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このドキュメントについて
ユーザーガイド
HPE Systems Insight Manager では、管理機能の理解に役立てていただくために、このユーザーガイドを提供
します。

HPE SIM ユーザーガイドのレイアウト
•

イントロダクション HPE SIM の機能、基本コンセプト、およびグラフィカルユーザーインターフェイス
（GUI）の使用について説明します。
• HPE SIM のセットアップ HPE SIM が管理するシステムの要件、認証情報、検出、自動イベント処理、お
よびユーザーと認証といったテーマで、HPE SIM のセットアップ方法を説明します。
• HPE SIM の基本機能 HPE SIM システム、クラスター、およびイベントの監視、基本的な検索と高度な検
索の実行、システムプロパティの編集、基本的なレポート機能など、HPE SIM の基本機能について説明し
ます。
• HPE SIM の高度な機能 収集を使用した管理、高度なレポート機能、カスタムツールの作成など、HPE SIM
の高度な機能について説明します。
HPE SIM のサポート情報および参考資料へのアクセス方法の説明については、サポートと他のリソースを参
照してください。
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このドキュメントについて

製品の概要
HPE SIM の機能
•
•
•

自動検出: ネットワークに接続されているシステムを自動で検出および識別します。検出フィルターを使
用することにより、不必要なシステムタイプの検出を避けることができます。
ヘルス監視 色分けされたステータスアイコンで、システムの稼動状況を一目で確認でき、正常でないコン
ポーネントがある場合、掘り下げて故障したコンポーネントを迅速に見つけることができます。
障害管理とイベント処理: HPE SIM は、実際のコンポーネント障害警告、または発生しようとしているコ
ンポーネント障害警告の障害予測通知を提供します。自動イベント処理では、メール、ポケベルを通じて
適切なユーザーに障害を通知するためのアクションの設定ができ、またスクリプトの自動実行やイベント
をエンタープライズプラットフォーム（HPE Operations Orchestration または HPE Network Node
Manager）に転送することができます。
注記:
Windows ベースの中央管理サーバー（CMS）にのみポケベルのサポートがあります。

•

HPE SIM の静止: 重要度のボタンを使用すると、HP SIM を静止するとき、タスクを取り消すことなく完了
するように出来ます。
コマンド：
mxquiesce -u [ユーザー名] -p [パスワード]

•

•

•
•
•

mxunquiesce -u [ユーザー名] -p [パスワード]
インベントリ: 総合的なシステムデータ収集を実行し、ユーザーが管理対象システムの詳細インベントリレ
ポートを迅速に作成できるようにします。レポートは複数の形式で保存できるため、よく使われているレ
ポーティングパッケージに簡単に組み入れることができます。
一貫性のあるマルチシステム管理: HPE SIM では、CMS 上でコマンドを 1 回実行するだけで、複数のシス
テムまたはノード上でタスクを起動できます。この機能によって、各システムでそれぞれ操作する煩わし
さがなくなります。
役割ベースのセキュリティ: 選択したシステムでユーザーが実行できる管理操作をシステム管理者が細か
く制御できるので、管理責任を効果的に委任できます。
2 つのユーザーインターフェイス: HPE SIM では、ブラウザーベースの GUI またはコマンドラインインタ
ーフェイス（CLI）を選択できるため、HPE SIM を既存の管理プロセスに組み込めます。
カスタマイズされたツール: 既成またはカスタムのコマンドラインおよび Web ベースのアプリケーション
やスクリプトを HPE ユーザーインターフェイスに、簡単な XML（Extensible Markup Language）ドキュ
メントを使って統合化できます。

基本コンセプト
検出と識別
HPE SIM は、SNMP/SNMPv3（Simple Network Management Protocol）、WMI（Windows Management
Instrumentation）、WBEM、SSH（Secure Shell）、SSL（Secure Sockets Layer）、HTTP/HTTPS、WS-MAN
などの管理プロトコルからの情報を使用してネットワークに接続されたシステムを自動的に検出および識別
できます。検出タスクを作成すると、検出を特定のネットワークセグメントや IP アドレス範囲に限定するこ
とや、各タスクの実行頻度の制御が可能になります。検出フィルターを使用することにより、不必要なシステ
ムタイプの検出を避けることができます。

製品の概要
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注記:
HPE SIM は、管理対象システムとの通信に、WBEM/WMI、SNMP、SNMPv3、HTTP/HTTPS、SSH、
WS-MAN など複数の管理プロトコルを使用します。これらのプロトコルは、すべて root/administrator
以外のユーザーからデータにアクセスするように設定できます。Linux システムで、検出の際に使用さ
れるプロトコルの 1 つが SSH です。検出では、HPE SIM はリモートの Linux システムに対して/usr/
sbin/dmidecode コマンドを実行して特定の情報を取得します。このコマンドはスーパーユーザーの
権限を必要とするため、HPE SIM は root 認証情報を要求します。このため、SSH プロトコルを使用し
て Linux システムを検出するには、検出、システム、またはグローバル認証情報の一部として、必ず、
root の認証情報を入力してください。

インベントリ
データ収集は、レポートの作成や、ユーザーインターフェイスのさまざまなフィールドに埋め込むために使用
できるデータを収集します。HPE SIM は、システムタイプやサブタイプ、サポートされるプロトコル、使用
可能なメモリなど、さまざまな情報を収集します。一方では、最新のデータだけを維持して、レポート機能を
実行したり、スナップショット比較を使用して異なるシステムを比較したりすることができます。また、長期
にわたって収集したすべてのデータを保存し、スナップショット比較を使用して単一のシステムの傾向を調べ
ることができます。

ステータス情報
ステータスリスト列では、管理対象システムのさまざまな側面に焦点を当て、次のステータスアイコンを使用
してステータスが表示されます。たとえば、MP 列には、システムに管理プロセッサーボードが取り付けられ
ている場合に、管理プロセッサーのステータスアイコンが表示されます。

表 1 : ステータスタイプ
ステータスアイコン

ステータスタイプ
クリティカル
メジャー
警告
正常
無効
不明
情報

レポート
HPE SIM では、総合的なシステムデータ収集が実行され、ユーザーが管理対象システムの詳細インベントリ
レポートを迅速に作成できます。レポートは、HTML（Hyper Text Markup Language）、XML、または CSV
（Comma Separated Value）フォーマットで生成できます。スケジュールに基づいて、拡張レポートを自動的
に生成してメールで送信できます。収集されるデータのタイプは、インストールされている管理ソフトウェア
（SNMP エージェントまたは WBEM/WMI プロバイダー）によって異なります。
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自動イベント処理
自動イベント処理の設定では、イベントが受信されるときに HPE SIM が実行するアクションを定義できま
す。これらのアクションには、プログラムまたはスクリプトの実行、別の管理システムへのイベントの転送、
イベントの確認、メールまたはポケベルでのユーザーへの通知が含まれます。

ツールとタスク
ツールとは、HPE SIM の GUI または CLI から管理対象システムに対して実行するアクションのことです。
HPE SIM には多くのツールが付属していますが、独自のカスタムツールを追加することもできます。タスク
とは、実行中のツールのインスタンスです。タスクを作成するには、ターゲットシステム（タスクの対象にな
るシステムまたはイベント）を選択して、HPE SIM メニューからツールを選びます。タスクはすぐに実行す
ることもスケジュールすることもできます。タスクの結果は、タスク＆ログ > タスク結果の表示を選択して
表示できます。
ツールは、HPE SIM メニューから実行できます。また、HPE SIM 内の多くのページから利用できるクイック
起動リストに追加することもできます。

構成情報収集
収集とは、情報表示のためやツールのターゲットの指定の手段として使用できるシステムおよびイベントのグ
ループです。収集は、システムおよびイベント収集パネルのカスタマイズリンクを介して作成できます。収集
に含める具体的なシステムを選択するかまたは収集に含める条件にする属性を指定してください。作成され
た収集は、システムおよびイベント収集パネルに表示されるようになり、すぐにアクセスできます。共有され
ている収集は、HPE SIM にログインするすべてのユーザーが表示できます。一方、プライベート収集を表示
できるのは、その収集を作成したユーザーだけです。
イベント収集とシステム収集を 1 つにまとめて、別々に使用したり一緒に使用したりすることができます。た
とえば、セキュリティイベントという収集を定義しておくと、すべてのサーバーでのセキュリティイベントま
たは財務サーバーでのセキュリティイベントなど、任意のシステム収集で発生したセキュリティイベントを簡
単に参照できます。
逆に、システム収集を選択して、その収集に含まれるシステムで発生した一連のイベントを表示することもで
きます。たとえば、財務サーバーを選択しておくと、すべてのイベント、サインインイベント、セキュリティ
イベントなどのイベント収集を、財務サーバーシステム収集のシステムで発生したものだけに絞って参照する
といった操作も簡単にできます。

ユーザーと認証
HPE SIM では、どのユーザーが、どのシステムで、どの管理操作を実行できるかを、システム管理者が細か
く制御できるので、管理責任を効果的に委任できます。

ネストされたユーザーグループ
ネストされたユーザーグループは、Windows Active Directory 上のコンセプトです。ユーザー/ユーザーグルー
プが 1 つまたは多くのユーザーグループに所属することがあります。このため、ユーザーやユーザーグループ
間の階層的な関係が生まれます。
Windows では、ネストされたグループのセキュリティをサポートするために、CMS、ユーザー、およびユー
ザーグループが Active Directory 内部に存在する必要があります。ユーザーグループのメンバー（ユーザーお
よびユーザーグループ）は、その親グループの動作（認証および権限付与に関わる権利）を継承します。この
ため、あるユーザーが権利が異なる別々の 2 つのユーザーグループのメンバーでそのうちの 1 つが別のユー
ザーグループのメンバーである場合、そのユーザーは 3 つのすべてのユーザーグループの和集合の結果に当た
る権利を継承します。
ユーザーが複数のユーザーグループのメンバーである場合は、そのすべてのユーザーグループの IP ログイン
制限が組み合わされそのユーザーに適用されます。ユーザーの現在のグループの IP ログイン制限ですべての
ユーザーグループの IP ログイン制限をオーバーライドするには、ユーザーの権限付与ページで最優先の IP ロ
グイン包括/除外範囲を選択します。

自動イベント処理
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サインインおよびグラフィカルユーザーインターフェイスの使用
HPE SIM は、ブラウザーベースの GUI を備えています。以下では、サポートされているブラウザーを示しま
す。
•

Windows の場合：

•

◦ Microsoft Internet Explorer 11
◦ Microsoft Internet Explorer 10
◦ Microsoft Internet Explorer 9
◦ Firefox Extended Support Release 45.0 以降
◦ Mozilla Firefox Extended Support Release 38.0
◦ IE タブ拡張付き Google Chrome 40
◦ IE タブ拡張付き Google Chrome 43
◦ IE タブ拡張付き Google Chrome 47
◦ IE タブ拡張付き Google Chrome 50.x
HP-UX の場合：

•

◦ Firefox 3.5.09.00 以降
◦ Firefox 2.0.0.19.02
Linux の場合：
Firefox Extended Support Release 45.0
注記:
ブラウザーの設定：
•

•

HPE SIM が正常に機能するには、すべての Windows Internet Explorer ブラウザーで、TLS（Transport
Layer Security）1.0、1.1、または 1.2 ブラウザーセキュリティオプションを有効にする必要があり、
これにより SSL 接続で強力な暗号だけが許可されるようになります。
Firefox で自動サインインを使用するには、自動サインインを行うサイトのリストを Firefox で設定す
る必要があります。詳しくは、HPE SIM オンラインヘルプの初期セットアップのセクションを参照
してください。

ユーザー/システム認証情報
•
•
•

セキュリティを確保しセキュリティへの脅威を避けるために、HPE SIM では、空白パスワードやスペース
だけで構成されるパスワードは許可されません。
ユーザー/システムパスワードにスペースを含めることはできますが、先頭や末尾にはスペースを置かない
でください。
システムの認証情報が変更されるたびに、HPE SIM が必ず正しい認証情報を使用するように、HPE SIM で
更新する必要があります。システム認証情報が更新されていないと、システムからロックされているユー
ザーを避けるために、HPE SIM は毎日の検出/識別やスケジュールされた他のタスクで古い証明書を使用し
ます。

Internet Explorer および Firefox でのセキュリティアラート
HPE SIM の Web サーバーは自己署名の SSL 証明書（他の設定が行われていない場合）を使用するため、CMS
にアクセスする際はブラウザーの警告が表示されます。Firefox は、信頼できない接続という警告を表示しま
す。Internet Explorer は、証明書エラーを警告します。どちらのブラウザーでも、閲覧を続行できますが、こ
れらの警告が繰り返し表示されるのを防ぐための処置を行うことができます。この問題は、HPE SIM、HPE
SMH、Integrated Lights-Out（iLO）、ProLiant Onboard Administrator などアクセスするすべての Web サーバ
ーに当てはまります。
Firefox では信頼できない接続警告を受け取るたびに、恒久的セキュリティ例外を追加して、そのホストにつ
いて警告が再び表示されないようにする必要があります。なお、たとえば、1 つのシステムに 3 つの異なる方
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法（短いホスト名、完全修飾ドメインネームサービス（FQDN）、および IP アドレス）を使用してアクセスす
る場合は、3 つのセキュリティ例外を追加する必要があります。
Internet Explorer では、SSL 証明書を信頼されたルート証明機関証明書ストアにインストールする必要があり
ますが、証明書の細目が一致しない場合（たとえば、証明書には完全修飾ホスト名が記載されているのに短い
ホスト名でアクセスした場合など）は、デフォルトで引き続き警告が表示されます 名前が一致しない場合に
証明書のエラーを回避するには、Internet Explorer > ツール > インターネットオプション > 詳細設定 > セキ
ュリティ > 証明書のアドレスの不一致について警告するの設定をオフにする必要があります。
Internet Explorer に SSL 証明書をインストールしない場合は、HPE SIM で表示される各ポップアップウィン
ドウにこれらの警告が表示されます。

自動サインイン
デスクトップへのログインに使用したアカウントで HPE SIM にサインインして、HPE SIM のサインインペー
ジをバイパスすることができます。ユーザーグループが HPE SIM 用に設定されている場合、そのグループの
メンバーシップが受け入れられ、手動でサインインする場合と同じように処理されます。

CMS の設定
•
•
•

HPE SIM が、Windows ドメインのメンバーである Windows CMS で実行されていなければなりません。
アクセスに使用するシステムが、同じドメインのメンバーでなければなりません。
HPE SIM のサービスアカウントがドメインアカウントでなければなりません。ローカルアカウントは使
用できません。
CMS は、ドメイン内で SPN（サービスプリンシパル名）を使用して登録する必要があります。この設定
には、ドメイン管理者が必要です。ドメイン管理者は、ドメインのメンバーになっている任意のシステム
から Windows Support Tools の setspn.exe ユーティリティを実行できます。例：
setspn -a HTTP/<cms_fqdn> <sim_service_account>
ここで「HTTP」はすべての大文字で表記します。<cms_fqdn>は、CMS の FQDN、<sim_service_account>
は、HPE SIM サービスの実行に使用しているドメインアカウントです。
重要:
SPN が複数回登録されている場合、自動サインインは失敗します。HPE SIM サービスアカウントの
名前を変更する場合は、まず、古いサービスアカウント名に関連付けられている SPN（サービスプ
リンシパル名）を削除し、その後、新しいサービスアカウント名を次のように登録します。
setspn -d HTTP/<CMS の FQDN> <古い SIM サービスアカウント>
setspn -a HTTP/<CMS の FQDN> <新しい SIM サービスアカウント>
注記:
自動サインインを使用する場合は、HPE SIM サービスアカウントとしてローカルアカウントは使用
できません。

•

自動サインイン機能は、HPE SIM の globalsettings.props ファイルで有効にする必要があります。
機能を有効にするために、mxglobalsettings コマンドを使用するか、またはファイルを直接修正でき
ます。AutomaticSignIn プロパティの値を「1」に指定してください。HPE SIM の再起動は不要です。

ブラウザーの設定
手順
1. サポートされるブラウザーは、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、および Internet Explorer 11 で
す。

自動サインイン
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注記:
Internet Explorer 8 は、サポートされていません。
2. アクセスに使うシステムは、リモートシステムでなければなりません。CMS からローカルでアクセスして
も、自動サインインは行われません。
3. アクセスに使うシステムと CMS は、同じ Windows ドメインのメンバーでなければなりません。
4. アクセスに使うシステムには、ユーザーが HPE SIM でユーザーアカウントとして設定されているドメイン
アカウントかまたは HPE SIM で設定されたユーザーグループのメンバーにあたるドメインアカウントを
使用してログインする必要があります。
5. ブラウザーと CMS の間にプロキシサーバーが存在してはなりません。ブラウザーでプロキシバイパスリ
ストを使用するか、またはプロキシは使用しないようにしてください。
6. ブラウザーが、自動サインインをサポートするように設定されていなければなりません。
7. アクセスに使うリモートマシンは、Adobe 22 を使用する必要があります。
Internet Explorer でのブラウザーの設定
a. Internet Explorer では、ツール > インターネットオプション > 詳細設定タブの下の統合 Windows 認証
を使用するをチェックします。
b. CMS は、イントラネットまたは信頼済みサイトゾーンに存在する必要があります。この設定は、ツー
ル > インターネットオプション > セキュリティタブで指定できます。
c.（省略可能）CMS が Internet Explorer のイントラネットゾーンにある場合は、イントラネットゾーンで
のみ自動的にログオンするを選択します。
d.（省略可能）CMS が Internet Explorer の信頼済みサイトゾーンにある場合は、現在のユーザー名とパス
ワードで自動的にログオンするを選択します。
Firefox でのブラウザーの設定
Firefox は、自動サインインを実行できるサイトのリスト（例：CMS）を使用して設定する必要がありま
す。また、ローカルイントラネットサイトに制限する必要があります。このリストは、Firefox のアドレス
バーに about:config と入力することで設定できます。設定名のリストで、network.negotiateauth.trusted-uris を選択し、ダブルクリックするかまたは右クリックして値を変更を選択します。ここで、
URL のカンマ区切りのリストまたはドメインを指定できます。HPE SIM へのアクセスに使用する URL の
リストを入力してください。たとえば、https://cms_fqdn と入力します。ここで、cms_fqdn は CMS
の FQDN です。

動作
自動サインインが発生すると、中間的なサインインページが表示されます。このページでキャンセルをクリッ
クすると、手動サインインのページが表示されます。予想外のネットワークエラーやドメインエラーが発生し
た場合は、このページで自動サインインをキャンセルすることができます。ブラウザー設定のエラーが検出さ
れると、自動サインインはキャンセルされ、設定エラーの表示とともに手動サインインのページが表示されま
す。
自動サインイン中に発生した障害は、標準的なサインイン障害として、監査ログとイベントログの両方に記録
されます。自動サインインが試みられない場合、障害が検出されることも HPE SIM によってログに記録され
ることもありません。
自動サインインが設定されている場合でも、HPE SIM に手動でサインインすることができます。
•
•
•
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自動サインインが失敗し、手動サインインページが表示される場合：この状態は、ユーザーが HPE SIM ア
カウントではないアカウントでオペレーティングシステムにログインする場合に発生します。
自動サインインを試みていない場合：この状態はブラウザーが自動サインイン用に正しく設定されていな
いか、HPE SIM で機能が無効になっている場合に発生します。
HPE SIM からサインアウトをクリックした場合：これにより、あるユーザーアカウントを使用してオペレ
ーティングシステムにサインインしているユーザーが、別のユーザーアカウントを指定することができま
す。

HPE SIM ユーザーインターフェイスのガイド付きツアー

GUI は、次の 6 つの区域に分かれています。
1. バナーエリア：バナーにはホームページへのリンク、HPE SIM のサインアウトへのリンクがあり、現在サ
インイン中のユーザーが表示されます。バナーを最小化するには、右上隅の最小化アイコンをクリックし
ます。バナーを最大化するには、最大化アイコンをクリックします。
2. システムステータスパネル：このパネルは、未確認のイベントステータスおよびシステムヘルスステータ
ス情報を提供し、特定のイベントまたはステータスについては警告して知らせます。システムステータス
パネルは、環境に合わせてカスタマイズできます。このパネルを常に表示しておく必要がない場合は、パ
ネルの右上のマイナス記号（ ）をクリックします。パネルを展開するには、プラス記号（ ）をクリック
します。システムステータスパネルを折り畳んでいても、警告を受け取ると、パネルが展開され、警告が
表示されます。新しいウィンドウで開くアイコン（ ）をクリックして別の大きなウィンドウを表示し、パ
ネルのサイズを拡大できます。このウィンドウはサイズを変更できるため、HPE SIM 端末から離れた位置
からでも確認できます。
3. 検索パネル：検索の機能により、システム名や共通のシステム属性を基に検索できます。条件で選択して
一致した内容について、さらに高度な検索を実行することもできます。検索プロセスを高速化するために、
ユーザーが検索ボックスにシステム情報を入力すると、ドロップダウンリストが表示され、入力された文
字で始まるシステムのリストが表示されます。表示されるドロップダウンリストからシステムを選択する
ことも、続けて情報を入力することもできます。このパネルを常に表示しておく必要がない場合は、パネ
ルの右上のマイナス記号（ ）をクリックします。パネルを展開するには、パネルの右上のプラス記号
（ ）をクリックします。
4. システムおよびイベント収集パネル：システム収集とイベント収集により、ある特定の管理環境における
既知のシステムとイベントをすべて表示できます。収集は、プライベート（作成者だけが表示可能）また
は共有（すべてのユーザーが表示可能）に設定できます。すべてのデフォルト収集は、共有に設定されま
す。カスタマイズリンクをクリックして、収集を追加することもできます。オプションで、このエリアに
ヘルスステータスアイコンを表示するように収集を設定することができます。
5. HPE SIM メニュー：HPE SIM のメニューを使用して、ツール、ログ、ソフトウェアオプション、および
オンラインヘルプにアクセスできます。オプションメニューは、HPE SIM ソフトウェアを管理しているユ

HPE SIM ユーザーインターフェイスのガイド付きツアー
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ーザーを主に対象にしています。これらのツールを使用する権限がない場合は、特定のメニューを表示で
きない可能性があります。
6. HPE SIM 作業領域：作業領域は最新のリクエスト結果を表示します。ここには収集、ツール、レポートを
表示できます。ツールの中には、作業領域内に表示するのではなく、別のブラウザーウィンドウや X
Window 端末を起動するものもあります。この領域には、ユーザーが HPE SIM にサインインしたときに表
示されるホームページが含まれます。デフォルトでは、紹介ページがホームページです。紹介ページには、
HPE SIM に関する情報とヒント、および頻繁に使用する機能へのリンクが表示されます。別のページをホ
ームページとして表示するように HPE SIM をカスタマイズすることができます。
注記:
作業領域を最大化するには、ヘルプアイコンの横の最大化リンク（
を元のサイズに戻すには、元のサイズに戻すをクリックします。

）をクリックします。作業領域

ビューのカスタマイズ
HPE SIM の多くのページの右上には、カスタマイズリンクがあり使用できます。このリンクを使用して、ペ
ージの表示方法をカスタマイズしてください。
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ビューのカスタマイズ

HPE SIM のセットアップ
この項では、HPE SIM の設定について説明します。

HPE SIM のセットアップ
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管理対象システムのセットアップ
管理対象システムの設定には、必要な管理エージェントソフトウェアのインストール、および HPE SIM ソフ
トウェアとやり取りするためのサポートプロトコルの設定が含まれます。
HPE SIM での HPE Insight Remote Support の利用方法、システム要件、および製品サポートについて詳しく
は、Insight Remote Support のドキュメント（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）を参
照してください。

エージェントの設定および修復での Remote Support の設定
エージェントの設定および修復のリモートサポート機能を使用して、ProLiant Gen8/Gen9 サーバーを設定で
きます。
注記:
HPE Insight Remote Support 登録用の ProLiant Gen8 サーバーをセットアップするための前提条件は、
次に記載されています。HPE ProLiant サーバーおよび HPE BladeSystem c-Class エンクロージャー
用 HPE Insight Remote Support および Insight Online セットアップガイド HPE SIM を使用して
ProLiant Gen8/Gen9 サーバーを登録する前に、前提条件の手順が完了していることを確認します。
HP Insight Remote Support のクイックセットアップを選択し、サーバー設定を指定します。次のいずれか
のオプションを選択します。
•

このサーバーを HP に直接登録するを選択し、Gen8/Gen9 サーバーモデルを HPE Insight Online に直接登
録します。
HP パスポートの認証情報と Web プロキシ設定を入力すると、Gen8/Gen9 サーバーモデルを Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターに直接登録できます。
◦

HP パスポートのユーザー名：Hewlett Packard Enterprise サポートセンター Web ポータルで作成した
パスポートのユーザー名を入力します。HP パスポートのユーザー名は、Gen8/Gen9 サーバーが
Hewlett Packard Enterprise Support Center に接続するときに使用される Hewlett Packard Enterprise
サポートセンターのログインアカウントです。
重要:
ほとんどの場合、HP パスポートのユーザー ID は、HP パスポートの登録プロセス中に使用した
電子メールアドレスと同じです。Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでユーザー ID を
変更した場合は、必ず、電子メールアドレスではなくユーザー ID を入力してください。

◦
◦

◦
◦
◦
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HP パスポートのパスワード：HP パスポートのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力し
ます。
Web プロキシサーバー：Web プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。Web プ
ロキシサーバーは、Gen8/Gen9 サーバーが Hewlett Packard Enterprise 環境との通信で経由するサーバ
ーです。
Web プロキシポート：Web プロキシのポート番号を入力します。
Web プロキシユーザー名：Web プロキシのユーザー名を入力します。
Web プロキシパスワード：Web プロキシユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。

管理対象システムのセットアップ

重要:
HPE Insight Online でのサーバーの登録について詳しくは、HPE ProLiant サーバーおよび HPE
BladeSystem c-Class エンクロージャー用 HPE Insight Remote Support および Insight Online
セットアップガイドを参照してください。サーバーを直接 Hewlett Packard Enterprise に登録した
ら、http://www.hpe.com/info/insightonline-ja に移動し、HP パスポートアカウントを使用してログ
インし、登録プロセスを完了します。
•

ホスティングデバイスを集中化する HP Insight Remote Support を通してこのサーバーを登録するを選
択し、Insight Remote Support に接続します。Insight RS ホスティングデバイスのホスト名または IP アド
レス、およびポート番号を入力します。デフォルトポートは 7906 です。
注記:
中央のホスティングデバイスで Insight RS 7.x がインストールされ、構成されたことを確認します。
Insight RS 7.x をインストールして構成する方法について詳しくは、HPE Insight Remote Support イ
ンストール/コンフィギュレーションガイド（http://www.hpe.com/services/getconnected-ja）を参
照してください。

•

Remote Support からこのサーバーの登録を解除するを選択し、Insight Remote Support を無効にします。
サーバーが、HPE Insight Remote Support ホスティングデバイスに接続されている場合、HPE Insight
Remote Support GUI にログインし、同じ HPE Insight Remote Support クライアントを再登録するか再検
出する予定がない限り、デバイスを削除します。
注記:
サーバーの登録解除によりリモートサポート機能は無効になり、Insight Online から削除されます。

エージェントの設定および修復
コマンドを管理対象システムに対して実行できるようにするには、管理対象システムが HPE Systems Insight
Manager CMS にステータスを通知できなければなりません。CMS と通信できるように管理対象システムを
設定するには、一般的な設定と信頼関係の設定を行う必要があります。エージェントの設定および修復機能に
より、Windows、Linux、および HP-UX のエージェントを設定または修復できます。
バージョン 7.2 以降のエージェントがインストールされている場合、エージェントの設定および修復ツールを
使用すると、Simple Network Management Protocol 設定および HPE Systems Insight Manager とターゲット
システム間に存在する信頼関係を修復できます。7.1 以前のエージェントがインストールされている場合、タ
ーゲットシステム上の Web エージェントパスワードを更新することができます。
このツールは、ターゲットシステムにセキュリティとトラップコミュニティ名および信頼設定を追加します
が、既存の設定を上書きすることはありません。ターゲットシステム上の既存の設定を上書きするには、HPE
SIM のエージェント設定のレプリケート機能を使用してください。
エージェントの設定および修復ツールを使用して、Insight Management Advisor がインストールされた
Windows システムからテスト SNMP トラップを送信し、HPE WBEM プロバイダーがインストールされてい
る Windows および HP-UX システムから、テスト Web-Based Enterprise Management インディケーション
を送信できます。
HPE Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003、Windows Server 2008、または
Windows Server 2012 がインストールされた Windows システムの場合、HP-UX システムおよび WBEM/WMI
ユーザーの WBEM 証明書を構成することもできます。
Windows CMS のエージェントの設定および修復機能により、Windows オペレーティングシステムがインス
トールされた ProLiant または Itanium ベースシステムに各種エージェントおよびプロバイダーをインストー
ルすることもできます。ここでは、インストールできるいくつかの機能を示します。
•
•
•

AMS（Agentless Management Service）
HPE Insight Management WBEM Providers for Windows
OpenSSH

エージェントの設定および修復
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•
•

Windows 用 HPE Insight マネジメントエージェント
HPE System Management Homepage

エージェントの設定および修復の実行について詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。

HPE SIM で管理される Windows サーバーのセットアップ
手順
1.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Windows 用のエージェントの設定および修復
設定 > エージェントの設定および修復を選択します。
Windows、Linux または ESX を実行する HP ProLiant Gen8/Gen9 サーバー上への Agentless
Management Service（AMS）のインストールを選択して、ホストオペレーティングシステム固有のすべ
てのデータを iLO 4 ファームウェアに送信します。
Linux PSP または ESX エージェントのインストールを選択して、Linux PSP および ESX エージェントを
インストールします。これらのエージェントは、管理対象システムから情報を収集して HPE SIM にトラ
ップを送信するために HPE SIM によって使用される一連の SNMP エージェントです。
Windows 用 WBEM/WMI プロバイダー（HP Insight Management WBEM Provider）のインストールを選
択して、WBEM または WMI プロバイダーを Windows 管理対象システムにインストールします。
Windows 用 SNMP エージェント（Insight Management Agent）のインストールを選択して、SNMP エー
ジェントを Windows 管理対象システムにインストールします。この HPE Insight Management Agent に
より、ネットワークの監視と制御が可能になります。
OpenSSH のインストールを選択して、OpenSSH を Windows 管理対象システムにインストールします。
VMware ESX、Citrix XenServer、Microsoft Hyper-V、および SLES と RHEL 上の Xen 用に VM ホストの
登録を選択します（スタンドアロンの HPE SIM では、VM ホストの登録は使用できません）。
選択したインストールについて、次の手順で操作します。
a. 現在インストールしているバージョンと同じかそれより古いソフトウェアをインストールする場合
は、エージェントの強制インストールを選択します。このオプションは、デフォルトで無効になって
います。
b. インストール後に再起動する場合は、正常にインストールした後に、必要に応じてシステムを再起動
します。
HPE SIM は、システムタイプ、サブタイプ、およびシステムのオペレーティングシステムの説明に基
づいてインストールするエージェントまたはプロバイダーのタイプを判断します。
64 ビットエージェントまたはプロバイダーをインストールする場合は、HPE SIM でターゲットシス
テムが 64 ビットシステムとして識別されていることを確認してください。
システムが正しく識別されていない場合は、システムページ > ツール&リンク > システムプロパティ
の編集にアクセスし、正しいシステムタイプまたはサブタイプを選択してからオペレーティングシス
テムの説明を手動で入力してください。
例：ProLiant Windows 64 ビットシステムで HPE Insight Management Agent をインストールするに
は、次のように操作します。
•
•
•

システムタイプ：サーバーを選択します。
システムサブタイプ 1: HP ProLiant を選択します。
Microsoft Windows Server 2012, x64 としてのオペレーティングシステムの説明またはシステムの
適切なオペレーティングシステムの説明を入力します。

インストール後エージェントを設定する場合は、強制再起動オプションを選択します。これにより、
新しくインストールされたコンポーネントを、設定前に完全に初期化できます。
注記:
再起動を伴うインストールは、通常、約 8 分かかります。
9.
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次へをクリックします。ステップ 3: ステップ 3：エージェントの設定および修復ページが表示されます。

HPE SIM で管理される Windows サーバーのセットアップ

注記:
ステップ 3：設定および修復ページの内容が変更され、インストールされているプラグインで使用
できる設定オプションが表示されます。
10. 次のいずれかのオプションを選択してターゲットシステムを設定します。
•

WBEM/WMI の設定。このセクションでは、WBEM インジケーションまたはイベントを HPE SIM に
送信するようにターゲット Windows または HP-UX システムを設定できます。
このセクションでは、次の点に注意してください。
◦
◦

WBEM イベントが CMS に送信されるように、WBEM イベントへの登録を作成します。
選択したシステムのイベントリストまたはすべてのイベントのユーザーインターフェイスに HPE
SIM のイベントが表示されるかテストするために、HPE SIM のこのインスタンスにサンプル
WBEM/WMI インジケーションを送信します。
注記:
HPE SIM のイベントリストでは、このインジケーションは情報イベントとして表示されま
す。
このインジケーションは、WBEM プロバイダーがインストールされている HP-UX および
Windows ターゲットでのみサポートされます。

◦

◦

システムを管理するため、ユーザー名とパスワードではなく HPE SIM WBEM 証明書（10 年間有
効）を使用します。
WBEM 証明書を管理対象システムに配布します。このオプションは HP-UX システムでのみ有効
です。
WMI データにアクセスするように HPE SIM の非管理者アカウントを設定します。
このオプションは、WBEM プロバイダーがインストールされている Windows システムにのみ適用
されます。管理対象システムの構成が更新され、指定したユーザーがネットワーク経由で WMI 情
報にアクセスできるようになります。HPE SIM は、このユーザーを使用してシステムからインベ
ントリ情報と設定情報を読み取ります。HPE SIM は、システム認証で WBEM ユーザーとして設定
されます。HPE SIM が管理者権限を持つユーザーを使用して設定されている場合は、この設定手
順は不要です。HPE SIM はこのユーザーを作成しません。ユーザーは、ドメインユーザーまたは
管理対象システムのローカルユーザーとしてすでに存在しています。
ユーザーは、管理対象システムの DCOM Users グループに追加され、WMI 情報への読み取り専用
アクセス権と HPQ ネームスペースへの読み取り/書き込み権限を与えられます。このユーザーは、
管理対象システムの管理者である必要はなく、サインイン権限も不要です。ドメイン管理者が特別
なドメインアカウントを作成すべきです。
管理対象システムにアクセスするための HPE SIM の認証情報を入力するには、次のように操作し
ます。
a. ユーザー名フィールドに、ユーザーの名前を入力します。
b. パスワードフィールドに、パスワードを入力します。
c. パスワードフィールドに入力したものと同じパスワードをパスワードの確認フィールドに再び
入力します。
d. ターゲットがドメインに所属する場合、ドメイン (オプション)フィールドに、Windows ドメイ
ンを入力します。

•

管理者権限がないユーザーの設定が正常に行われると、HPE SIM でこれらの認証情報が WBEM アク
セス用のシステム認証情報として保存されます。
SNMP の設定
このセクションにより、SNMP 設定を指定できます。

管理対象システムのセットアップ
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a. 読み込みコミュニティ名の設定を選択して、読み込みコミュニティ名とトラップコミュニティ名を
指定します。デフォルトでは、HPE SIM の最初の読み込みコミュニティ名（「public」ではありま
せん）が表示されます。HPE SIM にコミュニティ名が存在しない場合は、入力する必要がありま
す。
注記:
デフォルト SNMP インストレーションの HP-UX システムだけを設定する場合は、このオプ
ションを設定する必要はありません。HP-UX は、デフォルトで読み取りを許可します（HPUX システムでは Get コミュニティ名がデフォルトで public に設定されています）。
このオプションを選択する場合、読み込みコミュニティ名がターゲットシステムに追加され
ます。ターゲットシステムが SUSE Linux または Microsoft Windows の場合、管理対象シス
テムは、管理対象システム自身とリモートホストの間の SNMP 通信を常に許可するわけでは
ありません。この設定を変更し、HPE SIM システムのインスタンスからこれらのターゲット
システムへの、SNMP を使用した通信を可能にします。
コミュニティ名には、最大 255 文字を使用できます。
読み取り、書き込み（READ/WRITE）コミュニティ名が現在存在しない場合のみ、SNMP 設
定を修正すると、このコミュニティ名がターゲットシステムに追加されます。このコミュニ
ティ名は、システムごとに異なります。また、30 文字を超える文字（数字と文字）で構成さ
れ、そのシステムの管理者権限を持つユーザーだけが表示できます。この読み取り、書き込
み（READ/WRITE）コミュニティ名は、Web エージェントが特定のしきい値設定を行うため
に必要です。このコミュニティ名は、ターゲットシステム上のみでローカルで使用されるも
のであり、HPE SIM がネットワーク上で使うものではありません。Linux および HP-UX シス
テムは、読み取り、書き込み（READ/WRITE）コミュニティ名を必要としません。読み取
り、書き込み（READ/WRITE）コミュニティ名は、Windows システムにのみ追加されます。
b. ターゲットシステムの SNMP トラップ送信先で、トラップが HPE Systems Insight Manager のこ
のインスタンスを参照するように設定します。この設定により、ターゲットシステムは、HPE SIM
のこのインスタンスに SNMP トラップを送信できます。
iLO Management Engine のための SNMP トラップ送信先の追加リストを設定して、追加の SNMP
トラップ受信先を設定します。提供されるフィールドに、トラップの送信先情報を入力します。
c. HPE SIM のイベントリストにイベントが表示されるかテストするために、HPE SIM のこのインス
タンスにサンプル SNMP トラップを送信するように選択し、SNMP イベントが HPE SIM イベント
リストに表示されることを確認します。
テストトラップを正しく送信するには、トラップをこのインスタンスに送信するようにターゲット
システムを設定する必要があります。
注記:
テストトラップを送信できるのは、HPE Insight Management Advisor がインストールされた
管理対象システムだけです。
Windows からのトラップは、システムからの一般トラップとして表示され、HPE SIM のイベ
ントリストではメジャーイベントとして示されます。Linux および HP-UX ターゲットから
受信されるトラップは、コールドトラップとして表示され、HPE SIM のイベントリストでは
情報イベントとして示されます。
I.
II.
III.
•
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iLO Management Engine のための SNMP の構成ドロップダウンリストで、Agentless
Management または SNMP パススルーを選択します。
Insight Management Agent SNMP アラートの転送ドロップダウンリストで、有効また
は無効を選択します。
iLO SNMP アラートドロップダウンリストで、有効または無効を選択します。

セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定

管理対象システムのセットアップ

このオプションを選択して、管理対象システム上での SSH アクセス認証を設定します。
このオプションを選択する場合、次のいずれかのオプションを選択する必要があります。
◦

ホストベース認証
注記:
このオプションを使用するには、ユーザー名とパスワード（ステップ 4：認証情報の入力で
指定）が管理者レベルのアカウントである必要があります。Linux または HP-UX ターゲット
の場合は、root アカウントとパスワードになります。

◦

ユーザーベース認証（ユーザーは各管理対象のシステム上で認証が必要）
注記:
HPE SIM にサインインアクセスできるすべてのユーザーがツールを実行できるようには設
定せずに、アクセス権を持つ必要があるユーザーを制限したい場合は、このオプションのほ
うが安全です。
SSH は、OpenSSH サービスが管理対象システムで動作している場合にのみ設定できます。
OpenSSH は、Open SSH のインストール > を実行するか、または展開ドライバー、ファー
ムウェアおよびエージェントのインストール > Open SSH のインストールの下のツールを
選択して Windows システムにインストールできます。

•

信頼関係を"証明書による信頼"に設定
このオプションを選択して、システムが HPE SIM との証明書による信頼関係を使用するように設定
します。
ターゲットシステム上の HPE SIM の場合、このオプションは、信頼モードを証明書による信頼に設
定して、HPE SIM のシステム証明書をターゲットシステムの信頼された証明書ディレクトリにコピー
します。このオプションにより、HPE SIM ユーザーは、認証に証明書を使用して HPE SMH に接続で
きます。
Onboard Administrator およびリモート管理用に管理プロセッサーへの SSO を設定できます。SSO
を設定するには、信頼関係の設定を選択します。SSO を設定したら、以降は、管理プロセッサーへの
ログイン認証情報の入力を指示するメッセージが表示されなくなります。
注記:
Management HTTP サーバー 5.x 以前のシステムでは、エージェントの設定および修復設定は、
管理者パスワードを Management HTTP サーバーのストアに追加して SNMP 設定を変更しま
したが、信頼関係情報は変更できませんでした。
HPE SIM が管理対象システムの SMH を信頼するように、管理対象システムの Secure Sockets Layer
（SSL）証明書を HPE SIM にインポートしますの横のチェックボックスを選択します。このオプショ
ンは、HP-UX および Linux オペレーティングシステムについてのみ有効です。

•

Insight Management Agent バージョン 7.1 以前の管理者パスワードの設定
このオプションを選択して、ターゲットシステムにインストールされているすべての HPE Insight
Management Agent の管理者パスワードを修正します（Windows および Linux システムについて該当
する場合）。

管理対象システムのセットアップ
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注記:
Insight Management Agent 7.2 以上がインストールされている場合、このオプションは設定しな
いでください。
リモートシステムが HP-UX を実行している場合、このオプションは HP-UX システム上では適
用されないため、リモートシステムでは実行されません。HP-UX ターゲットシステムだけを設
定する場合は、このオプションを設定する必要はありません。
このオプションを選択する場合は、以下の手順を実行する必要があります。
◦
◦

パスワードフィールドに、新しい管理者パスワードを入力します。
パスワードの確認フィールドに、新しい管理者パスワードを再入力します。

11. 次へをクリックします。ステップ 4：認証情報を入力ページが表示されます。
12. 次の認証情報を入力します。
このステップで使用する証明書は、選択したすべてのターゲットシステムで有効なものでなければなりま
せん。ドメインの administrator 認証情報を使用することをおすすめします。HPE SIM は、ここで入力し
た証明書を、スケジュールされたタスクをあとで実行する場合を除いて、保存しません。
Windows ターゲットシステムについてセキュアシェル（SSH）アクセスの設定を選択する場合は、指定
するアカウントが、ローカルの Administrators グループのメンバーでなければなりません。ドメインアカ
ウントを使用する Windows ターゲットでは、このアカウントが自動的にこのグループに追加されます。
a. 次のいずれかのオプションを選択します。
•

サインイン認証を使用。これらの認証情報は、管理対象システムで権限を持つアカウントである必
要があります。次のオプションが選択されている場合、サインイン認証オプションを使用できま
す。
◦
◦
◦

Windows 用の WBEM/WMI プロバイダー（HPE Insight Management WBEM Provider）のイン
ストール
Windows 用の Simple Network Management Protocol Agent（HPE ProLiant Insight
Management Agent）のインストール
Linux PSP または ESX エージェントのインストール
注記:
このオプションは、ステップ 2：プロバイダーとエージェントのインストール（オプショ
ン）ページで、Open SSH のインストールまたは VM ホストの登録が選択されている場合
は使用できません。

• すべてのシステムに以下の認証を使用します。
ユーザー名フィールドに、システム管理者の名前を入力します。
パスワードフィールドにシステム管理者のパスワードを入力します。
パスワードの確認フィールドに、システム管理者パスワードを再入力します。
ドメインアカウントを使用する場合は、ドメイン（オプション）フィールドに Windows ドメインを入
力します。
13. すぐに実行をクリックします。このタスクをあとで実行する場合は、スケジュールをクリックします。タ
スク結果ページが表示されます。
b.
c.
d.
e.

ターゲットシステムに、マネジメント HTTP サーバーがインストールされている場合、マネジメント
HTTP サーバーのパスワードファイルで、ログイン証明書が更新されます。他の HPE SIM ツールと同様
に、スケジュールに従ってまたは手動で実行されるようにエージェントの設定および修復ツールを構成す
ることができます。一度にエージェントの設定および修復ツールの複数のインスタンスを実行すること
はできません。
エージェントの設定および修復ツールは、複数のターゲットシステムを更新できます。ログの結果は、修
復が成功したかどうかを示します。エージェントの設定および修復では、タスク結果ページに、次の情報
が表示されます。
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表 2 : CRA タスク結果情報
フィールド名

説明

ステータス

タスクインスタンス内の各ターゲットシステムの
詳細が表示されます。

終了コード

実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。
戻り値が 0 または正の値の場合、実行可能プログ
ラムは正常に終了しました。負の値が返された場
合、実行可能プログラムはエラーです。この終了コ
ードは、すべての設定の試みが成功したことを示す
ものではありません。一部が成功し一部が失敗し
ている可能性もあります。

ターゲット名

ターゲットの名前/IP アドレスが表示されます。

標準出力タブ

出力テキスト情報が表示されます。

標準エラータブ

実行可能プログラムでエラーが発生したかどうか
に関する情報が表示されます。

印刷可能なレポートの表示をクリックすると、新し 選択しているターゲットシステムのレポートまた
いウィンドウでレポートが開きますが、このレポー はタスクインスタンスに関連しているすべてのタ
トには印刷リンクだけが表示されます。メッセー ーゲットシステムのレポートを印刷できます。
ジボックスや OK ボタンはありません。
レポートを印刷するには、次のように操作します。
a. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。
別のウィンドウで、レポートが開きます。オプ
ションメッセージボックスが表示されます。
b. レポートを印刷するには、印刷をクリックしま
す。
c. レポートを閉じるには、ウィンドウ上にある赤
色の x をクリックします。
Windows 2016 Nano サーバー管理対象ノードのサポート
•
•
•

検出、インベントリ、イベント、ヘルス、レポート情報のサポートは、Agentless Mode Support と連
携します。
エージェントの設定および修復（CRA）は未サポートです。
ソフトウェア/ファームウェアの展開は未サポートです。

Windows 2016 Nano サーバー管理対象ノードのサポート
•
•
•

検出、インベントリ、イベント、ヘルス、レポート情報のサポートは、Agentless Mode Support と連携し
ます。
エージェントの設定および修復（CRA）は未サポートです。
ソフトウェア/ファームウェアの展開は未サポートです。

HPE SIM で管理される HP-UX サーバーのセットアップ
HP-UX 管理対象システムのセットアップ

Windows 2016 Nano サーバー管理対象ノードのサポート
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手順
1. HP-UX 用の基本管理対象システムソフトウェアに関する理解
HP-UX の場合、HPE SIM の必須機能が動作するには、次のソフトウェア（推奨される最小バージョンを
示しています）が必要です。このソフトウェアは、最新の HP-UX 11i v2 および 11i V3 オペレーティング
システムの一部としてデフォルトでインストールされますが、HP-UX 11i v1 または HP-UX 11i v2 の 2005
年 12 月版またはそれ以前の環境ではインストールまたは更新しなければならない場合があります。
•
•
•

HP-UX Secure Shell（T1471AA）
HPE WBEM Services for HP-UX（B8465BA）
OpenSSL

この WBEM Services バンドルには、HPE SIM プロパティページに表示される基本システム装置が含まれ、
HPE SIM のインベントリ機能によるデータ収集とレポート機能をサポートします。プロパティ、インベン
トリ、およびイベントに対する HPE SIM の価値を最大限発揮するには、最新の WBEM Services バンドル
の HPE SIM プロバイダーを参照してください。
iCAP 情報が必要な場合は、次のソフトウェアもインストールしてください。
• B9073BA B.11.23.10.00.01.06（HP-UX 11i v2 用）
• B9073BA B.11.11.09.02.01.01（HP-UX 11i v1 用）
2. 管理対象システムソフトウェアがインストールされていることを確認します。
必要最低限のソフトウェアがインストールされていることを確認するには、リモートシステムにログイン
して、次のコマンドを実行します。
swlist -l product | grep -e Secure_Shell -e WBEMServices -e openssl
オプションのプロバイダーおよび System Management Homepage がインストールされていることを確認
するには、次のコマンドを実行します。
swlist -l product | grep -e Provider -e SFM -e SysMgmtHomepage
3. インストールされていない場合は、そのソフトウェアを入手してインストールします。
SSH および WBEM バンドルは、https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.489496.html か
らダウンロードできる HPE SIM HP-UX デポの一部と同様に、HP-UX Operating Environment and
Application Release メディアに収録されています。
WBEM プロバイダーについては、https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.489496.html
を参照してください。
ソフトウェアを含むデポを入手したら、管理対象システムからインストールできます。
$ swinstall –s <depot_location> openssl
注記:
B8465BA および B9073BA は、OpenSSL に依存するため、先に OpenSSL をインストールする必要
があります。
$ swinstall –s <depot_location> T1471AA
$ swinstall –s <depot_location> B8465BA
$ swinstall –s <depot_location> <インストールされている WBEM プロバイダーの
名前>
適切な管理ソフトウェアが管理対象システムにインストールされたことを確認したら、第 4 章「認証情報」
に進んで、HPE SIM のユーザーインターフェイスから設定を完了してください。
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HP-UX 管理対象システムの手動セットアップ
第 4 章～第 7 章で、HPE SIM の GUI からの管理対象システムの設定を完了する方法について説明しますが、
この項では、これらの手順のいくつかを HP-UX システム用のコマンドラインから実行する方法について説明
します。まず認証情報を入力し、システムを検出する必要があります。第 4 章での説明：認証情報（36 ペ
ージ） 第 6 章での説明：検出（40 ページ）その後、必要に応じて、以下の操作をコマンドラインから実行
できます。
HPE SIM のエージェントの設定および修復ツールを使用すると複数の HP-UX 管理対象システムを同時に設
定できますが、管理対象システムを手動で個別に設定することもできます。

トラップを CMS に送信するための SNMP の設定
•

管理対象システムで、次のファイル内に、trapdest という、CMS の完全ホスト名または IP アドレスを追
加します。
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf
trap-dest: hostname_or_ip_address

•

次のコマンドを使用して、SNMP マスターエージェントとすべてのサブエージェントを停止します。

•

/sbin/init.d/SnmpMaster stop
次のコマンドを使用して、SNMP マスターエージェントとすべてのサブエージェントを再起動します。
/usr/sbin/snmpd

SSH アクセスの設定
CMS で、mxagentconfig を使用して、CMS から管理対象システムに SSH 生成パブリックキーをコピーし
ます。
次のいずれかのコマンドを使用します。
•
•

mxagentconfig -a -n <hostname> -u root -f <file_with_root_password>
mxagentconfig -a -n <hostname> -u root -p <root_password>
注記:
-p オプションを使用すると ps 出力によってパスワードが知られてしまいます。このため、
mxagentconfig -a を使用する際は、-f オプションを使用することを強くおすすめします（ファ
イルは、root だけが読み取れるように設定し、管理対象システムの root パスワードだけを含むよう
にしてください）。-p オプションを使用する場合、パスワードに「&」や「$」などの特殊記号が含ま
れているときは、パスワードを一重引用符で囲んでください。詳細およびオプションについては、
man mxagentconfig を使用して mxagentconfig のマンページを参照してください。

WBEM インジケーション/イベントの登録
注記:
HP-UX WBEM イベントについて詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。

HP-UX 管理対象システムの手動セットアップ
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手順
1. WBEM イベントの登録
1. 管理対象システムから、WBEM がインストールされていることを確認します。
swlist -l product | grep WBEMServices
2. SysFaultMgmt プロバイダーがインストールされていることを確認します。
System Fault Manager 構成に合わせて、次を実行します。
cimprovider –lm SFMProviderModule
EMSWrapperProvider が表示されます。
注記:
System Fault Manager について詳しくは、HPE System Fault Management Diagnostics を参照し
てください。
3. CMS から、以下の手順を実行します。
WBEM イベントを登録するには、root アクセスが必要です。次のコマンドラインを実行すると、WBEM ア
クセスに使用される認証情報のタイプを確認することができます。
mxnodesecurity -l -p wbem -n <systemname>
管理対象システムが root レベルのユーザー認証情報を設定していない場合は、この情報を個々のシステム
に追加することができます。
注記:
HPE SIM UI で Configure or Repair Agents ツールを使用すると、root パスワードを永久に記録せず
に、この手順を実行することができます。
個々のシステムを変更するには、次のように操作します。
mxnodesecurity -a -p WBEM -c \
<username:password> -n <systemname>
4. CMS から、WBEM イベントコマンドラインを実行します。
mxwbemsub -l -n <systemname>
WBEM イベントの登録および登録解除について詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してくだ
さい。

HPE SIM で管理される Linux サーバーのセットアップ
HPE SIM による完全な管理を実現するには、Linux で動作する ProLiant サーバーに Insight Management
Advisor をインストールする必要があります。これらのエージェントは、Service Pack for ProLiant/ProLiant
Support Pack の一部です。Service Pack for ProLiant/ProLiant Support Pack は、手動でインストールすること
も、通常のオペレーティングシステム展開手順の一部としてインストールされるように構成することもできま
す。
管理対象システムでのマネジメントエージェントのセットアップが完了したら、残りの設定をの HPE SIM UI
から実行できます。詳細については、第 4 章 認証情報（36 ページ） を参照してください。

Linux 環境での HP Smart Update Manager の実行
Linux 環境で HP SUM を実行することで、HP SUM に必要なポートが有効になります。次の表では、HP SUM
Linux ネットワークポートを説明します。
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表 3 : HP SUM Linux ネットワークポート
ポート

説明

ポート 22

このポートは SSH 経由でリモートノードとの接続を確立し、ノードのインベントリを
実行します。

ポート 443

このポートは情報を転送するために使用される安全なデータポートです。

ポート 62286

このポートは、一部の内部通信用のデフォルトです。競合がなければ、このポートが
リモート側をリッスンします。競合が発生する場合は、空いている次のポートが使用
されます。

ポート 63001～
63002

アップデートは、63001～63002 の範囲内の利用可能な最初のポートを使用する内部の
安全な Web サーバー経由で、ノードに渡され取得されます。このサポートにより、ホ
ストサーバーにアクセスすることなく、iLO および VC ファームウェアを更新できま
す。また、VMware または他の仮想化プラットフォームを実行するサーバーは、自身の
サーバーを再起動したり、他のサーバーに自身の仮想マシンを移行したりすることな
く、自身の iLO を更新できます。
HPE Integrity iLO および Superdome 2 のリモート更新では、双方向のネットワークト
ラフィックでファームウェアファイルを転送できるように、システム上でこれらのポ
ートを開く必要があります。

ポート 21 または
63006～63010

これらのポートは、スイッチの更新を実行するために使用される FTP ポートです。

注記:
HPE Integrity サーバーは管理ネットワークインターフェイスと実稼働環境インターフェイスを備えて
います。通常この 2 つのインターフェイスは、インストール中は別々のサブネットに置かれます。サー
バーの完全なリモート管理を行うために、両方のネットワークへのアクセスが必要です。2 つのネット
ワークを隔離したままにすると、管理作業とオペレーティングシステムの作業を別々に行わなければな
らなくなります。
Linux ターゲットおよび CMS のセキュリティ強化ステータスの無効化
手順
1. SELinux（Security enhanced Linux）については、http および https サービスが信頼済みサービスの一部で
ある必要があります。そうしないと、サービスは http/s の通信を許可しません。
セキュリティ強化ステータスを無効にするには、次の手順に従います。
1. SESettings（Enforce、Permissive、Disabled）を Permissive または Disabled に設定します。
2. システムを再起動して新しい設定を有効にします。

エージェントの設定および修復によるエージェントのリモート設定：
手順
1. Linux システムの場合は、Linux PSP または ESX エージェントのインストールを選択します。
2. 次へをクリックします。ステップ 3：エージェントの設定および修復ページが表示されます。
HPE SIM CRA 機能を使用して Linux ターゲットシステムに権限の昇格モードで PSP/AMS をインストー
ルするには、
「sudo」ユーザーに対してすべての許可を明示的に設定する必要があります。許可を設定する
には、ターゲットシステム上で etc/sudousers ファイルを変更します。

エージェントの設定および修復によるエージェントのリモート設定：
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etc/sudousers ファイルに以下のテキストを追加します。
# User privilege specification
<Sudo_user> ALL=(ALL) ALL
ここでは、「sudo_user」を作成された実際の sudo ユーザーに置き換えます。

Linux 管理対象システムの手動セットアップ
第 4 章～第 7 章で、HPE SIM の GUI からの管理対象システムの設定を完了する方法について説明しますが、
この項では、これらの手順のいくつかを Linux システム用のコマンドラインから実行する方法について説明し
ます。第 4 章および第 6 章で説明しているように、まず認証情報を入力し、システムを検出する必要があり
ます。その後、必要に応じて、以下の操作をコマンドラインから実行できます。

SSH のインストールおよび設定
手順
1. Linux システムでの SSH のインストールおよび設定
1. 次のコマンドを実行して、管理対象システム上に SSH がインストールされていることを確認します。
rpm -qa | grep ssh
SSH がインストールされていない場合は、Linux プロバイダーに SSH のインストール方法を問い合わせて
ください。
2. CMS で、SSH 生成パブリックキーを CMS から管理対象システムにコピーし、実行可能ユーザー（root ま
たは Administrator）の認証済みのキーファイルに配置します。
重要:
英語版以外の CMS では、administrator アカウントが CMS 上に存在すること、および作成された
administrator アカウントに対して mxagentconfig が CMS で実行されていることを確認してくだ
さい。

SNMP トラップを送信するための Linux システムの設定
注記:
この手順は、Linux のバージョンによって多少異なる場合があります。ファイルパスとファイル名がシ
ステムにない場合、詳しくは、Linux プロバイダーに問い合わせてください。
SNMP トラップを送信するための Linux システムの設定
手順
1. SNMP がインストールされていることを確認します。
rpm -qa | grep snmp
インストールされていない場合は、Linux プロバイダーに SNMP のインストール方法を問い合わせてくだ
さい。
2. HPE サーバー管理ドライバーとエージェントデーモンがシステムにインストールされている場合は、それ
らを停止させます。
/etc/init.d/hpasm stop
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3. SNMP デーモンを停止します。
/etc/init.d/snmpd stop
4. snmpd.conf ファイルを編集します。
Red Hat Linux の場合、vi エディターで次のファイルを開きます。
vi /etc/snmp/snmpd.conf
SUSE SLES 8 の場合、vi エディターで次のファイルを開きます。
vi /usr/share/snmp/snmpd.conf
a. trapsink 行からコメント記号（#）を削除して、CMS の IP アドレスを追加します。
trapsink IPaddress コミュニティ名
ここで、IPaddress は、CMS の IP アドレスです。
b. 次の行を追加し、読み取り専用コミュニティに CMS を追加します。
rocommunity CommunityName IPaddress
ここで、CommunityName は CMS によって使用される SNMP コミュニティ名、IPaddress は CMS
の IP アドレスです。
Linux システムが IPV6 アドレスで管理されている場合、以下の行を追加して、CMS の IPV6 アドレス
を読み取り専用コミュニティに追加します。
rocommunity6 CommunityName IPv6address
ここで、CommunityName は CMS によって使用される SNMP コミュニティ名、IPV6address は CMS
の IPV6 アドレスです。
c. 変更内容をファイルに保存します。vi エディターを使用して変更内容を保存し、ファイルを閉じる場
合、Esc キーを押し、:wq!,と入力して、Enter キーを押します。
5. SNMP デーモンを起動します。
/etc/init.d/snmpd start
6. サーバー管理ドライバーとエージェントデーモンがシステムにインストールされている場合は、それらを
開始します。
/etc/init.d/hpasm start

管理対象システムのセットアップ
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認証情報
HPE SIM では、CMS が WBEM/WMI、WS-MAN、SSH、SNMP、および SNMPv3 を介して管理対象システム
と通信できるようにするために認証情報が使用されます。ただし、他のプロトコルを設定しない場合は、サイ
ンイン認証情報が使用されます。サインイン認証情報は、プロトコルに依存しない情報で、検出認証タスク情
報を介してシステムに関連付けできます。HPE SIM には、次の 3 種類の認証情報があります。
•

システム認証情報

•

管理対象システムにアクセスするために識別によって使用される認証情報です。これらの認証情報には、
WBEM/WMI、WS-MAN、および SSH 認証情報と、サインイン、SNMP コミュニティ名、SNMPv3、およ
びシングルサインオン（SSO）認証情報が含まれます。
検出タスク認証情報

•

検出タスクに使用する認証情報で、そのタスクで検出されるすべてのシステムに適用されます。
グローバル認証情報
グローバル認証情報は、すべてのシステムに適用されるシステム認証情報です。
注記:
SNMPv3 の検出の場合は、SNMPv3 認証をシステムレベル単位または検出タスクレベル単位（グル
ープ検出）として設定することをおすすめします。SNMPv3 認証をグローバルレベルで設定すると、
HPE SIM 下のすべてのシステムに対し、SNMP 呼び出しが追加で行われることになります。
SNMPv3 INFORM のサポート
HPE SIM エンジン ID - 0x8000000b0448502d53494d を使用して、SNMPv3 INFORM を HPE SIM に送
信します。
注記:
SNMPv3 を介して HPE P6000 Command View デバイスと HPE P6000 Performance Advisor デ
バイスを検出するには、エンジン ID を指定する必要があります。また、これらのデバイスから
SNMPv3 トラップを受信するために、セキュリティ名、セキュリティレベル、認証または権限の各
フィールドにも入力する必要があります。
P6000 Command View のエンジン ID は一定であり、0x800000e80450363030304356 に設定さ
れています。
P6000 Performance Advisor のエンジン ID は一定であり、0x800000e80450363030305041 に設
定されています。

識別プロセス（検出中に自動で実行）では、認証情報が機能するかどうかがシステム認証情報から順に試され
ます。システム認証情報が機能しない場合、その認証情報について他の認証で試します設定が選択されていれ
ば、検出認証情報が使用されます。同じように、検出認証情報も機能しない場合、他の認証で試します設定が
選択されていればグローバル認証情報が試されます。機能する認証情報が見つかると、HPE SIM はその認証
情報をただちに有効な認証情報として記録し、機能する限りはその認証情報を管理対象システムとの日常の通
信に使用します。その認証情報が機能しなくなると、次回に識別が実行されるときに上記のプロセスが繰り返
されます。特定の管理対象システムに対する有効な認証情報を確認するには、システム認証ページ（オプショ
ン > セキュリティ > 認証 > システム認証）にアクセスします。使用中の認証情報は、使用中の認証テーブル
に表示されます。
検出認証情報を使用してシステムと正常な通信が行われると、そのシステムに対する認証情報参照が作成され
ます。後に同じ検出タスクで認証情報が変更されると、この認証情報を参照するすべてのシステムで使用され
る認証情報が変更されます。これにより、認証情報の一部（通常はアカウントのパスワード）が変更されて
も、HPE SIM でただちに利用できます。同じことが、グローバル認証情報にも当てはまります。
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そのため、グローバルまたは検出認証情報を削除すると、その認証情報に対するすべての参照を削除する必要
があるかどうか、または現在の認証情報を参照する各システムに対するシステム認証情報としてコピーを作成
する必要があるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
ただし、認証情報を削除して再追加する代わりに上書きすると、認証情報が変更され、この認証情報を参照す
る各システムは、新しいユーザー名/パスワード値を使用します。
現在使用中のものを変更したくない場合は、新しい認証情報を追加する必要があります。検出タスクの場合、
既存の検出タスクに含まれているものとは異なる認証情報がシステムに必要なときは、既存の検出タスクを編
集するのではなく、新しい検出タスクを、それ専用の認証情報で作成する必要があります。

10 を超える WBEM ユーザー名/パスワードペアを追加する XML
ファイルの例
時間と労力を節約するために、システム権限を定義する XML ファイルを作成してから検出を実行してくださ
い。例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-15.43.215.47
15.43.212.150
15.3.110.117
15.3.105.51
15.3.110.113
-->
<nodelist>
<node name="system1">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system2">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system3">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system4">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system5">
<credential protocol="wbem" username="euploid\administrator"
password="pswd" />
</node>
</nodelist>

検出されるシステムの IP アドレスは、XML コメントに記入することができます。それによって、XML ファイ
ルとともにメンテナンスすることができ、検出タスクの作成や編集の際に、コピーして Ping 包括範囲、シス
テム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイルに貼り付けることができます。
XML ファイルを作成したら、検出を開始する前に次の CLI コマンドを使用して HPE SIM にインポートしてく
ださい。
mxnodesecurity -a -f <path-to-xml-file>

10 を超える WBEM ユーザー名/パスワードペアを追加する XML ファイルの例
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全体の検出実行時間を短縮するために、WBEM ユーザー名とパスワードの組み合わせを 10 個までに制限する
ことをおすすめします。
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WMI Mapper プロキシ
Windows システムは、WMI と呼ばれる WBEM 管理プロトコルの別バージョンを使用します。HPE SIM が
Windows システムと通信するには、HPE SIM が使用する WBEM プロトコルと WMI プロトコルの間で双方向
の変換を行う必要があります。この変換を受け持つのが WMI Mapper プロキシです。SIM が Windows シス
テムにインストールされる場合、このプロキシは、通常、HPE SIM と同じシステムにインストールされます。
Windows システムが管理される場所に Linux または HP-UX がインストールされる場合、プロキシを別の
Windows システムにインストールすることができます。その場合、プロキシの場所はオプション > プロトコ
ル設定 > WMI Mapper プロキシメニューで設定されます。
WMI Mapper プロキシは、ファーストタイムウィザードから設定できます。また、オプション > プロトコル
設定 > WMI Mapper プロキシを選択すると、WMI Mapper プロキシの追加、編集、削除を行うこともできま
す。

WMI Mapper プロキシ
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検出
検出とは、HPE SIM が CMS から管理できるように、管理ドメイン内のシステムを見つけるプロセスのことで
す。HPE SIM は、SNMP、SNMPv3、WMI、WBEM、SSH、SSL などの管理プロトコルからの情報を使用し
てネットワークに接続されたシステムを自動的に検出/識別することができます。検出タスクを作成すると、
検出を特定のネットワークセグメントや IP アドレス範囲に限定することや、各タスクの実行頻度の制御が可
能になります。検出フィルターを使用することにより、不必要なシステムタイプの検出を避けることができま
す。
検出ページにアクセスすると、テーブルに、使用できるすべての検出タスクの一覧が表示されます。検出の複
数のインスタンスを、各インスタンスに独自のスケジュールと包括範囲を指定して、設定できます。検出タス
クを実行すると、最終実行列が更新され、処理の完了率などの進行状況が表示されます。
自動検出と処理の進行状況は、2 つの係数の割り合いによって計算されます。ping 検出（各ホストに対して実
行）はプロセスの 10%、システム識別は 90%です。ある IP アドレスについてホストが見つからない場合、シ
ステム識別は完了したと判断されます。たとえば、検出範囲に 100 台のホストがあり、その内の 50 台に ping
を行って識別できたホストが 10 台だけだった場合、進行状況は次のように計算されます。50/100×0.10 ＝
0.05（ping 検出）10/100×0.90 ＝ 0.09（識別）0.05 ＋ 0.09 ＝ 0.14×100 ＝ 14%（全体の進行状況）
注記:
一度に複数の検出タスクを実行することはできません。複数の検出タスクを選択した場合、現在実行さ
れているタスクが完了するまでは、最終実行列の進行状況は 0%のままで変わりません。
HPE SIM でそれぞれが自身の EVA をアクティブに管理する複数の Command View（CV）コンソールが検出
された場合、HPE SIM でリストされる CVEVA の管理対象システムセクションには、すべてのストレージア
レイ（アクティブに管理されているものとパッシブに管理されているもの）が表示されます。
HPE SIM で同じストレージアレイセットを管理している別の CVEVA サーバーが検出されると、両方の
CVEVA サーバーの管理対象システムセクションには、アクティブに管理されているアレイだけが表示されま
す。

推奨される検出タスク
Hewlett Packard Enterprise では、検出を最も効果的に行うために、次の検出タスクを作成して、ここで示す
順序で実行することをおすすめしています。サーバーなどのタイプごとに複数のタスクを作成してグループ
にまとめ、認証情報が共通するシステムを同じ検出タスクに所属させることをおすすめします。各検出タスク
に含める認証情報の数は 3 セットまでにします。これにより、無効な認証情報が何度も試される場合に発生す
るアカウントのロックダウンの可能性を減らすことができます。
1. 中央管理サーバー（CMS）
HPE SIM CMS および管理プロセッサー（搭載されている場合）の検出のための検出タスク。
2. Onboard Administrator
管理対象のすべてのエンクロージャーを対象にした Onboard Administrator の検出のための検出タスク。
このタスクの認証情報を指定するとき、ProLiant Onboard Administrator に関連付けられたエンクロージャ
ー内のすべてのブレードの iLO 認証情報を含めるようにしてください。
3. 管理プロセッサー
前のタスクで検出されていないすべての管理プロセッサーの検出のための検出タスク これには、ブレード
以外のすべてのシステムの iLO および管理プロセッサーが含まれます。
4. 物理サーバー
物理サーバー（ブレードサーバーおよびスタンドアロンサーバー）の検出のための検出タスク。この検出
タスク開始前に、これらのサーバーの管理プロセッサーを検出しておく必要があります。
5. 仮想マシン
前の検出タスクで検出されたサーバーに関連付けられた仮想マシンを検出するための検出タスク。
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注記:
検出タスクを正しい順序で行わないと、エラーが発生する可能性があります。検出タスクの順序が間違
っていると、一般には、次のようなエラーが発生します。
•

関連付けエラー

•

たとえば、サーバーが管理プロセッサーと関連付けられない、仮想マシンが仮想マシンホストと関連
付けられない。
認証情報エラー
システムの検出がきっかけになって、関連付けられたシステムや管理プロセッサーの新たな検出が開
始されることがあるため、関連付けられたシステム用に正しい認証情報が入力されていないと、検出
プログラムによりエラーが表示される可能性があります。ただし、以降の検出タスクで正しい認証情
報を使用してこれらの関連システムを検出すれば、システムは正しく検出されます。

注記:
Xen on RHEL/SLES ホストが設定 > 仮想マシン > 仮想マシンホストの登録で登録されていない場合、カ
テゴリ 5 で検出された Xen on RHEL/SLES VM は必ず検出エラーを返します。
ご使用のネットワークの規模が小さい場合は、1 つの IP アドレス範囲とその範囲に含まれるシステムで必要
なすべての認証情報を指定して単一の検出タスクを作成しタスクをセットアップすることもできます。ただ
し、その中に 1 つでも正しく設定されていないシステムがあると、エラーが発生した場合にトラブルシューテ
ィングや診断が困難になることがあります。

検出ページのオプション
すべての自動検出に対してセクションの下には、次のオプションがあります。
•

一般設定

•

このオプションを選択すると、すべての検出タスクに適用される一般的な設定を指定できます。
hosts ファイルの管理

•

このオプションを選択すると、hosts ファイルを管理できます。
グローバルプロトコル設定の指定
このオプションを選択すると、グローバルプロトコル設定を指定できます。
注記:
クラスターを正しく検出するには、ターゲットシステムにおいて、HPE SIM で正しいセキュリティ
設定を使用して SNMP を有効にする必要があります。

検出ページからは、以下の操作を実行できます。
•

新しい検出タスクの作成

•

新規をクリックすると、新規検出セクションが表示されます。
既存検出タスクの編集

•

テーブルからタスクを選択し、編集をクリックします。検出の編集セクションが表示されます。
検出タスクの有効化または無効化

•

タスクを選択し、無効をクリックして、有効になっているタスクのスケジュールを無効にします。タスク
が無効な場合は、ボタンが有効に変わります。タスクの自動実行を再開するには、有効をクリックします。
既存検出タスクの削除

•

テーブルからタスクを選択し、削除をクリックします。
タスク結果の表示

検出ページのオプション
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•

このボタンは、現在の検出タスクのタスク結果を表示します。
検出タスクの実行

•

実行するタスクを選択して、すぐに実行をクリックします。タスクが実行されている場合は、すぐに実行
ボタンが停止ボタンに変わります。
実行中の検出タスクを停止する
実行中のタスクを選択し、停止をクリックします。

これらの各オプションについて詳しくは、HPE Systems Insight Manager のオンラインヘルプを参照してくだ
さい。

検出認証情報
管理対象システムの認証情報を設定する最善の方法のひとつは、検出タスクの一部として設定することです。
1 つまたは複数の認証情報セットを入力できます。システムが検出されるたびに、検出タスクに示される認証
情報が、そのシステムに対して、適合するまで順番に試行されます。適合した認証情報セットは、そのシステ
ム用の認証情報として保存されます。検出タスクごとに複数の認証情報セットを設定できますが、最大限のパ
フォーマンスを得るために、設定する認証情報の数を少なくする（4 つ以下）ことをおすすめします。可能で
あれば、同じ認証情報を使用するシステムをグループ化して、同じ検出タスクに入れてください。

検出タスク経由でのエージェントの設定および修復の設定
管理対象システムが検出されたときに、そのシステムに対して追加設定を実行するように選択することができ
ます。エージェントの設定および修復ボタンを使用して設定値を指定してください。詳しくは、HPE SIM の
オンラインヘルプを参照してください。

検出タスク結果の表示
検出タスクの結果を表示するには、検出ページでタスクを選択して、タスク結果の表示をクリックします。検
出タスクの結果は、タスク＆ログ > タスク結果の表示を選択して表示することもできます。

