、eon サービスで
は、HA は有効ではありません。 最初のマネジメントアプライアンスがダウンしている場合、
eon はうまく動作しません。

Hyper-V ホストの追加
クラウドにプロビジョニング済みの HYPER-V ホストを追加します。
source ~/service.osrc

eon resource-add --type hyperv --name <name>
--ip-address <CONF-IPAddress> --username <username>
--password <password> --port 5986

例

source ~/service.osrc

eon resource-add --type hyperv --name HypervCompute \
--ip-address 10.xx.xx.70 --username Administrator \
--password pass123 --port 5986
+-------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
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+-------------+--------------------------------------+
| ID | 14b5a3d2-2421-439b-88a1-8a05499ea6ed |
| IPv4Address | 10.xx.xx.70 |
| Name | HypervCompute |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | 5986 |
| State | provisioned |
| Type | hyperv |
| Username | Administrator |
| meta_data | [] |
+-------------+--------------------------------------+

HYPER-V ホストのアクティブ化テンプレートの取得
eon CLI を使用してコンピュートホストのアクティブ化にはconfig json の入力ファイルが
必要です。 このファイルは、サーバーを Helion CloudSystem コンピュートホストにできるよ
うに構成されたネットワークの詳細を指定します。 必要なconfig-json ファイルの書式設定
の取得をファイルget-activation-template が支援します。

アクティブ化テンプレートの取得

source ~/service.osrc

eon get-activation-template --type hyperv
--filename activate-hyperv.json

activate-hyperv.json ファイルは、server_group およびを含みません。 以下に示すよう
に、これらの行を追加するファイルを編集します。

/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/server_roles_compute.yml
で、ネットワーク構成に応じて、次のサーバーの役割のいずれかを指定します。

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-NO-BOND

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-BOND

Example activate-hyperv.json after manually adding server_group and server_role
{
"input_model": {
"server_group": "RACK1",
"server_role": "HYPERV-COMPUTE-ROLE-NO-BOND"
}
}

Hyper-V ホストのアクティブ化

ホストのアクティブ化

source ~/service.osrc

eon resource-activate <resource_id> --config-json ~/activate-hyperv.json

eon resource-show を使用してアクティブ化のステータスをチェックします。
アクティブ化が成功した場合、状態はアクティブ化済みに変わります。

nova hypervisor-list を使用してアクティブ化のステータスをチェックすることもできま
す。

source ~/service.osrc
nova hypervisor-list

ログファイルのチェックによる展開とアクティブ化の確認
入力モデルファイル内の問題の解決後、プロビジョニングされた状態でコンピュートホストを
アクティブ化することができます。 コンピュートホストのアクティブ化は、Ansible playbook
の実行から続行します。
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構成プロセッサー実行中にエラーがないかどうか、Deployer アプライアンスで以下のログファ
イルをチェックします。

• /var/log/configuration_processor/errors.log

Ansible playbook エラーがないかどうか、Deployer アプライアンスの以下のログファイルを
チェックします。

• ~/.ansible/ansible.log

コンピュートホストのプロビジョニングエラーまたはアクティブ化エラー、あるいはアクティ
ブ化後または非アクティブ化後のエラーがないかどうか、最初のマネジメントアプライアンス
（mgmt-m1）の以下のログファイルをチェックします。

• /var/log/eon/eon-api.log

• /var/log/eon/eon-conductor.log

追加のログファイルは、コンピュートホストにあります。

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\HPE\nova-compute.log

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\HPE\neutron-agent-hyperv.log

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\HPE\Helion\Log\WindowsService.log

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\activation<timestamp>.log

Hyper-V コンピュートホストをアクティブ化した後のクラスタ化
手順 179 Hyper-V コンピュートホストをクラスター化する
スタンドアロンの Hyper-V コンピュートホストとしてコンピュートホストをアクティブ化した
後、これをクラスターに追加した場合、以下のステップを実行して、新しく起動したインスタ
ンスに対し HA 機能を有効にする必要があります。
1. スタンドアロンのコンピュートホストを非アクティブ化する

2. クラスターにコンピュートホストを追加した後、そのホストをアクティブ化してクラス
ターコンピュートホストとして展開します。

コンピュートホスト上の既存のインスタンスは、コンピュートホストのホスト名を変更し
なければ動作を継続します。 ただし、コンピュートホスト上の既存のインスタンスは可用
性が高くなりません。

3. （オプション）アクティブ化したスタンドアロンおよびクラスター化コンピュートホスト
が混在しており、展開したすべてのインスタンスの可用性が高い場合は、Hyper-V コン
ピュートホストとのホストアグリゲートをクラスターに作成して、可用性ゾーンを使用し
てインスタンスを起動します。

コンピュートホストのホストアグリゲートおよび可用性ゾーンの作成 (167 ページ) を参照
してください。

Hyper-V コンピュートホストを既存の Hyper-V クラスターで他のホス
トをアクティブ化した後に追加

手順 180 Hyper-V コンピュートホストを追加する
1. Helion CloudSystem で新しい Hyper-V コンピュートホストをアクティブ化します。 オペ
レーションコンソールでの Hyper-V コンピュートホスト（クラスターまたはスタンドアロ
ン）のアクティブ化 (235 ページ) を参照してください。

注記: ボリュームがクラスター内の他のホストで作成された既存のインスタンスを、ク
ラスターに新しく追加された Hyper-V ホストへ移行することはできません。
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2. （オプション）クラスター内の Hyper-V コンピュートホストでホストアグリゲートを作成
した場合は、新しく追加された Hyper-V クラスターコンピュートをホストアグリゲートに
追加します。

Hyper-V コンピュートホストの非アクティブ化
この手順を使用してコンピュートホストを非アクティブ化する 非アクティブ化されたコンピュー
トホストは仮想マシンインスタンスをホストできなくなりますが、クラウド内にはコンピュー
トホストが残され、後で再アクティブ化することができます。

注記: コンピュートホストを非アクティブ化しても、イメージのキャッシュ（_base ディレ
クトリ）から、ディスクのファイルは削除されません。 これらのファイルは手動で削除して
ディスクスペースを解放します。

前提条件

• コンピュートホストがアクティブ化されている必要があります。

• コンピュートホスト上に仮想マシンインスタンスが展開されていないこと。 インスタンス
が展開されている場合、コンピュートホストを非アクティブ化する前に、インスタンスを
削除し、別のコンピュートホスト上で展開しなおす必要があります。

手順 181 オペレーションコンソールで HYPER-V コンピュートホストを非アクティブ化する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. 非アクティブ化する各コンピュートホストの行にチェックを入れ、[Add Compute Host] の
隣にある下矢印をクリックして、Deactivate を選択します。 [Action] メニュー をク
リックして、Deactivate を選択することもできます。

3. 複数のコンピュートホストを同時に非アクティブ化するには、非アクティブ化する各コン
ピュートホストの行をチェックし、[Add Compute Host] の隣にある下矢印をクリックして
非アクティブ化を選択します。

4. コンピュートホストで実行中の仮想マシンインスタンスの数が 0 であることを確認しま
す。 インスタンスが実行されている場合、コンピュートホストを非アクティブ化すること
はできません。

5. [非アクティブ化]をクリックします。
クラスターまたはコンピュートホストを非アクティブ化せずにアクションを終了するに
は、[Cancel] をクリックします。

6. [Compute Hosts] の概要画面で、クラスターまたはコンピュートホストの状態が非アク
ティブ化であることを確認します。

手順 182 eon コマンドラインを使用した Hyper-V コンピュートホストを非アクティブ化する
1. stack の認証情報を使用して、Deployer アプライアンスにログインします。
2. アクティブ化されたホストの resource_id を取得します。

eon resource-list

3. コンピュートホストを非アクティブ化します。

source ~/service.osrc
eon resource-deactivate <resource_id>

4. クラスターまたはコンピュートホストの状態が非アクティブであることを確認します。

eon resource-show <resource_id>

オペレーションコンソールでのコンピュートホストの削除
コンピュートホストを非アクティブ化した後、コンピュートホストがアクティブ化されていな
い場合には、後でアクティブ化する予定がなければ、そのコンピュートホストを削除できま
す。
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コンピュートホストを削除するとホストがオペレーションコンソールから削除され、Helion
CloudSystem がホストを管理する機能も失われます。 コンピュートホストは実際には削除さ
れず、ハイパーバイザーにまだ存在します。