検出フィルター
検出フィルターは、特定のシステムタイプが自動検出を通じてデータベースに追加されることを防止または許
可します。特定のタイプのシステムを検出したい場合、フィルターを使用すると、各個別システムの IP アド
レスを指定するよりも大幅に簡素化されます。検出フィルターは、個別に追加するシステムには適用されませ
ん。
検出フィルターには、検出ページの一般設定セクションで、検出フィルターを有効化を選択してアクセスでき
ます。
フィルターを無効にするには、検出フィルターを有効化チェックボックスの選択を解除します。フィルターを
有効にするには、検出フィルターを有効化チェックボックスを選択し、検出するシステムタイプを選択しま
す。
検出フィルターにアクセスおよびフィルターを修正するには、管理者権限が必要です。検出フィルターを有効
にすると、選択したタイプのシステムのみが、自動検出でデータベースに追加されます。すべてのタスクがデ
ータベースに存在するシステムに対してのみ動作するので、システムがフィルターの条件を満たし、データベ
ースに追加されないと、そのシステムに対してはタスクが実行されません。フィルターは、すでに検出されて
いるシステムに影響しません。これは、現在のフィルターに適合しないタイプに変化した場合も同様です。検
出フィルターが無効の場合、自動検出は、検出ページのすべての検出のための一般設定セクションに従ってシ
ステムを検出します。
検索されるはずの Hewlett Packard Enterprise 製システムが検出されない場合は、ターゲットシステムに
Insight Management Advisor がインストールされ、正常に動作していることを確認してください。また、HPE
SIM と、検出されていないシステムのエージェントで、SNMP コミュニティ名、および WBEM ユーザー名と
パスワードが正しく設定されているかどうかを確認してください。
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Gen8 サーバーの検出
Gen8 サーバーはホストサーバーの iLO 4 の IP アドレスを介して検出されます。ブレードサーバーの場合は、
ProLiant Onboard Administrator の IP アドレスを通じてサーバーを検出できます。ホストの IP アドレスが使
用される場合、そのホストは検出されますが、すべての HPE Management Instrumentation は、すべて iLO 4
が提供するようになったため含まれません。すべての正しい関連付けを作成するのは iLO 4 です（ブレードの
場合は、ProLiant Onboard Administrator も行います）。ホストは、システム管理タスクの負荷から完全に解放
されています。
ホストベースのエージェントが完全にインストールされ、正しく設定され、Agentless モードが無効になって
いる Gen8 は、いくつかの方法で検出できます。このホスト IP で、必要と考えられるすべてを検出できます。
また、ホストがブレードの場合、ProLiant Onboard Administrator の IP はここでも許可されます。ホストベー
スのエージェントが使われるため、iLO 4 をホストに対するパススルーとして表示することもでき、iLO 4 も
使用できます。ただし、iLO 4 はホスト NIC ではなく管理プロセッサーとして扱われます。
注記:
HPE SIM でホストベースのエージェントを使用して Gen8 または新世代のデバイスを検出および監視
するには、デバイスを検出する前に、iLO に関連付けられているエージェントレスモードを無効にする
必要があります。iLO 4 に関連付けられているエージェントレスモードが有効として設定されているホ
スト IP を使用してデバイスの検出が実行されると、デバイスの検出後に、デバイス（ホスト/iLO）の今
後のすべての監視が Agentless Management に合わせた iLO NIC を使用して実行されます。

サポートされる HPE Synergy サーバー
•
•
•
•
•
•

Agentless Management モードの構成および CI マネージャー（OneView）を使用して、iLO、ブレード、
エンクロージャーマネージャーを検出し、関連付けし、インベントリを作成します。
iLO Agentless Management モードの設定を使用したヘルス、アラート、イベント、およびレポート。
MOE ライセンスのみがサポートされています。
HPE SIM 内のエンクロージャーのビジュアル化（BPV、大きなピクチャービュー）はサポートされていま
せん。
HPE SIM では、VC ドメイン情報はサポートされていません。
エージェントの設定および修復を使用したソフトウェア/ファームウェアの展開と構成はサポートされて
いません。

Gen8 サーバーの検出
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通信の管理
通信の管理機能により、CMS とターゲットシステム間の通信の問題をトラブルシューティングできます。障
害が発生した通信機能ごとに、トラブルシューティング情報を利用できます。通信設定を再指定して、エージ
ェントを起動し、証明書をターゲットシステムに送信できます。この機能には、設定 > 通信の管理メニュー
を選択することでアクセスできます。次のタブが用意されています。
•

識別タブ

•

識別プロセスのステータスについての情報が含まれます。識別では、システムのタイプ、システムがサポ
ートする管理プロトコルが確認されます。また、ロードされているオペレーティングシステムとそのバー
ジョン、システムに関するその他の基本属性の確認も試みられます。識別は、最後に、システムが別のシ
ステムと関連付けられているかどうかを確認する。
イベントタブ

•

CMS がターゲットシステムからのイベントを受信できるかどうかを示します。このステータスは、SNMP
トラップと WBEM イベントの設定を検討対象にしています。
ツールの起動タブ

•

CMS がターゲットシステム上でローカルでツールを実行できるかどうかを示します。この列の通信の問
題は、通常、セキュリティと信頼関係に関わります。
バージョンコントロールタブ
ターゲットシステムのソフトウェアおよびファームウェアのインベントリデータを利用できるかどうかを
示します。このステータスは、データ収集の間に収集され保存されます。
システムタイプタブ
ターゲットシステムのタイプを指定します。
OS 名タブ
選択したターゲットシステムの OS 名を指定します。

利用できる情報は次のとおりです。
•

管理対象システム設定のアドバイスと修復

•

各機能列（識別、イベント、ツールの起動、およびバージョンコントロール）に対応するタブを備えたタ
ブ付きインターフェイスを含みます。各タブは、診断結果を示し、通信の問題を解決するためのトラブル
シューティングのヒントおよびアドバイスを含みます。
管理対象システムの設定のクイック修復

•

エージェントの設定および修復ツールを起動します。エージェントの設定および修復を使うと、システム
を迅速かつ最適な方法で設定できるため、システムの管理が簡単になります。
通信ステータスの更新

•

通信ステータスを更新できます。
通信の管理テーブルの印刷
新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。
注記:
トラブルシューティングについてのアドバイスを必要としない熟練ユーザーは、エージェントの設定お
よび修復機能を使用してシステムを短時間で修復できる可能性があります。エージェントの設定または
修復にアクセスするには、設定 > エージェントの設定および修復を選択します。
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エージェントの設定および修復機能を使用した CMS からの管理
対象システムソフトウェアの設定
HPE SIM のエージェントの設定および修復ツールを使用すると、最も迅速かつ簡単に、Linux、HP-UX、およ
び Windows 管理対象システムが HPE SIM と通信できるように設定できます。
エージェントの設定および修復を複数のシステムに対してリモートから同時に実行するためには、エージェン
トの設定および修復ツールの実行権限が必要です。
また、ターゲットシステムの administrator レベルのユーザーの認証情報を入力する必要があります。

テストトラップおよびイベントの送信
SNMP トラップおよび WBEM イベントが送信可能かどうかを確認するには、テストトラップおよびイベント
を送信してください。
WBEM プロバイダーがインストールされている Windows および HP-UX システムでは、ステップ 4: エージェ
ントの設定および修復ページ（WBEM/WMI の設定の下）からテストトラップおよびイベントを送信すること
ができます。HPE SIM のイベントリストにイベントが表示されるかテストするために、HPE SIM のこのイン
スタンスにサンプル WBEM/WMI インジケーションを送信するを選択してください。
次のように操作することで、一部のバージョンの HP-UX からもテスト WBEM イベントを送信できます。
HP-UX システムからの WBEM イベントの送信
手順
1. HP-UX 管理対象システムから、/ect/opt/resmon/lbin/send_test_event モニター名を実行しま
す。たとえば、/etc/opt/resmon/lbin/send_test_event disk_em と入力してください。
2. 使用できるモニター名は次のとおりです。
a. dm_memory
b. lpmc_em
c. disk_em
d. dm_chassis
e. dm_core_hw
f. ia64_corehw
g. fpl_em
3. イベントをトリガーしたあと、HPE SIM のイベントテーブルビューにテストイベントが表示されることを
確認します。
Windows システムからの WBEM イベントの送信
•
•
•
•

ターゲット Windows システムにログインします。
スタート > プログラム > HPE Insight WBEM Providers > Test WMI events の順に移動します。
深刻度（情報、警告、またはエラー）のいずれかをクリックします。
テストイベントを CMS に送信するには、OK をクリックします。

Windows または HP-UX システムからの SNMP トラップの送信
•

•

エージェントの設定および修復を実行し、ステップ 4: エージェントの設定および修復（設定の下）で、
HPE SIM のこのインスタンスにサンプル SNMP トラップを送信し、選択したシステムについて HPE
SIM のイベントリストまたはすべてのイベントユーザーインターフェイスにイベントが表示されるこ
とをテストするを選択します。
トラップをトリガーしたあと、HPE SIM のイベントテーブルビューにテストトラップが表示されるこ
とを確認します。

エージェントの設定および修復機能を使用した CMS からの管理対象システムソフトウェアの設定
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自動イベント処理
自動イベント処理の設定では、イベントが受信されるときに HPE SIM が実行するアクションを定義できま
す。この機能を利用するユーザーには、管理者権限が必要です。
注記:
24 時間以上経過した自動イベント処理イベントは、AEH タスクから選別され削除されます。
•

新しいタスクの作成

•

新しい自動イベント処理タスクを作成できます。オプション > イベント > 自動イベント処理 > 新規タス
クを選択します。
タスクの管理

•

定義の表示、タスクのコピー、編集、タスク結果の表示、タスクの有効化/無効化、または既存の自動イベ
ント処理タスクの削除を行うことができます。オプション > イベント > 自動イベント処理 > タスクの管
理を選択します
メール設定
イベントアクションにより必要なさまざまなメール設定をセットアップできます。メール設定ページに
は、次のいずれかの方法を使用してアクセスできます。
◦
◦

オプション > イベント > 自動イベント処理 > メールの設定を選択します。
HPE SIM 紹介ページのインストールを完了するために以下をすぐに実行してくださいセクションでメ
ールをクリックします。

メールを送信してユーザーに問題を警告します。次の情報の必要性をメール管理者に確認してください。
◦
◦

mail.company.com など、送信メールサーバーの SMTP ホスト名。このサーバーは、メールメッセージ
を HPE SIM から受信し、受信者に転送を始めます。
管理サーバーのメールアドレス名。このアドレスは、HPE SIM から送信されたメールの差出人フィー
ルドに表示されます。ユーザーは、システム名にすることができます。送信者として、
server@domain.com という形式でフルドメインアドレスを入力します。
注記:
メッセージを受信する前に有効な差出人ユーザーが必要となるメールシステムがあります。このた
め、有効なメールアカウントを使用することをおすすめします。

•

モデム設定
英数字ポケベル用にモデムを設定できるようにします。HPE SIM サーバーからポケベル通知を送信する
には、まずサーバー上でモデムを設定します。ポケベル通知の送信にモデムが使用する COM ポートを確
認してください。
この機能は、管理者権限があるユーザーのみが使用でき、HPE SIM CMS が Windows 上にインストールさ
れている場合に限り使用できます。
ポケベル用モデムの設定ページには、次のいずれかの方法でアクセスできます。
◦
◦

オプション > イベント > 自動イベント処理 > モデムの設定を選択します。
HPE SIM 紹介ページのインストールを完了するために以下をすぐに実行してくださいセクションでポ
ケベル通知をクリックします。

HPE SIM 紹介ページのインストールを完了するために以下をすぐに実行してくださいセクションで自動イベ
ント処理をクリックし、自動イベント処理ページにアクセスして既存ルールの編集や削除ができます。
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自動イベント処理タスクの例
HPE SIM には、自動イベント処理タスクの例が 3 つ用意されています。ただし、これらは、デフォルトでは
無効になっています。自動イベント処理 - タスクの管理ページが表示されたら、サンプルタスクのいずれかを
選択して定義の表示をクリックできます。
•

例 - すべてのデスクトップ情報イベント

•

このタスクは、検出済みのデスクトップシステムから情報イベントを受信したときにトリガーされます。
このタスクはイベントを確認済みに変更します。同じタスクを編集して、システム条件に対するアクショ
ンを変更することができます。
例 - すべての Linux MIB 更新

•

このタスクは、HPE SIM で検出され識別されている、すべての管理対象 Linux ターゲットシステムから
MIB 更新イベント要求を受け取ったときにトリガーされます。同じタスク編集して新しいタスクとして保
存できます。
例 - 失敗したすべてのサーバーサインインイベント
このタスクは、サインインの試みが失敗したときにトリガーされます。サインインの失敗は、無効なユー
ザーアカウント、除外された IP アドレスからのサインイン、サインイン認証失敗などが原因で発生しま
す。

AEH - IPv6 での ForwardAsTrap
IPv6 アドレスは SNMP トラップ PDU の agentAddr フィールドに格納することができません。AgentAddr
は常に、IPv6 システムからのトラップに対し、0.0.0.0 になります。IPv6 システムからのイベント（トラッ
プ、インジケーション、およびその他のイベント）が転送されると、IP ヘッダーにはプロキシ IP（または
CMS IP）にエージェント IP が「0.0.0.0」で保持されます。そのため、ForwardAsTrap 機能を使用してトラッ
プの送信元 IP（ソース IP）を受信先に関連付け、受信先には AEH - ForwardAsTrap を介してトラップを転送
します。
注記:
HPE SIM CMS 7.3 以降のバージョンでは、受信先として使用する場合に何か変更を加える必要はありま
せん。
自動イベント処理 ForwardAsTrap 機能は、以下のトラップから構成されます。
•
•
•

Forward IndicationsAsTrap
Forward TrapAsTrap
Forward OtherEventsAsTrap

Forward IndicationsAsTrap
Forward IndicationsAsTraps では、IPv6 トラップの送信元アドレスを関連付けるため、
openViewSourceName (OID - 1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0)からターゲットを IPV6 アドレスで取得します。
Forward TrapAsTrap
トラップの送信元 IP を取得するには、次の 2 つの方法があります。
•

デフォルトの方法：デフォルトでは、追加の VARBIND と VARBIND 名（ipv6AddrAddress (OID 1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.1)）がすべてのトラップに導入されています。VARBIND 値は、IPv6 アドレスを持つタ
ーゲットである、トラップ送信元の IPv6 アドレスを保持します。
注記:
ターゲットが IPv4 アドレスのみを保持する場合、転送されたトラップには追加の VARBIND は表示
されませんが、トラップの内容は同じです。

•

代替方法：IPv6 のターゲットからのすべてのトラップが OpenView トラップとしてカプセル化され転送さ
れた場合は、この方法を使用します。ここでは、トラップデータは openViewData

自動イベント処理タスクの例
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(1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.4.0)から取得でき、IPv6 アドレスは openViewSourceName (OID 1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0)から取得できます。これを行うには、globalsettings.props ファイル
（ <SIM_INSTALL_DIR>\config の下） の ipv6_Fwd_Trap_As_ovTrap プロパティを「true」に設定する
必要があります。
注記:
ターゲットが IPv4 アドレスのみを保持する場合は、変更する必要はなく、転送されたトラップは
OpenViewTrap にカプセル化されません。
Forward OtherEventsAsTraps
Forward OtherEventsAsTraps については、IPv6 のトラップ送信元アドレスを関連付けるには、
openViewSourceName (OID - 1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0)の IPv6 アドレスでターゲットを取得します。

48

自動イベント処理

ユーザーと認証
HPE SIM では、特定のユーザーかユーザーグループの認証を設定することができます。認証により、ユーザ
ーは、システムを表示および管理するためのアクセスが可能になります。各認証は、ユーザーまたはユーザー
グループ、ツールボックス、およびシステムまたはシステムグループを指定します。システム上で実行可能な
ツールの個別のセットは、割り当てられているツールボックスで指定されます。
それぞれのユーザーがどのシステムを管理するか、および各ユーザーが管理対象システム上で実行する権限が
あるツールのセットはどれかを、慎重に計画する必要があります。あるシステムに対してツールボックス認証
を持たないユーザーは、そのシステムを表示または管理することができません。
認証は、累積式です。ユーザーが同じシステムのツールボックス 1 とツールボックス 2 について認証されて
いる場合、そのユーザーは、そのシステムのツールボックス 1 とツールボックス 2 の両方ですべてのツール
を使用することができます。同様に、すべてのツールツールボックスには、常に、すべてのツールが含まれて
いるので、あるシステムのすべてのツールツールボックスについて認証されているユーザーには、そのシステ
ムの他のツールボックス認証は不要です。ユーザーと認証のセットアップについて詳しくは、Systems Insight
Manager のオンラインヘルプを参照してください。

ユーザー
HPE SIM にサインインするユーザーアカウントを作成します。アカウントは、CMS のオペレーティングシス
テム（Windows の Active Directory を含む）に対して有効でなければなりません。また、CMS によって認証
されます。追加するユーザーのオペレーティングシステムユーザーアカウント名が必要ですが、パスワードは
必要ありません。

ユーザーグループ
オペレーティングシステムには、ユーザーグループがあります。Windows の場合、ユーザーグループは、
Active Directory にも存在します。オペレーティングシステムのユーザーグループのメンバーは、HPE SIM に
サインインすることができ、設定権、サインイン IP アドレス制限、および認証に関するグループの属性も継
承します。グループの設定権、サインイン IP アドレス制限、または認証が変更されると、この変更は、即座
にグループの現在のすべてのメンバーに反映されます。
設定権については、ユーザーは、最も高い設定を継承します。サインイン IP アドレス制限については、ユー
ザーは、すべてのエントリーを継承します。認証については、ユーザーは、すべての認証を継承します。
注記:
ユーザーのグループメンバーシップは、サインイン時に決定されます。ユーザーのグループメンバーシ
ップがオペレーティングシステムで変更されても、ユーザーが次に HPE SIM にサインインするまでは、
変更が HPE SIM に反映されません。

ツールボックス
ツールボックスは、アクセス権を持つ各ユーザーが使用するツールのグループの設定に使用されます。ツール
ボックスを設定すると、一部のユーザーだけにアクセス権がありそのユーザーだけが使用できるツールグルー
プが作成されます。たとえば、管理者はユーザーより多くのツールにアクセス権を持つようにすることができ
ます。
注記:
オペレーター権限およびユーザー権限があるユーザーがイベントの確認や削除、割り当ておよびイベン
トにコメントを追加する場合は、カテゴリのツールを表示ドロップダウンリストから設定ツールを選択
する必要があります。次に、必要に応じてイベントの確認やイベントの削除、イベントの割り当て、イ
ベントのコメントを選択し、

ツールボックスの内容に追加します。

ユーザーと認証
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管理対象
管理対象機能により、管理するオペレーティングシステムを選択できます。次の 4 つのオプションが用意され
ています。Windows、Linux、HP-UX、およびその他。ここでの選択により、HPE SIM が設定され、管理しな
いオペレーティングシステムの収集、ツール、およびレポートが非表示になります。
注記:
これらの設定はいつでも変更でき、非表示にした収集、ツール、およびレポートを再度表示することが
できます。
Linux または HP-UX を選択する場合は、HPE SIM で GlancePlus または Ignite-UX および Software
Distributor メニュー項目が表示されるように選択できます。HP-UX メニュー項目は、Windows または Linux
CMS 上の Integrity Extensions を処理するための項目で、HP-UX CMS では利用されません。
Linux と HP-UX が選択されている場合、GlancePlus 用に両方の場所で同じユーザー名を指定する必要があり
ます。ユーザー名が指定されない場合、root ユーザーが使用されます。
HP-UX を選択する場合、Ignite-UX および Software Distributor を選択し、次に、Ingite サーバーの IP アド
レスと SSH 認証情報（ホストベースまたはユーザーベース）を入力します。
注記:
パスワードフィールドには、ユーザーが入力する実際のパスワードではなく、ダンプ値が埋め込まれま
す。ダンプ値は、安全のために使用します。UI 内部で移動しても、選択項目はすべて保持されます。同
じ選択項目が、オプション > 管理対象環境ページで保持されます。
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管理対象

HPE SIM の基本機能
このセクションでは、HPE SIM の基本機能について説明します。

HPE SIM の基本機能
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基本検索と高度な検索
基本検索
検索機能を使用すると、システムの詳細情報をその名前か共通システム属性から素早く取得できます。たとえ
ば、システム名や IP アドレス、あるいはサーバー、HP-UX、またはストレージなどの語句について検索する
ことができます。
検索フィールドに入力できるのは、英数字、チルダ（~）、ダッシュ（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）、
アポストロフィ（'）、およびスペースだけです。
文字をタイプすると、ドロップダウンリストが表示され、入力した文字で始まる名前のシステムのリストが表
示されます。リストには最大 12 のシステムが表示され、システムのヘルスステータスを示すアイコンが示さ
れます。検索されたシステムの数が 12 を超える場合、リストの一番下に省略符号（...）が表示されます。入
力を続けると、リストの項目が絞られてきます。マウスまたは矢印キーを使用して、表示するシステムを選択
することができます。また、システムを選択しない場合は、Enter キーを押すか検索をクリックして、指定し
た条件について検索を行います。
ドロップダウンリストでシステムを選択すると、そのシステムのシステムページが表示されます。
システムを選択せずに Enter キーを押すか、または検索をクリックした場合は、検索結果ページに、条件を満
たすシステムのリストが表示されます。リストの名前をクリックすると、そのシステムのシステムページが表
示されます。ターゲットシステムに似たシステム名がデータベース内にない場合、検索結果ページには、条件
を満たすエントリーがないと表示され、再度検索、あるいは高度な検索の実行という、オプションが提供され
ます。

高度な検索
高度な検索ページにアクセスするには、検索パネルの高度な検索リンクをクリックします。
高度な検索ページの最上部で、検索対象ボックスのシステム、イベント、またはクラスターを選択すると、シ
ステム検索、イベント検索、クラスター検索を作成できます。次に、検索で使用する条件を指定できます。検
索の実行結果は収集で表示されます。選択した条件は、収集定義として保存することもできるので、その検索
は後で再実行できます。保存した収集は、システムまたはイベントとしてシステムおよびイベント収集パネル
に保存されます。これらの収集は、プライベートまたは共有として保存することができます。
注記:
システムの下にあるソフトウェアとファームウェアオプションの詳細検索では、検索条件のロケールは、
VCRM のロケールに依存し、該当するドロップダウンオプションのブラウザーのロケールには依存しま
せん。

階層表示
一部の検索条件では、階層表示が必要です。階層条件の例として、オペレーティングシステム、イベントタイ
プ、ソフトウェア/ファームウェアが挙げられます。
この場合、比較演算子選択ボックスは、特定ツリーレベルに適した構文を含む選択ボックスに置き換えられま
す。最も複雑なケースは、ソフトウェア/ファームウェア条件です。ソフトウェア/ファームウェアを選択する
と、一連の検索条件が、ツリー形式で下に追加されます。
•
•
•
•
•
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コンポーネントタイプ
オペレーティングシステム
カテゴリタイプ
名前
バージョン

基本検索と高度な検索

この場合、上位レベルの選択ボックスで選択を行うと、下位レベルのボックスで利用可能な選択肢が更新され
ます。

名前を付けて保存
名前を付けて収集を保存をクリックすると、名前を付けて収集を保存セクションが表示されます。名前フィー
ルドに検索の名前を入力し、保存場所を選択します。

表示
表示をクリックすると、検索結果が検索フレームの下に表示されます。この機能を使用すると、検索結果を保
存する前にプレビューしたり、検索結果は保存せずに検索だけを実行したりすることができます。

ツールの検索
ツール検索機能を利用すると、ツールの名前、HPE SIM カスケードメニュー構造内の位置、説明を条件にし
て、テキスト入力により検索およびフィルタリングをすばやく行うことができます。

詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。

名前を付けて保存
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システム監視
システム収集の表示
HPE SIM のシステム監視には、管理システム上の Insight Management Advisor またはファームウェアの HPE
SIM のポーリングが含まれています。このポーリングによりステータス情報が取得され、この情報がステータ
スアイコンとして表示されます。表示できるステータスには、ヘルスステータス（HW）、ソフトウェアバー
ジョニングステータス（SW）、管理プロセッサーステータス（MP）などいくつかのタイプがあります。HPE
SIM へのプラグインにより、他のステータスアイコンが追加されることもあります。これらのアイコンによ
り、システムの状態が一目でわかります。

システムステータスを表示するページ
•

システムリスト
システムリストページのビューには、テーブルビュー、アイコンビュー、ツリービュー、およびラックと
エンクロージャーを対象にしたピクチャービューの 4 種類があります。どのビューにもシステム名とシス
テムのステータスが表示されます。システムリストページにアクセスするには、システムおよびイベント
収集パネルで収集またはシステムを選択します。表示されるビューは、選択した収集またはシステムのタ
イプによって異なります。
◦

テーブルビュー

◦

システムリストページの HS 列には、全体的なシステムヘルスステータスが表示されます。このステー
タスは、デフォルトのハードウェアステータスポーリングタスクによって決定されます。また、すべて
のステータスソース（SNMP、WBEM、HTTP、クラスターステータスなど）の情報をまとめたもので
す。凡例には、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、無効、不明になっている、ビ
ュー内のシステム数が表示されます。
アイコンビュー

◦

アイコンビューでは、検出されるすべてのシステムのシステム名が、各システムのシステムヘルスステ
ータスとともに示されます。凡例には、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、無
効、不明になっている、ビュー内のシステム数が表示されます。
ツリービュー

◦

ツリービューでは、各システムのヘルスステータスアイコンとシステム名がツリー形式で表示されま
す。
ピクチャービュー
ラックおよびエンクロージャーのピクチャービューページには、利用可能な場合、ラックまたはエンク
ロージャー内で検出されたシステムのピクチャービューが含まれています。HPE SIM にサインインし
て、カーソルを、ビューに表示されるコンポーネントの上にカーソルを重ねているときに、サーバーが
搭載されているサーバーブレード名、スロット番号、エンクロージャーなど特定のサーバーに関する情
報が表示されます。コンポーネント名をクリックすると、そのコンポーネントに関する詳細な情報が表
示されます。
注記:
大きなピクチャービュー（BPV）機能は、C7000 エンクロージャーと C3000 E でのみサポートさ
れており、SD2 では使用できません。

•

すべてのビューで、システム名の横のチェックボックスを選択するとシステムを選択できます。複数のシ
ステムを選択できます。収集全体を選択する場合は、収集名自体を選択チェックボックスを選択します。
システムページ
システムページのシステムタブでは、ステータスアイコンにより、データベースに保存されている、全体
的なヘルスステータスが表示されます。システムの監視がサスペンド状態になっている場合、ハードウェ
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システム監視

アステータスアイコンおよびソフトウェアステータスアイコンの代わりに、無効アイコンが表示されます。
ステータス情報セクションにはシステムステータスに関する詳細情報が表示されます。
システムページには、次のいずれかの方法でアクセスできます。

•

◦ ツール > システム情報 > システムページを選択し、ターゲットシステムを選びます。
◦ システムテーブルビューページのシステム名列でシステム名をクリックします。
プロパティページ
プロパティページのステータスタブは、WBEM プロパティを表示します。このプロパティは、メモリステ
ータスや処理ステータスの確認など、ターゲットシステムのステータスの確認に役立ちます。コンピュー
ターシステムのステータスは、WBEM プロトコルを介してライブ収集された情報と WMI プロバイダーが
提供する情報によって決定されます。
プロパティページへのアクセスには、次の方法があります。
◦

•

システムタブのシステムページからプロパティをクリックします。ターゲットシステムのプロパティ
ページが表示されます。
◦ ツール > システム情報システム > プロパティを選択し、ターゲットシステムを選んで、すぐに実行を
クリックします。ターゲットシステムのプロパティページが表示されます。
システムステータスパネル
このパネルは、未確認のイベントステータスおよびシステムヘルスステータス情報を提供し、特定のイベ
ントまたはステータスについては警告して知らせます。システムステータスパネルは SIM GUI の左上に
あり、パネル内のカスタマイズリンクをクリックすることによってカスタマイズすることができます。

テーブルビューまたはアイコンビューからのヘルスステータスの表示
HPE SIM 内のヘルスステータスアイコンを表示する任意のページで 1 段階上のレベルのステータス詳細を表
示するには、アイコンにマウスカーソルを重ねて、ステータスの詳しい追加情報を表示します。表示されるス
テータスの値は、ターゲットシステムにインストールされているエージェントのタイプに左右されます。
場合によっては、システムが、ラック、エンクロージャー、コンプレックス、クラスターなどのコンテナーの
場合があります。この場合、テーブルビューおよびアイコンビューのステータス値は、コンテナーのステータ
スであり、サブシステムのステータスは含まれません。ステータスが「不明」の場合は、システム名と「不
明」ステータスアイコンだけが表示されます。

ツリービューでのヘルスステータスの表示
ツリービューには、各システムのステータスデータと、コンテナーシステムのステータスをまとめたものが表
示されます。ステータスアイコンは、ツリービューの左側の、選択チェックボックスの横にあります。システ
ムがコンテナーの場合、コンテナー名の左のステータスは、コンテナーに含まれるシステムの最も重要なステ
ータスを示します（コンテナーのステータス自体を含みます）。コンテナー自体のステータスが存在する場合、
そのステータスは、システム名の右に、括弧付きで、システムタイプラベルとともに表示されます。ステータ
スアイコンにカーソルを重ねると、ステータスの詳細が表示されます。

システムステータスタイプ
次の表では、システムリストページの HS 列に表示される、HPE SIM のシステムヘルスステータスのタイプ
について説明します。

テーブルビューまたはアイコンビューからのヘルスステータスの表示
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表 4 : ヘルスステータスのタイプ
ステータスア ステータスタイプ
イコン
クリティカル
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システム監視

説明

HPE SIM がシステムとやり取りできない。このシステムは
以前検出されていましたが、現在は ping できません。システ
ムが停止しているか、電源が切れているか、ネットワークの
問題のためにネットワーク経由でアクセスできない。

メジャー

このシステムに、ただちに処置が必要な重度の問題がありま
す。Insight マネジメントエージェントを実行しているシス
テムの場合、コンポーネントが故障しました。システムが正
常に動作しておらず、データが消失している可能性がありま
す。Insight マネージャー（Win32）では、このステータスは
「障害」に分類されます。

マイナー

このシステムに、軽度の問題がある。Insight マネジメントエ
ージェントを実行しているシステムの場合、コンポーネント
が故障しているが、システムはまだ機能している。Insight マ
ネージャー（Win32）では、このステータスは「劣化」に分
類されます。

警告

システムに潜在的な問題が存在するか、問題が発生する可能
性のある状態になっている。

正常

システムは正常に稼動している。システムにアクセスできま
す。

無効

このシステムは停止しています。このため、ステータスポー
リング、識別、データ収集、および自動イベント処理からシ
ステムを除外することができます。自動検出ページで、
Integrated Lights Out 管理プロセッサーを識別した場合、自
動的にサーバーブレードを検出オプションを選択した場合、
iLO を通じて検出された新規サーバー（たとえば、オペレー
ティングシステムも IP アドレスも分からない）は、システム
が IP アドレスまたはオペレーティングシステムとともに検
出されるまで、無効と表示されます。

不明

HPE SIM が、SNMP を使用してシステムに関する管理情報を
取得できない。管理関連情報は取得できませんが、システム
に対して ping は実行できます。コミュニティ名またはセキ
ュリティの設定が間違っている可能性があります。またはシ
ステムに関連付けられていない IP アドレスの可能性もあり
ます。

情報

システムの状態が変化しているところか、またはエラーでは
ない状態が発生している。

ステータスなし

システムの検出後、システムに対してポーリングタスクを実
行していません。

ソフトウェアステータスタイプ
次の表では、HPE SIM システムリストページの SW 列に表示される、のシステムソフトウェアステータスタ
イプについて説明します。

表 5 : ソフトウェアステータスタイプ
ステータスア ステータスタイプ
イコン

説明

メジャー

このシステムでは、重大なバグ修正を含む更新を利用できま
す。

マイナー

このシステムでは、新しいハードウェアサポートまたはバグ
修正を含む更新を利用できます。

正常

システム上のすべてのコンポーネントがレポジトリと一致し
ています。

無効

システムは停止しています。利用できるソフトウェアステー
タスはありません。

表は続く

ソフトウェアステータスタイプ
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ステータスア ステータスタイプ
イコン
情報

説明

CMS が、システム上の VCA にアクセスできなかったため、
システムのステータスは不明です。
VCA がターゲットに存在しない場合、HPE SIM は VCRM と
通信し、適切なソフトウェアステータスを計算します。

不明

VCA は、バージョンコントロールレポジトリマネージャ
（VCRM）と通信できません。
不明ステータスは、以下の状況にあるサーバーシステムの場
合にのみ表示されます。
•
•
•
•

•
•

•

•

VCA が管理対象サーバーにインストールされていない場
合。
VCA がターゲットに存在しない場合、HPE SIM は VCRM
と通信し、適切なソフトウェアステータスを計算します。
VCA はサーバーにインストールされているが、サーバー
と HPE SIM の信頼関係が確立していない場合。
ターゲットサーバー上のオペレーティングシステムがサ
ポートされていない場合。
サポートされているのは、Windows、ESXi、および Linux
オペレーティングシステムです。
ターゲットシステムに正しいバージョンのエージェント
がない場合。
ターゲットサーバータイプのブランドがサポートされて
いない場合（サポートされているのは、Hewlett Packard
Enterprise または Compaq ブランドのサーバーのみで
す）。
ターゲットシステムは、HPE Insight Performance
Management Pack（PMP）による監視のライセンスが適
用されていません。ターゲットシステムでは、Insight
Management Agent 6.20 以降がインストールされている
必要があります。
PMP が、このシステムについて不明というステータスを
レポートしている場合。

WBEM 動作ステータスのタイプ
HPE SIM は、ストレージスイッチポート、挿入済みのメモリスロットなど、ストレージおよびサーバー要素
に対する WBEM の動作ステータスをレポートします。以下のステータスアイコンは、プロパティページおよ
びシステムページで表示されます（システムページのヘルスステータス列にマウスカーソルを重ねたときにス
テータスの詳細が表示されます）。利用できるステータスは次のとおりです。
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WBEM 動作ステータスのタイプ

表 6 : WBEM の動作ステータス
ステータスア ステータスタイプ
イコン
Non-recoverable error、lost
communication

説明

HPE SIM が要素とやり取りできない。
• 「Non-recoverable」は、要素が故障しており、修復できな
いことを示しています。
• 「Lost communication」は、要素が以前検出されていたが、
現在は到達できないことを示しています。

Predictive Failure、Error、
このシステムに、ただちに処置が必要な重度の問題がありま
Aborted、Supporting Entity in す。
Error
• 「Predictive Failure」は、要素が正常に動作しているが、
近い将来に障害が発生する可能性があることを示してい
ます。
• 「Error」は、要素がエラー状態になっていることを示して
います。
• 「Aborted」は、要素の機能が突然停止したことを示してい
ます。要素の設定を更新しなければならない可能性があ
ります。
• 「Supporting Entity in Error」は、要素が正常に動作してい
る可能性があるが、その要素が依存している要素がエラー
状態になっていることを示しています。
Degraded、Stressed

この要素に、軽度の問題がある。
• 「Degraded」は、要素が最大限の性能で動作していない
か、修復可能なエラーを報告している可能性があることを
示しています。
• 「Stressed」は、要素が正常に動作しているが、注意が必
要であることを示しています。

Normal

要素は正常に稼動している。

In service、Stopped

要素は停止しています。
• 「In Service」は、要素が設定中であることを示していま
す。
• 「Stopped」は、要素が停止したことを示しています。

表は続く

システム監視
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ステータスア ステータスタイプ
イコン
Unknown、No contact

説明

要素に関する管理情報を取得できなかった。
• 「Unknown」は、要素のステータスを確認できないことを
示しています。
• 「No Contact」は、要素は存在するが HPE SIM が一度も通
信できなかったことを示しています。

Starting、Stopping、Dormant、 このステータスは、ポートの関する有用な情報を提供します。
Power Mode、Other
注意する必要はありません。
• 「Starting」は、要素が起動したことを示しています。
• 「Stopping」は、要素が停止したことを示しています。
• 「Dormant」は、要素が非アクティブになっていることを
示しています。
• 「Other」は、追加の情報があるが、その情報が前に示した
カテゴリに適合しないことを示しています。

クラスターの監視
システムおよびイベント収集パネルで MSCS クラスター収集にアクセスするには、システムをクリックし、
利用できるクラスター収集の 1 つを選択します。管理者権限があるユーザーは、クラスター収集ビューからす
べての共有クラスター収集を管理できます。ユーザーは、自分のプライベート収集を管理することもできま
す。
•

収集の保存

•

名前をつけて収集を保存をクラスターテーブルビューページからクリックします。
クラスターの削除
削除をクラスターテーブルビューページからクリックします。確認ボックスが表示されます。クラスター
を削除するには、OK をクリックします。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。
注記:
クラスターメンバーが含まれているクラスターは削除できません。クラスターメンバーが含まれて
いるクラスターを削除するには、システムおよびイベント収集パネルのすべてのシステム収集を選択
します。次に、クラスターとそのすべてのメンバーを選択して、削除をクリックします。

•

クラスター収集ビューの印刷

•

収集結果を印刷するには、印刷をクリックします。
ビューのカスタマイズ
表示する列と表示順序をカスタマイズするには、カスタマイズをクリックします。

システムプロパティ
システムプロパティの設定ツールにより、単一システムや複数システムのシステムプロパティを設定できま
す。
システムプロパティの設定には、次の 2 つの方法があります。
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•

単一システムのシステムプロパティを編集する

•

システムページのツール&リンクタブを選択し、システムプロパティの編集リンクをクリックします。
1 つ以上のシステムのシステムプロパティを設定する

クラスターの監視

オプション > システムプロパティ > システムプロパティの設定を選択します。
監視の停止/回復ツールにより、単一システムまたは複数システムの監視を停止できます。これにより、HPE
SIM のステータスポーリング、識別、データ収集、および自動イベント処理からシステムを除外できます。使
用できる停止時間はあらかじめ決められており、5 分、15 分、1 時間、2 時間、4 時間、8 時間、1 日、2 日、
3 日、4 日、5 日、6 日、7 日の順で増えていきます。停止ツールを、無期限にオンにすることもできます。設
定の変更はすぐに有効になります。システムの新しい設定を表示するには、システムページのシステムタブを
クリックします。このツールで行った変更は以前の設定を上書きします。停止したシステムは、HPE SIM 全
体で無効アイコンで表示されます。
以下の方法のいずれかを使用して、監視を停止または回復することができます。
•

単一システムの監視を停止または回復する

•

システムページのツール&リンクタブを選択し、監視の停止/回復リンクをクリックします。
1 つ以上のシステムの監視を停止または回復する
オプション > システムプロパティ > 監視の停止/回復を選択します。
注記:
これらのツールにアクセスするには、ユーザーが管理者権限を持つ必要があります。

ESXi システムでは、WBEM ヘルスインクルージョンステータスリンクから HPE SIM の WBEM ヘルスイン
クルージョンステータスページにアクセスできます。このページから、ESXi システムのサブコンポーネント
ステータスの全部または一部を無効にして、ESXi システム全体のステータスへの影響を回避できます。この
操作は、切断されている NIC が ESXi 全体の状態についてエラーステータスを報告しないようにするのに役立
ちます。
コンポーネントで Ignore ステータスを設定しても、次のステータスポーリングタスクが実行されるまでは変
更は反映されません。

ESXi/Windows ホスト上の NIC/FC-HBA の無効化
ネットワークのステータスは、ESXi/Windows ホスト上の未使用または切断されている NIC/FC-HBA を「メジ
ャー/マイナー」でレポートします。ESXi ホスト上のネットワークコンポーネントのヘルスステータスを計算
中、未使用または切断された NIC/FC-HBA のヘルスステータスを除外するには、以下のツールを使用します。
選択されたシステムのコンポーネント WBEM ヘルスステータスを除外しますツールを使用して、未使用の
NIC/FC-HBA ポートの MAC/WWN アドレスを ESXi/Windows ホストの UI で無効にします。

ESXi/Windows ホスト上の NIC/FC-HBA の無効化
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図 1 : 手順 1：ターゲットシステムの選択
このようにすることで、無効化された MAC/WWN アドレスはヘルスステータスの計算には入れられず、ネッ
トワークコンポーネントのステータスが「正常」としてレポートされます。このツールには、ヘルスステータ
スポーリングから除外する NIC/FC-HBA の MAC/WWN アドレスが表示されます。
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図 2 : WBEM ヘルスステータスから除外されるコンポーネントのポートアドレス

システムプロパティの設定例
顧客企業および連絡先情報の個別設定
複数のシステムがあり、それらのシステムで顧客企業または連絡先情報が共通していない場合、システムプロ
パティの設定またはシステムプロパティの編集ページを使用して設定することをおすすめしますが、以下で説
明する手順に従ってください。
HPE SIM には、システムプロパティの設定ページの契約および保証情報の下に 2 つのセクション（顧客設置
先情報および顧客連絡先）があります。HPE SIM では、各セクションが固有のデータベースレコードとして
処理され、各セクションの最初のフィールドがレコードのヘッダーになります。
顧客設置先情報セクションでは、設置先名、顧客連絡先セクションでは、連絡先氏名（名）と連絡先氏名（氏）
がヘッダーとして使用されます。この 2 つのセクションに情報を入力する場合は、いくつかのプロパティが設
置先名および連絡先氏名（名）/（氏）フィールドに結合されているということに注意してください。このた
め、あるシステムまたはシステム位置の情報を他と区別されるものにしたい場合は、設置先名や連絡先氏名
（名）/（氏）も他と区別されるものにする必要があります。
顧客連絡先では、役職からその他までのどのフィールドを変更しても、連絡先氏名（名）/（氏）が共通する
すべてのシステムで対応するプロパティが変更されます。
たとえば、設置先名がグローバルに Widgets Inc.に設定されており、ブリュッセルにある単独のシステムに
固有の住所を設定する必要があるとします。この場合、設置先名として、Widgets Inc. — Brussels を設定し
ます。これにより、このシステムだけに該当する住所情報で他のシステムの顧客設置先情報が上書きされるこ
とや、他のシステムでの変更でこのシステム固有の住所情報が上書きされることがなくなります。

システムプロパティの設定例
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重要:
現時点では、HPE SIM はこれら両方のセクション（顧客設置先情報と顧客連絡先）への情報入力を要求
しませんが、Insight Remote Support では両方のセクションへの情報入力が要求されます（*印で指定さ
れているフィールドは必須フィールドです）。

顧客企業および連絡先情報の個別設定
複数のシステムがあり、それらのシステムで顧客企業または連絡先情報が共通していない場合、システムプロ
パティの設定またはシステムプロパティの編集ページを使用して設定することをおすすめしますが、以下で説
明する手順に従ってください。
HPE SIM には、システムプロパティの設定ページの契約および保証情報の下に 2 つのセクション（顧客設置
先情報および顧客連絡先）があります。HPE SIM では、各セクションが固有のデータベースレコードとして
処理され、各セクションの最初のフィールドがレコードのヘッダーになります。
顧客設置先情報セクションでは、設置先名、顧客連絡先セクションでは、連絡先氏名（名）と連絡先氏名（氏）
がヘッダーとして使用されます。この 2 つのセクションに情報を入力する場合は、いくつかのプロパティが設
置先名および連絡先氏名（名）/（氏）フィールドに結合されているということに注意してください。このた
め、あるシステムまたはシステム位置の情報を他と区別されるものにしたい場合は、設置先名や連絡先氏名
（名）/（氏）も他と区別されるものにする必要があります。
顧客連絡先では、役職からその他までのどのフィールドを変更しても、連絡先氏名（名）/（氏）が共通する
すべてのシステムで対応するプロパティが変更されます。
たとえば、設置先名がグローバルに Widgets Inc.に設定されており、ブリュッセルにある単独のシステムに
固有の住所を設定する必要があるとします。この場合、設置先名として、Widgets Inc. — Brussels を設定し
ます。これにより、このシステムだけに該当する住所情報で他のシステムの顧客設置先情報が上書きされるこ
とや、他のシステムでの変更でこのシステム固有の住所情報が上書きされることがなくなります。
重要:
現時点では、HPE SIM はこれら両方のセクション（顧客設置先情報と顧客連絡先）への情報入力を要求
しませんが、Insight Remote Support では両方のセクションへの情報入力が要求されます（*印で指定さ
れているフィールドは必須フィールドです）。

複数のシステムを対象としたシステムプロパティの設定例
このツールを使用すると、複数のシステムのシステムプロパティを同時に編集できます。複数のシステムを対
象とするシステムプロパティの設定ページは、単一のシステムを対象とするシステムプロパティの編集ページ
とよく似ています。ただし、このページでは、各プロパティの横にチェックボックスが表示されます。このチ
ェックボックスにより、ツール実行時に設定するプロパティを選択できます。選択されたプロパティだけが、
ターゲットシステムのプロパティとして保存されます。プロパティを選択しても値を空白にすると、そのプロ
パティは、システムに対して設定されません。すべてのプロパティが、オプションです。
注記:
このツールは、単一システムで使用できます。ただし、システムページで利用できるプロパティの一部
は、このオプションの選択時には使用できません。たとえば、シリアル番号は、システムページでは利
用できますが、ここでは使用できません。複数のシステムについて、システムプロパティを編集するに
は、次のように操作してください。
この手順を実行するには、更新するシステム上の EDIT_SYSTEM_PROPERTIES ツールの使用権限が必
要になります。
システムプロパティの編集については、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。
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イベント管理
イベントは、通常、管理対象システム上で実行されているエージェントから CMS に送られますが、CMS で
直接生成されるイベントもあります。イベントを使用するには、イベントを CMS に送信するように管理対象
システムを設定する必要があります。CMS がイベントを受け取ると、そのイベントがフィルターを通過すれ
ば、イベント受信時に発生するように設定されているアクションが実行されます。イベント自体は、HPE SIM
のデータベースに保存されるため、後で確認できます。
イベントリストページは、イベント収集用のビューで、共通の条件を満たすイベントのリストが表示されま
す。このページでは、イベントのクリア、イベントの削除、イベントの割り当て、イベントに関するコメント
の入力、印刷可能レポートの表示を行うことができます。イベントリストページにアクセスするには、システ
ムおよびイベント収集パネルでイベント収集を選択します。
HPE SIM の監視イベントには、以下のタスクが含まれます。
•

自動イベント処理

•

自動イベント処理タスクを管理し、新しい自動イベント処理タスクを作成し、メールおよびモデム設定を
指定することができます。
イベントを確認済みに変更
イベントを確認済みに変更できるようにします。オプション > イベント > イベントの確認を選択します。
確認済みに変更するターゲットイベントを選択し、確認済みをクリックします。

•

確認が済んだイベントは、HPE SIM データベースには残りますが、システムステータスパネルで報告され
るステータスアイコンには反映されなくなります。
イベントの削除
イベントをデータベースから削除できるようにします。
オプション > イベント > イベントの削除の順に選択します。削除するイベントを選択し、削除をクリック
します。これによりイベントはデータベースから削除されます。スケジュールを作成してこのツールを定
期的に実行することもできます。詳しくは、デフォルトシステムタスク（243 ページ）を参照してくださ
い。
注記:
イベント表示ページからイベントを削除することもできます。

イベント管理の設定
イベント管理の設定には、次のメニューオプションを使用します。
•

イベントフィルター設定
検出されたシステムから受信した SNMP トラップをフィルター処理できるようにします。デフォルト設
定では、検出されたすべてのシステムから、すべての登録済み SNMP トラップが受け入れられます。表示
するトラップの深刻度を指定し、IP アドレス範囲を使用してトラップを受信の受信や無視を行うシステム
のサブネットを作成できます。たとえば、イベントフィルタリングを使用して、通知のみのトラップを無
視することができます。管理者権限があるユーザーが、この機能を使用できます。

•

イベントフィルターの設定にアクセスするには、オプション > イベント > イベントフィルターの設定を選
択します。
SNMP トラップ設定
ネットワークのニーズに合わせてトラップメッセージを調整できるようにします。トラップメッセージ
は、暗号的であり、記述が乏しく、理解しにくいものであることがあります。この管理情報ベース（MIB）
情報は、データベースの表示内で変更できます。また、MIB の.cfg ファイルを変更することもできます。
Hewlett Packard Enterprise では、実際の MIB を修正しないことをおすすめします。SNMP トラップ設定

イベント管理
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•

にアクセスするには、オプション > イベント > SNMP トラップの設定を選択します。管理者権限があるユ
ーザーが、SNMP トラップ設定を使用して、登録 MIB のトラップ詳細の表示や編集を行います。
ステータス変更イベント設定

•

ヘルスステータスが変わったときにステータス変更イベントを生成するかどうかについて操作できます。
アクセスするには、オプション > イベント > ステータス変更イベントの設定を選択します。
WBEM イベントの登録

•

WBEM イベントを登録できるようにします。オプション > イベント > WBEM イベントの登録を選択しま
す。
WBEM イベントの登録取り消し
WBEM イベントの登録を取り消しできるようにします。オプション > イベント > WBEM イベントの登録
解除を選択します。

例 - メール通知に基づくポケベル通知タスクの作成
CMS がクリティカル、メジャー、またはマイナーなイベントを受信したときに、携帯電話（SMS（Short
Message Service）など）やその他のポケベル通知インターフェイスアプリケーションにメールを転送するた
めの通知タスクを設定できます。
重要:
時間フィルターを使用する場合は、オンコールスタイルのメールまたはポケベル通知を使用することが
できます。ある人物には日中の営業時間内に通知し、もう 1 人には夜間に通知する場合は、2 種類のタ
スクを作成し、時間フィルターを適切に設定します。
注記:
これと同様のタスク設定をポケベルのタスクに適用すると、HPE SIM サーバーのモデムが、携帯電話ま
たは英数字表示のポケベルを経由して、ポケベル通知を出すことができるように設定できます。
ポケベル通知は、Windows ベースの CMS でのみサポートされています。
メールを携帯電話に転送する通知タスクの設定
手順
1.

オプション > イベント > 自動イベント処理 > 新規タスクを選択します。自動イベント処理 - 新規タスク
ページが表示されます。
2. タスク名フィールドに、「メール - ポケベル通知タスク用重要イベント」などのタスクの名前を入力し
ます。
3. 次へをクリックします。イベント収集の選択ページが表示されます。
4. 指定するイベント属性を使用を選択します。
5. 次へをクリックします。イベントの選択ページの第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で、ドロップダ
ウンリストをクリックし、次を選択します。
6. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示されま
す。情報を選択します。
7. 追加をクリックします。
8. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示されま
す。クリティカルを選択します。
9. 3 番目の選択ボックスで、5～8 の手順を繰り返します。メジャー、マイナーの順に選択してください。
10. 次へをクリックします。システム収集の選択ページが表示されます。
11. 指定するシステム属性を使用を選択します。
12. 次へをクリックします。システムの選択ページが表示されます。
a. 最初の選択ボックス（基準の選択）から、システム名を選択します。
b. 2 番目の選択ボックス（比較の選択）から、次を選択します。
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13.

14.
15.
16.
17.

c. 3 番目の選択ボックス（値の選択）から、（すべて）を選択します。
d. 次へをクリックします。アクションの選択ページが表示されます。
メールの送信を選択します。
a. 送信先フィールドに、通知を送信するメールアドレスを入力します（複数のアドレスを指定するとグ
ループに通知することができます）。CC アドレスを追加すると管理者またはスーパーバイザーにも
通知することができます。
b. 件名フィールドに件名を入力します。たとえば、HP Systems Insight Manager Events と入力
します。
c. メッセージフォーマットセクションで、ポケベル/SMS オプションに変更します。これで、HPE SIM
でのポケベル通知タスクと同様のフォーマットで圧縮したメールが送信されます。この方法は、携帯
電話などのハードウェアに警告を送信する場合（または TAPI（Telephony Application Programming
Interface）が使用できず、メールからポケベルへの転送通知サービスを利用しているとき）には、理
想的な方法です。
次へをクリックします。時間フィルターの選択セクションが表示されます。
24 時間中いつでもメールを受信する場合を除いて、時間フィルターの使用と夜および週末を選択します。
24 時間中いつでも受信する場合は時間フィルターの使用をクリアします。
次へをクリックします。概要のレビューが表示されます。
新しいタスクを作成するには、終了をクリックします。

メールページの例
自動イベント処理では、システムにホームページがある場合、その URL をメールアドレスで送信することが
できます。システムにホームページがない場合は、現在の CMS 上のシステムの HPE SIM のシステムページ
を指す URL を送信します。
注記:
メールメッセージで指定された URL は、フォーマットが標準に設定されている場合にのみ表示されま
す。
HPE SIM からは次のメールページを送信できます。
•
•
•

標準
ポケベル/SMS
HTML

標準メールメッセージの例

From: Doe, John
Sent: Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM
To: Doe, Jane
Cc: Smith, Jim; Jones, Beth
Subject: System A: Storage System side panel is removed (Ver. 3):
Standard E-mail format
Event Name: Storage System side panel is removed (Ver. 3)
URL: https://systemname:2381
Event originator: System A
Event Severity: Major
Event received: 28-Apr-2004, 17:03:47

メールページの例
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Event description: Storage System side panel is removed. The side
panel status has been set to removed. The storage system`s side
panel is not in a properly installed state. This situation may result
in improper cooling of the drives in the storage system due to
air flow changes caused by the missing side panel.
User Action: Replace the storage system side panel.
Status: sidePanelRemoved

ポケベル/SMS メッセージの例

From: Doe, John
Sent: Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM
To: Doe, Jane
Cc: Smith, Jim; Jones, Beth
Subject: System A: Storage System side panel is removed
(Ver. 3): Pager
SMS Format E-mail testing
System A, Storage System side panel is removed (Ver. 3),Status:
sidePanelRemoved

HTML メッセージの例

From: Doe, John
Sent: Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM
To: Doe, Jane
Cc: Smith, Jim; Jones, Beth
Subject: qaunit1: Storage System side panel is removed (Ver. 3): HTML
Format E-mail testing
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ポケベル/SMS メッセージの例

ここで、quanit1 は、システム名です。

例 - システムがクリティカルな状態になったときメールを送信す
るタスクの作成
以下の手順により、システムがクリティカルステータスになったことが検出されたときに実行される、自動イ
ベント処理タスクを設定することができます。
システムがクリティカルな状態になったときメールを送信するタスクの作成
手順
1.
2.
3.
4.
5.

検索パネルで高度な検索をクリックします。高度な検索ページが表示されます。
検索対象ドロップダウンリストからイベントを選択します。
第 1 選択ボックス（条件選択）で、ドロップダウンリストから深刻度を選択します。
第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で、ドロップダウンリストから次を選択します。
第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示されま
す。クリティカルを選択します。
6. （省略可能）検索結果を表示するには、表示をクリックします。
7. 名前を付けて収集を保存をクリックしてイベント収集を保存します。
8. 名前フィールドに、Critical Events などの収集名を入力します。
9. 保存場所で、深刻度別イベントへの収集の保存を選択して、他のユーザーが収集を利用できるようにしま
す。
10. 収集を保存するには、OK をクリックします。保存をキャンセルするには、キャンセルをクリックしま
す。
11. HPE SIM が電子メールを送信するように設定するには、オプション > イベント > 自動イベント処理 > メ
ールの設定を選択します。メールの設定ページが表示されます。
12. SMTP ホストボックスに SMTP ホストを指定します。
13. メール通知の送信時に管理サーバーが使用するメール送信元アドレスを送信者のメールアドレスボック
スに指定します。
14. SMTP サーバーを認証するには、サーバーには認証が必要ですチェックボックスを選択します。
15. アカウント名ボックスで、アカウント名を指定します。
16. パスワードボックスで、パスワードを指定します。
17. OK をクリックして、変更を保存します。

例 - システムがクリティカルな状態になったときメールを送信するタスクの作成
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18. ステータス変更イベントを設定するには、オプション > イベント > ステータス変更イベントの設定を選
択します。ステータス変更イベントの設定ページが表示されます。
19. システムステータス変更イベントの作成を有効にする。を選択します。このオプションでは、ハードウェ
アステータスポーリングタスクの ping でシステムに到達できない場合に、システム到達不能イベントが
送信されます。このオプションを有効にすると、システムが到達可能に戻ったとき、システム到達可能イ
ベントが作成されます。
20. 変更内容を適用するには、OK をクリックします。
21. タスクを作成するには、オプション > イベント > 自動イベント処理 > 新規タスクを選択します。自動イ
ベント処理 - 新規タスクページが表示されます。
22. ステップ 1, 名前の選択ページで、タスク名ボックスに、Send E-mail for Critical Status など
のタスクの名前を入力します。
23. 次へをクリックします。ステップ 2, イベント収集の選択ページが表示されます。
24. ドロップダウンリストボックスから Critical Events 収集を選択します。
25. 次へをクリックします。システム収集の選択ページが表示されます。システム収集は選択しません。
26. 次へをクリックします。アクションの選択ページが表示されます。
27. メールの送信を選択します。
a. 宛先フィールドに、通知を受信するメールアドレスのリストを入力します。
b. CC フィールドに、メールのコピーを受信する必要があるメールアドレスを入力します（各アドレス
をカンマで区切ります）。
c. 件名フィールドに、メールの件名を入力します。
d. メッセージフォーマットフィールドで、受信者のエンコーディング優先順位に応じて次のフォーマッ
トのいずれかを選択します。
I.

標準。このデフォルトのメッセージフォーマットでテキスト形式のメールメッセージが受信者
に送信されます。
II.
ポケベル/SMS。同じ情報がポケベルメッセージフォーマットで受信者に送信されます。
III.
HTML。HTML イベント詳細ページに似たメールメッセージが受信者へ送信されます。
e. エンコーディングフィールドで、次のフォーマットのいずれかを選択します。
• 西ヨーロッパ言語（ISO-8859-1）
• Unicode（UTF-8）
• 日本語（ISO-2022-JP）
• 日本語（シフト JIS）
• 日本語（EUC-JP）
• 簡体字中国語（GB18030）
• 繁体字中国語（Big5）
• 韓国語（EUC-KR）
28. 次へをクリックします。ステップ 4, 時間フィルターの選択ページが表示されます。
29. 時間フィルターを使用する場合は、時間フィルターの使用チェックボックスを選択して、ドロップダウン
リストからオプションを選択します。
ユーザー定義フィルターを設定する場合は、フィルターの管理をクリックします。
30. 次へをクリックします。ステップ 5, 概要のレビューページが表示されます。タスク名、イベント収集、
イベント、システム条件、およびアクション情報が表示されます。
31. メール設定を編集したい場合、SMTP 設定を編集するには、メール設定の編集をクリックします。
32. 新しいタスクを作成するには、終了をクリックします。

例 - すべての確認済みイベントを削除するタスクの作成
以下の例は、すべての確認済みサーバーイベントを HPE SIM データベースから削除するタスクの作成方法を
示します。これはユーザーの管理ポートフォリオに加えると便利なタスクです。確認済みイベントを日常的
に削除しておくと、データベースから不必要なエントリーがなくなり、システムのパフォーマンスが向上しま
す。
次のタスクには、以下のセグメントがあります。
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例 - すべての確認済みイベントを削除するタスクの作成

•
•

削除するイベントを含むイベント収集の作成
すべての確認済みサーバーイベントを削除するタスクの作成およびスケジュール設定とタスクの実行

手順
1. 検索パネルで高度な検索をクリックします。高度な検索ページが表示されます。
2. 検索対象ドロップダウンリストからイベントを選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で、ドロップダウンリストから確認ステータスを選択します。
4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で、ドロップダウンリストから次を選択します。
5. 3 番目の選択ボックス（値の選択）から、確認済みを選択します。
6. （省略可能）検索結果を表示するには、表示をクリックします。
7. 名前を付けて収集を保存をクリックしてイベント収集を保存します。
8. 名前フィールドに、確認済みイベントの削除などの収集名を入力します。
9. 保存場所で、深刻度別イベントへの収集の保存を選択して、他のユーザーが収集を利用できるようにしま
す。
10. 収集を保存するには、OK をクリックします。
11. 次に、検索ドロップダウンリストからシステムを選択します。
12. 第 1 選択ボックス（条件選択）で、ドロップダウンリストからシステムタイプを選択します。
13. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で、ドロップダウンリストから次を選択します。
14. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示されま
す。サーバーを選択します。
15. （省略可能）検索結果を表示するには、表示をクリックします。
16. 名前を付けて収集を保存をクリックしてシステム収集を保存します。
17. 名前フィールドに、Delete Cleared Server Events_system などのシステム収集の名前を入力し
ます。
18. タスクを作成してスケジュール設定するには、オプション > イベント > イベントの削除を選択します。
イベントの削除ページが表示されます。
19. ドロップダウンリストボックスから確認済みイベントの削除収集を選択します。
20. 適用をクリックします。
21. ここで、システムフィルター追加をクリックしてシステム収集を追加します。
22. 手順 17 で作成したシステム収集を選択し、"Delete Cleared Server Events_system"自体を選択をチェ
ックします。
23. 適用をクリックします。
24. スケジュールをクリックします。
25. タスク名ボックスで、タスクに確認済みイベントの削除タスクなどの名前を付けます。
26. スケジュールの調整セクションで、使用したいスケジュールオプションを選択します。
この例では、新しいシステムまたはイベントが収集に追加されたときを選択すると、HPE SIM は、サー
バーイベントが「確認済み」になるたびにそれらのイベントを自動的に削除します。
27. Done (完了) をクリックします。タスクがスケジュール設定され、スケジュールされたすべてのタスクペ
ージが表示されます。
このタスクを任意の時間に実行するには、タスク&ログ > スケジュールされたすべてのタスクの表示を選
択します。テーブルから確認済みイベントの削除を選択し、すぐに実行をクリックします。

イベント管理
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HPE SIM のレポート
標準レポート
標準レポートは、HPE SIM に標準で付属しています。このレポートは、ユーザーがよく体験する状況に基づ
いており、設定を追加する作業や有効にする作業は不要です。これらのレポートは、HPE SIM のインストー
ルおよび設定時に、インストールおよび設定され使用できるようになります。標準レポートは、HPE SIM の
既存のシステム収集（すべてのシステム、すべてのサーバーなど）と関連付けられています。レポートの結果
は、システムにログインしているユーザーのもつ認証を基準にして表示されます。
標準レポートは、レポートの管理ページに移動すると、利用できます。

新規レポート
レポート設定は、指定した基準でデータベーステーブルからデータを取得し、指定したフォーマットでレポー
トに入れるユーザー定義の優先設定です。レポート設定を保存すると、後日、そのレポート設定を使用して稼
動データからレポートを生成できます。
レポート設定の作成、保存、編集、コピー、削除を行うには、管理者権限またはオペレーター権限が必要で
す。ユーザー権限があるユーザーは、認証済みのレポート設定のみ実行できます。
管理者権限があるユーザー 1 が、レポートとプライベート収集を生成した場合、管理者権限があるユーザー 2
は、ユーザー 1 が作成したレポート設定とプライベート収集を使用してレポートを生成できます。ユーザー 2
は、レポート設定の編集、保存、削除を実行できますが、ユーザー 1 が作成したプライベート収集を削除する
ことはできません。
新規レポートの作成ウィザードを利用すると、新しいレポートを作成して HPE SIM レポートに追加する作業
が容易になります。このオプションは、HPE SIM でのみ使用できる機能です。
レポート設定を保存してあとで使うことも、1 回限りのレポートを作成することもできます。
レポート > 新規レポート...の順に選択すると、ステップ 1: ターゲットシステムの選択ページが表示されます。
ターゲットシステムを確認したら、次へをクリックします。ステップ 2: パラメーターの指定ページが表示さ
れます。レポートの名前を入力して、項目の選択の下でレポートに表示する必要な項目にチェックを入れて、
レポートを保存します。

レポートの管理
レポートの管理機能では、次のオプションを使用できます。
•

レポートの実行
生成されるレポートでは、以下の情報が表示されます。
◦
◦

レポート名
関連するシステム収集
注記:
関連するシステム収集の情報は、レポートを実行するために選択した収集がない場合は表示され
ません。

◦

レポートの実行日時

生成されるレポートのフォーマット:
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◦

HTML（表示に推奨）

◦

既存のレポートを HTML フォーマットで表示できるようにします。
XML

HPE SIM のレポート

◦
•

既存のレポートを XML フォーマットで表示できるようにします。
CSV

既存のレポートを CSV フォーマットで表示できるようにします。
コピー
HPE SIM では、既存のレポート設定からレポート設定をコピーできます。新たにコピーした設定を編集す
ると、新しいレポートを作成できます。
注記:
レポート設定をコピーするには、管理者権限があるユーザーまたはオペレーター権限があるユーザー
で、HPE SIM にサインインする必要があります。管理者権限またはオペレーター権限でサインイン
しないと、コピー操作を実行できません。

•

新規
新しいレポートを作成して、HPE SIM レポートに追加できます。このオプションは、HPE SIM でのみ使
用できる機能です。

•

レポート設定を保存してあとで使うことも、1 回限りのレポートを作成することもできます。
編集
HPE SIM では、既存のレポート設定を編集できます。更新したレポート設定は、既存レポート設定に上書
き保存したり、新しいレポート設定として保存したりすることができます。
注記:
レポート設定の作成、保存、編集、コピー、削除を行うには、管理者権限またはオペレーター権限が
必要です。ユーザー権限があるユーザーは、レポート設定の編集はできません。

•

削除

•

レポートの管理ページからレポート設定を永久に削除できます。
SQL クエリの表示
SQL クエリを表示できるようにします。
レポート > レポートの管理...を選択します。レポートの管理ページが表示されます。SQL の詳細情報を
表示するレポートを選択して、レポートの実行を選択します。次に、レポート上で SQL クエリの表示をク
リックします。

スナップショットの比較
スナップショット比較によって、最大 4 つのシステム（同じオペレーティングシステム）を相互に比較した
り、単一のシステムをそれ自体と比較して時間の経過による変化を調べたりすることができます。
スナップショット比較を表示するには、レポート > スナップショットの比較...を選択します。スナップショッ
トの比較ページが表示されます。ターゲットシステムを選択し、次へをクリックします。

拡張レポート
拡張レポートには、製品ごとのレポートテーブルが含まれ、HPE SIM に登録されている製品および使用でき
るレポートが表示されます。HPE SIM 拡張レポートには、22 の定義済みレポートがあります。
レポーティングエンジンのメインページには、製品ごとのレポートテーブルが含まれ、HPE SIM に登録され
ている製品および使用できるレポートが表示されます。
製品ごとのレポートテーブルでは、デフォルトでは、HPE SIM のレポートが表示されます。定義済みレポー
トが表示されるのは、HPE SIM に登録されている製品だけです。

スナップショットの比較
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表 7 : 製品ごとのレポートの各列
名前

説明

製品/レポート名

製品の名前が表示され、その横の括弧内に HPE SIM
にレポートとして登録されているレポートの総数も
示されます。展開アイコンをクリックして製品項目
を展開すると、製品セクションの下に使用できるレポ
ートとレポートの詳細（説明、ターゲットシステムお
よびレポートタイプ）が表示されます。

レポートタイプ

テーブル、バー、パイ、バー - パイ、ラインなど、レ
ポートのタイプが表示されます。

ターゲットシステム

レポートのターゲットとして選択された項目が表示
されます。レポートはこのターゲット内のシステム
を対象に実行されます。

説明

レポートの簡単な説明が表示されます。

表 8 : 製品ごとのレポートの各ボタン
名前

説明

新規

新しいレポートを作成します。

編集

選択されたレポートを編集します。このボタンは、
HPE SIM の下にあるユーザーが作成および定義した
レポートについてのみ有効です。定義済みレポート
については、常に無効です。

レポートの実行

レポートを実行します。

レポートのメール

レポートをメールで送信できるようにします。

削除

選択されたレポートを削除します。削除できるのは、
ユーザーが作成/定義したレポートだけです。

定義済みレポート
定義済みレポートは、HPE SIM に標準で付属しています。このレポートは、ユーザーがよく体験する状況に
基づいています。定義済みレポートは、HPE SIM の既存のシステム収集（すべてのシステム、すべてのサー
バーなど）と関連付けられています。レポートの結果は、システムにログインしているユーザーのもつ認証を
基準にして表示されます。
レポート > 拡張レポートを選択します。製品ごとのレポートページが表示されます。

拡張レポートの実行
レポートを実行すると、レポーティングエンジン内の使用できるレポートが生成されます。生成されるレポー
トは、レポートの実行をクリックした時点で新しいページに表示されます。
生成されるレポートでは、レポート名、関連付けられたシステム収集、レポートの実行日時が、次の形式で提
供されます。レポートを実行する前に、ファイル形式を選択してください。
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•
•
•

HTML（表示に推奨）
CSV
PDF

レポート > 拡張レポートを選択します。拡張レポートページが表示されます。実行するレポートを選択しま
す。レポートの実行をクリックします。

新規拡張レポート
レポート設定は、指定した基準でデータベーステーブルからデータを取得し、指定したフォーマットでレポー
トに入れるユーザー定義の優先設定です。レポート設定を保存すると、後日、そのレポート設定を使用して稼
動データからレポートを生成できます。
また、レポートの新規作成では、使用するレポートの種類を選ぶこともできます。ユーザーは、以下のオプシ
ョンを任意の組み合わせで選択できます。
•
•

チャートを含む
テーブルを含む

レポートの種類としてチャート（グラフ）を選択すると、次の 3 つのサブタイプを利用できます。
•
•
•

バー
パイ
ライン（傾向）

チャートを含むセクションは、動的に変化し、対応するレポートの作成に必要な選択項目が表示されます。選
択したチャートのタイプによって異なりますが、次に示すように、さらに詳しい選択項目が提供されます。
•
•
•
•

グラフタイトル：グラフタイトルは、すべてのチャートタイプで使用できます。
フッター：脚注は、すべてのチャートタイプで使用できます。
X 軸：棒グラフや折れ線グラフでは、X 軸を使用できます。
Y 軸：棒グラフや折れ線グラフでは、Y 軸を使用できます。

テーブルを含むオプションでは、生成されるレポートのテーブルで表示する列フィールドとその表示順を選択
できます。
レポート設定を保存してあとで使うことも、1 回限りのレポートを作成することもできます。

拡張レポートの編集
編集できるのは、カスタムレポートだけです。
テキストフィールドに、開かれているレポートの詳細情報が自動的に入力されます。編集ボタンの対象になる
のは、HPE SIM のカスタムレポートだけです。

メールでのレポートの送信
メールでのレポート送信機能を使用すると、指定した時間にレポートを実行してメールで送信するスケジュー
ルを作成できます。レポートは、定期的に実行するかまたは 1 回だけ実行するようにスケジュールできます。
次のオプションから選択して、レポートを実行してください。
•
•
•

中央管理サーバーが起動したときにレポートを実行する場合は、中央管理サーバー開始時を選択します。
レポートをすぐに実行する場合は、すぐに実行を選択します。
このレポートを常に無効にする場合は、このタスクを無効にするを選択します。

レポートの削除
製品ごとのレポートセクションにあるユーザーが作成したレポートは削除できます。レポートを削除する前
に、ポップアップメッセージが表示され、選択したレポートを削除する意思があるかどうかについての確認が
行われます。OK をクリックするとレポートは削除されます。また、製品およびレポートページが更新され、
レポートの正しいステータスが表示されます。

新規拡張レポート
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ターゲット選択
ターゲットとはツールの動作対象になるシステムのことです。単一のシステム、収集、または操作中のタスク
のためだけに選んだシステムのグループをターゲットとして使用できます。ターゲットはツールの選択の前
でも後でも選択できます。タスクウィザードで、選択を確認および変更することもできます。
確認されたターゲットは、ツールのタイトルエリアに表示されます。
注記:
一部のツールは、複数のシステムに対しては機能しません。この場合、警告が表示され、個々のシステ
ムだけを選択できることが説明されます。
タスクウィザードについて詳しくは、Systems Insight Manager のオンラインヘルプを参照してください。

ツールのスケジュール設定
ツールの実行をスケジュールする場合に使用できるオプションは次のとおりです。
•

定期的
分、時、日、週、月単位で、実行間隔を選択します。定期的スケジュールでは、特定日時まで実行したり、
設定した回数だけ実行したりするようにタスクを設定できます。時間フィルターを適用し、その日の何時
にスケジュールしたタスクを実行するかを指定することもできます。その日の何時にスケジュールしたタ
スクを実行するかを指定することもできます。
注記:
月末の 31 日に 1 回だけタスクを実行するようにスケジュールすると、該当する月が 30 日までしか
ない場合にタスクが次の月の最初の日に実行されます。

•

1回

•

タスクを実行する日時を指定します。
新しいシステムまたはイベントが収集に追加されたとき

•

このオプションは、ユーザーがシステムおよびイベントの収集をターゲットに選択した場合にのみ有効で
す。新しいシステムかイベントが収集条件を満たす場合に限って、タスクが実行されます。このタイプの
スケジュールに、時間フィルターを適用することもできます。
システムまたはイベントが収集から削除されたとき

•

このオプションは、先のオプションとほとんど同じですが、システムおよびイベントの収集に含まれるシ
ステムが収集条件を満たさなくなった場合にのみタスクが実行される点だけが異なっています。このタイ
プのスケジュールには、時間フィルターを適用できます。
スケジュールなし
このオプションは、適切な権限を持つユーザーが手動で実行する場合に限ってタスクが実行されるように
指定します。このタスクが自動的に実行されることはありません。タスクは、スケジュールされたすべて
のタスクページまたは CLI から手動で実行できます。

タスクによる管理
HPE SIM では、タスクをスケジュールして実行し、システムとイベントを管理できます。タスクは、HPE SIM
ツールを使用して実行するアクションです。タスクインスタンスは、実行されたタスクの単一インスタンスで
す。
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ユーザーは、以下を実行できます。
•
•
•
•
•
•

さまざまなタスクの作成
タスクのスケジュール
タスクの修正
タスクの削除
実行中のタスクの停止
タスクステータスの表示

タスク情報は、以下のいずれかを選択することによって利用できます。
•
•

タスク＆ログ > スケジュールされたすべてのタスクの表示
タスク&ログ > タスク結果の表示

HPE SIM には、システムが提供する（デフォルト）タスクがあります。このようなタスクは、無効にしたり、
スケジュールを変更したりすることはできますが、削除したり別のユーザーに割り当て直したりすることはで
きません。HPE SIM では、監視しているシステムの全容を把握するためにこれらのタスク（たとえば、デー
タ収集）が必要です。