コンピュートホストを削除してからクラウドに戻したい場合は、コンピュートホスト画面で
[Add Compute Host] をクリックして、要求されるデータを入力します。
前提条件 
コンピュートホストの状態は、インポート、プロビジョニング済み、または非アクティブ化で
あること。 アクティブ化されているコンピュートホストを削除することはできません。 コン
ピュートクラスターの非アクティブ化 (197 ページ) を参照してください。
手順 183 コンピュートホストを削除する
1. Helion CloudSystem オペレーションコンソールのメインメニューから [Compute Hosts]
を選択します。

2. 削除するコンピュートホストの行を選択し、[Add Compute Host] の隣にある下矢印をク
リックして、Delete を選択します。

3. [Delete] をクリックします。
クラスターまたはコンピュートホストを削除せずにアクションを終了するには、[Cancel]
をクリックします。

4. コンピュートホストが、[コンピュートホスト] 概要画面に表示されていないことを確認し
ます。

eon コマンドラインでの HYPER-V ホストの削除

ホストを削除

eon resource-list コマンドを使用して、非アクティブ化されたホストの resource_id を取
得します。

source ~/service.osrc

eon resource-delete <resource_id>

Hyper-V ホストのクリーンアップ
1. Hyper-V ホストにログインします。
2. サービスを削除します。

PowerShell から、以下のコマンドを実行します。
sc.exe delete "HPE Helion Nova Compute Service"
sc.exe delete "HPE Helion Neutron Agent Service"

3. Helion CloudSystem が構成されているインターフェイスから、IP アドレスを削除します。
4. Program Files から、HPE フォルダーを削除します。
5. C:\Windows\System32\から、python27.dll を削除します。
6. （オプション）C:\Users\Administrator\AppData\Local から、ログファイルを含
んだ HPE フォルダーを削除します。

7. 手動でスイッチを削除してインターフェイスをボンディングします。

変更した構成ファイルとスイッチでコンピュートホストを再アクティブ化し、ボンドイン
ターフェイスが存在する場合は、アクティブ化は成功しません。

Hyper-V コンピュートホスト、クラスターおよびインスタンスの制限事
項

• クラスター内の Hyper-V コンピュートホストは、ボリュームからのブート操作をサポート
しません。 （スタンドアロンの Hyper-V コンピュートホストは、ボリュームからのブー
トをサポートします）
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• Hyper-V でプロビジョニングしたインスタンスがブロックストレージボリュームで作成さ
れた場合は、以下をサポートしません。

◦ インスタンスにボリュームを接続または切断した後の既存のクラスターにホストを追
加する。

◦ インスタンスにボリュームを接続または切断しているときにクラスター内のホストの
電源を切る。

• HYPER-V クラスターでは、アクティブディレクトリおよびクラスター自体がデータセン
ターの管理ネットワークの IP アドレスで構成されていることを確認します。 これらの IP
アドレスは、Helion CloudSystem アプライアンスの展開中に DCM ネットワークに定義さ
れた範囲外で構成されなければなりません。

• Hyper-V コンピュートホストは、Monasca および Freezer のサービス、SOS レポートお
よび統合ログインのいずれもサポートしません。 このため、HYPER-V ホストおよびクラ
スターは未監視で、コンピュートホストの操作のログは、ログ機能ダッシュ ボードに表示
されません。

• HYPER-V クラスター内のホストには、一般的な共有ボリュームが 1 つだけ必要です。

• Hyper-V コンピュートクラスターでインスタンスが「実行中」状態にある場合は、ボリュー
ムの接続と切断はサポートされません。 インスタンスは、電源をオフにした後でボリュー
ムと接続あるいは切断してください。 これは、Hyper-V のフェイルオーバークラスタリン
グ機能の制限事項です。

• Hyper-V コンピュートホストでは、タイプおよびコードオプションを含む ICMP プロトコ
ルの neutron セキュリティグループルールは有効になりません。 これは Hyper-V 拡張ポー
トのアクセス制御リストの制限事項です。

• OpenStack ユーザーポータルのインスタンスコンソールは、HYPER-V コンピュートホス
トで実行されている仮想マシンインスタンスには利用できません。 これは FreeRDP にお
ける制限で、TLS 有効 Keystone エンドポイントをサポートしません。
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パート IV クラウドサービスのプロビジョニングと展開
Helion CloudSystem は、ESXi、HPE Linux、RHEL KVM または Hyper-V コンピュートホストとや
り取りして、仮想マシンインスタンスを起動し、ネットワークに接続します。 必要なクラウドリ
ソースを Helion CloudSystem オペレーションコンソールで構成した後、OpenStack ユーザーポー
タルにログインして、クラウドに仮想マシンインスタンスを展開できます。

Helion CloudSystem Enterprise でのサービスのプロビジョニングと展開は、クラウドサービス管理
コンソールを通じて行われ、ユーザーは Marketplace Portal でこれらのサービスに安全にアクセス
できます。 管理者ガイドのこの部分では、管理コンソールの使用を開始するプロセスの概要につい
て説明しています。 詳しくは、Enterprise Information Library にある HPE CSA のドキュメント
を参照してください。

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs


23 オーケストレーションテンプレートを使用したクラウ
ドの起動

Helion CloudSystem には、OpenStack Heat 機能が備わっています。 Heat は、テンプレート
を使用して、クラウドアプリケーションを起動できるようにするサービスです。 テンプレート
は、クラウドのリソース（インスタンス、ネットワーク、セキュリティグループなど）を定義
します。 Heat オーケストレーションテンプレート（HOT）と AWS CloudFormation（CFN）
の 2 つのテンプレート形式がサポートされています。
テンプレートで定義されるリソースのセットは、スタックと呼ばれます。

stack を実装する方法には、OpenStack ユーザーポータル、CLI、REST API の 3 つがありま
す。 この章では、OpenStack ユーザーポータルを使用してスタックを実装する方法について
説明します。

詳細情報
OpenStack オーケストレーション API
OpenStack オーケストレーションコマンドラインクライアント

OpenStack ユーザーポータルを使用したスタックの起動
OpenStack ユーザーポータルでは、テンプレートを使用して、スタックで定義されているリ
ソースからクラウドを作成できます。

前提条件 

• 割り当てられたプロジェクトでオーケストレーション操作を実行するためのセキュリティ
権限が与えられていること。

• クラウドに割り当てるリソースを定義するテンプレートがあること。

OpenStack ドキュメント：テンプレートガイド を参照してください。

手順 184 スタックを起動する
1. OpenStack ユーザーポータルから、[プロジェクト]→[Orchestration]→[Stacks] に移動し
ます。

2. [+ Launch Stack] をクリックします。
3. [Template Source] フィールドから、テンプレートを参照する方法を選択します。
残りのフィールドは、選択したソースのタイプに基づいてアップデートされます。

4. 残りのテンプレートの詳細情報を入力し、スタックを起動します。

起動した後、スタックは、[Stacks] 画面の表に表示されます。 stack 名をクリックして、stack
の詳細を表示します。 トポロジ、概要、リソース、およびイベントの 4 つの詳細ビューがあ
ります。

スタックを編集するには、スタックの右側にある [アクション] カラムで [More] ボタンを使用
します。

詳細情報

OpenStack documentation: Launch and manage stacks
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24 OpenStack ユーザーポータルを使用したインスタン
スの起動

オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面から、コンシューマーアクセスネット
ワーク上の OpenStack ユーザーポータルにアクセスできます。
オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面上のリンクを使用して、コンシューマー
アクセスネットワーク上の OpenStack ユーザーポータルにアクセスします。
次にあげるサポートされるブラウザから、OpenStack ユーザーポータルにアクセスできます。

• OpenStack ユーザー ポータルにアクセスする、コンシューマーアクセスネットワーク上
のパブリック VIP アドレスは：
https://<Public-VIP>

• OpenStack ユーザーポータルにアクセスする、データセンター管理ネットワーク上の
admin VIP アドレス：
https://<Admin-VIP>

コンシューマーアクセスネットワーク（Public-VIP）とデータセンター管理ネットワーク
（Admin-VIP）の仮想 IP アドレス（VIP）を検出するには、stack の認証情報を使用して Deployer
アプライアンスにログインします。 /etc/hosts ファイルを開き、vip を検索します。

注記: Admin VIP アドレスを使用して KVM インスタンス用のコンソールを起動することはで
きません。 KVM コンソールへのアクセスが必要な場合、コンシューマーアクセスネットワー
ク上の Public-VIP を使用して、OpenStack ユーザーポータルに接続します。

OpenStack ユーザーポータルでのインスタンスの起動
OpenStack ユーザーポータルでのインスタンスの展開、つまり起動には 2 つの方法がありま
す。