結果の表示
タスクの実行後、タスク＆ログ > タスク結果の表示を選択して検出タスクの結果を表示できます。このメニ
ューを選択すると、タスク結果ページが表示されます。このページには、完了したタスクと現在進行中のタス
クをすべて含むテーブルが記載されています。テーブルには、タスクの起動、使用されたツール、タスクのス
テータス、タスクの実行者、タスクの開始および終了時刻についての情報が表示されます。

例 - デバイスの ping
個別システムか複数のシステムを ping するには、ping ツールを使用します。システムを ping するには、診
断 > Ping を選択します。Ping ウィンドウが表示されます。ターゲットシステムを選択し、すぐに実行をクリ
ックしてタスクを実行します。
システムが IP アドレスを解決しない場合、要求は実行できません。複数の IP アドレスがシステムにある場合
は、各 IP アドレスの結果が、結果ページに 1 行で表示されます。右上隅のステータスには、選択したシステ
ムを Ping していますと表示されます。リストのすべてのシステムが ping されると、ステータスは Ping が
完了しましたに変化し、完了時のタイムスタンプが表示されます。
ping 結果は、別のウィンドウに表示されます。ping の応答の例を以下に示します。
•
•
•

応答がありました。ping は正常に実行され、ping されたシステムからの応答がありました。
要求がタイムアウトしました。ping は実行されましたが、ping されたシステムからの応答はありませんで
した。
システムに IP アドレスがないため、ping を実行できません。システムに関連する IP アドレスがありま
せん。ping を実行できません。

ping が成功すれば、再試行は行いません。ping が失敗した場合にだけ再試行してください。ping 結果は、タ
スク結果ページかシステムビューページのシステムステータスに影響しません。

結果の表示
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HPE SIM の高度な機能
このセクションでは、HPE SIM の高度な機能について説明します。
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HPE SIM での収集
HPE SIM での収集
システムとイベントは、HPE SIM データベースからの情報に基づいて収集にグループ分けされます。収集を
定義すると、結果を表示したり、収集をタスクに関連付けたりすることができます。編集した収集や編集して
いない収集は、別の名前の収集として保存することもできます。
収集を使用して、多数のシステムを小さいグループに分けそのグループに意味をもたせることができます。た
とえば、組織に 5 人のシステム管理者がいて、6 棟の異なるビルに設置されている 100 台のシステムを担当す
る場合を想定します。各管理者用にそれぞれが担当するシステムだけを含む収集を作成したり、そのビルに設
置されているシステムだけを含む収集を各ビルごとに作成したりすることができます。共有収集のカスタマ
イズは、管理者権限を持つユーザーが行う必要があります。
注記:
収集に名前を付ける場合は、英語のテキストを使用してください。英語のテキストを使用しない場合、
全角記号は使用しないでください。全角記号を使用した場合、collection-<数値>など、HPE SIM が生成
した名前が付いた収集が表示される場合があります。
収集は、次に示すいくつかの方法で作成できます。
•

収集のカスタマイズページで作成する。
システムおよびイベント収集パネルでカスタマイズリンクをクリックします。収集のカスタマイズページ
が表示されます。イベントまたはシステムを選択して、新規をクリックします。
新規収集セクションが表示されます。
収集のカスタマイズページ

HPE SIM での収集
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注記:
システム収集とイベント収集の両方を作成できます。
•

システムビューページで作成する。
システムビューページの下部にある名前をつけて収集を保存をクリックします。このコマンドにより、現
在選択しているシステム（または収集）を新しい収集として保存できます。
システムテーブルビューページでの保存
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•

システム検索を行い、収集を定義する属性として検索条件を保存する。
高度な検索ページでの収集の保存

収集の保存について詳しくは、HPE Systems Insight Manager のオンラインヘルプを参照してください。

収集のタイプ
•

メンバー単位
収集を作成するときは、含める特定のシステムまたは収集を厳密に選択することができます。収集のカス
タマイズページから、新規をクリックします。新規収集セクションが表示されます。個別にメンバーを選
択を選択します。

収集のタイプ
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注記:
イベント収集を作成するときは、個別のイベントを選択することはできません。ただし、イベント収
集を選択することはできます。イベント収集を選択すると、便利な階層を作成することができます。
•

属性単位
収集を作成するときは、メンバーの属性によって収集の内容を説明することができます。属性によって定
義された収集は、動的です。呼び出されるたびに、内容が再び決定されるためです。
収集の作成には、システム名（完全または一部）、オペレーティングシステム、システムタイプなど、多く
のシステム属性を使用できます。イベント収集では、確認済みステータス、タイプ、深刻度、時間などの
属性を選択できます。複数の属性を組み合わせて、ユーザーが必要とする、システムまたはイベントの厳
密なグループを作成することができます。
属性単位で収集を作成するには、高度な検索ページで名前をつけて収集を保存をクリックするか、または
収集のカスタマイズページで新規をクリックします。次に、新規収集セクションで、条件によってメンバ
ーを選択を選択します。属性を選択して、名前を付けて収集を保存をクリックします。

•

属性単位の収集はデータベースクエリを使用するため、複雑な構成の収集を作成すると、その収集にアク
セスするたびに多くのシステムリソースが占有されます。一方、収集をシンプルなものにすれば、パフォ
ーマンスの影響は最小限に抑えられます。
組み合わせ収集
組み合わせ収集を使用して、システム収集とイベント収集を結びつけることができます。組み合わせ収集
では、作成したシステムおよびイベント収集を再使用したり再び組み合わせたりできます。
注記:
組み合わせ収集には、次の 2 種類があります。システム収集を作成する場合、組み合わせ収集はシス
テムリストを返します。イベント収集を作成する場合、組み合わせ収集はイベントリストを返しま
す。たとえば、すべてのサーバーとすべてのサインインおよびサインアウトイベントという 2 つの収
集は 2 とおりの方法で組み合わせることができます。一方の方法では、ログインおよびログアウトイ
ベントをもつすべてのサーバーのグループが作成されます。もう一方の方法では、サーバー上で発生
したすべてのログインおよびログアウトイベントのグループが作成されます。

システム収集の作成
すべてのシステム管理プロセッサーをすばやく表示するには、HPE SIM にログインします。システムおよび
イベント収集パネルで、下方向にスクロールしてすべての管理プロセッサーを選択します。
すべての管理プロセッサーページが表示されます。
すべての iLO デバイス（または iLO のバージョンごとの）のカスタムグループを作成するには、システム収
集を作成します。
手順
1. システムおよびイベント収集パネルで、カスタマイズをクリックします。収集のカスタマイズページが表
示されます。
2. 収集の表示ドロップダウンリストで、システムを選択します。
使用できるすべてのシステム収集またはクラスター収集が表示されます。
新規をクリックします。新規収集セクションが表示されます。
条件によってメンバーを選択を選択します。
検索対象ドロップダウンリストで、システムを選択します。
条件ドロップダウンリストで、システムサブタイプを選択して、包括/除外ドロップダウンリストで次を選
択します。
7. 右にあるシステムサブタイプドロップダウンリストで、Integrated Lights-Out 選択項目を選択します。
8. 次のいずれかをクリックします。
3.
4.
5.
6.
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a. 表示 - 検索を即座に実行して結果を表示します。
b. 名前を付けて収集を保存 - 収集を保存します。
c. キャンセル - 変更を保存せずに、新規収集セクションを閉じます。

その他のカスタマイズ機能
収集のカスタマイズページでは、収集の作成や編成を行って、ユーザーにとって役立つ収集を生み出すことが
できます。
収集のカスタマイズページ

収集のカスタマイズページでは、その内容が示される収集と示されない収集が表示されます。たとえば、上の
図では、すべてのシステム、HPE BladeSystems、およびストレージシステムはメンバー単位での収集では
ありません。収集名の横に展開アイコン（
れます。

）があり、このアイコンをクリックすると収集の内容が表示さ

属性単位の収集は動的です。そのため、その内容の決定およびこのインターフェイスでの表示には非常に時間
がかかります。このため、その内容は表示されず、これらの収集のメンバーのプロパティを設定することはで
きません。属性単位の収集のメンバーシステムは将来収集に含まれなくなる可能性があり、そのシステムのプ
ロパティを設定しても、ほとんど価値はありません。
•

編集

•

収集は、編集できます。ただし、タイプを変更することはできません。たとえば、属性で定義されている
収集の条件は変更できますが、収集のタイプを変更してその収集をメンバー単位の収集や組み合わせ収集
にすることはできません。
コピー
コピー機能により、収集を収集階層内の別の位置にコピーできます。ただし、コピーされた収集は元の収
集から切り離され独立した収集になるので注意してください。また、コピーされた収集に含まれる収集は、
参照によってそれ自体がコピーされます。
たとえば、次の階層（例に関連しない収集の内容は示していません）を例にとって考えてみましょう。

その他のカスタマイズ機能
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収集 B を収集 F にコピーすると、階層は次のようになります。

収集 B の新しいインスタンスには新しい名前が付けられますが、その内容は直接コピーされます。一方、
収集 B の内容である収集 C と収集 D は参照によってコピーされます。収集 B と収集 B のコピーは、とも
にまったく同じインスタンス（収集 C と収集 D）を参照します。
あとで、システム C が収集 C に追加されシステム D が元の収集 B に追加されると、次に示すようにシス
テム C は両方の位置に表れますが、システム D は一方の位置にだけ表れます。
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•

収集 C はアプリケーション全体の中では 1 つのものなので、階層のビューにはシステム C のインスタンス
が 2 つ表示されます。収集 C の参照元になるどの位置でも、収集 C は常に同じシステムを含みます。一
方、システム D は収集 B の下にだけ表示されます。収集 B と収集 B のコピーは別のものでそれぞれが独
立した収集です。
移動
移動機能により、階層内の希望する位置に収集を正確かつ簡単に移動できます。
注記:
プライベート収集を共有収集に移動することはできますが、その逆の移動は不可能です。

•

削除
ほとんどの収集は、削除できます。ただし、いくつかの制限があります。
◦
◦

•

空でない収集を削除することはできません。
使用中の収集を削除することはできません。すなわち、スケジュールされたタスクのターゲットになっ
ている収集や、システムステータスパネルで使用されている収集、他の収集で使用されている収集は削
除できません。
◦ すべてのシステム収集とすべてのイベント収集は削除できません。
◦ いったん削除した収集を元に戻すことはできません。
プロパティの設定
収集にはプロパティがあり、これらのプロパティはシステムおよびイベント収集パネルや HPE SIM の他の
場所での収集の表示の方法などを定義します。
◦

Visible プロパティ
HPE SIM 付属かまたはユーザー定義の、システム収集かイベント収集があり、使用してはいないが削
除は望まないということはあり得ることです。これらの収集を使用はしないが削除は望まないのであ
れば、収集のプロパティで Visible 設定を使用して、ユーザーインターフェイスから削除できます。そ
の収集に対していいえ、ユーザーインターフェイスに収集およびそのメンバーを表示しませんを選択す
ると、その収集はシステムおよびイベント収集パネル、タスクウィザードなど、ユーザーインターフェ
イス内の通常収集が表示されるどの位置（カスタマイズパネル自体を除く）にも表示されなくなりま
す。
収集を非表示にすると、システムおよびイベント収集パネルを整理できますが、非表示になった収集は
HPE SIM のすべての位置で除外されタスクからも削除されますので注意してください。たとえば、あ
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◦

る収集を含むタスクの実行がスケジュールされていても、その収集が非表示になると、タスクはその収
集に対しては実行されません。表示/非表示の設定はいつでも変更できます。
ステータスの表示プロパティ
ステータスの表示プロパティを設定すると、システムおよびイベント収集パネルで特定の収集の総合的
なステータスを簡単に表示できます。このプロパティは、たとえば一番下に表示される収集の総合的な
ステータスなど、個々のシステムや属性単位での収集に対してのみ設定できます。

階層のレベル（ツリーの葉の部分）
。
システムおよびイベント収集パネルでは、ステータスは、表示される場合、階層の上のレベル（ツリー
のルート）に「浮かび上がり」、どのレベルでも常に最も緊急のステータスが示されます。ステータス
は統合され最も重大なステータスが常に表示されます。
注記:
次のリストでは、先に挙げるステータスの方が後で挙げるステータスよりも優先されます。

•
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– クリティカル
– メジャー
– マイナー
– 警告
– 正常
– 無効
– 不明
– 情報
デフォルトビュープロパティ

HPE SIM での収集

システムおよびイベント収集パネルで収集を選択すると、その収集の内容が作業領域に表示されます。デ
フォルトでは、収集のタイプが異なると表示の方法も異なります。属性単位の収集および組み合わせ収集
は、デフォルトではテーブルビューで表示されますが、アイコン形式やツリー形式でも表示できます。メ
ンバー単位の収集の場合も、デフォルトではツリービューで表示されますが、アイコン形式やテーブル形
式でも表示できます。特別なタイプのシステム収集は、デフォルトで、ピクチャービューまたは特別なコ
ンソールで表示されます。このようなデフォルトビューは、このプロパティを使用して変更できます。
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HPE SIM のカスタムツール
一般的な概念
カスタムツールは、ユーザーが作成して CMS 上またはターゲットシステム上で実行できるツールである。
例：
•

リモートツール

•

選択したターゲットシステム上で実行されるツール。ファイルをターゲットシステムにコピーしたり、タ
ーゲットシステム上で特定の X-Window アプリケーションを実行したりすることができる。ユーザーはこ
のツールのスケジュールを設定できる。
CMS ツール

•

CMS で動作するツール。通常、スクリプトかバッチファイルで、環境変数を渡すことができる。このツー
ルは、自動イベント処理を使用してイベントの受信時に実行されるように設定できる。ユーザーはこのツ
ールのスケジュールを設定できる。
Web ページツール
Web URL を起動するツール。URL は、CMS 上の別のブラウザーウィンドウで起動する。このツールのス
ケジュールは設定できない。

カスタムツールを追加するには、GUI のツール > カスタムツール > 新しいカスタムツールメニューを使用す
るか、テキストエディターでツール定義ファイル（tdef）を編集して CLI の mxtool でそれらのファイルを登
録します。この章で、両方の手順を説明します。

ツールのタイプ
HPE SIM を使用すると、配布されたままの状態でも、データセンターやリモートサイトの単一のコンソール
から任意の数のサーバーやストレージデバイスを統合管理/制御できます。一方、専門的なツールや Insight
Essentials 付加価値ソフトウェアプラグインを使用してをカスタマイズすると、HPE SIM は、Microsoft
Windows、Linux、または HP-UX エンタープライズ環境を制御するための使いやすく包括的なプラットフォー
ムに生まれ変わります。
複数のシステムを管理するためのキーとなる方法は、スクリプティング機能を介して行われます。HPE SIM
は、XML データファイル形式で記述されたツール定義ファイル（TDEF）を使用するモジュール方式のアーキ
テクチャーが特徴です。TDEF は、HPE SIM が使用する 1 つ以上のツールの定義を含み、ツールの起動およ
び実行方法を定義します。ツールとして、スクリプトまたは実行ファイルを使用できます。カスタムツールを
作成すると、HPE SIM の使用範囲が広がり、お客様独自のビジネス環境もカバーできるようになります。
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表 9 : ツールのタイプ
名前

説明

単一システム対応コマンドツールまたは GUI のリモ
ートツール

SSA ツールは、選択したターゲット上で実行され、
そのターゲットのシステム環境だけを認識します。
SSA ツールを実行する際は、まず、CMS の HPE SIM
分散タスクファシリティ（DTF）が SSH を使用して
1 つ以上のファイルをターゲットシステムに送信し、
ファイルを受け取ったシステムがツールを実行しま
す。SSA ツールには、ls、cat や cp.など、一般的な
Unix コマンドをラップするツールがあります。

マルチシステム対応コマンドツール

MSA ツールは、通常、CMS 上で実行され、複数のタ
ーゲットシステムを操作できます。MSA ツールを起
動すると、MSA プロセスが一度だけ作成され、リス
ト内のすべてのターゲットに渡されます。MSA ツー
ルの例としては、XWindows ツールを挙げることがで
きます。

Web 起動ツールまたは GUI の Web ページツール

WLA ツールは、通常、独立したブラウザー（デフォ
ルト）または HPE SIM と同じフレームで起動しま
す。このツールは Universal Resource Locator（URL）
で指定します。HPE SIM の証明書を共有していない
Web 起動アプリケーションは、別のフレームで実行
されるはずです。

アプリケーション起動ツールまたは GUI の CMS ツ
ール

アプリケーション起動ツールは、CMS 上で実行され、
デバイス情報やイベント情報にアクセスするために
ツールが指定した環境変数を参照できるバッチファ
イル、スクリプト、または実行ファイルです。アプリ
ケーション起動ツールには、たとえば、3 つのデバイ
ス（A、B、および C）を返す「Exchange Servers」
リストの内容と結合されたタスクを実行するツール
があります。このツールは、A、B、および C のコン
テキストで、合わせて 3 回実行されます。

カスタムツール用の環境変数
注記:
ユーザーが定義した変数に、HPE SIM 環境変数と同じ名前が付いている場合、HPE SIM 環境変数によ
り、ユーザー定義変数が上書きされます。
DOS 環境変数は、カスタムツールパラメーターでサポートされ、新しいカスタムツールページまたはカスタ
ムツールの管理ページ上のパラメーターとして動作します。DOS 環境変数は、バッチファイルまたはスクリ
プトファイルでを使う場合を除き、二重のパーセント記号（%）で囲む必要があります。たとえば、パラメー
ター行で NOTICELABEL 環境変数をパラメーターとして渡すには、%%NOTICELABEL%%と入力してくださ
い。DOS 環境変数をバッチファイルまたはスクリプトファイル内で使用する場合は、環境変数名の前後に 1
つのパーセント記号（%）を付けてください。
NOTICELABEL。通知のタイプ。検出されたシステム、その他の HPE SIM サーバーレベルの通知、通知の原
因となったトラップのタイプのいずれかを含む、短い文字列です。
NOTICESTATE。HPE SIM の内部で使用される値であり、通知がクリアされているかどうかを表します。
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NOTICEPLAINTEXT。通知を説明するプレーンテキスト。通知の詳細情報が含まれます（確認中、確認済み、
未確認のいずれか）。
NOTICERAWDATA。通知の生データは、文字列として渡されます。これは、パイプ文字「|」で区切られた変
数の集合で、単純な構文解析ルールに便利です。
NOTICESEVERITYSTR。通知の深刻度の長い説明。クリティカル、情報、メジャー、マイナー、不明、警
告、および正常の可能性があります。
NOTICESEVERITY。NOTICESEVERITYSTR の整数値。次のいずれかになります。
•
•
•
•
•
•
•

0、不明
1、正常
2、警告
3、マイナー
4、メジャー
5、クリティカル
100、情報

NOTICEQUERYNAME。通知の生成方法を基にした収集名。この値は、以下のうちの 1 つです。
•
•
•

This system or event meets the following search criteria: +QueryName;
This system or event now meets the following search criteria: +QueryName;
This system or event no longer meets the following search criteria:
+QueryName;

DEVICENAME。通知の原因となったシステムの名前
DEVICEIPADDRESSCOUNT。このシステムにマップされる IP アドレスの数
DEVICEIPADDRESS%d。%d は、カウントに基づいた、実 IP アドレスを表す整数になります。例：
IF, DEVICEIPADDRESSCOUNT = 2
Then, DEVICEIPADDRESS0 = 111.111.111.111
DEVICEIPADDRESS1 = 222.222.222.222
DEVICEMACADDRESSCOUNT。システムについて収集された MAC アドレスの数。この情報は、事前にデー
タ収集タスクを実行しないと、利用できません。
DEVICEMACADDRESS%d。%d は MAC アドレスカウントに基づいて実際の MAC アドレス環境変数を参照
する整数。例：

IF, DEVICEMACADDRESSCOUNT = 2
Then, DEVICEMACADDRESS0=00:80:5F:7F:B0:81
DEVICEMACADDRESS1=00:80:C7:29:EF:B6
GENERICTRAPID。これがイベントベースのリストで SNMP トラップから生成される場合、受信したトラッ
プの SNMP 一般トラップ ID
SPECIFICTRAPID。これがイベントベースのリストで SNMP トラップから生成される場合は、受信したトラ
ップの SNMP 固有のトラップ ID
Path。サービスが動作しているコンテキストからの Path 環境変数の値
SystemRoot。サービスが動作しているコンテキストからの SystemRoot 環境変数の値
Windir。サービスが動作しているコンテキストからの Windir 環境変数の値
COMPUTERNAME。サービスが動作しているコンテキストからの COMPUTERNAME 環境変数の値
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MPIP。関連付けられた管理プロセッサーの IP アドレス
MPNAME。関連付けられた管理プロセッサーの名前
RELATEDDEVICECOUNT。関連付けられたシステムの数
RELATEDDEVICENAME%d。関連付けられたシステムの名前。%d は、繰り返しの数字です。例：

IF, RELATEDDEVICECOUNT = 2
Then, RELATEDDEVICENAME0=DeviceName0
RELATEDDEVICENAME1=DeviceName1
RELATEDDEVICEIP%d。関連付けられたシステムの IP アドレス。%d は、繰り返しの数字です。例：

IF, RELATEDDEVICECOUNT = 2
Then, RELATEDDEVICEIP0=111.111.111.111
RELATEDDEVICEIP1=222.222.222.222
RELATIONSHIP%d。関連付けられたシステムの関係文字列。%d は、繰り返しの数字です。例：

IF, RELATEDDEVICECOUNT = 2
Then, RELATIONSHIP0=ServerToEnclosure
RELATIONSHIP1=VMGuestToVMHost

カスタムツールを使用したアプリケーションの起動
HPE SIM のカスタムツールを使用して、RIBCL、CPQLOCFG、およびシステム収集を結合し、iLO システム
のグループ管理を管理します。カスタムツールは、CMS およびターゲットシステムで実行されます。選択し
たターゲットシステム上で実行されるリモートツールを作成することや、その実行をスケジュールすることも
できます。カスタムツールについて詳しくは、HPE SIM のヘルプを参照してください。

カスタムツールのメニュー配置
カスタムツールを次のメニュー位置に配置するには、ベース|サブメニュー|その下のサブメニューの形式の文
字列を使用します。
メニューレベル

例

最上位メニュー

ツール

最上位メニュー|第 1 層

ツール|カスタムツール

最上位メニュー|第 1 層|第 2 層

ツール|カスタムツール|

マイツール
ツール > カスタムツールの下にツールを配置するには、たとえば、メニューの配置先としてツール|カスタム
ツールというエントリーを使用します。
メニューの配置先フィールドが空白になっている場合、ツールは、デフォルトでツール > カスタムツールに
配置されます。

カスタムツールを使用したアプリケーションの起動

91

カスタムツールの URL のフォーマット
Web 対応ツールとコマンドラインツールの URL ストリングは、http://または https://で始まる、絶対
URL で提供する必要があります。例：
https://%n:1188/kcweb/ https://%l:2381/
一方、常に CMS 上で実行される Web 起動対応ツールとコマンドラインツールの URL は、/で始まる相対
URL でなければなりません。例：
/propertypages/Identify.jsp?device=%n
URL には、複数の選択項目を置換して組み込むことができます。置換プロセスでは、選択インデックスが使
用され、最新の選択項目を追跡します。選択インデックスは、最初、1 に設定されます。選択されたターゲッ
トシステムのリストの最初の選択項目は、URL 内で%z パラメーターが検出されるまでは最新のままです（た
だし、繰り返しブロックには例外があります）。%z が検出されると、リスト内の次の選択項目が最新となり、
選択インデックスが 1 つ増えます。例：
http://server/app/doit.jsp?name=%n%z&addr=%a
この例では、doit.jsp ページは、name パラメーターに割り当てられた最初の選択済みシステムのネットワー
ク名および addr パラメーターに割り当てられた 2 番目の選択済みターゲットの IP アドレスで起動されま
す。
繰り返しブロックコントラクト %( ... %)を使用することで、選択済みターゲットの番号を置き換えることが
できます 選択リストがすべて検索されるまで、繰り返しブロックの区切り文字の内側にあるものが繰り返さ
れます。最初に検索されるのは、その時点で最新の選択項目と選択インデックスです。例：
https://%{deploy.server%}/deploy/deployimage.jsp? device1=%n%z%(&device%i=%n%z%)
注記:
%i パラメーターを使用する場合、置換プロセスで、最新の選択インデックス（1、2、3 など）がこのパ
ラメーターで置換されます。
繰り返し句の最後に到達し、%z パラメーターを検出していない場合は、選択インデックスおよび最新
の選択が自動的に 1 つ増え、置換フェーズでの無限ループを防止します。
上記の例で、2 つの選択済みターゲットシステムがある場合、拡張される URL ストリングは次のようになり
ます。
https://deploy.hpe.com:280/deploy/deployimage.jsp?
device1=nodea.hpe.com&device2=nodeb.hpe.com
ただ 1 つの選択済みターゲットシステムがある場合、拡張される URL ストリングは次のようになります。
https://deploy.hpe.com:280/deploy/deployimage.jsp? device1=nodea.hpe.com
繰り返しブロックに移動した際に最新の選択がないため、置換プロセスでは、繰り返しブロックが削除されま
す。

GUI を使用したカスタムツールの作成
重要:
SIM GUI では、ツールパラメーターフィールド内部での一重引用符（'）の使用はサポートされていま
せんが、代わりに、二重引用符（"）を使用できます。
カスタムツールの管理ページを使用して、新しいカスタムツール機能で作成されたカスタムツールを表示およ
び管理します。カスタムツールの管理ページは、カスタムツールと各ツールに関する情報をリストするテーブ
ルを表示します。テーブルの内容は、次のとおりです。
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•
•
•
•
•
•

選択列
名前
説明
コマンド
ユーザーとして実行
自動イベント処理

カスタムツールの管理に使用できるオプションは次のとおりです。
•
•
•
•
•

新規
編集
ツール定義の表示
すぐに実行/スケジュール
削除

新規
カスタムツールの作成に使用します。オプションを選択すると、作成するツールを選択してくださいページが
開きます。

編集
既存のカスタムツールの編集に使用します。ツールを選択して編集をクリックしてください。新しいカスタ
ムツールがどのように動作するのか記述してください。セクションが表示されます。すべてのフィールドを
編集し、環境変数を追加または削除できます。

ツール定義の表示
ツールの XML コードの表示に使用します。複数のツールが選択されている場合、このツールは有効ではあり
ません。

すぐに実行/スケジュール
ツールをすぐに実行するためか、またはツールの実行をスケジュールする（ツールをスケジュールできる場
合）ために使用します。ツールを実行できる場合は、タスクのスケジュールページが表示されます。このペー
ジでは、ツールの実行時期と実行頻度をスケジュールできます。
注記:
Windows 7 SP1 ターゲットの場合、カスタム/コマンドラインツールを実行するには、OpenSSH をイン
ストールした後で sshd_config ファイル（C:\Program Files (x86)\OpenSSH\etc
\sshd_config）に次の変更を行います。
•
•
•
•

#PermitRootLogin yes
#PasswordAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

削除
ツールの削除に使用します。ツールを削除すると、カスタムツールの管理ページとシステムからツールが削除
されます。ツールがタスクに依存している場合は、ツールに関連するタスクのリストを含む警告が表示されま
す。
カスタムツール定義ファイルについて詳しくは、カスタムツール定義ファイル（254 ページ）を参照してく
ださい。

新規
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HPE SIM CLI を使用したカスタムツールの作成
HPE SIM は、HPE SIM の機能の手動操作を可能にする CLI を含んでいます。CLI を使用して手動で操作を行
えば、カスタマイズした独自のツールを作成できます。CLI には CMS 上で直接アクセスするか、または SSH
クライアントソフトウェアを使用してネットワーククライアントからアクセスします。手動でカスタムツー
ルを作成すると、XML ファイル形式についての理解が深まります。また、この操作には高い柔軟性があり、
TDEF を作成する際に使用できるオプションの機能を全面的に発揮させることができます。カスタムツール
定義ファイルの構文について詳しくは、カスタムツール定義ファイルを参照してください。

カスタム SSA ツールの作成
この手順では、任意の実行ファイルを管理対象システム（ターゲットシステム）にコピーし、そこで実行（イ
ンストール）するカスタム SSA ツールを CLI を使用して作成します。
ここで挙げる例は、HPE SIM が管理するすべての Windows サーバーにそれぞれセキュリティパッチをインス
トールするカスタムツールの作成方法を具体的に示します。この例の手順を手動で行う場合、各 Windows サ
ーバーを検出して、そのサーバーで次のコマンドを実行する必要があります。
•
•
•

•

管理者としてログオンします。
ツール用のファイル（この例では hpsecurity_patch.exe）のコピーを含むネットワークドライブまた
はポータブルメディアにアクセスして、このファイルをローカルドライブにコピーします。
スタート、ファイル名を指定して実行またはコマンドラインプロンプトを使用して、次のコマンドを入力
します。
<インストールパス>\hpsecurity_patch.exe
システムからログオフします。

この例では、管理者が将来この手順を繰り返し実行することを望んでおり HPE SIM メニューですぐに見つけ
ることができればよいと考えていると想定します。この目的を達成するために、展開メニューに Software
Distributor という名前のエントリーを作成して、このエントリーを起動するとこのカスタムツールを実行で
きるようにします。
Software Distributor ツールの作成
手順
1.

有効なユーザー名とパスワードを使用して CMS にログインします。HPE SIM が、オペレーティングシ
ステムのログインに基づいて権限を付与します。
注記:
Windows CMS では、HPE SIM にコマンドライン経由でアクセスできるのは管理者だけです。HPUX/Linux CMS の管理者は、root の権限を持つ必要があります。

2.
3.

端末ウィンドウかコマンドプロンプトウィンドウを開いて、HPE SIM コマンドを実行します。
テキストエディターを開き、次に示すように XML バージョンテキストおよび tool-list タグを入力して新
しいファイルを作成します。

注記:
この手順で使うテキストエディターは、書式が埋め込まれていないテキストのみのファイルを作成
できるものでなければなりません。
4.
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先頭の XML バージョンと tool-list タグに続けて、ツール名タグ（<ssa-command-tool name=<Deploy
HP Security Patch>）を入力して、ツールのタイプと名前を定義します。ツールでは複数のバージョ
ンが作成されることが予想され、リビジョン文字列は、後で説明するように、その経過を追うために使用
します。ツールのタイプと名前に続けて、カテゴリ、説明、およびコメント要素を入力して、HPE SIM

HPE SIM CLI を使用したカスタムツールの作成

とユーザーに対してツールをさらに詳しく定義します（説明とコメントは、そのツールの GUI ウィンド
ウに表示されます）。

5.

Administrator という値を使用して execute-as-user 要素を入力した後、TDEF は、次のような表示に
なるはずです。execute-as-user 要素を入力すると、TDEF は次のように表示されます。

6.

include-filter 要素は、適用するハードウェアフィルターやオペレーティングシステムフィルターを指定し
ます。この例では、include-filter データは、次のように入力します。

7.

include-filter 要素の次に、ブロック要素を入力します。この要素は、ツールの中心部分であり、実行する
予定のコマンドを含みます。ここでは、次に示すように ssa block 要素を入力します。この要素は、指定
したコピー先にファイルをコピーして、そこで実行します。例では、HPE Security Patch v.1 実行ファイ
ルは、hpsecurity_patch.exe というファイル名になっています。

注記:
<destination>は、管理対象ノード上に実在するディレクトリでなければなりません。ファイルコピ
ー操作で DTF が使用するデフォルトのファイル権限値は、755 です。別の権限を使用する場合は、
セキュリティ上の理由により、「copy block」要素に chmod のような明示的なファイル権限コマン
ドを含める必要があります。
8.

次の属性要素コードを入力します。この要素は、HPE SIM メニュー内のどこにツールを配置するかを記
述します。

9.

TDEF を終了するには、次に示すように末尾の tool-list タグを入力します。

次に、Security Patch を管理対象ノードにデプロイして実行する、SSA コピーツールの完全構成の TDEF
を示します。

HPE SIM のカスタムツール
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10. ファイルを保存します。ファイル名はその機能を示すものにすることをおすすめします（この例では、
DeployHPSecurityPatchv.1.xml）。ファイル名の最後に、必ず、.XML 拡張子を付けてください。
Linux および HP-UX オペレーティングシステムでは、ファイル名の大文字と小文字が区別されます。ツ
ールの保存に HPE SIM が使用するディレクトリは、次のとおりです。
•

◦ HP-UX および Linux システムの場合：/var/opt/mx/tools
◦ Windows システムの場合：C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\tools
11. HPE SIM に新しいツールを追加するには、TDEF の HPE SIM への追加（99 ページ）で説明する手順
を実行します。SSA ツール独自の属性について詳しくは、SSA 固有の属性を参照してください。

Web 起動ツールの例
Web 起動ツールは、URL を必要とするアプリケーションを起動します。以下の例は、HPE SIM のウィンドウ
内で選択したデバイスが、プリンターであれば、そのデバイスに対して WebJetAdmin アプリケーションを
起動します。<web-block>要素（次の図で太字）では、WebJetAdmin のインストール先になる管理対象ノー
ドの URL が記載されています。%n パラメーターは、管理対象ノードのホスト名の代わりに用いられます。
<toolbox-enabled>要素には、値として true または false を指定できます。<toolbox-enabled>要素が true の場
合、HPE SIM のユーザーおよび認証の下のツールボックスと関連付けられます。また、値が false の場合は、
信頼されているユーザーがツールボックス内のツールを無効にすることができます。このツールは、「targetframe」として指定された WJAFrame を使用して独立したブラウザーウィンドウで起動します。
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注記:
前の例では、hostname.domain を、WebJetAdmin ツールを実行するホストの FQDN と入れ替える必
要があります。
Web 起動ツール独自の要件と属性について詳しくは、WLA 固有の属性（256 ページ）を参照してください。
パラメーター化された文字列について詳しくは、パラメーター化された文字列（259 ページ）を参照してく
ださい。

MSA ツールの例
MSA ツールは CMS 上で実行され、複数のターゲットに対して機能します。このプロセスは 1 回だけ実行さ
れ、選択したすべてのターゲットに渡されます。以下の例は、選択した管理対象ターゲットノードが Hewlett
Packard Enterprise 単一パーティションサーバー上の iLO デバイスとして認識されれば、そのノードに SSH
パブリックキーをデプロイする MSA ツールを示します。この操作を手動で行うには、次のように操作しま
す。
•
•
•
•
•

CMS に管理者としてログオンします。
スタート、ファイル名を指定して実行またはコマンドラインプロンプトを使用して、次のコマンドを入力
します。
mxagentconfig –a- n <nodename> –u <username> –p <password>
各管理対象システムに対してコマンドを繰り返します。
システムからログオフします。

<msa-block>要素（次の例では太字）は、mxagentconfig を起動し、ユーザー名およびパスワードパラメ
ーターを要求します。
注記:
XWindows ツールが起動するとき、ブラウザーを実行するシステムが XWindows サーバーを起動して、
ツールの GUI を表示できるようにする必要があります。

MSA ツールの例
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MSA ツール独自の要件と属性について詳しくは、MSA 固有の属性を参照してください。

Enabling Remote Desktop ツールの例
リモートデスクトップは、Windows サーバーへのリモートアクセスを可能にする Microsoft の機能です。残念
ながら、リモートデスクトップはインストール時はデフォルトで無効のため、システムにアクセスするには物
理的にサーバーの前で操作する必要があります。HPE SIM では、選択したターゲットが Windows サーバーオ
ペレーティングシステムを実行している場合は、カスタム TDEF を作成して選択したターゲットのリモート
デスクトップを有効にできます。以下の例では、Enable Remote Desktop という名前のメニュー項目を作成
する TDEF の機能を具体的に示します。
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TDEF の HPE SIM への追加
カスタム TDEF を作成したら、機能させるために、HPE SIM に追加する必要があります。以下の手順で説明
するように、mxtool -a コマンドを使用して HPE SIM に TDEF を追加してください。
TDEF の HPE SIM への追加
手順
1. 端末またはコマンドラインプロンプトで、mxtool -a -f <ファイルのパス名>と入力します。
注記:
mxtool コマンドのパラメーターについて詳しくは、mxtool コマンドのパラメーターを参照してくだ
さい。
2. 以前に作成した Web 起動ツールを使用する場合は、mxtool -a -f /tools/webjetadmin.xml と入
力します。
TDEF が正しく追加されると、ダイアログボックスに次のメッセージが表示されます。
Successfully parsed tool file
Successfully added tool named "WebJetAdmin"
Successfully added 1 tool

HPE SIM からの TDEF の削除
HPE SIM から TDEF を削除するには、mxtools コマンドを実行する際に-r オプションを指定してください。
ツールの削除手順は OS によって異なることはなく、端末またはコマンドプロンプトから実行できます。
以下の例で説明するように、HPE SIM から TDEF を削除するには、mxtool -r コマンドを使用します。
HPE SIM からの TDEF ツールの削除

TDEF の HPE SIM への追加
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手順
1. mxtool -r -f /tools/webjetadmin.xml
2. TDEF が正しく削除されると、ダイアログボックスに次のメッセージが表示されます。
Successfully parsed tool file
Successfully removed tool named "WebJetAdmin"
Successfully removed 1 tool
注記:
デフォルトでは、タスクまたはタスク結果と結び付けられているツールを削除することはできませ
ん。その場合は、-x force オプションを使用してください。

TDEF の修正
TDEF を修正すると、XML ファイルを自身のビジネスに見合うものにカスタマイズできます。付属の各 TDEF
は、お客様それぞれのビジネスニーズを満たすように修正できます。
TDEF を別のユーザーで実行するように修正する場合は、次のように操作します。
TDEF の修正
手順
1. 次のように操作して、Windows HPE SIM ツールを、新しいユーザーアカウントを使用するように修正しま
す。
a. ツールのディレクトリに移動します。
例: C:\Program Files\HP\HPE SIM\tools
b. 修正するツールのツールディレクトリを検索します。また、mxtool コマンドを使用して既存のツール
からツール定義ファイルを作成することもできます。
例：mxtool - lf -t netstat > netstat.xml
c. テキストエディターを使用して netstat.xml ファイルを編集します。XML ファイルの各 executeas-user 行を見つけます。
例：<execute-as-user>Administrator</execute-as-user>
d.（省略可能）ツールタイプおよび名前要素のリビジョン属性値を変更するかまたは mxtool コマンドライ
ンで-x force オプションを使用します。
例: 前の例の SSA コマンドツールサンプルコードで、revision="1.0"を revision="1.1"に変更し
ます。
e. mxtool を実行して、ツール定義を更新します。
例：mxtool -m -f netstat.xml -x force.
2. 該当するユーザーアカウントでツールを実行する各管理対象システムを設定します。現在のユーザーアカ
ウントが OpenSSH のインストールに使われている場合は、管理対象ノードを正しく設定する必要があり
ます。別のアカウントを使用している場合は、システムに対してエージェントの設定および修復ツールを
実行する（SSH が使用する管理者アカウントまたは別のアカウントを指定します）かまたは、次のように
操作します。
a. 管理対象システム上で「sshuser」ユーティリティを使用して、パスワードファイルに管理者ユーザー
を追加します。例：sshuser -u MyUser -d MyDomain -f "C:\Program Files\OpenSSH\etc
\passwd"。
b. CMS 上で mxagentconfig を実行して、管理者ユーザーのパブリックキー認証を設定します。例：
mxagentconfig -a -n <管理対象システム> -u MyDomain\MyUser。
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注記:
mxtool コマンドのパラメーターについて詳しくは、mxtool コマンドのパラメーターを参照してく
ださい。
TDEF に対する変更を表示するには、システムリストを選択して SIM GUI を更新します。ソフトウェアの
再起動は不要です。

HPE SIM のカスタムツール
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連携検索
レポート > 連携検索を選択します。
連携検索は、複数の Systems Insight Manager CMS システムを対象にした迅速な検索を可能にする Web ベー
スの HPE SIM プラグインです。連携検索は、名前、システムタイプ、サブタイプ、オペレーティングシステ
ムなど、基本的な検索条件を使用してシステムを検索します。この検索ツールは、すべての Windows システ
ムを対象にしたファームウェアバージョンの検索など、ソフトウェアインベントリ情報も検索できます。ユー
ザーは、検索結果を起点にして、特定の CMS 上の特定のシステムにドリルダウンし、これらの CMS 上のす
べての機能にアクセスできます。また、結果を CSV（カンマ区切り値）形式にエクスポートすることもでき
ます。高度な検索も実行できます。
動作の仕組み
•
•

システム管理者は、連携検索ツールを実行するホスト CMS にログインして、HPE SIM のレポートメニュ
ーからツールを起動します。
検索可能な CMS のリストが表示され、それぞれの接続ステータス、バージョン情報、およびシステム数
が表示されます。
注記:
検索を実行するには、事前に、連携検索を設定する必要があります。

•
•

検索条件（名前、ステータス、システムタイプ/サブタイプ、製品名、オペレーティングシステム）を送信
すると、連携検索 UI が他の CMS を、それぞれの HPE SIM Web サービス API を介して検索します。
組織内の他の CMS が、1 つのテーブルに個々の検索結果を返します。

連携 CMS 構成
連携 CMS 構成機能では、次のオプションを使用できます。
手順
1. CMS の追加
ウィザードで示される CMS の追加プロセスに従って作業を進めます。
2. CMS の削除
CMS のリストから選択した CMS を削除できます。CMS を削除すると、メイン CMS とセカンダリ CMS
との間でセットアップした信頼関係も削除されます。
3. リストの更新
リストを更新すると、CMS から構成が再点検されます。
4. CMS 構成の修復
CMS を最初に構成した後で、CMS に変更が加えられると、連携 CMS 構成が壊れる可能性があります。
CMS テーブルには、最後の更新後の、最新の構成ステータスが表示されます。構成が壊れている場合は、
CMS 構成の修正を使用して構成を修復する必要があります。
CMS の追加
a. CMS の追加をクリックします。CMS の追加ウィザードが表示されます。
b. リモート CMS の名前を、ホスト名または IP アドレスで入力します。
c. リモート CMS からの SSL 証明書を検証します。
この手順により、セカンダリ CMS から SSL 証明書が取得されます。この証明書をメイン CMS にイン
ストールできます。正常に取得された証明書は、表示されます。証明書を確認した後で、ウィザードの
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終了またはキャンセルのどちらかをクリックできます。ウィザードが完了すると、証明書はインストー
ルされます。
注記:
セカンダリ CMS との通信を開始する時点では、必ず、戻された証明書のインストールが完了して
いる必要があります。
d. リモート CMS を設定します。
メイン CMS の SSL 証明書がセカンダリ CMS にエクスポートされると、セカンダリ CMS は、メイン
CMS を信頼するように設定されます。この設定を実行するには、セカンダリ CMS に対して、完全な権
限がある Systems Insight Manager ユーザーの認証情報を入力する必要があります。入力された認証情
報は、この 1 回のトランザクションだけに使われ、永続的に保存されることはありません。
注記:
リモート CMS 接続エラーを防止するために、リモート CMS でファイアウォールがポート 50001
と 50002 をブロックしていないことを確認してください。
詳しくは、HPE Systems Insight Manager オンラインヘルプを参照してください。

連携検索での詳細検索
詳細検索機能は HPE SIM（HP SIM 7.2 以降）の連携検索で使用できます。この検索を使用すると、異なる中
央管理サーバー（CMS）でシステムおよびイベントのより絞り込んだ検索ができます。

注記:
Adobe Flash Player 22 以降のバージョンの使用をお勧めします。
複数の条件の追加や削除によって（追加ボタンと削除ボタンを使用）動的にクエリを作成することが可能にな
ります。複数の条件がある場合、同じ条件は論理和が適用されます。異なる条件の場合、論理積を適用しま
す。Export to CSV を使用して、検索結果をダウンロードできます。

連携検索での詳細検索
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結果に表示されたシステム名には、ポップアップブラウザーウィンドウを表示するハイパーリンクが設定され
ます。このポップアップウィンドウは、該当システム（システムが存在する CMS）の HP SIM システムペー
ジを表示します。

注記:
結果に表示されたステータスアイコンは検索時のステータスを表します。
すべてのフィールドでは大文字と小文字が区別され、かつすべての条件が満たされた場合にのみ一致が
発生します。オプションはシステム検索のみに適用されます。システム検索中に、異なる CMS が管理
するシステムで重複が発生する場合があります。デフォルトでは、複数の CMS で同じシステムが検出
された場合、最新のシステム情報を含む CMS から取得した情報が表示されます。この設定を変更して
すべての一致を表示することもできます。その場合、結果には同じシステムが繰り返し表示される可能
性があります。
結果をドリルダウンして、自動的に（サインインせずに）セカンダリ CMS にサインインするには、以下の要
件に注意してください。
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1. ご使用のブラウザーにセカンダリ CMS の SSL 証明書がインストールされている。証明書の警告が発生す
ると、自動的なサインインのプロセスが妨げられます。
2. ブラウザーがサードパーティの cookie を許可する（デフォルト）ように設定する必要がある。セカンダリ
CMS がサードパーティのシステムと見なされるためです。
注記:
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library を参照してください。
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CMS Reconfigure Tool
CMS Reconfigure Tool 機能が提供する一連のコマンドを使用すると、HPE SIM、Insight Control、HPE Virtual
Connect Enterprise Manager、および HPE Matrix OE を再構成して一般的な変更をすばやく適用できます。
オペレーティングシステムや CMS の設定を変更しようとしても、オペレーティングシステム/CMS がインス
トールされているそれぞれの環境でどのような手順が必要なのかを正確に把握するのは困難であり、そのこと
が取り組みの壁になっています。そのため、Insight Management ソフトウェアコンポーネントに対してこの
ような作業を実行するための自動化されたアプリケーションツールが求められます。mxreconfig コマンド
は、このニーズを満たすツールです。
CMS Reconfigure Tool は、HPE SIM で使用できるツール群で、Microsoft Windows を SQL サーバーとともに
実行するシステム上でのみサポートされます。
CMS Reconfigure Tool の各コマンドを実行する前に、必ず、CMS と関連するデータベースのバックアップを
取ってください。CMS のバックアップについては、ホワイトペーパー Backing up and restoring HPE Insight
Management Central Management Server (Windows)（http://www.hpe.com/info/insightmanagement/sim/
docs）を参照してください。.

操作コマンド、オプション、およびパラメーター
mxreconfig の操作コマンド型オプションは、1 文字で指定されるオプションです。入力するコマンドライン文
字列の、先頭で指定する必要があるオプションがこのオプションです。操作コマンド型オプションには、引数
文字列を付加する必要がある場合とない場合があります。たとえば、操作コマンド型オプションの-m
（mode）には、引数が必要です。この操作オプションは、特定の再構成モードを指定するために使用されま
す。関連付けられる必須の引数文字列は、指定されたモードで実行する必要がある具体的な再設定タスクモー
ドを示します。たとえば、host はホスト名の変更、password はパスワードの変更を意味します。
次に、mxreconfig コマンドの例を示します。このコマンドは、CMS のホスト名変更の要求に当たります
（この再構成コマンドでは、本来なら、さらにコマンドラインオプションと引数を追加する必要がありますが、
それについては後で説明します）。
>mxreconfig -m host
引数を必要としない操作コマンド型オプションの例としては、
「-h」
（help）オプションを挙げることができま
す。この操作オプションは、コンソールにオンラインヘルプの使用法を簡単に説明するテキストを表示するた
めに使用します。このオプションには、関連付ける引数文字列は不要です。
>mxreconfig -h
パラメーター型オプションは、入力されるコマンドライン文字列で、操作コマンド型オプションの次に指定さ
れる、1 文字のオプションです。パラメーター型オプションは、指定する操作コマンド型オプションに必ず付
与しなければならない場合と任意の場合があり、また、パラメーター型オプション自体にも、引数文字列を付
加する必要がない場合があります。パラメーター型オプションの使用例としては、データベースユーザー名の
指定に使用する「-a」オプションがあります。この「-a」パラメーター型オプションには、指定する実際のデ
ータベースユーザー名に当たる、文字列引数を付加する必要があります。
>mxreconfig -m dbauth -a <データベースユーザー名>
提供されるコマンドの使用法は、インストールしている製品によって異なります。詳しくは、HPE Systems
Insight Manager Command Line Guide（ http://www.hpe.com/info/insightmanagement/sim/docs）を参照
してください。コマンドオプション、引数、パラメーターの情報を記載しています。

CMS パスワードの再設定
mxreconfig -m password コマンドは、ユーザーに新しいパスワードの入力を指示して、設定されている
認証情報を変更します。mxreconfig -m <パスワード>コマンドは、オペレーティングシステムのパスワー
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ドが変更された後、HPE Insight Management ソフトウェアサービスアカウント認証情報をオペレーティング
システムのパスワードと再び一致させます。HPE Insight Management ソフトウェアをインストールしたユ
ーザーが Windows のログオンパスワードを変更する場合、そのユーザーがこのコマンドも実行して、Insight
Management ソフトウェアを新しいオペレーティングシステムパスワードと一致させる必要があります。
このコマンドが実行され、新しいパスワードが入力および確認されると、すべてのサービスが停止します。
その後、インストールを行ったユーザーの認証情報を使用して実行されるように設定されているサービスで、
入力されたパスワードが更新されます。ローカルシステムとして実行されているサービスは、変更されませ
ん。
注記:
このコマンドは Insight Control サーバー配備では機能しません。詳しくは、HPE Insight Control サーバ
ー配備ユーザーガイドを参照してください。

前提条件
•
•
•

SQL 認証情報が HPE SIM の database.props 認証情報と一致している。
ソース SQL システムとターゲット SQL システムで、SQL インスタンスが一致している。
mxreconfig ツール検証ログが HPE SIM ログフォルダーに格納されている。

依存関係
•
•

HPE SIM、HPE Insight Control、Virtual Connect Enterprise Manager、または Matrix OE が、Microsoft SQL
を使用して、Windows オペレーティングシステム上にインストールおよび設定されている。
ユーザーが Windows の標準的なパスワード変更ツールを使用してそのパスワードをオペレーティングシ
ステム内で変更した。
注記:
Insight Control サーバー配備をインストール済みの場合、HPE Insight Control サーバー配備ユーザーガ
イドの deployment server/solution のユーザー名またはパスワードの変更（初回インストール後）の項
の手順に従って、使用される認証情報を更新する必要があります。

警告
このコマンドを実行する前に、HPE SIM、HPE Insight Control、Virtual Connect Enterprise Manager、および
Matrix OE に関するすべてのジョブが完了していることを確認してください。System Management
Homepage が開いている場合は、閉じます。

CMS パスワードの変更
手順
1. HPE SIM と HPE Insight Control の CMS パスワードの変更
1. CMS でコマンドプロンプトを表示します。
2. partnerservice –stop all コマンドを実行して HPE SIM インストールパス C:\Program Files
\HP\Systems Insight Manager からパートナーサービスを停止します。
3. 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
mxreconfig -m <パスワード>
4. 新しいパスワードを入力して（文字列は表示されません）、Enter キーを押します。
5. パスワードの確認を指示されたら、新しいパスワードをもう一度入力して、Enter キーを押します。
6. 新しいパスワードを古いパスワードで認証する必要があります。古いパスワードを入力して、Enter キー
を押します。

前提条件
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7. ユーティリティは、HPE SIM、Insight Control、Virtual Connect Enterprise Manager、および Matrix OE サ
ービスを停止して、パスワードを変更し、サービスを再開します。
8. CMS がローカルでインストールされている SQL データベースに関連付けられ、SQL データベースサービ
スが同じユーザー認証で実行されている場合は、SQL サービスログイン認証情報を新しいパスワードで更
新してください。
9. 関連付けられている SQL データベースがリモートシステム上にある場合は、手順に従って mxreconfig
-m dbauth コマンドも実行する必要があります。
Matrix OE および Operations Orchestration の CMS パスワードの変更
a. コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行します。
• mxpassword -m -x MxDBUserPassword=<新しいパスワード>
• mxpassword -m -x io.db.password=<新しいパスワード>
• mxpassword -m -x oo.admin.password=<新しいパスワード>
b. コマンドプロンプトで次のコマンドを実行して、gwlmdb.properties ファイルを更新します。
vseinitconfig -a
c. Windows のコマンドプロンプトを開いて、..\Program Files\HP\Operations Orchestration
\Central\tools に移動します。
d. change-db-props.bat を実行して、Operations Orchestration のデータベースパスワードを変更しま
す。次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。C:\Program Files\HP\Operations
Orchestration\Central\tools>change-db-props.bat <db-user-name><新しいパスワー
ド>
change-db-props コマンドは、これがドメインアカウントの場合でも、ユーザー名だけを指定して
（つまり、ドメインを指定せずに）実行する必要があります。
e. 次の行を実行します。
"%ICONCLUDE_HOME%\jre1.6\bin\java" %ICONCLUDE_CLASSPATH% %ICONCLUDE_HOME_DEF
% com.iconclude.dharma.tools.SecureProps -f %ICONCLUDE_HOME%\Scheduler\conf
\secured.properties -d org.quartz.dataSource.schedulerDS.user=new_username d org.quartz.dataSource.schedulerDS.password=new_password
f. RSCentral Windows サービスを再開します。
RSCentral サービスを、（ローカルアカウントではなく）変更したアカウントのユーザーとパスワード
を使用するように更新する必要があります。サービスは、データベースにアクセスできる認証情報で実
行する必要があります。
g. https://localhost:16443/PAS/にある Operations Orchestration Central（Web ポータル）を開い
て、古い（変更前の）認証情報でログインします。
注記:
ステップ 5 の後に Web ポータルが開かない場合は、
「RSCentral」サービスが新しい認証情報で実
行されていることを確認し、そうでない場合は新しいパスワードを使ってサービスログオン認証
情報を更新して、ステップ 4 以降の手順を繰り返します。
h. 管理タブを選択して、admin ユーザーのパスワードを変更します。新しい admin パスワードは、ステッ
プ 1 で指定した oo.admin.パスワードと一致する必要があります。

CMS のホストおよび IP 属性の再設定
mxreconfig -m <ホスト名または IP>コマンドを使用すると、オペレーティングシステムのホスト名や IP
アドレスが変更された後に、CMS のホスト名や IP アドレスをオペレーティングシステムのものと再び一致さ
せることができます。このコマンドは、HPE SIM のインストール先サーバーの名前が変更された後などに使
用できます。
host コマンドは、次の操作を行います。
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•
•
•
•
•

インストール済みの HPE SIM および Insight Control サービスをすべて停止します。
CMS ホスト名への参照を更新します。
CMS のプライマリ IP アドレスを更新します。
新しい CMS 証明書を作成します。
インストール済みの HPE SIM および Insight Control サービスをすべて開始します。
注記:
CMS と関連付けられた SQL データベースがローカルで（同じサーバー上に）インストールされている
システムでホスト名や IP アドレスを変更した場合は、mxreconfig -m host -c <OldCmsName>の
前に mxreconfig -m sqlredirect を実行する必要があります。
ここで、
•

-c <OldCmsName>は、
CMS の古い名前です。

注記:
Matrix リカバリ管理でサイトを構成する場合は、追加手順を適用する必要があります。
mxreconfig -m host -c <古い CMS の名前>コマンドを実行します。
Matrix リカバリ管理（MRM）がローカルの中央管理サーバー名を現在のローカルホスト名に更新しま
す。ピア（リモート）CMS でも、MRM のリモート名を変更する必要があります。サイトの編集につい
ては、MRM のオンラインヘルプを参照してください。
既知の制限：
•

mxreconfig コマンドでローカルホスト名を変更する場合、HPE EVA ストレージアレイはサポート
されません。

依存関係
•
•
•
•
•
•
•

HPE SIM、HPE Insight Control、または Matrix Operating Environment が、Microsoft SQL を使用して、
Windows オペレーティングシステム上にインストールおよび設定されている。
オペレーティングシステムのホスト名が、Windows の標準的な設定ツールで変更された。
ホストがそのまま同じドメイン内にある。
すべての認証情報を把握している。
新しいホスト名を DNS サーバーで解決できる。
新しい IP アドレスが有効（CMS で有効な場合、DHCP を介して割り当てられている）で、CMS に割り当
てられている IP アドレスである。
SQL データベースが CMS サーバー上で実行されるローカルデータベースの場合に、CMS のデータベース
情報を sqlredirect コマンドを使用して再構成している。

警告
このコマンドを実行する前に、すべての HPE SIM または HPE Insight Control 操作が完了していることを確認
してください。

CMS ホスト名およびプライマリ IP アドレスの再構成
CMS のホスト名およびプライマリ IP アドレスを再構成するには、以下の手順に従ってください。
CMS ホスト名およびプライマリ IP アドレスの再構成

依存関係
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手順
1. CMS 上でコマンドプロンプトを開いて、HPE SIM のインストール先ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
mxreconfig -m <ホスト名または IP>
3. 表示されるプロンプトに従って、ホスト名と IP アドレスの変更を完了します。

CMS データベース認証情報の再設定
mxreconfig -m dbauth -a <dbuserDomain\dbuser>コマンドを使用すると、Insight Management が
CMS データベースにアクセスするために使用する認証情報を変更できます。Insight Management ソフトウ
ェアに関連付けられているデータベースにログオンする際に使用するユーザー名を変更する必要がある場合
は、このコマンドを使用する必要があります。

依存関係
•
•
•

CMS が、Microsoft SQL を使用して、Windows オペレーティングシステムホスト上にインストールおよび
設定されている。
すべての認証情報を把握している。
このコマンドの実行中にユーザーが入力するデータベース認証情報が、CMS のデータベースに対して有効
である。

警告
このコマンドを実行する前に、すべての Insight マネジメントエージェントソフトウェア操作が完了している
ことを確認してください。

HPE SIM および HPE Insight Control データベース認証情報の変更
Matrix OE および Operations Orchestration のデータベース権限の変更には、別の手順を追加する必要があり
ます。
HPE SIM および HPE Insight Control データベース認証情報の変更
手順
1. CMS 上でコマンドプロンプトを開いて、HPE SIM のインストール先ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
mxreconfig -m dbauth -a <データベースのユーザー名>
3. プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力して Enter キーを押します。

Matrix OE および HPE Operations Orchestration のデータベース権限の変更
Matrix OE および Operations Orchestration の CMS パスワードの変更には、別の手順を追加する必要がありま
す。
Matrix OE および HPE Operations Orchestration のデータベース権限の変更
手順
1. コマンドラインから次のコマンドを実行して、gwlmdb.properties ファイルを更新します。
vseinitconfig -a
2. Windows のコマンドプロンプトを開いて、..\Program Files\HP\Operations Orchestration
\Central\tools に移動します。
3. コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行します。
mxpassword -m -x MxDBUserPassword=<新しいパスワード>
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mxpassword -m -x io.db.password=<新しいパスワード>
4. change-db-props.bat を実行して、Operations Orchestration のデータベースパスワードを変更します。
次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
例：
C:\Program Files\HP\Operations Orchestration\Central\tools>change-db-props.bat
<DB ユーザー> <新しいパスワード>
change-db-props コマンドは、これがドメインアカウントの場合でも、ユーザー名だけを指定して（つ
まりドメインを指定せずに）実行する必要があります。
5. IO のインストール先ディレクトリ\conf にある jdbc.properties ファイルを更新します。次の行を
更新してください。
jdbc.username = <新しいユーザー>
6. IO のインストール先ディレクトリ\chargeback\conf にあるチャージバックサービス
jdbc.properties ファイルを更新します。次の行を更新してください。
jdbc.username = <新しいユーザー>
注記:
dbauth 実行後、HPE Capacity Advisor Data Service が実行されない場合は、Windows
\System32\drivers\etc の下の hosts ファイルを更新して<cms_name>を追加する必要があり
ます。ここで、<cms_name>は CMS のホスト名です。必ず、ファイルを保存し、Capacity Advisor
Data を停止した場合は再開します。

別のデータベースを使用するための CMS の再設定
mxreconfig -m sqlredirect -s <dbserver> -b <dbname> -a <dbuserDomain\dbuser> [-p
<dbport>]コマンドを使用して、CMS を再構成し、別のデータベースを使用するようにします。
ここで、
•

-a <dbuser>は、

•

管理権限を持つデータベースユーザーの名前で、ドメイン名を含める必要があります。
<-b dbname>は、

•

新しいデータベースの名前です。
-s <dbserver>は、

•

新しいデータベースサーバーの名前です。
-p <dbport>は、
新しいデータベースサーバーへのアクセスに使うポート番号です。

このコマンドは、CMS を更新して別のサーバー上にある新しい Microsoft SQL データベースを関連付けます。
HPE SIM または Insight Control に以前に関連付けていたデータベースを変更する必要がある場合は、このコ
マンドを使用して新しいデータベースサーバーとデータベース名を指定します。オプションで HPE SIM ま
たは Insight Control が新しいデータベースとの通信に使用するデータベースポート番号や HPE SIM または
Insight Control が新しいデータベースへのアクセスに使用するユーザー名認証情報を指定することもできま
す。
注記:
パラメーター-s、-a、および-b とその引数は必須です。パラメーター-p とその引数は省略できます。
このコマンドは、次の操作を行います。

別のデータベースを使用するための CMS の再設定
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•
•
•
•

インストール済みの HPE SIM または Insight Control サービスをすべて停止します。
CMS をリダイレクトして、新しい SQL データベースを使用するようにします。
CMS の設定ファイルを変更して、新しい SQL サーバー名を反映します。
インストール済みの SIM または Insight Control サービスをすべて再開します。

依存関係
•
•

HPE SIM または HPE Insight Control に関連付けるデータベースが別の SQL サーバー上でコピーされ、セ
ットアップされている。
HPE SIM または HPE Insight Control が、Microsoft SQL を使用して、Windows オペレーティングシステム
上にインストールおよび設定されている。

警告
このコマンドを実行する前に、すべての HPE SIM または HPE Insight Control 操作が完了していることを確認
してください。

CMS に関連付けられているデータベースの変更
CMS に関連付けられているデータベースを変更するには、以下の手順に従ってください。
CMS に関連付けられているデータベースの変更
手順
1.
2.
3.
4.

CMS 上でコマンドプロンプトを開いて、HPE SIM のインストール先ディレクトリに移動します。
次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
mxreconfig -m sqlredirect -s <dbserver> -b <dbname> -a <dbuserDomain\dbuser>
ここで、
a. -a <dbuser>は、
管理権限を持つデータベースユーザーの名前で、ドメイン名を含める必要があります。
b. -b <dbname>は、
新しいデータベースの名前です。
c. -s <dbserver>は、

新しいデータベースサーバーの名前です。
5. プロンプトが表示されたら、データベースのパスワードを入力して Enter キーを押します。
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HPE SIM のセキュリティについて
この章では、HPE SIM フレームワークで使用できるセキュリティ機能について概要を説明します。HPE SIM
は CMS 上で実行され、さまざまなプロトコルを使用して管理対象システムと通信します。ユーザーは、CMS
にアクセスすることも管理対象システムに直接アクセスすることもできます。

通信のセキュリティ保護
Secure Sockets Layer（SSL）
Transport Layer Security（TLS）およびその元になった Secure Sockets Layer（SSL）は、通信セキュリティ
を提供する暗号化プロトコルです。SSL は、盗聴を防止するための暗号化機能、改変を防止するためのデー
タ整合性機能を提供し、パブリックキーテクノロジーを使用して、クライアントとサーバーの両方を認証でき
るようにします。
ブラウザーと CMS 間のすべての通信は SSL で保護されています。HPE SIM は TLS 1.0、1.1、1.2 をサポー
トしており、Web や SOAP サービスに対してデフォルトで強力な暗号スイートを使用します。ただし、セキ
ュリティニーズに対応するために、必要ならば暗号リストを設定できます。詳しくは、暗号の設定方法（113
ページ）を参照してください。また、HPE SIM は、WBEM イベントレシーバーに対しては強力な暗号スイー
トを適用しません。

暗号の設定方法
HPE SIM のバージョン 7.2 以降では、セキュリティニーズに対応するためにユーザー定義の暗号をサポート
できます。デフォルトの暗号セットは、JRE で入手できるものに限定されていますが、ユーザー定義の暗号
は、Java 暗号化拡張（JCE）をダウンロードして、SIM とともに配布される JRE の上で設定することで、拡
張して強度を高めることができます。詳しくは、http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/
downloads/jce-7-download-432124.html を参照してください。
手順
1. HPE SIM で現在構成されている暗号を表示するには、CLI コマンドの mxcipher -d を使用します。
2. セキュリティニーズに対応するために暗号を変更するには、CLI コマンドの mxcipher -e を使用します。
詳しくは、HPE Systems Insight Manager Command Line Guide（http://www.hpe.com/info/
insightmanagement/sim/docs）を参照してください。

Secure Shell (SSH)
SSH は、通信をセキュリティ保護するための業界標準のプロトコルです。SSH は、盗聴を防止するための暗
号化機能と改変を防止するためのデータ整合性機能を提供します。また、SSH はキーベースの認証など複数
のメカニズムを使用して、クライアントとサーバーの両方を認証できます。HPE SIM は、SSH をサポートし
ています。
OpenSSH のバージョン 7.1 以降では、ssh-keygen を使用してキーを作成したら、SSH サービスを起動す
る前に適切なファイル権限を割り当ててください。たとえば、chmod 700 <SSH キー>コマンドを使用して、
ファイル権限を修正します。
注記:
chmod は、\bin にあります。

SSH および HPE SIM
HPE SIM は、管理対象システム上（または CMS 自体）で実行されている SSH サーバーと通信して、SSH ク
ライアントとして機能します。HPE SIM は、HP-UX および Linux メディアで提供される SSH サーバーを使
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用します。SSH は、HP-UX の最新バージョンとともにインストールされ、古いバージョンにも追加すること
ができます。Linux の各バージョンには、SSH が含まれます。SSH-2 実装を搭載した HPE SIM はテスト済み
です。
Windows システムに OpenSSH がインストールされている場合、HPE SIM は OpenSSH を使用し、インスト
ールします。HPE SIM によって使用される SSH クライアントは、他の SSH の実装か、管理対象システムに
インストールされた OpenSSH と互換している必要があります。HPE では、SSH-1.5 および 2.0 実装を搭載
した HP SIM をテスト済みです。OpenSSH は Cygwin を使用します。Windows プラットフォームでは、
Cygwin サービスが同時に一つのみ存在できます。HPE SIM とともに提供されるバージョンは、オープンバー
ジョンよりもセキュリティ保護されるよう修正されています。
Windows の HPE SIM によって提供される OpenSSH のバージョンは、F-Secure バージョンとは互換性があ
りません。

SSH を使用するのはどの HPE SIM 機能か？
HPE SIM は、SSH を使用して管理対象システムに対してコマンドを実行します。これらのコマンドには、コ
マンドラインツールに加えて、多くの HP-UX および Linux の管理ツールが含まれます。HPE SIM への HPE
Insight Control 仮想マシン管理プラグインには、仮想マシンホストで SSH が必要です。
HPE SIM は CMS プラットフォームからカスタムコマンドを発行します。一連の管理対象システムに対して
発行されるカスタムコマンドを選択した場合、HPE SIM のカスタムコマンドプロセスでは、SSH と最新の
HPE SIM サインインを使用してプラットフォームにログインし、その後に CMS プラットフォームでプロセス
が実行されます。システムのリストは環境変数を介して DTF に渡されます。次に、各ターゲットシステムに
対してカスタムコマンドが実行されます。ターゲットシステムは、SSH を実行しなくても、正常に機能しま
す。カスタムコマンドは、ネットワークスイッチが理解できる別のプロトコルを介して動作することもできま
す。CMS プラットフォームだけは、ほとんどのコマンドラインツールとは異なり、SSH サーバーを実行して
カスタムコマンドを有効にする必要があります。たとえば、次のいくつかの HPE SIM プラグインが当てはま
ります。
•
•

HPE Insight Control パフォーマンス管理
Open Service Event Manager（OSEM）

コマンドラインツールの実行は、以下のツールを使用する強力な機能です。
•
•

単一システム対応 (SSA)
マルチシステム対応（MSA）

MSA ツールの機能は、ツールが実行システム（通常は CMS プラットフォーム）で実行されるという点で、
カスタムコマンドに似ています。ターゲットシステムは環境変数を使用して渡されます。このツールでは、管
理対象システムが使用するプロトコルを使用して管理対象システムと通信します。HP-UX 用の Software
Distributor は MSA ツールです。実行システムは、Software Distributor サービスを実行するシステムです。イ
ンストールするソフトウェアと、そのソフトウェアをインストールする管理対象システムに関する情報を使用
して CMS が通信できるように、SSH はこの実行システムで動作している必要があります。
SSA ツールは、カスタムコマンドやコマンドラインツールとは異なり、管理対象システム上で直接実行され
ます。DTF は各ターゲットシステムで SSH クライアント接続を開き、SSH プロトコルでコマンドを発行し、
すべての出力（有効なコマンドの出力やエラーメッセージなど）を HP-SIM データベースに保存します。この
プロセスは、選択した各ターゲットシステムで発生します。各ターゲットシステムでは、SSH サーバーが動
作している必要があります。
CMS で特別な SSH バイパス機能を使用すると、MSA ツールが CMS で Administrator または root アカウント
として動作している場合、このツールは SSH を使用せずに実行できます。他の MSA ツール、すべての SSA
ツール、およびカスタムコマンドには SSH が必要です。
SSH バイパス
特別な SSH バイパス機能を使用すると、MSA コマンドは SSH を使用せずに CMS 上で実行することができ
ます。セキュリティ上の問題があるため、このバイパス機能を使用して実行するコマンドは、root または
administrator としてのみ実行する必要があります。バイパス機能を使用するユーザー名の実際のリストは、
HPE SIM のグローバル設定プロパティ mx_dtf_ssh_bypass_user に記載されています。HPE SIM のインスト

114

SSH を使用するのはどの HPE SIM 機能か？

ールには、ユーザー Administrator または root が含まれています。次のコマンドを使用してこのプロパティの
現在の値を表示することができます。
> mxglobalsettings -ld mx_dtf_ssh_bypass_user
mx_dtf_ssh_bypass_user = Administrator
ユーザーを追加するには、ユーザー名を間をコンマ（スペースは不要）で区切ります。ドメインのアカウント
には、ドメイン名とユーザー名の間に、以下のように 2 つのバックスラッシュが必要です。
domain\\user:
> mxglobalsettings -s
mx_dtf_ssh_bypass_user=Administrator,Domain\\SIM
バイパスユーザーに変更を加えた後は、HPE SIM を再起動する必要があります。

HPE SIM が SSH を使用する方法
HPE SIM は、前述の SSH クライアントと同じように機能します。対話型の SSH クライアントとの主な違い
は、適切なキー、パスワード、およびセキュリティの警告の処理に関するルールに HPE SIM を事前設定する
必要があることです。
管理対象システムの認証
HPE SIM は、SSH を介して管理対象システムに接続すると、そのシステム上の SSH サーバーはシステムを
識別する SSH ホストキーを返します。HPE SIM は、このキーが許容範囲であるかどうかを判別し、管理対象
システムを認証する必要があります。デフォルトでは、HPE SIM は任意のキーを受け入れるため、詐称サー
バーが管理対象システムになりすます中間者攻撃など、特定のタイプのネットワーク攻撃に対して開いたまま
になります。SSH ホストキーのチェックをオンにして、こうした攻撃から HPE SIM を保護するように構成
し、HPE SIM がそのキーを既知のホストのリストと比較することができます。サポートされているオプショ
ンは次のとおりです。
•

•

•

キーは、最初の接続時に保存されます。その後の接続で、キーは保存された値と一致している必要があり、
一致していない場合は接続が拒否されます。このオプションは、最初の接続時には中間者攻撃に対して開
かれていますが、その後は非常に安全です。キーが変更された場合、このオプションでは手動による操作
が必要です。たとえば、管理対象システム上の SSH サーバーを再インストールする場合です。
CMS は、known_hosts にリストされていないあらゆるキーによる SSH 接続を受け入れます。キーは、最
初の接続時に known_hosts に保存されますが、キーチェックは実行されません。これは最も簡単なソリュ
ーションの管理方法を提供しますが、一部の攻撃に対しては脆弱です。このオプションは、信頼済みの証
明書を必要としないデフォルトの SSL オプションに似ており、HPE SIM のデフォルト設定になります。
既知のホストファイルには、キーが存在する必要があります。ファイル内にキーが存在しない場合、接続
は拒否されます。このオプションは最も安全ですが、新しいシステムが追加されたり、キーが変更された
りするたびに、キーを既知のホストのリストに手動で追加する必要があるため、維持するのは非常に困難
です。