• メインメニューをクリックして 、[Project] をクリックし、[COMPUTE] の下にある、
[Instances] をクリックします。
[Launch instance] をクリックします。 [Launch instance] ウィンドウに、インスタンス
の詳細を追加します。

• メインメニューをクリックして、[Project] をクリックし、[COMPUTE] の下にある、
[Images] をクリックします。
[Actions] 列で、使用したいイメージの右側で、 をクリックし、それから [Launch]
をクリックします。 [Launch instance] ウィンドウに、インスタンスの詳細を追加しま
す。

OpenStack ユーザーポータルは、OpenStack Horizon テクノロジーで構築されています。
Horizon アーキテクチャーとエンドユーザーの観点から見たポータル機能の使用方法について
詳しくは、OpenStack ライブラリリリース の『OpenStack エンドユーザーガイド』を参照し
てください。

前提条件 

• セキュリティグループとセキュリティルールが定義されていること。

セキュリティグループの追加、キーペアの作成およびインスタンスへのフローティング IP
アドレスの割り当て を参照してください。

• 少なくとも 1 つのプロバイダーまたはテナントネットワークは、OpenStack ユーザーポー
タルで作成されました。

ネットワークの作成およびルーターの作成 を参照してください。
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• 少なくとも 1 つのイメージがアップロードされていること。
イメージのアップデート およびイメージの管理 (122 ページ) を参照してください。

注記: ESXi 環境では、ボリュームオプションからのブートを使用できます。 ボリュームを
作成してからローンチアクションを実行します。

手順 185 OpenStack ユーザーポータルでインスタンスを起動する
1. クラウドユーザーの認証情報を使用して OpenStack ユーザーポータルにログインします。
ポータルの [Projects] タブが開かれます。

2. デフォルトのプロジェクトが表示されます。 必要な場合、ドロップダウンセレクターから
別のプロジェクトを選択します。

3. メインメニューをクリックして、[Project] をクリックし、[COMPUTE] の下にある、
[Images] をクリックします。

4. [Actions] 列の [Images] 画面上で、使用したいイメージの右側で、 をクリックし、
それから [Launch] をクリックします。

5. [Launch Instance] 画面上の、[Instance Name] ボックスに、インスタンスの名前を入力
します。

6. [Availability Zone] の場合、ゾーンを選択することも、デフォルトの [nova] のままにす
ることもできます。

これは、インスタンスの作成に使用するコンピュートホストのグループを定義するオプ
ションのフィールドです。

7. [Instance Count] ボックスに、ローンチするインスタンスの数を入力します。
8. [Instance Source] セクションにある、[Boot Source] ドロップダウンボックスから、ソー
スを選択します。

Hyper-V でのサポー
ト（クラスター化）

Hyper-V でのサ
ポート（スタンド
アロン）

RHEL KVM および
HPE Linux でのサ
ポート

ESXi でのサ
ポートブートソース

はいはいはいはいイメージからのブート
（Glance イメージ）

はいはいはいはい（実行中の VM インスタン
スの）スナップショットか
らのブート

いいえはい（iSCSI の
み）

はい（iSCSI のみ）はいボリュームからのブート

いいえはい（iSCSI の
み）

はい（iSCSI のみ）はいイメージからのブート（ボ
リュームの作成）

いいえはい（iSCSI の
み）

はい（iSCSI のみ）はいボリュームスナップショッ
トからのブート（ボリュー
ムの作成）

注記: ボリュームから起動するように選択する場合、ボリュームが存在している必要が
あります。 ローンチアクション中にボリュームを作成することはできません。

9. [Available] セクションで、必要に応じて、ブートソースの右側で、 をクリックします。
ブートソースは、[Allocated] セクションに追加されます。

10. 左にある、[FLAVOR] をクリックします。 [Available] セクション下で、必要に応じて、
フレーバーの右側の、 をクリックします。

11. 左にある、[Networks] をクリックします。 [Available] セクション下で、必要に応じて、
ネットワークの右側の、 をクリックします。
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12. 左にある、[SECURITY GROUPS] をクリックします。 [Available] セクション下で、必要
に応じて、セキュリティグループの右側の、 をクリックします。

13. 左にある、[KEY PAIR] をクリックします。 [Available] セクション下で、必要に応じて、
キーペアの右側の、 をクリックします。

キーペアは、インスタンスへの SSH アクセスを提供します。
14. 左にある、[CONFIGURATION] をクリックします。 この画面上で、切り取りおよび貼り
付けまたはカスタム構成スクリプトのアップロードができます。

15. [LAUNCH INSTANCE] をクリックします。

インスタンスメタデータ
OpenStack Compute（Nova）は、インスタンスが特定のインスタンスデータを取得できるよ
うにするため、特殊なメタデータサービスを使用します。 Helion CloudSystem は、OpenStack
メタデータ API をサポートしています。 Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）と互換性の
ある API はサポートされていません。
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25 HPE CSA でのクラウドサービスのプロビジョニング
と展開

Helion CloudSystem Enterprise アプライアンスには、HPE Cloud Service Automation（CSA
）、Marketplace Portal、Topology Designer、Sequential Designer など、Enterprise 製品のコ
ア機能が含まれています。 Enterprise アプライアンスには、Operations Orchestration（OO）
Central も組み込まれています。
Helion CloudSystem が展開されると、[HPE Helion CloudSystem] プロバイダーが、Helion
CloudSystem との統合をサポートするために HPE CSA で自動的に構成されます。
テンプレート設計者は、HPE CSA の Topology Designer または Sequential Designer を使用し
てデザインを作成し、続いて、Marketplace Portal で、サブスクライバーに利用できる製品と
してデザインを公開します。 サブスクリプションは、HPE CSA で構造化されたライフサイク
ルを通じてインスタンス化され処理されます。

OpenStack ユーザーポータルを使用して、OpenStack プロバイダーを使用して作成され、HPE
CSA 内でプロビジョニングされたインスタンスを確認できます。

重要: HPE Server Automation、HPE Matrix Operating Envirnment、VMware vCenter などの
その他のプロバイダーがある場合は、必ずプロバイダーを環境に追加し、その環境を、製品を
公開する予定の各カタログに関連付けてください。

手順 186 HPE CSA を通じたプロビジョニングの高度なステップ

注記: OpenLDAP または Microsoft Active Directory との統合の前に、OpenStack ユーザー
ポータル内で実行されるステップ 1 から 4 が、シングルテナントの構成および HPE CSA、
Marketplace Portal、および HPE Operations Orchestration をテストするために必要です。
OpenLDAP や Active Directory とのマルチテナント構成では、キーペアとセキュリティグルー
プを作成するステップは OpenStack ユーザーポータルでの enterpriseinternal ユーザーアカウ
ントには必要ありません。

1. オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面から OpenStack ユーザーポータル
にアクセスするか、以下の URL のうち 1 つを使用します。
https://<Admin-VIP>

https://<Public-VIP>

ヒント: コンシューマーアクセスネットワーク（Public-VIP）とデータセンター管理ネッ
トワーク（Admin-VIP）の仮想 IP アドレス（VIP）を検出するには、stack の認証情報を
使用して Deployer アプライアンスにログインします。 /etc/hosts ファイルを開き、
vip を検索します。

2. enterpriseinternal ユーザーとして、rOpenStack ユーザーポータルにログインします。
パスワードは、システムが生成しました。 enterpriseinternal パスワードの取得 (39 ペー
ジ) を参照してください。

3. enterpriseinternal ユーザーにキーペアを作成します。そのユーザーはサブスクリプション
に関連付けられている HPE CSA 内のユーザーです。
キーペアによって、HPE CSA からプロビジョニングされているサーバーにアクセスする
ことができます。

4. [enterpriseinternal] としてログインしている間 ni、サービスプロジェクトのセキュリティ
グループを作成します。
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5. HPE CSA ポータルにアクセスします。

デフォルトパス
ワード

デフォルト
ユーザー名URL

cloudadminデータ センター管理ネットワークから（admin アクセス）：
https://<Admin-VIP>:8444

コンシューマーアクセスネットワークから（パブリックアクセス）：
https://<Public-VIP>:8444

6. デザインを作成します。

トポロジデザイナーまたはシーケンシャルデザイナーを使用して、サービスの設計を作成
し、コンポーネントをインポートおよび構成して、ユーザーのサービスの設計に追加しま
す。

HPE CSA ポータルでデザインを作成する前に、Enterprise Information Library にある次
の HPE CSA ドキュメントを確認してください。
• 『What’s New in HPE Cloud Service Automation 4.60』

• 『Cloud Service Management Console Help』
「Components (Topology Designs)」 と「 Components (Sequenced Designs)」 の章
を参照してください。

7. Marketplace Portal に製品を公開します。
価格を定義し、サブスクリプションで表示および編集できるオプションを選択します。

Marketplace Portal に製品を公開する前に、Enterprise Information Library にある次の
HPE CSA ドキュメントを参照してください。
• 『Cloud Service Management Console Help』
「Create Offerings」 および「 Publishing Tab」 の章を参照してください。

8. 公開済みの製品からサービスを展開します。

Marketplace Portal からサービスが展開された後、HPE CSA コンソールを通じてサービス
を管理する必要があります。 HPE CSA コンソールの外部でサービスを変更しないでくだ
さい。 ネイティブ API などを使用してサービスを変更した場合、コンソールユーザーに
は、変更は表示されません。 HPE CSA コンソールは、コンソール外部で行われたサービ
スへの変更を登録できません。

グローバルカタログにサービスを展開するには、次の認証情報を使用して Marketplace
Portal にログインします。

デフォルトパス
ワード

デフォルトユー
ザー名URL

cloudconsumerデータセンター管理ネットワークから（admin アクセス）：
https://<Admin-VIP>:8089

コンシューマーアクセスネットワークから（パブリックアクセス）：
https://<Public-VIP>:8089

注記: HPE CSA と Marketplace Portal のデフォルトパスワードを変更できます。 HPE
CSA、Marketplace Portal のデフォルトパスワードの変更 (38 ページ) を参照してくださ
い。

248 HPE CSA でのクラウドサービスのプロビジョニングと展開

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs
http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs


ヒント: コンシューマーアクセスネットワーク（Public-VIP）とデータセンター管理ネッ
トワーク（Admin-VIP）の仮想 IP アドレス（VIP）を検出するには、stack の認証情報を
使用して Deployer アプライアンスにログインします。 /etc/hosts ファイルを開き、
vip を検索します。

OpenStack ユーザーポータルを使用して、製品の公開時に作成されたインスタンスを表示
します。

Marketplace Portal から製品を展開する前に、Enterprise Information Library にある次の
HPE CSA ドキュメントを確認してください。
• 『Cloud Service Management Console Help』
「Publishing Tab」 の章を参照してください。
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26 追加プロバイダーの構成および追加 HPE CSA コンテ
ンツのロード

Helion CloudSystem プロバイダーは、Helion CloudSystem との統合をサポートするために
HPE CSA で自動的に構成されます。 テンプレート設計者は、Topology Designer を使用して
デザインを作成し、続いて、Marketplace Portal で、サブスクライバーが利用できる製品とし
てデザインを公開します。 サブスクリプションは、HPE CSA で構造化されたライフサイクル
を通じてインスタンス化され処理されます。

Topology Designer で別のプロバイダーを使用するか、追加のプロバイダーを構成する場合は、
Enterprise Information Library にある『HPE Cloud Service Automation Content Pack ユー
ザーガイド』などの HPE CSA ドキュメントを参照してください。

追加のリソースプロバイダーの構成
新しいサービスデザインをインポートした後で、対応するプロバイダーを構成する必要がある
場合があります。

HPE CSA のドキュメントは、以下のステップを完了するのに役立ちます。
• Matrix OE など、追加のリソースプロバイダーを定義します。

• リソース製品を適切なプロバイダーに関連付けます（Matrix OE リソース製品と Matrix OE
リソースプロバイダーなど）。

追加 HPE CSA コンテンツのインストール
次のコマンドを実行して、HPE CSA コンテンツをアップロードします。 Enterprise アプライ
アンスごとに、このアップロード手順を繰り返す必要があります。

注記: 追加の（非 OOTB）HPE CSA コンテンツをアップロードするには、次の手順を使用
します。 これは、Operations Orchestration コンテンツのインポートには使用されません。
Enterprise アプライアンス上の Operations Orchestration Central から、追加の（非 OOTB）
OO コンテンツをインポートできます。

手順 187 追加の HPE CSA コンテンツをアップロードする
最初の Enterprise アプライアンス上の以下の手順を実行し、2 番目と 3 番目の Enterprise アプ
ライアンスにそれを繰り返します。 複数の Enterprise アプライアンス上で、同時にこの手順
を実行しないでください。

1. HPE Live Network からコンテンツをダウンロードします。
2. Enterprise アプライアンスにコンテンツをコピーします。

• Windows 環境で、次の手順を使用してセキュアコピー操作を実行します。
WINSCP などのセキュアコピーツールを使って、cloudadmin 認証情報を使って
アップデートアプライアンスに接続します。

1.

2. コンテンツを/home/stack フォルダーにコピーします。

• Linux 環境では、次の手順を使用してセキュアコピー操作を実行します。
1. stack 認証情報を使用して、scp コマンドを実行します。

scp <csa_content_item_name> stack@<Enterprise_appliance IP address>
:/home/stack

2. セキュアコピー中に表示される、はい/いいえの質問に対しては [はい] を選択し
ます。

3. プロンプトが表示されたら、stack アカウントのパスワードを入力します。

3. stack の認証情報で Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m1-<network>）にログインします。
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4. csagrp グループ内の csauser に、カプセルファイルの所有権を変更します。
sudo chown csauser:csagrp <capsule ZIP file>

重要: カプセルファイルごとに、このステップを繰り返します。

5. カプセルファイルをCSLContentInstaller フォルダーに移動します。
sudo mv <capsule ZIP file> /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/

重要: カプセルファイルごとに、このステップを繰り返します。

6. csauser にスイッチします。
sudo su csauser

7. CSA_HOME ディレクトリにコンテンツをエクスポートします。
export CSA_HOME=/usr/local/hpe/csa/

8. ディレクトリを変更します。

cd /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/

9. silent_install.xml のバックアップコピーを作成します。
cp silent_install.xml silent_install.xml.orig

10. silent_install.xml を修正して、カプセルへのパスを指定します。
< contentpack > タグ内の以下の< contentpath > をインストールを計画している
各カプセルに追加します。

<contentpath>/usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/<capsule ZIP file></contentpath>

< contentpath > 内の既存のデフォルト情報を削除することで、追加するコンテンツカ
プセルの< contentpath > のみを残すことができます。

11. HPE CSA カプセルをインストールし、次のコマンドを実行してプロセス定義ツールを実
行します。 このコマンドが完了するまでには数分かかります。
../../openjre/bin/java -jar csl-content-installer.jar –silent

12. （オプション）Capsule Microsoft Azure を、HPE Live Network からアップロードして
いる場合には、システムの変数を Azure OO workflows に定義してファイルパーミッショ
ンを設定します。

a. HPE Operations Orchestration Central に管理者としてログインします。 （OO Central
は、Helion CloudSystem オペレーションコンソールの [Integrated Tools] 画面から
ローンチできます）。

b. 左ペインから、[Content Management] に移動し、[Configuration Items] を選択し
ます。

c. [System Properties] には、.jar ファイルのフォルダーのパスを指定します。
/usr/local/hpe/csa/jboss-as/standalone/deployments/csa.war/propertysources
としてfilePath とstorageAuthTokenPath の両方を定義します。

d. 各 Enterprise アプライアンスにログインし、ファイルパーミッションを変更します。
cd /usr/local/hp/csa/jboss-as/standalone/deployment/csa.war/propertysources
chmod 666 Ms-Azure-Resources.xml

Helion CloudSystem Enterprise に含まれている Out of the Box の OO
コンテンツパックの変更

OO Studio は、OO コンテンツ パックを構成し管理するためのツールです。 Helion CloudSystem
Enterprise アプライアンス内で提供される Out of the Box コンテンツパックをアップデートお
よびデバッグするためには, Enterprise アプライアンスからコンテンツパックをエクスポート
し、それから OO Studio にインポートする必要があります。
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OO コンテンツ パックは、Enterprise アプライアンス内の 2 つの主な場所に保存されます。
• Enterprise アプライアンスディレクトリから OO コンテンツパックにダイレクトにアクセ
スする (252 ページ)

• CSL コンテンツカプセルに組み込まれている OO コンテンツ パックへにアクセスする
(253 ページ)

手順 188 Enterprise アプライアンスディレクトリから OO コンテンツパックにダイレクトに
アクセスする

1. stack の認証情報を使用して、最初の Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m1-<network>）にログインします。

2. root ユーザーに切り替えます。
sudo su

3. エクスポートするコンテンツパックを含むディレクトリに変更します。

• /usr/local/hpe/csa/oo/OOContentPack/

Base (oo10-base-cp-1.8.0.jar)◦
◦ Cloud (oo10-cloud-cp-1.8.2.jar)