HPE SIM のツールオプション > セキュリティ > 認証 > 信頼されたシステム > SSH ホストキーを使用して、
この設定を変更し、キーを最初の使用時にロードし、それらを事前にロードするよう要求することができま
す。このツールでは、キーをインポートしたり、既知のホストファイルから削除したりすることができます。
制御キーのチェックに使用する設定は、ファイル<HP SIM>/config/mx.properties（Windows）、/etc/opt/mx/
config/mx.properties（Linux）、および MX_SSH_ADD_UNKNOWN_HOSTS=firstuse（HP-UX）にあります
（「常時」または「なし」）。
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注記:
このプロパティを変更する前に、HPE SIM サービスを停止する必要があります。プロパティを変更した
ら、HPE SIM サービスを再起動します。HPE SIM によって使用される既知ホストのリストは、ファイ
ル<HP SIM>/config/sshtools/known_hosts（Windows）、および/etc/opt/mx/config/sshtools/known_hosts
（Linux および HP-UX）にあります。これは、他の SSH クライアントが使用するのと同じファイルでは
ないことに注意してください。このファイルは通常 .ssh という名前のユーザーディレクトリにありま
す。
ユーザー認証
管理対象システムでは、HPE SIM が SSH リクエストを行うために選択したユーザーを認証する必要がありま
す。
ユーザーは、実行されるツールによって指定されます。
1. ツールは、ツール内の</execute–asuser>ステートメントを使用して、このツールに使用する明示的なアカ
ウントを指定できます。通常、ツールは、UNIX システムの root ユーザーまたは Windows システムの管理
者として実行されます。
2. ツールで明示的なユーザーが指定されていない場合は、ツールを実行しようとするユーザーと同じユーザ
ー名で実行されます。たとえば、
「joe」というユーザーが HPE SIM にサインインしてツールを実行しよう
とすると、HPE SIM は「joe」というユーザーで管理対象システムに接続します。管理対象システムにはこ
の名前を持つユーザーが必要であり、そのユーザーに対して SSH アクセスを有効にするよう管理対象シス
テムを正しく構成する必要があります。
HPE SIM に付属するすべてのツールは、root または administrator で実行されます。他のユーザーで実行さ
れるツール（カスタムツールなど）を追加することができます。SSH は、ユーザーパブリックキー、ホス
トキー、およびパスワードの 3 つのユーザー認証方式をサポートします。HPE SIM は、これらの方式をす
べてサポートします。ほとんどの場合には、最も安全であることから、ユーザーパブリックキー認証をお
すすめします。
「設定オプション」で説明したように、ホストキーまたはパスワード認証の使用を選択する
こともできます。両方のキーベースメカニズムに対して、またすべてのユーザーとすべての管理対象シス
テムに対して、同じキーペアが使用されます。プライベートキーは、Windows では<HPSIM>/config/
sshtools/.dtfSshKey ファイル、Linux および HP-UX では/etc/opt/mx/config/sshtools/.dtfSshKey ファイルに
あります。他のシステムへのコピーに利用できる対応するパブリックキーは、Windows では<HP SIM>/
config/sshtools/.dtfSshKey.pub、Linux および HP-UX では/etc/opt/mx/config/sshtools/.dtfSshKey.pub にあ
ります。
3. 最初に、ユーザーパブリックキー認証が試行されます。管理対象システム上の SSH サーバーは、指定され
たユーザーに一致するパブリックキーを検索します。これらのキーは通常、指定されたユーザーのホーム
ディレクトリの.ssh サブディレクトリにある authorized_keys2 ファイルに保存されています。（Windows
では、ファイルの場所は C:\Documents and Settings\Administrator\.ssh および C:\Program Files\HP
\Systems Insight Manager\config\sshtools\hpl1pa01.wbemqa.com です）。
4. ユーザーキー認証に失敗すると、ホスト認証が試みられます。SSH サーバーは受け入れ可能ホストのリス
ト（通常、etc/ssh_kno に保存される）でパブリックキーを検索します。
構成手順
HPE SIM を初めて CMS システムにインストールすると、SSH が次のように設定されます。
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•

Windows でのインストールの場合

•

1. OpenSSH が、特別なバージョンの Cygwin を使用してインストールされます。
2. 管理者アカウントの名前（Administrator から変更されている可能性があります）が保存されます。
3. インストールユーザーおよび管理者が passwd ファイル（C:\ProgramFiles\OpenSSH\etc）に追加され
ます。
4. インストールユーザーおよび管理者は、ユーザーパブリックキー認証に設定されます。
5. SSH バイパス機能用に管理者が設定されます。
Linux または HP-UX でのインストールの場合

HPE SIM のセキュリティについて

1. SSH は、オペレーティングシステムからプリインストールされています。
2. root ユーザーは、ユーザーパブリックキー認証に設定されます。
3. SSH バイパス機能用に root ユーザーおよび Administrator ユーザーが設定されます。
SSA ツールを実行する管理対象システムに OpenSSH をインストールできます。次のように、Windows シス
テムに OpenSSH をインストールするにはいくつかの方法があります。
•

OpenSSH のインストールツールの使用

•

これは、おそらく、OpenSSH を Windows 管理対象システムに展開する最も簡単な方法です。このツール
は OpenSSH のインストールを実行し、指定されたユーザーと管理者ユーザーの両方を passwd ファイル
に追加し、CMS からのパブリックキー認証に対してこれらのユーザーを設定します。このツールは、
Windows で動作する CMS でしか使用できないため、OpenSSH を展開できるのは Windows 管理システム
のみです。
OpenSSH の個別インストール
OpenSSH インストールパッケージは、HPE SIM ダウンロードまたは Management CD から実行するか、
HPE SIM の Web サイトから個別にダウンロードすることができます。
インストーラーを実行した後、システムを HPE SIM によるアクセス用に設定する必要があります。システ
ムでエージェントの設定および修復ツールを実行して、SSH によって使用される管理者またはその他のア
カウントを指定するか、または次の手順を実行してください。
1. HPE SIM によって使用されるユーザーを、管理対象システム上で sshuser ユーティリティを使用して
passwd ファイルに追加します。（次の例は、MyDomain\MyAdmin ユーザーを示しています。）
sshuser –u MyAdmin –d MyDomain –f
"C:\Program Files\OpenSSH\etc\passwd"
2. ドメイングループは OpenSSH によってチェックされないため、ユーザーは、ローカル管理者グループ
の明示メンバーである必要があります。ドメインユーザーを使用する場合、ユーザーがまだ
Administrators グループのメンバーでなければ、ユーザーをこのグループに追加します。
net localgroup administrators MyDomain\MyUser /add
3. コマンドが正常に完了したことを確認します。CMS で mxagentconfig コマンドを実行して、管理者ユ
ーザーにパブリックキー認証を設定する必要があります。

•

mxagentconfig -a -n <managed system> -u administrator
Service Pack for ProLiant の使用
OpenSSH は、Service Pack for ProLiant を使用してソフトウェアやファームウェアの更新の一部としてイ
ンストールできます。これを行うには、展開 > ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインス
トール > OpenSSH のインストールまたは、ソフトウェアおよびファームウェアのインストールを選択し
ます。Windows オペレーティングシステムを使用している場合は、エージェントの設定および修復で
Open SSH をインストールできます。設定 > エージェントの設定および修復 > OpenSSH のインストール
の順に選択してください。これにより、SSH サーバーはインストールされますが、SSH は CMS からのア
クセス用に設定されません。
「OpenSSH の個別インストール」の手順に従って、HPE SIM のユーザーおよ
びキーを設定します。

Linux または HP-UX の管理対象システムには、通常、SSH がインストールされており、動作しています。SSH
を有効化する方法について詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。さら
に、 CMS ユーザーによるアクセス用に SSH を設定する必要があります。エージェントの設定および修復ツ
ールを使用するか mxagentconfig コマンドを実行して、root ユーザーのパブリックキーアクセスを可能にしま
す。
mxagentconfig -a -n <managed system> -u root
パスワードを要求されたら、root ユーザーのパスワードを入力してください。
これらの手順が完了したら、SSH をインストールし、root または Administrator で実行される標準 HPE SIM
ツールで使用できるように設定します。
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SSH アクセス用に他のユーザーも設定しなければならない場合があります。このユーザーには、execute-asuser 文や execute-as-user 文で指定されるユーザー名を含まないカスタムコマンドやツールを実行する任意
のユーザーが含まれます。追加のユーザーを設定する場合は、sshuser（Windows 専用）を使用してこれらの
ユーザーを管理対象システムの passwd ファイルに追加し、mxagentconfig を実行して CMS によるアクセ
スを可能にする必要があります。
設定オプション
以下の手順により、CMS と管理対象システムは、Windows の Administrator（Administrator から名前が変更さ
れている可能性があります）または root として、パブリックキーユーザー認証を使用して SSH タスクを実行
するように設定されます。以下のオプションは、ご使用の環境で役立つ可能性があります。Linux または HPUX システムを管理する場合、ユーザー（root 以外）で実行されるツールを使用するときは、ホストベース認
証を使用すると便利な場合があります。Windows では各ユーザーを passwd ファイルに追加する必要がある
ため当てはまりません。なお、ホストベース認証は root または Administrator についてはサポートされないた
め、root ユーザーは、特定のユーザーパブリックキー認証を必要とします。
mxagentconfig -a -n <managed system> -u root –o host
パスワード認証は、管理対象システムへのキーのインストールに関して問題がある場合などに、キーベース認
証の代わりに使用することができます。CMS は、管理対象システムに使用するパスワードで設定する必要が
あります。
mxnodesecurity –a –p ssh –c root:mypwd –n <managed system>

HPE SIM のコマンドおよびツール
•

sshuser
このコマンドは、Windows 管理対象システムで、SSH によるアクセスが許可されるユーザーのリストを維
持管理するために使用されます。このコマンドは、HPE SIM が提供するバージョンの OpenSSH とともに
インストールされ、管理対象システムの passwd ファイルにエントリーを追加します。
注記:
sshuser ユーティリティは、HP SIM 6.x によって提供される OpenSSH に付属の新しいユーティリ
ティで、以前に利用できた mxpasswd コマンドに代わるものです。このユーティリティは、HPE 提
供の旧バージョンの OpenSSH には付属していません。このユーティリティが管理対象システムに
ない場合は、HPE SIM のインストールディレクトリ（C:\Program Files\HP\Systems Insight
Manager\lbin\sshuser.exe）からコピーできます。
たとえば、次のコマンドにより、Windows ドメイン MyDomain のユーザー joe の SSH アクセスが可能に
なります。
sshuser –u joe –d MyDomain –f "C:\Program Files\OpenSSH\etc\passwd"
このコマンドは、次のエントリーを passwd ファイルの最後に追加します。
mydomain\joe:unused_by_nt/2000/xp:9159:513:JOE,U-mydomain\joe,S-1-5-2127163274-143742939-1512734326-9159:/cygdrive/C/Documents and
Settings/hpsimssh:/bin/switch
同じ名前を持つ異なるドメインのユーザーとの競合をなくすために、ドメイン名はユーザーに付属します。
指定されているホームディレクトリは、ユーザーの実際のホームディレクトリではなく hpsimssh となっ
ています。これは、このユーザーがこのシステムにこれまでログインしたことがなく、実際のホームディ
レクトリが Windows によって割り当てられていないためです。ここで指定されているホームディレクト
リは、ユーザー認証のための SSH キーの位置を確認するために使用されます。HPE SIM はすべてのユー
ザーについて同じキーを使用するため、共通ホームディレクトリの sshuser を使用することができます。
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また、sshuser により、passwd ファイルが特定のユーザーについて単一のエントリーだけを含むことも保
証されます。sshuser は、特定のユーザーについての重複エントリーを除去します。
sshuser はシステムの管理者によって実行される必要があり、管理者だけが SSH アクセスを許可されます
（Windows 環境での HP の OpenSSH 実装の場合）。さらに、sshuser を実行するユーザーは、追加するユ
ーザーの SID を取得できる権限を持っている必要があります。ローカルユーザーは他のローカルユーザー
を追加できる権限を持ちますが、ドメインユーザーを追加する場合はドメインアカウントを持っている必
要があります。判断できない場合は、-f オプションを使用せずに sshuser を実行して、コマンドの出力を
確認してください。
• Mxagentconfig
mxagentconfig コマンドを使用すると、CMS からの SSH アクセスを許可するように管理対象システムを
設定することができます。ユーザーパブリックキーのセットアップ、ホストベース認証のセットアップ、
または既存の設定の有効化のために異なるオプションを使用することができます。CMS の known_hosts
ファイルからエントリーを削除するために使用できるオプションもあります。
mxagentconfig -a -n <管理対象システム> —u <ユーザー名> [-p <パスワード>]
このオプションは、指定された管理対象システムにユーザーベースパブリックキー認証を設定します。こ
のオプションにより、HPE SIM CMS のパブリックキー（.dtfSshKey.pub）がユーザーの
authorized_keys2 ファイルに追加されます。
最初に、mxagentconfig が、指定された管理対象システムへの SSH 接続を開きます。このため、SSH
が管理対象システムにインストールされている必要があります。指定されたシステムが Windows システ
ムの場合は、 ユーザーが passwd ファイルに追加されている必要があります。「sshuser」の項を参照して
ください。SSH サーバーは、パスワード認証を使用して、指定されたユーザーを確認します。その後、安
全な FTP（SFTP）チャネルが開かれ、管理対象システムへのファイルアクセスが可能になります。
ユーザーのホームディレクトリが、.ssh サブディレクトリで調べられます。ディレクトリが存在しない場
合は、作成されます。mxagentconfig は、authorized_keys2 ファイルが存在するかどうかチェック
します。存在する場合、mxagentconfig は、CMS のパブリックキー（.dtfSshKey.pub）をこのファイル
に追加します。存在しない場合は、CMS のパブリックキーを最初のエントリーとして authorized_keys2
ファイルが作成されます。この時点で、ユーザーは管理対象システムでパブリックキー認証に設定されま
す。
◦

mxagentconfig -a -n <管理対象システム -u <ユーザー名> [-p <パスワード>] –o host

◦

このオプションは、管理対象システムでホストベース認証を設定します。SSH がターゲットシステム
にインストールされている必要があります。また、ターゲットシステムが Windows システムの場合は、
ユーザーが passwd ファイルに含まれている必要があります。すでに説明したように、mxagentconfig
はパスワード認証を使用して管理対象システムに接続し、SFTP を使用します。その後、管理対象シス
テムの SSH 設定ディレクトリ内のファイルが更新されて、パブリックキーが ssh_known_hosts ファイ
ルに追加され、shosts.equiv ファイルの中にある受け入れられたホストのリストに CMS 名が追加され
ます。
mxagentconfig -c -n <管理対象システム> —u <ユーザー名>
このコマンド形式は、管理対象システムを設定しませんが、指定されたユーザーに SSH アクセスが適
切に設定されていることを確認します。指定されたユーザーについて passwd ファイルが SSH アクセ
スを許可しており、 パブリックキーがユーザー認証またはホストベース認証用に適切にセットアップ
されており、ユーザーがシステムの Administrators グループのメンバーである場合、このコマンドによ
って「success」が返されます。ホストキーチェックが有効になっており、ホストキーが known_hosts
ファイルの値と一致しない場合は、エラーが報告されます。このコマンドは、パスワード認証を確認し
ません。

◦

C:\> mxagentconfig -c –n brian06.cup.hp.com -u myadmin
myadmin@brian06.cup.hp.com: success
mxagentconfig -r -n <管理対象システム>
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•

このコマンド形式は、指定されたホストを known_hosts ファイルから削除します。このコマンドは、
DNS サーバーを使用してすべてのバージョンのシステム名を検索し、それらをファイルから削除しま
す。
Mxnodesecurity
mxnodesecurity ユーティリティを使用すると、管理対象システムへのアクセス時に使用できるようにユー
ザー名とパスワードを CMS に保存することができます。このユーティリティは、すべての管理プロトコ
ルで使用され、SSH パスワード認証をサポートするように拡張されています。ユーザー認証またはホスト
キー認証の使用をおすすめします。これらの認証には、パスワード認証よりも多くの利点があります。
mxagentconfig を使用してキーベース認証を設定できない場合は、このコマンドを使用してください。
◦

mxnodesecurity –a –p ssh –c <ユーザー名>:<パスワード> —n <管理対象システム>
このコマンド形式は、特定の管理対象システムで使用できるように SSH ユーザー名とパスワードを保
存するために使用されます。たとえば、次のコマンドにより、HPE SIM は、「administrator」というユ
ーザーが「brian06」というシステムでタスクを実行するときに「mypwd」というパスワードを使用す
るようになります。
mxnodesecurity –a –p ssh –c administrator:mypwd –n brian06.hp.com

◦

なお、このパスワードは、ユーザーキー認証およびホストベース認証に失敗し、タスクのユーザー名が
このエントリーと一致する場合にのみ使用されます。
mxnodesecurity –l –p ssh [–n <管理対象システム>]
このコマンド形式は、指定されたシステムの SSH 認証情報を示します。システムが指定されない場合
は、すべてのシステムの SSH 認証情報を表示します。たとえば、次のコマンドは、brian06 というノー
ドの SSH 認証情報を示します（なお、パスワード自体は表示されません）。

•

C:\> mxnodesecurity -l -p ssh –n brian06.hp.com
NODENAME PROTOCOL USERNAME PASSWORD TRYOTHERS
172.24.30.43ssh administrator ********
OpenSSH のインストール
HPE SIM 展開ツールを使用して、OpenSSH を任意の Windows プラットフォームにインストールできます
（展開 > ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストール > OpenSSH のインストールの順
に選択してください）。

•

OpenSSH ソフトウェアをインストールすると、このツールによってインストールが設定されます。ツー
ルの実行時に指定したユーザー名と管理者ユーザー名（Administrator から変更されている可能性がありま
す）が passwd ファイルに保存されます。その後、ツールは、mxagentconfig を実行して、これらのユーザ
ーがユーザーパブリックキー認証によってこの CMS にアクセスできるようにします。CMS のパブリッ
クキーは、各ユーザーの authorized_keys2 ファイルに追加されます。
エージェントの設定および修復
エージェントの設定および修復ツール（設定 > エージェントの設定および修復の順に選択します）を使用
すると、SSH などの多数のエージェントの設定を実行できます。
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オプションにより、ホストベース認証またはユーザーパブリックキー認証を使用することができ、ツール
は、 CMS パブリックキーを適切なファイルに追加します。Windows オペレーティングシステムの場合、
このツールは、指定されたユーザーを passwd ファイルに追加し、指定されたユーザーに加えて管理者ユ
ーザーが SSH アクセスできることも保証します。

•

SSH キー
このツール（オプション > セキュリティ > 認証 > 信頼されたシステム > SSH ホストキーの順に選択しま
す）は、HPE SIM が管理対象システムを認証する方法を制御します。管理対象システムのホストキーを
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CMS 上の known_hosts ファイルに対して確認することができ、このファイルのエントリーを調べて変更
することができます。

HPE
SIM には、SSH の処理に関して多くの改良が加えられています。
◦
◦
◦

エラーレポートが強化され、トラブルシューティングが容易になっています。
ユーザーベース認証に加えて、ホストベース認証とパスワード認証をサポートしています。
mkpasswd ツールの代わりに、Windows システム用の新しいユーティリティである sshuser を提供し
ます。
– この新しいツールは、ドメインユーザーに関する問題を解消します（ドメイン名はユーザー名の一
部に含まれるようになりました）。
– このツールは、特別なホームディレクトリを使用するので、システムにログインしたことがないユ
ーザーもサポートします。

◦
◦
◦

◦

エージェントの設定および修復ツールに、Windows、Linux、および UNIX システムの SSH 設定が含ま
れるようになりました。
mxagent CMS プロセスは使用されなくなりました。
known_hosts ファイルによる SSH キーの処理に変更が加えられました。
– デフォルトでは、HP SIM は、管理対象システムの SSH キーが known_hosts ファイルのキーと一致
することを確認しなくなりました。
– 新しいユーザーインターフェイスにより、SSH キーチェックを変更したり、キーを known_hosts フ
ァイルから削除したりすることができます。
– known_hosts ファイルでは、IP アドレスではなく名前によってシステムがリストされるようになり
ました。
ツールをローカルで実行する場合は、すべての CMS プラットフォームで SSH バイパスメカニズムが
使用されるようになりました。

Hyper-Text Transfer Protocol Secure（HTTPS）
HTTPS は、SSL 上の HTTP 通信を意味します。ブラウザーと HPE SIM 間のすべての通信は HTTPS を介し
て行われます。また、HTTPS は、CMS と管理対象システムの間の多くの通信にも使用されます。

セキュアタスク実行（STE）とシングルサインオン（SSO）
STE は、Web エージェントを使用してコマンドを管理対象システムに対して安全に実行するためのメカニズ
ムです。STE は、1 つの要求内で認証、権限、プライバシー、および整合性を提供します。SSO は、提供す
る機能は STE と同じですが、システムにアクセスする際に実行されます。STE と SSO は、非常によく似た
方法で実装されます。STE および SSO によるデータ交換の実行中、すべての通信で SSL が使用されます。
STE 要求または SSO 要求を発行する前に、システムから 1 回限りの値が要求され、反射攻撃や遅延傍受攻撃
を防止します。その後、HPE SIM は、デジタル署名済み STE 要求または SSO 要求を発行します。管理対象
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システムは、デジタル署名を使用して、HPE SIM サーバーを認証します。なお、管理対象システムは、デジ
タル署名の有効性を確認するために、Web エージェントにインポートされる CMS の SSO 証明書のコピーを
保有する必要があり、証明書による信頼に設定されていなければなりません。また、SSL を使用することで、
HPE SIM は、管理対象システムを、システムの証明書を用いて任意に認証することができます。これにより、
HPE SIM が機密性の高いデータを誤って不明なシステムに提供しないようにすることができます。
注記:
Web エージェントへの SSO の場合、エージェント設定のレプリケートとおよびソフトウェアおよびフ
ァームウェアのインストールツールがそれぞれ Web エージェントへの管理者レベルのアクセス権を提
供します。管理者としてのシステムマネジメントホームページ、オペレーターとしてのシステムマネジ
メントホームページ、およびユーザーとしてのシステムマネジメントホームページも、それぞれ記述さ
れたレベルで SSO へのアクセスを提供します。

分散タスクファシリティ（DTF）
DTF は、カスタムコマンドツールならびにマルチシステム対応および単一システム対応ツール用に使用され
ます。コマンドは、SSH を使用して安全に管理対象システムに発行されます。各管理対象システムは、CMS
を認証できるように、CMS の SSH パブリックキーを、信頼するキーストアに保有する必要があります。ま
た、管理対象システムも、その SSH パブリックキーで CMS に対する認証を受けます。
HPE SIM では、権限の昇格機能により、まず、root 以外のユーザーとしてサインインし、そのあとで root レ
ベルのツールを実行するために権限の昇格を要求することで、HP-UX、Linux、および ESX 管理対象システム
に対してツールを実行できます。権限の昇格はオプション > セキュリティ > 権限の昇格で行うことができま
す。

WBEM
すべての WBEM アクセスは、セキュリティ確保のため HTTPS 経由で行われます。HPE SIM は、WBEM エ
ージェントアクセス用にユーザー名とパスワードから構成されます。SSL を使用することで、HPE SIM は、
管理対象システムを、その SSL 証明書を用いて、任意に認証することができます。
HP-UX の場合、WBEM 認証に、ユーザー名とパスワードの代わりに証明書を使用できます。WBEM 認証は、
オプション > セキュリティ > 認証 > システム認証の順に選択し、システム認証 > WBEM タブの順に選択する
ことによって設定できます。詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。

LDAP
ディレクトリサービスを使用するように設定されている場合は、LDAP の使用時に SSL を使用するように（デ
フォルト）、または使用しないように HPE SIM を設定できます。SSL を使用しない場合は、証明書が平文で
送信されます。Microsoft Active Directory で SSL 経由の LDAP を有効にするには、Microsoft 社の Web サイト
を参照してください。http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;321051 さらに、HPE
SIM の信頼された証明書リストを使用してディレクトリサーバーを認証することもできます。

RMI
Java RMI は、CMS のプライベートキーを使用してデジタル署名済み要求を求めることにより、セキュリティ
保護されます。これは、ローカルシステムに対してのみ使用できます。すべての通信が「localhost」を使用す
るため、通信内容がネットワーク上に漏洩することはありません。

認証情報の管理
SSL 証明書
HPE SIM で使用される証明書は複数存在します。

分散タスクファシリティ（DTF）
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HPE SIM のメイン証明書は、HPE SIM の SSL Web サーバー、パートナーアプリケーション SOAP インター
フェイス、および WBEM イベントレシーバーが使用します。この証明書は、ブラウザー、SOAP を介して
HPE SIM と通信するパートナーアプリケーション、および HPE SIM にイベントを提供する WBEM エージェ
ントで、HPE SIM を認証するために使用されます。
デフォルトでは、HPE SIM のメイン証明書は、自己署名されます。内部の証明書サーバーやサードパーティ
認証機関（CA）がメイン証明書に署名できるように、PKI（パブリックキーインフラストラクチャ）がサポー
トされます。HPE SIM は、2,048 ビット以上の証明書キーサイズを推奨し、サポートしています。新規イン
ストールでは、HPE SIM 証明書は、2,048 ビットの自己署名証明書になります。

HPE SIM SSO 証明書
7.3 Update 2 リリースから、HPE SIM は 1,024 ビット証明書以外に、SSO 用の 2,048 ビットおよび 4,096 ビ
ット証明書をサポートします。デフォルトでは、これらの証明書は自己署名されます。これらの証明書を認証
機関で署名するオプションがあります。
注記:
HPE SIM では、2,048/4,096 ビットの証明書が推奨されていますが、すべての管理対象システムがこの
証明書をサポートしているわけではないので、HPE SIM は、特に下位互換性やアップグレードに配慮し
て、SSO には 1,024 ビット証明書を使用します。

WBEM 証明書
HPE SIM 7.0 以降では、WBEM 証明書は 2,048 ビットのキー長を使用します。HPE SIM 7.0 以降を新しくイ
ンストールすると、2,048 ビットキー長の WBEM 証明書が作成されます。WBEM 証明書は、必要な場合、次
のコマンドを使用して再生成できます。
mxcert -w(識別名)
mxcert -W

HPE SIM 7.6 へのアップグレード
HPE SIM のメイン証明書は、前の証明書が自己署名の 1,024 ビット証明書の場合、自動的に 2,048 ビット自
己署名証明書にアップグレードされます。ただし、前の証明書が 2,048 ビット以上の場合や CA が署名した証
明書の場合、HPE SIM は既存の証明書を残し、新しい証明書は再作成しません。また、信頼済み証明書を
HPE SIM の信頼ストアにインポートして戻さなければならない場合もあります。
HPE SIM の SSO 証明書は、以前の SSO 証明書がない場合に作成され、それ以外で作成されることはありま
せん。
注記:
•

•
•

SSO 証明書は、HPE SIM 7.0 以降で使用されます。このため、HPE SIM の以前のバージョンは SSO
証明書を含まない可能性があります。その場合にのみ、アップグレード時に SSO 証明書が生成され
ます。
SSO 証明書の作成後、新しい SSO 証明書を管理対象システムにインポートして管理対象システムと
の信頼関係を確立しなおさなければなりません。
HPE SIM 7.5.1 以降のバージョンは、SHA-256（Secure Hash Algorithm 2）証明書をサポートしてい
ます。アップグレード中に、次のいずれかの方法でサーバーと SSO 証明書を再作成します。
◦
◦

mxcert コマンドラインインターフェイス、または
オプション > セキュリティ > 証明書ユーザーインターフェイスを使用します。

HPE SIM の WBEM 証明書は、自己署名付きの 2,048 ビット証明書で、HPE SIM 7.5 へのアップグレードの際
に上書きされることはありません。
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証明書の有効期限と証明書失効チェック（CRL チェック）
HPE SIM は、証明書失効チェックをサポートしています。デフォルトでは、失効チェックは、クライアント
証明書とサーバー証明書の両方について有効です。ただし、サーバー証明書の失効のチェックは、信頼された
証明書を要求する（オプション > セキュリティ > 認証 > 信頼されたシステム > 信頼された証明書）が有効に
なっている場合にのみ実施されます。
証明書の失効チェックは、オプション > セキュリティ > 証明書失効チェック構成の順に選択して GUI から設
定できます。
コマンドラインから mxcert -L コマンドを入力して、証明書の失効チェックを構成することもできます。

クライアントおよびサーバー証明書のソース
クライアント証明書は、Web ポータル、パートナーリクエスト、および WBEM サービスによって HPE SIM
に送信されます。
サーバー証明書は、管理対象システムによって HPE SIM に送信されます。

証明書失効チェックの有効化または無効化
HPE SIM では、サーバー証明書とクライアント証明書の両方について証明書失効チェックを無効にすること
ができます。クライアント証明書の失効チェックを無効にしても、クライアント証明書（ユーザー証明書と呼
びます）が失効について必ずチェックを受けるツーファクター認証には影響しません。
システムは失効チェックを処理する際に証明書サーバーから証明書失効リスト（CRL）をダウンロードするた
め、証明書の失効チェックを有効にするとシステムのパフォーマンスが低下する可能性があります。CRL フ
ァイルのダウンロードは、証明書に関連付けられている CRL ファイルがサーバーにキャッシュされていない
場合やキャッシュされている CRL ファイルの期限が切れている場合にのみ発生します。
証明書失効チェックを有効または無効にする際に、HPE SIM を再起動する必要ありません。

オフラインモードとオンラインモードの証明書失効チェック
証明書失効チェックは、オフラインやオンラインで実行されます。

オフラインモード
オフラインモードは、失効チェックのデフォルトモードとして設定されます。オフラインモードは、CRL フ
ァイルがシステムにキャッシュされることを前提にしています。HPE SIM が維持するディレクトリに証明書
に関連付けられた CRL ファイルを定期的に配置する必要があります。このディレクトリは、Windows では
\data\crl、Linux/HPUX では/var/opt/mx/data/crl です。

CRL ファイルの期限切れについてのアラート
このディレクトリに配置された CRL ファイルのいずれかの期限が切れると、HPE SIM はシステムにアラート
を送信します。これらのアラートは、すべてのイベントページに表示できます。
このアラートは、最新の CRL ファイルを使用して CRL ディレクトリを更新するようユーザーに通知すること
を目的にしています。
CRL アラートに関する設定値をわずかでも指定する場合は、以下を参照してください。

オンラインモード
オンラインモードは、オプションで有効にできます。オンラインモードを有効にしても、CRL チェックのオ
フラインモードは無視されません。
証明書に関連付けられている CRL ファイルが上記のディレクトリにない場合やキャッシュされた CRL ファ
イルの期限が切れている場合、HPE SIM はオンラインモードが有効になっているかどうかをチェックします。
オンラインモードが有効であれば、HPE SIM は証明書サーバーから CRL ファイルをダウンロードしようとし
ます。HPE SIM は、CRL ファイルのダウンロード後、上記のディレクトリにファイルをキャッシュします。

証明書の有効期限と証明書失効チェック（CRL チェック）
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オンラインモード有効化の方法
オンラインモードを有効にする方法は 2 つあります。1 つはプロキシ設定を通じて行う方法であり、もう 1 つ
は直接行う方法です。
1 つ目の方法では、プロキシサーバーのホストアドレスとポートを保存する必要があります。
もう 1 つの方法は、CMS サーバーから証明書サーバーにプロキシ設定を必要とすることなくアクセスできる
ことを前提にしています。証明書サーバーがサーバーと同じイントラネットに属する場合などが該当します。
プロキシ設定は、将来、HPE SIM 内の共通の位置で設定されるようになる予定です。

CRL の配付ポイント
HPE SIM は、証明書に CRL 配付ポイントが含まれることと CRL 配付ポイントの URL が有効であることを前
提にしています。配付ポイントのいずれかが無効な URL を含んでいると、失効チェックが失敗する可能性が
あります。
HPE SIM が処理するのは、HTTP の配付ポイント URL だけです。証明書に HTTP の配付ポイント URL が含
まれていない場合、証明書の CRL チェックは失敗します。

警告またはエラー
証明書失効チェックを正常に実行できない場合、HPE SIM はそのことを警告としてログに記録しますが、ピ
アシステムとの接続は停止しません。接続が停止されるのは、HPE SIM が証明書の失効を突き止めた場合だ
けです。
失効チェックが成功しないかまたは証明書が失効している場合、ユーザーはツーファクター認証で CMS への
ログインを拒絶されます。

警告の条件
•
•
•

証明書内の CRL 配付ポイントを使用できない場合
CRL 配付ポイントに特定の HTTP URL が含まれていない場合
CRL ディレクトリで CRL ファイルを使用できない場合（または CRL ファイルの期限が切れている場合）
および CRL 配付ポイント URL からファイルをダウンロードできない場合

カスタマイズ可能なプロパティ
HPE SIM の\config ディレクトリにある globalsettings.props ファイルで設定できる CRL プロパテ
ィはわずかです。CRL GUI やコマンドラインは、これらの設定の一部をサポートしていない可能性がありま
す。
•

CRL ファイルのダウンロードタイムアウト：
プロパティ名: CRL_FETCH_TIMEOUT

•

デフォルト値は 10000（10 秒）です。
デフォルトでは、期限切れの遅延は 1 日です。この値は、次を使用してカスタマイズできます。
プロパティ名: CRLExpirationStart

•

デフォルト値は 1 です。
CRL の期限切れについてのアラートを受け取りたくない場合：
プロパティ名: CRLAlert
1 — 有効

•
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0 — 無効
プロキシの設定：

CRL の配付ポイント

プロキシホストおよびポートは、次のプロパティを使用して設定できます。プロキシ設定は、
globalsettings.props ファイルで下記の 2 つのプロパティを削除するかまたは空白に設定すると、消
去または削除できます。
プロパティ名: PROXYHOST
プロパティ名: PROXYPORT

証明書の共有
HPE SIM には、システムにインストールされた他のコンポーネントが同じ証明書とパブリックキーを使用で
きるようにするメカニズムがあります。これにより、システムの認証が、各個別コンポーネントとしてではな
く全体として行えるためプロセスが簡素化されます。このメカニズムは、現在、Web エージェントと CMS の
WBEM コンポーネントで使用されています。

SSH キー
SSH キーペアは、初期設定で生成されます。CMS のパブリックキーは、mxagentconfig ツールを使用して管
理対象システムにコピーされます。このキーペアは、SSL 用のものと同じではありません。また、新しいペ
アの再生成は手動で行わなければなりません。mxagentconfig の詳細については、マンページまたはオンライ
ンドキュメントを参照してください。詳細については、mxagentconfig のマンページまたはオンラインドキュ
メントを参照してください。
信頼済みシステムの SSH キーの期限が切れることはありません。これらのキーは、信頼ストアから手動で削
除できます。

パスワード
HPE SIM のシステム認証ページおよびグローバル認証ページで設定したパスワードは、128 ビット Blowfish
キーを使用して暗号化されたデータベースに保存されます。CLI コマンドの mxnodesecurity を使用して、
これらのパスワードをさらに管理することができます。CMS 上のファイルにもいくつかのパスワードが保存
されている可能性があり、これらのパスワードも同じ 128 ビット Blowfish キーを使用して暗号化されます。
これらのパスワードは、mxpassword コマンドを使用して管理できます。パスワードファイルおよび
Blowfish キーファイルは、オペレーティングシステムのファイルアクセス権限で制限され、Administrator ま
たは root だけがアクセスできます。
5.3 より前のバージョンの HPE SIM では、HPE SIM のプロトコル設定ページで設定されたパスワードは CMS
上のローカルファイルに保存され、オペレーティングシステムのファイル権限が Administrator または root に
制限されます。mxnodesecurity コマンドを使用して、これらのパスワードをさらに管理することができま
す。
ユーザーアカウントについては、HPE SIM はお客様の環境（たとえば、Windows オペレーティングシステ
ム）に依存して、認証情報ポリシー（期限、ロックアウトなど）を管理します。

HPE OneView for VMware vCenter サーバー認証
HPE OneView for VMware vCenter を登録するには、 OneView for VMware vCenter 自体を検出し、その検出
に OneView for VMware vCenter の UUID を含める必要があります。
•
•
•
•
•

これらの認証情報は、通常、検出タスク固有の認証情報で設定されますが、システム固有の認証情報でも
グローバルな認証情報でもかまいません。
OneView for VMware vCenter リソースにアクセスできるアカウントである必要はありませんが、アクセス
できるアカウントでも問題ありません。
Windows は、WMI に接続するために、デフォルトではサーバー上でローカル管理者アクセスを必要としま
す（これは、OneView for VMware vCenter で設定できます）。
SNMP クエリや WMI クエリがファイアウォールでブロックされる可能性があります。
UAC により、管理者認証情報でも管理者権限での WMI クエリを行えないことがあります。

証明書の共有
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•
•

SNMP には認証情報は不要ですが、SNMP サービスセキュリティが CMS からのパケットを許可する必要
があります。
SNMP または WMI のどちらか一方で十分です。両方を利用できる場合は、収集されるサーバーの記述が
より完全なものになります。

OneView for VMware vCenter 経由での通信のために、vCenter の適切な権限が該当するリソースにアクセス
します。
•
•
•
•

vCenter は、Windows 認証およびアカウントを使用します。
このアカウントは、すべての ESX リソースへのアクセスは必要としません。必要なのは、ご使用の Matrix
で管理される予定のリソースだけです。
これは、HPE SIM の独立したページに保存され、OneView for VMware vCenter の設定は、サーバーの検
出用認証情報と一致する場合もしない場合もあります。
通常、アクセス権の付与対象になるのは 1 つまたは複数の「データセンター」です。クラスターなどの、
他のリソース収集も有効です。
注記:
OneView for VMware vCenter が VM ゲストの場合、そのホストを検出する必要はありません。未検出の
ホストに関する警告は無視できます。

WMI または SNMP、あるいはその両方との通信が必要です。
SNMP の場合、CMS が読み込みコミュニティ名を認識していなければなりません。SNMP パケットが特定の
ホストに限定される場合は、CMS をそのホストリストに含める必要があります。それ以外の認証情報は不要
です。
WMI の場合は、Windows サーバーのデフォルトインストールで、ローカル管理者のアカウントが必要です。
ただし、これは特定のアカウントからのアクセスを許可するように設定できます。