◦ SM (oo10-sm-cp-1.0.3.jar)

◦ SA (oo10-sa-cp-1.2.0.001.jar)

◦ Virtualization (oo10-virtualization-cp-1.6.0.jar)

◦ HPE Solutions (oo10-hp-solutions-cp-1.7.0.jar)

• /usr/local/hpe/csa/CSAKit-4.5/OO\ Flow\ Content/10X/

EXISTING-INFRASTRUCTURE-WINDOWS
(EXISTING-INFRASTRUCTURE-WINDOWS-cp-1.50.0000.jar)

◦

◦ CSA-Integrations (oo10.50-csa-integrations-cp-4.60.0000.jar)

◦ CSA-HPOO (oo10-csa-cp-4.50.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/ComponentTool/contentpacks/

CSA-SA-CP-04.10.0000 (CSA-SA-CP-04.10.0000.jar)◦
◦ CSA Chef Provisioner (CSA-CHEF-CP-04.60.0000.jar)

◦ EXISTING-INFRASTRUCTURE-CP-4.10.0000
(EXISTING-INFRASTRUCTURE-CP-4.20.0000.jar)

◦ CSA-UTIL (CSA-UTIL-CP-04.50.0000.jar)

◦ CSA-PUPPET (CSA-PUPPET-CP-4.60.0000.jar)

◦ CSA-Docker-cp-4.20.000 (CSA-Docker-CP-4.20.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/ComponentTool/contentpacks/04.10.0000/

CSA-VMWARE (CSA-VMWARE-CP-04.10.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/ComponentTool/contentpacks/04.20.0000

◦ CSA-AMAZON (CSA-AMAZON-CP-04.20.0000.jar)

◦ CSA-VMWARE-04.20.00000 (CSA-VMWARE-CP-04.20.0000.jar)
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4. コンテンツパックを OO Studio でアクセスできる一時ディレクトリにコピーします。
5. OO studio は、一時ディレクトリからコンテンツパックをインポートします。
手順 189 CSL コンテンツカプセルに組み込まれている OO コンテンツ パックへにアクセスす
る

1. stack の認証情報を使用して、最初の Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m1-<network>）にログインします。

2. root ユーザーに切り替えます。
sudo su

3. エクスポートするコンテンツパックを含んだ CSL カプセル zip ファイルのディレクトリに
変更します。

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Monitoring-Configuration-Manage.zip

vCenter コンピュート
（monitoring-configuration-manage-15.12.0000.jar）を使用した監
視および構成管理

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-SCVMM-HyperV.zip

SCVMM Hyper-V Content (scvmm-hyperv-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-HPE-OneView-

CSA-Sequential-Integration.zip

◦ HPE OneView CSA シーケンシャルとの統合
（oneview-sequential-integration-15.12.0000.jar）

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Provision-VLAN-using-Network-Automation.zip

ネットワークオートメーション
（provision-vlan-using-network-automation-15.12.0000.jar）を
使用した VLAN のプロビジョニング

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-SA-Software-Policies-Deployment-on-vCenter-Compute.zip

SA エージェントのインストール
（sa-agent-installation-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Service-Manager-Integration.zip

サービス マネージャーの統合
（service-manager-integration-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-OneView-Topology-Integration.zip

OneView トポロジとの統合
（oneview-topology-integration-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-vCenter- Compute.zip

基本ユーティリティ（base-utility-15.12.0000.jar）◦
◦ VMWare vCenter コンピュート（vcenter-compute-15.12.0000.jar）

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Providers-Go-Active.zip

プロバイダー GO アクティブ（providers-go-active-15.12.0000.jar）◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Openstack-Sequence-16.05.0107.zip

OpenStack 共通ユーティリティ（openstack-common-utility-16.05.jar）◦
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◦ OpenStack コンテンツ（openstack-seq-16.05.jar）

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Provision-Jboss-on-Vcenter-Compute.zip

ミドルウェア共通ユーティリティ
（middleware-common-utility-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-HPE-ICSP-CSA-Sequential-Integration.zip

HPE ICSP CSA シーケンシャル統合
（icsp-sequential-integration-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Server-Automation-Audit-Compliance.zip

SA 監査コンプライアンスコンテンツ
（server-automation-audit-compliance-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/
CC-DMA-Application-Provider-for-Provisioning-Oracle.zip

◦ HPE DMA のプロビジョニング
（dma-application-provider-workflows-15.12.0000.jar）

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-VPV-Integration.zip

VPV 統合（vpv-integration-15.12.0000.jar）◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/

CC-SA-Software-Policies-Deployment-on-vCenter-Compute.zip

◦ vCenter コンピュート上に展開する SA ソフトウェアポリシー
（sa-software-policies-15.12.0000.jar）

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-vcenter-compute-service-instance-upgrade.zip

サイト範囲（sitescope 15.12.0000.jar）◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-MOE-Compute.zip

HPE Matrix Operating Environment の統合（moe-compute-15.12.0000.jar）◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Brown- to-Managed.zip

電圧低下の管理（brown-to-managed-15.12.0000.jar）◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Server-Automation-Patching-Compliance.zip

SA パッチ適用のコンプライアンス コンテンツ
（server-automation-patching-compliance-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-F5-BIG-IP-LTM-Load-Balancer.zip

F5 BIG-IP LTM ロードバランサー
（f5-big-ip-ltm-load-balancer-15.12.0000.jar）

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Amazon-AWS-Integration.zip

Amazon AWS との統合（amazon-aws-integration-15.12.0000.jar）◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-ICSP-Topology-Integration.zip

ICSP トポロジとの統合（icsp-topology-integration-15.12.0000.jar）◦
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• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Amazon-EC2-Topology.zip

CSA-AMAZON [15.07.0000] (amazon-ec2-topology-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC- Openstack-Topology.zip

CSA-OPENSTACK [15.09.0000] (csa-openstack-topology-16.06.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-VCenter-Topology.zip

CSA-VMWARE [15.07.0000] (vcenter-topology-15.12.0000.jar)◦
◦ CSA-SITESCOPE (sitescope-topology-15.12.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/hdp-content.zip

CSA-HDP (oo10-csa-hdp-cp-1.60.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/codar-ootb-content.zip

◦ CODAR (CODAR-cp-1.60.0000.jar)

4. ZIP ファイルを OO Studio でアクセスできる一時ディレクトリにコピーします。
5. ZIP ファイルの内容を解凍します。
6. OO studio は、一時ディレクトリからコンテンツパックをインポートします。

プロセス定義ツールの実行
プロセス定義ツールは、OO エンジンの定義をアップデートし、フローのライブラリのパスを
追加するために用いられます。 Helion CloudSystem アプライアンスをクラスター構成で構成
した場合、最初の Enterprise アプライアンス（ea-m1）にプロセス定義ツールを実行する必要
があります。 プロセス定義ツール構成ファイルへの変更は、クラスター内の 3 つすべての
Enterprise アプライアンスにコピーする必要があります。
手順 190 プロセス定義ツールを構成および実行する
1. stack の認証情報を使用して、最初の Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m1-<network>）にログインします。

2. root ユーザーに切り替えます。
sudo su

3. 必要な変更を行い、CSLContentInstaller ディレクトリに存在する構成ファイルを修正しま
す。

これは、Helion CloudSystem インストーラーが変更し使用するファイルです。
vi /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CslHPOOInput.xml

4. プロセス定義ツールディレクトリに、変更されたファイルをコピーし、PDT 構成ファイル
を上書きします。

% cp /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CslHPOOInput.xml \
/usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool/CslHPOOInput.xml

5. プロセス定義ツールディレクトリにスイッチします。

cd /usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool

6. プロセス定義ツールを実行します。

% /usr/local/hpe/csa/openjre/bin/java -jar process-defn-tool.jar \
-d config.properties -i CslHPOOInput.xml

7. 修正された CslHPOOInput.xml ファイルを 2 番目の Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m2-management）内の両方のディレクトリにコ
ピーします。

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller
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• /usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool

8. 修正された CslHPOOInput.xml ファイルを 3 番目の Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m3-management）内の両方のディレクトリにコ
ピーします。

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller

• /usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool
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27 Helion CloudSystem Enterprise 用の HPE Operations
Orchestration の準備

HPE Operations Orchestration（OO）は次世代の IT プロセス自動化ソリューションです。 OO
Central は、Helion CloudSystem の Enterprise コントローラーに含まれます。 OO フローをデ
ザインに追加して、事前または事後オブジェクト作成を実行できます。

OO は次の 2 つの方法で Helion CloudSystem をサポートします。
• HPE Operations Orchestration Central（OO Central）バージョン 10.51.0001 が、Helion

CloudSystem Enterprise と統合されています。 Helion CloudSystem は、OO の全機能を
サポートしています。 Helion CloudSystem OO リリースファイルCSA-content-packs.zip
内のワークフローが使用可能です。

• HPE Operations Orchestration Studio（OO Studio）バージョン 10.51 が個別にインストー
ルされます。 これにより、ワークフローをカスタマイズして、後で OO Central で実行す
ることができます。

OO Central の使用
OO Central にアクセスするには、次の表に記載されている情報を使用します。

表 9 OO Central へのアクセス

パスワードユーザー名
サポートされるブラウザーから
OO にアクセス...

Helion CloudSystem をインストールするとき、OO Central に
定義したパスワードを入力します。

administratorhttps://<Public-VIP>:9090

OO Central は、すべてのコンテンツがすでにインストールされた状態で提供されています。
Operations Orchestration Central から追加の OO コンテンツをインポートできます。
HPE OO は、CSA によってトリガーされず、管理者によって OO Central または API 経由でト
リガーされる管理タスクを実行する場合にも使用できます。

HPE Operations Orchestration について詳しくは、http://www.hp.com/go/oo を参照してくだ
さい。

注記: Helion CloudSystem は、15.08.0000 よりも古いコンテンツパックからのコンポーネン
トデザインおよびバージョンコンポーネントのインポートをサポートしていません。

OO Studio のインストール
OO Studio によって、ワークフローをカスタマイズすることができます。 カスタマイズされた
フローがコンテンツパックとして保存され、ローカルディレクトリにエクスポートされます。
次に、カスタマイズされたフローを OO Central に引き出して実行し、Helion CloudSystem
Enterprise で管理タスクを実行できます。
前提条件 

• Helion CloudSystem Enterprise が Helion CloudSystem 環境に完全にインストールされて
いること。

• 以前のバージョンの OO Studio が環境に存在しないこと。 存在する場合、以前のバージョ
ンをアンインストールする必要があります。

OO Studio のアンインストール (258 ページ) を参照してください。

• Windows ワークステーションへのアクセス権があること。

• HPE Helion CloudSystem ツール 10.0 2016 年 9 月リリース キットは、お使いのステー
ジング環境にダウンロードされます。
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• コンテンツパックが OO Studio リリースパッケージからステージング環境に抽出されてい
ること。

• システムの要件が満たされていること。 Enterprise Information Library にある『HPE
Operations Orchestration System Requirements』を参照してください。

手順 191 OO Studio をインストールする
1. HPE Helion CloudSystem ツール 10.0 2016 年 9 月の.zip ファイルに含まれている

nstaller-10.50.13-win64-studio ファイルをローンチします。
2. インストーラーの [License agreement and Location] 画面の入力を完了します。
3. [オプション] 画面で [Studio] を選択します。
4. [Content Packs] 画面で、コンテンツパックを抽出したステージング環境上の場所を参照
します。

重要: デフォルトでは、リストの最初のコンテンツパックだけが強調表示されます。 画
面に表示されているすべてのコンテンツのパックを強調表示して、それらがインストール
時にロードされることを確認します。

5. [Language] 画面で、OO Studio でサポートされている言語を選択します。
6. [概要] 画面でインストール情報を確認し、[インストール]をクリックします。
次の手順

• ワークフローの使用に関する追加情報は、OO Studio プログラムファイルにバンドルされ
ている OO Studio ドキュメントを参照してください。

• 詳しくは、Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 管理
者ガイド』を参照してください。

OO Studio のアンインストール
Helion CloudSystem の今回のリリースをサポートするために OO Studio をインストールする
前に、以前にインストールしたバージョンの OO Studio をすべてアンインストールする必要が
あります。

手順 192 OO Studio をアンインストールする
1. Windows エクスプローラを使用して、C:\Program Files\Hewlett-Packard\HPE

Operations Orchestration\に移動します。
2. Uninstall.exe ファイルを起動し、すべての画面の指示に従います。
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28 HPE Operations Orchestration の管理
• HPE OO データベースメンテナンスフロー (259 ページ)

• MySQL ログファイルの管理 (261 ページ)

• Operations Orchestration の管理者パスワードの変更 (40 ページ)

HPE OO データベースメンテナンスフロー
この HPE OO データベースは Enterprise アプライアンス上に存在します。 このデータベース
は、アプライアンス間でクラスター化され、バインド解除されています。つまり、要求された
フローの複雑さに応じて拡張し続けることになります。

3 つのデータベースメンテナンスジョブが OO フローライブラリに用意されています。 これら
のジョブを実行して、データベースに保存されている監査レコード、デバッグイベント、およ
び実行サマリーをパージできます。 ジョブは、
[Library]→[Interations]→[Hewlett-Packard]→[Operations Orchestration]→[10.x]→[Database]
のフローライブラリにあります。

Database Health タブの下にある HPE OO Central から HPE OO データベースの成長率を監
視できます。

Helion CloudSystem Enterprise をインストールすると、次のメンテナンスフローを使用して
データベースのクリーンアップを管理するために自動スケジュールが作成されます。 これらの
フローは、1 時間ごとに実行し、最大 200 のエントリを削除します。
• パージ実行の概要

デフォルトの保持期間：7 日間

• 監査レコードをパージします

デフォルトの保持期間：2 日

• デバッグイベントをパージします

デフォルトの保持期間：2 日

デフォルトのパラメーターがもはやデータベースの成長の管理に効果がない場合、管理者は
パージ設定を最適化できます。

パージパラメーターのカスタマイズ (261 ページ) を参照してください。

フロータイプのパージ

HPE OO Central には、次の 3 つのパージフローがあります。 これらのフローは、HPE OO
データベースの成長を管理できます。

パージ実行の概要

この手順では、以下のデータベーステーブルをトリミングします。

• OO_EXECUTION_SUMMARY

• OO_STEP_LOG_BINDINGS

• OO_STEP_LOG_ENDED

• OO_STEP_LOG_STARTED
このフローを供給する重要なインプットは、次のとおりです。

• deleteRunInputs - False enables deletion from OO_EXECUTION _SUMMARY

• deleteRunOutputs - False enables deletion from OO_EXECUTION _SUMMARY

• deleteStepLogs - False enables deletion from OO_EXECUTION _SUMMARY
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• purgeStatuses - identify one or more of statuses COMPLETED, COMPLETED_ RESOLVED,
COMPLETED_DIAGNOSED, COMPLETED_ERROR, COMPLETED_NO_ ACTION_TAKEN,
SYSTEM_FAILURE, CANCELED, separated by a comma

• lastXDays - この数日前のデータから削除されていきます。

• maxAmount - 削除されたサマリーの最大数

• waitForLockTimeout - このフローがロックを再取得しようとするまで待機する秒単位の最
大値

ホスト、ポート、プロトコル、ユーザー名、および HPE OO Central のパスワードも、このフ
ローにインプットされます。

図 10 パージされたサンプルの実行結果サマリー

パージされた監査レコード

この手順では、以下のデータベーステーブルをトリミングします。

• OO_AUDIT
このフローを供給する重要なインプットは、次のとおりです。

• lastXDays - この数日前のデータから削除されていきます。

• maxAmount - 削除するチャンクの最大サイズ。 最小値は 100 で、デフォルトは 1000 年
です。

• delayBetweenRequests - 削除のコール間でスリープ状態なる秒数
ホスト、ポート、プロトコル、ユーザー名、HPE OO Central のパスワードおよび
waitForLockTimeout も、このフローにインプットされます。

図 11 パージされたサンプルの実行結果

パージされたデバッグイベント

この手順では、以下のデータベーステーブルをトリミングします。

• OO_DEBUGGER_EVENTS
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図 12 パージされたサンプルのデバック結果

パージパラメーターのカスタマイズ

手順 193 デフォルトのパージ設定をアップデートする
1. HPE OO Central にログインします。
2. 左側のナビゲーションメニューから、Run Management を選択します。
3. Scheduler タブを選択します。
4. アップデートするスケジュールをチェックしてから、[edit] アイコンをクリックしてくだ
さい。

5. 左側のパネルでスケジュール パラメーターをアップデートし、右側のパネルでフローのパ
ラメーターをアップデートします。

6. Save をクリックします。

MySQL ログファイルの管理
MySQL ログは、デフォルトで 7 日間保存されます。 これらのファイルはクラスタリングに必
要であるため、少なくとも 2 日間保持することをお勧めします。
手順 194 ログの有効期限を変更する
1. stack の認証情報を使用して、最初の Enterprise アプライアンス
（<cloud.host-prefix>-ccp-ea-m1-<network>）にログインします。

2. root ユーザーに切り替えます。
sudo su

3. /etc/mysql/my.cnf 内のexpire_logs_days 設定を新しい値に編集します。
4. ファイルを保存して終了します。

5. 2 番目と 3 番目の Enterprise アプライアンスのトリオで、この手順を繰り返します。
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A HPE nsight Control サーバープロビジョニングでのカ
スタムビルドプランの作成

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。

手順 195 カスタムビルドプランを作成する
1. HPE 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。
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。
6. Kickstart ファイルに以下の行を追加します。 これらの行は、図 13 (264 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 以上で使用できます。
## IC4VC 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 13 スクリプトの例

7. [OK] をクリックして、アップデートした Kickstart 構成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。

注記: 次の例は、ESXi 5.1 を示します。 ただし Helion CloudSystem でサポートされて
いる ESXi のすべてのバージョンのビルドプランを選択することができます。

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。
有効な名前はプレフィックス CS10 -で始まる必要があります。

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 画面が開きます。

12. ESXi 5.1 Kickstart Config File 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] 画面が開きます。
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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 構成ファイ
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
を作成できるようになります。
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B Helion CloudSystem 操作のための、VMware vCenter
ユーザーに与えられる最低限の特権

VCenter を Helion CloudSystem に接続し、ESXi コンピュートクラスターをプロビジョニング
するとき、vCenter のユーザーを指定します。 このユーザーアカウントが無制限の特権を
vCenter で有するか、または他のデータセンター管理者機能の実行にも使用した場合、データ
センターにセキュリティリスクの可能性があります。

Helion CloudSystem は、Helion CloudSystem の基本的な操作を行うために必要な権限をテス
トします。 以下のリストには、ユーザーまたは Helion CloudSystem が使用する vCenter にお
けるユーザーまたはロールに必要な最小限の特権が含まれています。

詳細情報

VMware vSphere 5.5 Documentation Center：ロールとパーミッションのためのベストプラ
クティス
VMware vSphere 5.5 ドキュメントセンター：定義された特権
VCenter のロールまたはユーザーに必要な最小限のパーミッション

• データストア

領域の割り当て◦
◦ ブラウズデータストア

◦ 低レベルファイルの操作

• 分散スイッチ

作成◦
◦ 削除

◦ ホスト操作

◦ 変更

• フォルダー

フォルダーの作成◦
◦ フォルダーの削除

◦ フォルダーの名前変更

• ホスト

構成◦
– ネットワーク構成

• インベントリ

クラスターの変更◦
• ローカル操作

仮想マシンの作成◦
◦ 仮想マシンの削除

◦ 仮想マシンの設定
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• ネットワーク

ネットワークの割当◦
◦ 構成

• リソース

リソースプールに仮想マシンを割り当てる◦
• 仮想マシン

構成◦
– 既存ディスクの追加

– ニューディスクの追加

– デバイスの追加と削除

– アドバンスト

– CPU 数の変更
– 仮想ディスクの拡張

– メモリ

– デバイス設定の変更

– ディスクの取り除き

– アノテーションの設定

– [設定]

◦ ゲスト操作

ゲストの操作のエイリアスの変更–
– ゲストの操作のエイリアスのクエリ

– ゲストの操作の変更

– ゲストの操作プログラムの実行

– ゲストの操作のクエリ

◦ 相互作用

コンソールの相互作用–
– 電源オン

– 電源オフ

◦ インベントリ

既存からの作成–
– 新規作成

– 記録者

– 削除

– 登録解除

◦ プロビジョニング

– クローンテンプレート

– クローン仮想マシン

– 仮想マシンのテンプレートの作成

– テンプレートの展開
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– テンプレートとしてマークする

– 仮想マシンとしてマークする

• dvPort グループ

作成◦
◦ 削除

◦ 変更

◦ ポリシー操作

• vApp

◦ 仮想マシンの追加

◦ インポート
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C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を受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
http://www.hpe.com/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポー
トセンターの Web サイトに移動します。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• 増設した製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

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
購入された Helion CloudSystem 製品には、1 年間年中無休の 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、HPE OneView 付きの HPE Helion CloudSystem
製品あるいは、集中システムからオーダーされた製品には、3 年間年中無休のソフトウェア 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ます。 このサービスは、ソフトウェア
の実装および操作に関する問題を解決するための支援情報についての HPE 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。HPE から、電子形式のデータとして入手することも、物理的なメディアとして
入手することもできます。 電子ライセンスの使用権を購入した場合、電子アップデートのみが
利用できます。

このサービスで、Helion CloudSystem 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。 詳しくは、次の Web サイトを参照し
てください。

http://www.hpe.com/services/insight-ja

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

『License Entitlement Certificate』を持っている場合は、オンラインでのライセンス証明書/キー
の発行手続きの際に、このサービスに登録されます。

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

登録後、サービスの窓口の電話番号と SAID（Service Agreement Identifier）を含むサービス契
約書がメールで送付されます。 テクニカル サポートに連絡する場合は、SAID が必要です。
SAID を使用して、HPE サポートセンター www.hpe.com/support/hpesc で、オンラインでの
契約内容の確認が可能です。
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コンサルティングおよびインストールサービス
HPE Helion CloudSystem インフラストラクチャを正しく展開し、操作していただくために、
HPE はさまざまな種類のコンサルティング、インストール、およびサポートサービスを提供し
ています。 詳細については、https://www.hpe.com/us/en/services/consulting/cloud.html
にアクセスしてください。

HPE Datacenter Care for Cloud
HPE Helion Professional Services ポートフォリオの一部である、HPE Datacenter Care for HPE
Cloud は、フレキシブルな関係を提供します。その 1 つとしてお客様の Helion CloudSystem
ハードウェアとソフトウェアのオペレーティング環境をサポートします。 詳しくは、http://
www.hpe.com/info/ilo にアクセスしてください。

管理セキュリティ
HPE は、そのすべての管理ソフトウェアの品質とセキュリティへのそのアプローチでプロアク
ティブです。 http://www.hpe.com/support/e-updates で最新のダウンロード可能なセキュリ
ティアップ デートにサインアップします。

ディスカッションへの参加
HPE サポートセンター www.hpe.com/support/hpesc は HPE カスタマー向けのコミュニティ
ベースのユーザーサポートフォーラムで、HPE 製品に関する情報交換のために利用できます。

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップ
デートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。 製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [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

◦ ソフトウェアおよびドライバーダウンロードページ

HPE サポートセンターは、ご使用の HPE Helion CloudSystem 製品の最新のソフト
ウェアおよびドライバーを提供します。 Helion CloudSystem Enterprise カスタマー
向けの HPE Live ネットワーク https://hpln.hpe.com 経由で、より多くのコンテンツ
が提供されます。

◦ ProLiant リリースのサポートパック
最新の SPP は http://www.hpe.com/info/spp/download で入手できます。 リリース
の事前通知を受信するには、www.hpe.com/support/e-updates にサインアップしま
す。

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリ
ンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information
on Access to Support Materials] ページに移動します。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターからアクセスするときに製品の資格が必要になる場合があります。 関連する資格を
使って HPE パスポートをセットアップしておく必要があります。
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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 Support Center

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/サポートのアラート

http://www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

https://hpln.hpe.comHPE Live Network

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）のス
トレージ互換性マトリックス

http://www.hpe.com/storage/whitepapersストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

米国内の場合は、「U.S. partner and store locator」の
Web サイトを参照してください。

Hewlett Packard Enterprise 製品販売店の場所

http://www.hpe.com/support/service_locator
他の地域では、Contact Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトを参照してください。
www.hpe.com/contact

http://www.hpe.com/services/dccloudHPE Datacenter Care for Cloud

参考ドキュメント
HPE CSA および Operations Orchestration（OO）などの、Helion CloudSystem のマニュアル
とホワイトペーパーの最新バージョンは、Enterprise Information Library（http://www.hp.com/
go/CloudSystem/docs ）からダウンロードできます。

HPE Helion CloudSystem のドキュメント
ドキュメント

• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 管理者ガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 コマンドラインインターフェイスガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 ESXi インストールガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプランニングガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 リリースノート』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 サポートマトリックス』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 トラブルシューティングガイド』
Helion CloudSystem オペレーションコンソールのオンラインヘルプは、コンソールのユーザー
インターフェイスのヘルプ制御ボタン（クォーテーションマークのシンボル）をクリックする
と利用できます。
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HPE Helion OpenStack のドキュメント
以下の製品に関する情報を含む、HPE Helion OpenStack 情報の最新バージョンは『HPE Helion
Documentation』（http://docs.hpcloud.com で参照できます。
• HPE Helion OpenStack
• HPE Helion Eucalyptus

HPE Insight Management ドキュメント
HPE Matrix Operating Environment のマニュアル、ホワイトペーパー、および『HPE Insight
Management サポートマトリックス』の最新バージョンは、以下のドキュメントなども含め、
Enterprise Information Library（ http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）からダウンロード
できます。

• 『HPE Matrix Operating Environment リリースノート』
• 『HPE Insight Management サポートマトリックス』
• 『HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザー
ガイド』

• 『HPE CloudSystem Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用したクラ
ウドバースティング』

サードパーティのドキュメント

OpenStack

• Liberty リリース用の OpenStack ドキュメント
例外事項（インストール情報など）がほとんどないため、OpenStack ドキュメントは、
OpenStack ドキュメント Web サイトに最新のリリースストリームを表示するように常に
設定されます。

◦ 『Cloud Administrator Guide』

◦ 『Virtual Machine Image Guide』

◦ 『API Quick Start』

◦ 『Admin User Guide』

◦ 『End User Guide』

◦ コマンドリファレンス

– Keystone コマンド
– Glance コマンド
– Neutron コマンド
– Nova コマンド
– Cinder コマンド

VMware

• VMware vSphere のドキュメント
Microsoft

• Microsoft Windows Server のドキュメント
• Microsoft Hyper-V のドキュメント
Red Hat

• Red Hat Enterprise Linux 7 のドキュメント
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HPE 3PAR StoreServ のドキュメント
次のドキュメントを含む最新バージョンの 3PAR StoreServ Storage マニュアルは、Enterprise
Information Library のトップにある [Storage] タブからダウンロードできます。
次のドキュメントを含む 3PAR StoreServ Storage のマニュアルは、Hewlett Packard Enterprise
サポートセンターからダウンロードすることもできます。

• 『HPE 3PAR StoreServ Storage Concepts Guide』
• 『HPE 3PAR StoreServ Storage Troubleshooting Guide』

HPE VSA StoreVirtual のドキュメント
次のドキュメントを含む最新バージョンの VSA StoreVirtual Storage マニュアルは、Enterprise
Information Library のトップにある [Storage] タブからダウンロードできます。
次のドキュメントを含む VSA StoreVirtual Storage のマニュアルは、Hewlett Packard Enterprise
サポートセンターからダウンロードすることもできます。

• 『HPE StoreVirtual Storage ユーザーガイド』

HPE ProLiant サーバーのドキュメント
• 『HPE Integrated Lights-Out QuickSpecs』には、サポート情報が掲載されています。次に
示す QuickSpecs の Web サイトで入手できます。
http://www.hp.com/go/qs

• ProLiant サーバー情報:

ProLiant BL BladeSystem サーバー：
http://www.hpe.com/info/blades-ja

◦

◦ ProLiant DL、ML、および SL サーバー：
http://www.hpe.com/info/rackservers

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。 CSR 部品を交換しなければならない場合、お客
様のご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。 一部の部品は CSR の対象になり
ません。 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。

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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#!/bin/bash
# Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
#
# Confidential computer software. Valid license from HPE required for
# possession, use or copying. Consistent with FAR 12.211 and 12.212,
# Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical
# Data for Commercial Items are licensed to the U.S. Government under vendor's
# standard commercial license.

#
# This script retrieves the server's public TLS certificate from one external 
# Helion CloudSystem Foundation provider and imports it into the HPE CSA 
# certificate keystore. 
#
# Run this script for each external Helion CloudSystem Foundation provider or 
# other resource provider you are configuring with HPE CSA.  The script will
# automatically update each Enterprise Appliance node in this Helion CloudSystem.
#
# To run this script, execute the following commands on the Deployer appliance:
#
# chmod +x provider-cert-load.sh
# bash provider-cert-load.sh <keystore alias for provider cert> <Provider host:port>
#
# where:
#
# <keystore alias> is a short alias, with no spaces, used to keep track of
# the certificate in the Java keystores used by HPE CSA. Example: test-provider
#
# <Provider host:port> is the FQDN host name or IP address and port that will be used
# to connect to the provider. No protocol is needed. Example: 10.0.0.0:5000
#

# Example values to show format:
PROVIDER_URL="10.0.0.0:5000"
ALIAS="test-provider"

if [[ $# -eq 2 ]];
then
  ALIAS=$1
  PROVIDER_URL=$2
else
  echo
  echo "ERROR: 2 parameters required"
  echo "bash provider-cert-load.sh <keystore alias for provider cert> <Provider host:port>"
  echo
  echo "NOTE: Be sure to record the alias for future use if a certificate needs to be revoked."
  exit 1
fi

CSA_STORE="/usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts"
OO_STORE="/home/hp-oo/central/var/security/client.truststore"


echo "Gather the public server certificate for the provider"

#set -x
openssl s_client -showcerts -connect ${PROVIDER_URL}  </dev/null 2>/dev/null|openssl x509 -outform PEM >provider-${ALIAS}.pem

for eanode in `ansible "*-ea-*" --list-hosts`;
do
  echo "Send the cert over to the EA ${eanode} appliance"

  scp provider-${ALIAS}.pem stack@${eanode}:/home/stack/provider-${ALIAS}.pem

  echo
  echo "Import the cert on EA ${eanode}"
  echo "If import fails due to alias already existing, check you entered the right alias and if updating run these commands first"
  echo "/usr/local/hpe/csa/openjre/bin/keytool -delete -alias ${ALIAS} -keystore ${CSA_STORE} -storepass changeit 1> /dev/null || true"
  echo "/usr/local/hpe/csa/openjre/bin/keytool -delete -alias ${ALIAS} -keystore ${OO_STORE} -storepass changeit 1> /dev/null || true"
  echo

  ssh stack@${eanode} "sudo /usr/local/hpe/csa/openjre/bin/keytool -noprompt -import -trustcacerts -alias ${ALIAS} -keystore ${CSA_STORE} -storepass changeit -file /home/stack/provider-${ALIAS}.pem"
  ssh stack@${eanode} "sudo /usr/local/hpe/csa/openjre/bin/keytool -noprompt -import -trustcacerts -alias ${ALIAS} -keystore ${OO_STORE} -storepass changeit -file /home/stack/provider-${ALIAS}.pem"
done

# Cleanup .pem file, not needed on deployer
rm provider-${ALIAS}.pem

echo "Certificate import finished"


#!/usr/bin/python
# Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
#
# Confidential computer software. Valid license from HPE required for
# possession, use or copying. Consistent with FAR 12.211 and 12.212,
# Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical
# Data for Commercial Items are licensed to the U.S. Government under vendor's
# standard commercial license.

"""
This script gets the mac-addresses and bus-addresses
for all interfaces on a RHEL KVM or HPE Linux compute host.

For HPE Linux compute hosts, ethtool is not installed by default.
Before running this script, install ethtool by entering:
sudo apt-get install ethtool

To run this script, simply save it anywhere on your compute host 
and give it executable permissions. 

For example, if you save your script as 'get-bus-mac-info.sh', 
then execute these two commands:

chmod +x get-bus-mac-info.sh
./getbusmacinfo.sh

"""

from subprocess import Popen, PIPE, check_output
import json

ipaddrout = check_output(["ip","addr"])

interfaces = {}
for everyline in ipaddrout.splitlines():
    mac_adress = None
    bus_address = None
    everyline = everyline.strip()
    if everyline[0].isdigit() and everyline[1] == ":":
        logical_name = everyline.split()[1]
        logical_name = logical_name.translate(None, ":")
        ethtoolout = None
        process = Popen(["sudo", "ethtool","-i", logical_name], stdout=PIPE, stderr=PIPE)
        ethtoolout, ethtoolerror = process.communicate()
        if "Cannot get driver information" in ethtoolerror:
            continue
        interfaces[logical_name] = {}
        for ethlines in ethtoolout.splitlines():
            if ethlines.startswith("bus-info"):
                bus_address = ethlines.split()[1].strip()
                interfaces[logical_name]["bus-address"] = bus_address
                break
    elif everyline.startswith("link/ether"):
        mac_address = everyline.split()[1]
        if logical_name in interfaces:
            interfaces[logical_name]["mac-address"] = mac_address

print json.dumps(interfaces, sort_keys=True, indent=4)