ブラウザー
SSL
ブラウザーと CMS または管理対象サーバー間のすべての通信は、SSL 上の HTTPS 経由で行われます。
HTTP（SSL を使用しない）を使用する操作は、自動的に HTTPS にリダイレクトされます。

Cookie
ログインセッションを維持するには Cookie が必要ですが、Cookie ではセッション識別子のみが維持されま
す。Cookie に秘密情報が格納されることはありません。Cookie は安全とマークされるため、SSL 経由でのみ
転送されます。
データの機密性や整合性を保護するために、関連のないサイトが提供するコンテンツをクライアント側で常に
厳しく隔離する必要があります。ブラウザー上で有効な HPE SIM セッションが実行されているときに許可
されないサイトから到着してきたリンクやリソースにはアクセスしないことをおすすめします。

パスワード
HPE SIM で表示されるすべてのパスワードフィールドは、パスワードを表示しません。ブラウザーと CMS の
間では、パスワードは SSL 経由で転送されます。

パスワードについての警告
ブラウザーまたはブラウザー上の Java プラグインが表示する可能性のある警告には、いくつかの種類があり
ます。ほとんどの警告が SSL サーバー証明書に関係するものです。
•
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信頼されていないシステム

ブラウザー

•

この警告は、証明書が信頼されていないシステムによって発行されたことを意味します。デフォルトでは
証明書は自己署名されるため、証明書をブラウザーにインポートしていない場合にこの警告が表示される
可能性があります。CA の署名済み証明書の場合は、署名入りルート証明書をインポートする必要がありま
す。証明書を他の安全な方法で入手している場合は、ブラウザーでアクセスする前にインポートできます。
警告が表示された時点でも、証明書をインポートできますが、ホストシステムが認証されていないので、
スプーフィングされる可能性があります。証明書の出所を個別に確認できる場合やシステムが攻撃を受け
ていないという確信がもてる場合は、ここでインポートしてください。
無効な証明書

•

証明書がまだ有効でない、期限が切れているなどのため証明書が無効な場合、日付/時刻に問題がある可能
性があります。この問題は、システムの日付/時刻を修正することにより、解決できます。他の理由で証明
書が無効な場合は、再生成しなければならない場合があります。
ホスト名の不一致

•

証明書の名前がブラウザーでの名前と一致しない場合、この警告が表示されます。この警告は、
marketing1.ca.hpe.com、marketing1 など、証明書に表示されているシステムの名前を使用してアクセスす
ることにより解決できます。HPE SIM 証明書は、この問題を緩和できるように複数の名前をサポートして
います。システムリンクのフォーマット（129 ページ） HPE SIM によってリンク内に作成された名前の
フォーマットの変更については、下記の項を参照してください。
署名済みアプレット
以前のバージョンの HPE SIM では、署名済みアプレットの信頼に関する他の警告を表示する Java プラグ
インが使用されています。これらの以前のバージョンの HPE SIM は、証明書が Verisign により署名されて
いる、Hewlett Packard Enterprise が署名したアプレットを使用します。

ブラウザーセッション
デフォルトでは、ブラウザーに HPE SIM バナーが表示されている間は、HPE SIM でユーザーセッションがタ
イムアウトになることはありません。この状態は、監視モードと呼ばれ、ユーザーの操作なしでも管理対象シ
ステムを継続的に監視することができます。ブラウザーを閉じたり、他の Web サイトに移動したりすると、
セッションは 20 分後にタイムアウトになります。
アクティブモードもサポートされています。このモードでは、ユーザーによる HPE SIM の操作（メニュー項
目、リンク、またはボタンのクリック）が 20 分間にわたって一度も行われないと、セッションがタイムアウ
トになります。アクティブモードは、globalsettings.props ファイルを編集して、
EnableSessionKeepAlive の設定を false に変更すると有効になります。
安全のためのベストプラクティスの 1 つが、他の Web サイトにアクセスする際の注意です。他のサイトにア
クセスする場合は、必ず、新しいブラウザーウィンドウを使用してください。また、HPE SIM を終了する場
合は、サインアウトと同時にブラウザーウィンドウも閉じてください。

Internet Explorer のゾーン
Internet Explorer は、それぞれ異なるセキュリティ設定を使用して設定できる複数のゾーンをサポートしてい
ます。HPE SIM または管理対象システムへのアクセスに使用される名前は、Internet Explorer がシステムをど
のブラウザーゾーンに配置するかに影響を与える場合があります。たとえば、IP アドレスまたは完全なドメ
インネームシステム（DNS）（たとえば、hpesim.mycorp.com）でアクセスすると、制限が厳しいブラウザー
のインターネットゾーンにシステムが配置されて、誤った操作が発生する可能性があります。アクセスする場
合は、システムが正しいインターネットゾーンに配置されていることを確認してください。Internet Explorer
を設定するか、またはアクセス時に別の名前フォーマットを使用することが必要になる場合があります。

システムリンクのフォーマット
管理対象システムへの移動を簡素化するため、HPE SIM は、管理対象システムへのリンクの作成方法を設定
するシステムリンクの設定オプションを提供します。オプション > セキュリティ > システムリンクの設定に
移動します。
使用できるオプションは次のとおりです。

ブラウザーセッション
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•
•
•

システム名を使用
システムの IP アドレスを使用
システムの DNS 名（フル）を使用

完全 DNS 名を使用してネットワーク上のシステムの名前解決を行う必要がある場合は、システムの証明書の
名前とブラウザーでの名前が一致しないと、警告が表示される場合があることに注意してください。

オペレーティングシステムへの依存
ユーザーアカウントおよび認証
HPE SIM のアカウントは、CMS のホストオペレーティングシステムに対して認証されます。このため、ユー
ザーの認証に影響するオペレーティングシステムの機能は、HPE SIM へのサインインにも影響します。CMS
のオペレーティングシステムでは、ロックアウトポリシーを設定して、無効なサインイン試行が指定した回数
行われた後、アカウントを無効にすることができます。また、Microsoft Windows ドメインで、アカウントを
手動で無効にできます。オペレーティングシステムに対して認証を受けることのできないアカウントの場合、
そのアカウントを使用して HPE SIM にサインインしようとしても拒否されます。HPE SIM への自動サイン
インの場合は、ユーザーアカウントはドメインアカウントでなければなりません。
注記:
HPE SIM にすでにサインインしているユーザーは、次のサインイン試行まではオペレーティングシステ
ムに対して再認証されません。そのため、HPE SIM からサインアウトするまでは、すべての権利と権限
を保持したまま HPE SIM にサインインした状態を保ちます。
重要:
HPE SIM アカウント専用のオペレーティングシステムアカウントを作成する場合は、ユーザーには必要
最小限のオペレーティングシステム権限を付与してください。root または Administrator アカウントは、
適切に保護する必要があります。オペレーティングシステムで、パスワード制限、ロックアウトポリシ
ーなどを設定してください。

ファイルシステム
HPE SIM のオブジェクトコードを保護するために、ファイルシステムへのアクセスは制限する必要がありま
す。オブジェクトコードを誤って変更すると、HPE SIM の動作が阻害される可能性があります。悪意のある
変更により、サインイン証明書の盗み取り、管理対象システムに対するコマンドの変更など盗聴攻撃が行われ
る可能性が生じます。ファイルシステムへの読み取りレベルのアクセスも制限して、ファイルシステム上に回
復可能な形式で保存されているプライベートキーやパスワードなどの、機密性の高いデータを保護する必要が
あります。HPE SIM は HPE SIM にサインインするユーザーのユーザーアカウントパスワードは保存しませ
ん。
重要:
HPE SIM は、アプリケーションファイルに対して適切な制限を設定します。これらの制限を変更すると
HPE SIM 動作に影響する可能性があり、またファイルへの予想外のアクセスが発生する可能性があるた
め、これらの制限は変更しないでください。

バックグラウンドプロセス
Windows では、HPE SIM は Windows サービスとしてインストールされ実行されます。サービスアカウント
には、CMS とデータベースに対する管理者権限が必要です。サービスアカウントは、ローカルまたはドメイ
ンアカウントのどちらでもかまいません。HPE SIM への自動サインインの場合は、ドメインアカウントを使
用する必要があります。UNIX では、HPE SIM は、root として動作するデーモンとしてインストールおよび実
行されます。
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Windows Cygwin
Windows（CMS および管理対象システムとも）用の SSH サーバーで提供されるバージョンの Cygwin は、
セキュリティ機能強化のために修正されており、共有メモリセグメントへのアクセスが制限されています。こ
のため、一般に使用できるバージョンの Cygwin との相互運用性はありません。管理ユーザーのみが、修正さ
れた SSH サーバーを実行するシステムに接続できます。

HP-UX および Linux
CMS 上で利用できる場合、HPE SIM では、/dev/random デバイススペシャルファイルがランダムな数字の
生成に使用されます。

HPE SIM データベース
HPE SIM のデータを保護するために、データベースサーバーへのアクセスを制限する必要があります。SQL
Server のシステム管理者（「sa」）アカウントなど、すべてのデータベースアカウントに（空白ではない）適
切なパスワードを指定してください。認証、タスク、収集情報など、動作データの変更は、HPE SIM の動作
に影響を及ぼす可能性があります。システムデータには、管理対象システムに関する詳細な情報が含まれ、こ
れらの情報の一部（資産情報、設定など）は機密情報であると考えることができます。タスクデータにも、ユ
ーザー名、パスワードなど非常に機密性の高いデータが含まれる可能性があります。

HPE SIM のデータベースでの SSL 接続を有効にするための SQL Server の構成
HPE SIM で SSL DB 通信を有効にするには、以下の手順を完了する必要があります。
•
•
•
•

Microsoft 管理コンソール（MMC）を使用したサーバーへの証明書のインストール（131 ページ）
SQL Server 用の SSL の設定（132 ページ）
信頼有効化のためのクライアント設定（132 ページ）
SQL Server 用に SSL を有効にするための、HPE SIM データベースプロパティ設定（133 ページ）

Microsoft 管理コンソール（MMC）を使用したサーバーへの証明書のインストール
SSL 暗号化を使用するには、SQL Server が実行されているサーバーに証明書をインストールする必要があり
ます。MMC スナップインを使用して、以下の手順を完了し証明書をインストールしてください。
MMC スナップインの設定
手順
1. 次の手順を実行して、証明書スナップインを開きます。
a. スタート > ファイル名を指定して実行の順にクリックして、MMC コンソールを開きます。ファイル名
を指定して実行ウィンドウが開きます。
b. MMC と入力します。
c. ファイルメニューから、スナップインの追加と削除を選択します。
d. 追加をクリックし、証明書をクリックします。
e. 追加をクリックします。スナップインを開くアカウント（現在のユーザーアカウント、サービスアカウ
ント、またはコンピューターアカウント）を尋ねられます。
f. コンピューターアカウントを選択します。
g. ローカルコンピューターを選択して、完了をクリックします。
h. スタンドアロンスナップインの追加ボックスで、閉じるを選択します。
i. スナップインの追加と削除ボックスで、OK を選択します。インストールした証明書は、個人フォルダ
ーの証明書フォルダーに保存されます。
2. MMC スナップインを使用してサーバーに証明書をインストールします。

Windows Cygwin
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a. 特定のクライアントまたはクライアントグループについて暗号化を有効にする場合は、この手順を省略
して SQL Server 用の SSL の設定（132 ページ）に進みます。
b. 左ペインで個人フォルダーを選択します。
c. 右ペインを右クリックして、すべてのタスクを指定し新しい証明書の要求をクリックします。証明書の
要求ウィザードウィンドウが開きます。
d. 次へをクリックします。
e. 証明書の種類としてコンピューターを選択します。
f. フレンドリ名テキストボックスで、証明書のわかりやすい名前を入力するかまたはボックスをブランク
のままにして、ウィザードを終了します。ウィザードが完了すると、完全修飾ドメイン名のコンピュー
ター名が付いたフォルダーに証明書が表示されます。

SQL Server 用の SSL の設定
手順
1. SQL Server 用の SSL の設定
1. 次の手順を実行して、SSL を設定します。
a. スタートをクリックして、Microsoft SQL Server プログラムグループで、構成ツールに移動します。
b. SQL Server 構成マネージャーをクリックします。
c. SQL Server ネットワークの構成を展開して、設定したいサーバー用プロトコルを右クリックし、プロ
パティをクリックします。
d. フラグタブで、プロトコル暗号化オプションを表示または指定します。ログインパケットが常に暗号化
されるようになります。
•

データベースエンジンの強制的に暗号化オプションをはいに設定すると、すべてのクライアント/サ
ーバー通信が暗号化され、暗号化をサポートできないクライアントはアクセスを拒否されます。
• データベースエンジンの強制的に暗号化オプションをいいえに設定すると、クライアントアプリケ
ーションが暗号化を要求することはできますが、必須ではありません。
• 強制的に暗号化設定の変更後、SQL Server を再起動する必要があります。
2. 証明書の要件：
SQL Server が SSL 証明書をロードするには、証明書が次の条件を満たす必要があります。
a. 証明書が、ローカルコンピューターの証明書ストアかまたは現在のユーザーの証明書ストアに保存され
ていなければなりません。
b. 現在のシステム時間が、証明書の発行元プロパティより後、発行先プロパティより前でなければなりま
せん。
c. 証明書が、サーバー認証を目的としたものでなければなりません。これには、証明書の Enable Key
Usage プロパティが必要であり、このプロパティで Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1)を指定し
ます。
d. 証明書の Subject プロパティで、共通名（CN）がサーバーコンピューターの完全修飾ドメイン名
（FQDN）のホスト名と同じであることが示されていなければなりません。SQL Server がフェイルオー
バークラスター上で実行されている場合、CN が仮想サーバーの FQDN のホスト名と一致し、証明書が
フェイルオーバークラスター内のすべのシステムにプロビジョニングされる必要があります。
e. SQL Server 2008 R2 SP1 および SQL Server 2008 R2 Native Client は、ワイルドカード証明書をサポ
ートします。他のクライアントはワイルドカード証明書をサポートしない可能性があります。詳しく
は、クライアントのドキュメントおよび Microsoft サポート技術情報 KB258858（http://
support.microsoft.com/kb/258858）を参照してください。

信頼有効化のためのクライアント設定
手順
1. クライアントが SSL 接続を信頼できるようにする方法
1. MMC を使用して SQL Server の証明書（チェーン）をファイルにエクスポートします。rootCA、
intermediateCA、サーバー証明書の順序で証明書をエクスポートします。
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2. Java キーツールを使用してクライアント側でキーストアを作成するか、または JRE のキーストア
（cacertrs）を使用します。
3. 証明書を次の順序で信頼済み証明書としてキーストアにインポートします。
a. ルート証明書（ルート CA）
b. 中間証明書（中間 CA）
c. サーバー証明書

クライアント接続のテスト方法
手順
1. クライアント接続のテスト方法
1. クライアント接続のテストには、次のいずれかの方法を使用できます。
a. Query Analyzer Tool の使用、または
b. 任意の JDBC/ODBC アプリケーションの使用。接続文字列を変更できるものでなければなりません。

SQL Server 用に SSL を有効にするための、HPE SIM データベースプロパティ設定
HPE SIM を設定して SQL Server 用の SSL 通信をサポートするには、以下の手順を完了します。
SQL Server 用に SSL を有効にするための、HPE SIM のプロパティ設定
手順
1. SQL Server 証明書を信頼済み証明書として次の順序で~/HP Systems Insight Manager/config/
certstor/hp.keystore にインポートします。
a. ルート証明書（ルート CA）
b. 中間証明書（中間 CA）
c. サーバー証明書
2. database.props ファイルで次のパラメーターを変更します。
a. hp.Database.ssl=authenticate
b. hp.Database.username=username
c. hp.Database.password=password
3. database.admin ファイルで次のパラメーターを変更します。
a. hp.Database.ssl=authenticate
b. hp.Database.username=username
c. hp.Database.password=password
4. ~/HP Systems Insight Manager/ jboss/server/hpsim/deploy/フォルダーにある hpsimds.xml ファイルの connection-url タブで設定されている値の末尾に、次の値を付け加えま
す。;ssl=authenticate
5. SQL Server サービスを再起動します。
6. HPE SIM を起動します。
注記:
この機能は、MS SQL Server をデータベースとして含む Windows CMS でのみサポートされます。
SQL Server 証明書を hp.keystore ファイルにインポートするために、Java キーツールを使用でき
ます。
ツールを選択することで、HPE SIM GUI を使用できます。
詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

クライアント接続のテスト方法
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http://support.microsoft.com/kb/316898
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189067.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms378567%28v=sql.90%29.aspx

SQL Server と MSDE
HPE SIM は、SQL Server および MSDE（Microsoft SQL Server 2000 Desktop）では Windows 認証のみを使
用します。HPE SIM の以前のバージョンと組み合わせて MSDE をインストールすると、「sa」アカウント用
の無作為のパスワードが作成されますが、このパスワードは HPE SIM では使用されません。

リモートの SQL Server
SQL Server は、サインイン中およびデータ通信中の SSL 暗号化など高度なセキュリティ機能をサポートしま
す。詳しくは、SQL Server のドキュメントおよび Microsoft 社の Web サイトを参照してください。

PostgreSQL
PostgreSQL は、HPE SIM のインストールの際に無作為で生成されるパスワードを使用します。このパスワー
ドは、コマンドラインを使用して変更できます。詳しくは、mxpassword のマンページを参照してください。

Oracle
Oracle データベース管理者は、Oracle に接続時に使用できるように、HPE SIM 用のユーザー（空白以外のパ
スワードの使用を推奨）を作成する必要があります。Oracle ユーザーには、少なくとも、接続および DBA ロ
ールが必要です。これによって、HPE SIM テーブルへの読み取り/書き込みアクセス権とともに、HPE SIM の
テーブルやビューを作成および削除するための正しい権限が HPE SIM に与えられます。認証、タスク、収集
情報など、動作データの変更は、HPE SIM の動作に影響を及ぼす可能性があります。システムデータには、
管理対象システムに関する詳細な情報が含まれ、これらの情報の一部（資産情報、設定など）は機密情報であ
ると考えることができます。タスクデータにも、ユーザー名、パスワードなど非常に機密性の高いデータが含
まれる可能性があります。

コマンドラインインターフェイス
HPE SIM の多くの機能には、コマンドラインを介してアクセスできます。コマンドラインインターフェイス
にアクセスするには、HPE SIM の有効なユーザーアカウントであるオペレーティングシステムのアカウント
を使用して CMS にログオンする必要があります。HPE SIM 内のそのアカウントの認証および権限は、コマン
ドラインインターフェイスにも適用されます。
注記:
すべてのコマンドが正しく機能するには、Windows システムで、オペレーティングシステムアカウント
が CMS に対する管理者レベルのアクセス権限を持つ必要があります。

方法：設定チェックリスト
全般
•

CMS へのアクセスは、ネットワークオペレーティングシステムレベルと物理レベルの両方で制限する必要
があります。
• データの機密性や整合性を保護するために、関連のないサイトが提供するコンテンツをクライアント側で
常に厳しく隔離する必要があります。ブラウザー上で有効な HPE SIM セッションが実行されているとき
に許可されないサイトから到着してきたリンクやリソースにはアクセスしないことをおすすめします。
• ファイアウォールの設定で、使用するポート/プロトコルを使用できるようにする。
• 「ロックダウンと操作の容易さ」をよく読む。
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•
•
•

CMS および管理対象システムを設定したら、CMS 上で検出を実行する。
ユーザーアカウントポリシー（パスワード、ロックアウトなど）は、ご使用の環境で設定し実施する必要
があります。
CMS は、ローカルイントラネット上で構成しなければなりません。

CMS の設定
•
•
•
•
•
•
•

SSL サーバー証明書を調べ、必要な場合は更新する。
パスワードおよび SNMP コミュニティ名を設定する（以下の 管理対象システムの設定（135 ページ） の
項を参照）。
オペレーティングシステムのアカウントに基づいて、HPE SIM にアクセスするユーザーアカウントを設定
する。
デフォルト設定が適切でない場合、ツールボックスを確認して設定する。
ユーザーの権限を確認して設定する。
システムリンク設定フォーマットを設定する。
監査ログを参照する。

強力なセキュリティ
注記:
詳細については、「方法：ロックダウンと操作の容易さ」を参照してください。
•
•

信頼された証明書を要求するを有効にして、目的のシステム SSL 証明書またはルート署名証明書を調べて
インポートする。
既知の SSH キーのみを要求するようにして、目的のシステム SSH パブリックキーを調べてインポートす
る。

管理対象システムの設定
•
•

•

SNMP コミュニティ名を設定する。このコミュニティ名は、CMS で必要。
HP-UX および Linux 上の WBEM の場合、WBEM パスワードを設定する。このパスワードは、CMS で必
要。セキュリティを最大限に高めるには、管理対象システムごとに異なるユーザー名およびパスワードを
使用する必要がある。アクセスを有効にするには、各ユーザー名/パスワードペアを CMS に入力しなけれ
ばならない。
HP-UX の場合、WBEM 認証に、ユーザー名とパスワードの代わりに証明書を使用できます。詳しくは、
HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。
CMS は、Windows システム上の WMI データにアクセスするためのユーザー名とパスワードを必要とす
る。デフォルトでは、このアクセスにドメイン管理者アカウントを使用できるが、WMI アクセス用の制限
された権限を持つアカウントを使用する必要がある。各 Windows 管理対象システムに承認されるアカウ
ントは、コンピューターの管理ツールを使用して、次の手順で設定できる。
1.
2.
3.
4.

•
•
•

最初に、WMI コントロール項目を選択します。
WMI コントロールを右クリックして、プロパティを選択します。
セキュリティタブを選択し、Root 名前空間を選択して、セキュリティをクリックします。
WMI データにアクセスするユーザーを追加して、そのユーザーのアクセス権を設定します。HPE SIM
が正常に動作するには、アカウントの有効化とリモートの有効化の許可が選択されている必要がありま
す。
5. ここで指定したユーザー名とパスワードを CMS で設定する必要があります。
Insight Web エージェントのユーザーアカウントをセットアップする。
CMS 上で mxagentconfig を実行して、CMS の SSH パブリックキーをシステムの信頼されているキー
ストアに追加する。
Insight Web エージェントの信頼関係オプションを設定する。証明書による信頼に設定する場合は、CMS
の SSL 証明書をインポートする。

CMS の設定

135

注意:
SMH について証明書による信頼を確立すると、HPE SIM ユーザーが SMH ホストに管理の目的でアクセ
スできるようになります。これにより、HPE SIM ユーザーが SMH ホスト上でリモートから任意のコマ
ンドを実行できます。

方法：Windows システムでのロックダウンと操作の容易さ
中レベル
Insight Management Agents は、証明書による信頼に設定しなければなりません。このため、パブリックキー
を含む HPE SIM の証明書をすべての管理対象システムに配布する必要があります。各システムが HPE SIM
システムを信頼するように設定されたら、各システムは、指定された Systems Insight Manager システムだけ
から安全なコマンドを受信するようになります。
この証明書の配布には、いくつかの方法があります。
•

•

•

•

HPE SIM の証明書を管理対象システムにデプロイするには、HPE SIM での信頼関係の設定オプションを
使用してください。管理対象システムにより、この作業で、SSL または Windows ネットワーク接続を使
用して、ファイルをコピーしたり管理対象システムを設定したりする場合があります。
第 1 の方法として、個々の Insight Management Agent の Web ベースのインターフェイスを使用して、信
頼する HPE SIM システムを指定できます。これにより、エージェントは HPE SIM システムからただちに
デジタル証明書を取り出し、ユーザーが確認できるようにします。その後、信頼関係が設定されます。こ
の方法はわずかの脆弱性（証明書を取り出す際に HPE SIM システムがスプーフィングされる可能性があ
り、ユーザーの意図とは異なる信頼関係が設定される可能性があります）を含みますが、ほとんどのネッ
トワークでは十分安全な方法です。
第 2 の方法として、Insight Management Agents の初期インストールの際に、HPE SIM の証明書をインポ
ートできます。この方法は、ユーザーの操作でインストールを行う際に手動で実行するか、または自動イ
ンストールで設定ファイルを用いて実行することができます。この方法は、上記のスプーフィング攻撃の
機会がほとんどないため、第 1 の方法より安全です。
第 3 の方法として、Insight Management Agents がすでに展開されている場合に、オペレーティングシス
テムのセキュリティ機能を使用して、セキュリティ設定ファイルとの HPE SIM 証明書を管理対象システム
に直接配布できます。
重要:
証明書による信頼オプションでは、HPE SIM の SSL 証明書を新たに生成する場合、その証明書を再配
布する必要があります。管理対象システムの SSH は、CMS からの SSH パブリックキーを必要とすると
いう点で、通常、証明書による信頼と同じモードで動作します。SSH パブリックキーは SSL 証明書と
同じでないことに注意してください。管理対象システムにキーをコピーするには、CMS で、コマンド
mxagentconfig を使用します。デフォルトでは root または Administrator アカウントが使用されるた
め、この操作は、管理対象システム上で使用する各ユーザーアカウントに対して実行する必要がありま
す。

SSH キーペアを再生成する場合、HPE SIM の SSH パブリックキーを再配布する必要があります。

高レベル
強力なセキュリティオプションにより、各セキュリティ機能をすべて利用できます。このオプションは、HPE
SIM のセキュリティフレームワークで使用できる最高レベルのセキュリティ機能を提供しますが、この機能を
実現するには、ご使用のサーバーを操作して追加手順を実行する必要があります。また、このオプションは、
認証機関および証明書サーバーを含む自身の PKI を使用することにより可能になります。
強力なセキュリティの設定
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方法：Windows システムでのロックダウンと操作の容易さ

手順
1. まず、証明書サーバーから各管理対象システムおよび HPE SIM システム用の証明書を生成する必要があり
ます。この手順を実行するには、まず、各種システムで、証明書署名要求（CSR）を生成します。これに
より、PKCS#7 ファイルが生成されます。次に、このファイルを、証明書サーバーに取り出し、署名しま
す。その後、結果として生成されるファイル（通常、PKCS#10 応答）を各管理対象システムと HPE SIM
システムにインポートします。
セキュリティを最大限に高めるには、何らかの他のメカニズムによりすべての通信が保護されている場合
を除いて、これらの手順をネットワーク経由で行わないようにしてください。
このため、Insight マネジメントエージェントの場合、管理対象システムにリムーバブルメディア（USB キ
ー、ディスケットなど）を直接挿入し、PKCS#7 ファイルを保存して、証明書サーバーにアクセスできる
安全なシステムに持参します。次に、同様の手順で PKCS#10 応答ファイルをリムーバブルメディアに保
存して管理対象システムに戻し、Insight マネジメントエージェントにインポートします。
2. 次に、証明書サーバーのルート証明書（証明書のみ。プライベートキーは不要）を取り出し、HPE SIM の
信頼された証明書リストにインポートします。すべての管理対象システムがこのルート証明書で署名され
ているため、これにより、HPE SIM はすべての管理対象システムを信頼するようになります。
3. 次に、HPE SIM システムから証明書を取り出し、各システムの Insight マネジメントエージェントにイン
ポートします。これにより、管理対象システムは、HPE SIM システムを信頼するようになります。この証
明書は、HPE SIM 証明書の配布に使用できる任意の方法で配布できます。ただし、man-in-the-middle アタ
ックの可能性があるため、HPE SIM システムからネットワーク経由で直接証明書を取り出すことは避けて
ください。
Moderate オプションと同様に、新しい HPE SIM の SSL 証明書が生成された場合はいつでも、その HPE
SIM SSL 証明書を管理対象システムに再配布する必要があります。
4. 上記の作業が完了したら、HPE SIM で信頼された証明書を要求するを有効にするオプションを設定できま
す。オプション > セキュリティ > 認証 > 信頼されたシステムを選択し、信頼された証明書をクリックしま
す。このオプションで提供される警告は、証明書サーバーで署名された証明書を保有しない管理対象シス
テムには、HPE SIM システムから安全なコマンドが送信されないことを明らかにします。ただし、そのハ
ードウェアステータスは監視されます。
5. SSH の場合は、指定したシステムからのみ SSH 接続を受け入れるオプションを有効にします。オプショ
ン > セキュリティ > 認証 > 信頼されたシステムを選択し、SSH ホストキーをクリックします。次に中央
管理サーバーは、下記にリストされているホストキーのみ SSH 接続を受け入れますオプションを有効にし
ます。その後、各管理対象システムの SSH パブリックキーを HPE SIM のキーリストに手動でインポート
する必要があります。
以前のバージョンの HPE SIM でこのオプションを設定するには、Hmx.properties ファイルで
MX_SSH_ADD_UNKNOWN_HOSTS=false を追加または変更してから、HPE SIM を再起動します。その後、
各管理対象システムの SSH パブリックキーを HPE SIM のキーリストに手動でインポートする必要があり
ます。

HPE SIM のセキュリティについて
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権限の昇格
権限の昇格により、root 権限がないユーザーも、root 権限が必要なツールを、HP-UX、Linux、および VMware
ESX 管理対象システムで実行できます。HPE SIM でこの機能を使用するには、su、sudo、Powerbroker など
の権限昇格ユーティリティを管理対象システムにインストールする必要があります。一般に、これらのユーテ
ィリティは、通常のユーザーとしてサインインするために使用され、root 権限が必要なプログラムを実行する
際には、権限昇格ユーティリティの実行ファイル名を、そのプログラム用のコマンドラインの前におきます
（たとえば、sudo rm /private/var/db/.setupFile）。これらのユーティリティのいくつかでは、root
アクセスを許可する前にパスワードの入力を求めるように設定することができます。
HPE SIM の場合、権限の昇格によって管理対象システムでツールを実行するには、管理対象システムにサイ
ンインするために使用するユーザー、ツールを実行するためにコマンドラインをプレフィックスする方法、権
限昇格ユーティリティがパスワードを求めるかどうかといった項目について、HPE SIM で設定する必要があ
ります。この設定は、ファーストタイムウィザードから、またはオプション > セキュリティ > 権限の昇格の
順に選択することでオプション メニューから実行することができます。これらの設定では、UNIX および
Linux システムと VMware ESX システムで異なる値を指定することができます。
重要:
権限の昇格が有効になっている場合は、必ず、権限の昇格を使用するこれ以外のツールが権限の昇格パ
スワードを提供する必要があります。
権限の昇格を使用するように HPE SIM を設定すると、HPE SIM はツールの execute-as パラメーターによっ
て、ツールに権限の昇格が必要かどうかを判断します。このパラメーターは、管理対象システムでツールを実
行するために必要なユーザーを示します。このパラメーターがツール定義ファイル（tdef）で root と指定さ
れている場合、HPE SIM は権限の昇格を使用します。このパラメーターが tdef で指定されていない場合、HPE
SIM は、execute-as の値を、HPE SIM 内でツールを起動するユーザーのレベルにデフォルト設定します。
このユーザーが root としてログインしている場合は、権限の昇格も使用されます。
HPE SIM は、権限の昇格を使用する必要があると判断すると、権限昇格設定ページで設定されているユーザ
ー（特定のユーザー、現在 HPE SIM にサインインしているユーザー、または実行時に指定されるユーザー）
により、SSH を使用してリモートシステムにサインインします。実行時にユーザーを指定する必要がある場
合、または権限の昇格にパスワードが必要な場合は、それらを要求するメッセージが、ツールの実行に必要な
パラメーターを収集するタスクウィザードページに表示されます。HPE SIM は、SSH を使用してリモートシ
ステムにサインインすると、そのツールのコマンドを、権限昇格ユーティリティの実行ファイルをプレフィッ
クスして実行し、必要に応じてパスワードを提供します。

ツーファクター認証
ツーファクター認証は、完全な権限を持つユーザーが HPE SIM へのロギングメカニズムとして設定できるも
う 1 つの方法です。サインインのこの方法は、システムへのサインインに 2 つの要素を必要とするため、ユ
ーザー名とパスワードによる方法よりも安全な通信を提供します。2 つの要素とは、次を指します。
•
•

スマートカード
PIN（Personal Identification Number）

ツーファクター認証は、HPE SIM の Web インターフェイスに適用でき、適用できるポートはポート 50000
です。

ツーファクター認証の有効化と無効化
デフォルトでは、HPE SIM ユーザーは、サインインのユーザー名/パスワードモードを使用します。ツーファ
クター認証方式では、オプション > セキュリティ > ツーファクター認証 > 認証メカニズムの変更の順に選択
して GUI から有効/無効の切り替えを行えます。有効/無効は、コマンドラインインターフェイス経由でも設定
できます。次のコマンドを発行してください。
mxauthnconfig –m 0|1
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ツーファクター認証を有効または無効にした後で、変更を有効にするために HPE SIM サービスを再起動する
必要があります。同時に複数の認証方法を有効にすることはできません。すべてのユーザーが現在有効にな
っている認証方法に基づいて認証されます。

安全な通信の有効化
HPE SIM は、スマートカードに内蔵されるユーザー証明書が有効な既知の認証機関（CA）によって信頼され
ていることを保障します。HPE SIM がユーザーに CMS へのログインを許可するのは、証明書が信頼され、期
限が残っており、CA の発行者によって取り消されていない場合だけです。また、ユーザーが有効な HPE SIM
ユーザーであることも保証します。

ディレクトリ構造ユーザー
ローカル CMS ユーザーについては、ツーファクター認証はサポートされません。Microsoft Active Directory
または他のディレクトリサービス（たとえば、Apache ディレクトリなど）内に構成されているドメインユー
ザーはサポート対象です。HPE SIM では HPE SIM 内に 1 つのユーザーアカウントが保存されていると想定
します。このアカウントは、オプション > セキュリティ > ツーファクター認証構成の順に選択して GUI から
設定するか、コマンドラインインターフェイス mxauthnconfig -a を使用して設定できます。詳しくは、
HPE Systems Insight Manager Command Line Guide を参照してください。
ユーザー名は Domainname\Username 形式で設定してください。

ユーザーの識別名
すべての証明書ベースユーザーが設定されている HPE Systems Insight Manager Command Line Guide にそ
のユーザーの識別名（DN）を保存しておく必要があります。HPE Systems Insight Manager Command Line
Guide では、複数のユーザーの識別名はサポートされていません。ユーザー名属性は、ディレクトリ構造内部
の一意のフィールドに入力してください。また、この属性は HPE Systems Insight Manager Command Line
Guide でユーザーを一意のものとして作成するのに使用できます。これは、Active Directory の場合、
sAMAccountName になる可能性があります。オープンディレクトリの場合は、UID/ID/Email/empID などの、
一意のフィールドになる可能性があります。

サブジェクト代替名
HPE Systems Insight Manager Command Line Guide は、すべての証明書に、ユーザープリンシパル名が記入
された Subject Alternative Name->Other name フィールドが含まれていることを前提にしています。ユーザ
ープリンシパル名は、HPE SIM のユーザーのアカウントに対応します。

認証フェーズ
このフェーズには、次の要件についての証明書の検証が含まれます。
•
•
•

証明書が有効で既知の認証機関（CA）によって信頼されている
証明書の期限が残っており有効な状態を保っている。
証明書が CA によって取り消されていない。

これらの検証項目のいずれかが満たされない場合、CMS がユーザーにエラーを報告します。

権限付与フェーズ
認証フェーズに続いて権限付与フェーズが発生します。
このフェーズには、ユーザーへの CMS でのタスクの実行権限の付与が含まれます。このステップでは、認証
されたユーザーが有効な HPE SIM ユーザーアカウントを持っているかどうかが検証されます。

証明書失効チェック
これは、ツーファクター認証を有効にするための前提条件の 1 つです。

安全な通信の有効化
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ツーファクター認証方式を有効にするための前提条件
•
•
•

•

•

HPE SIM で、ドメインサーバーアカウントが設定されている。
HPE SIM でユーザーの識別名が設定されている。
HPE SIM で証明書の失効チェックが設定されている。詳しくは、証明書の有効期限と証明書失効チェック
（CRL チェック）（125 ページ）
を参照してください。
ユーザー証明書に関連付けられたルートおよび中間 CA 証明書が HPE SIM にインポートされている。こ
れは、オプション > セキュリティ > 認証 > 信頼されたシステム > 信頼された証明書の順に選択することで
行うことができます。
ツーファクター認証モードに切り替えられ CMS が再起動されている。

すべてのユーザーが HPE SIM へのログインに使用する証明書を保有する必要があります。
HPE SIM がツーファクター認証モードで実行されていても、管理者はすべての CLI（mxuser、mxnode な
ど）にアクセスできます。

スマートカードと暗号化サービスプロバイダー（CSP）
HPE SIM は、暗号化サービスプロバイダーと直接やり取りするのではなく、ブラウザーの提供する機能を利
用します。HPE SIM の想定では、ブラウザーをスマートカードの CSP と通信するように手動で設定する必要
があります。ブラウザーは、ユーザーが HPE SIM に接続する際に、スマートカードを認識して PIN の入力を
要求できなければなりません。
たとえば、アクティブなクライアントがインストールされクライアントワークステーション上で実行されてい
る場合、ユーザーが Internet Explorer 経由で HPE SIM に接続すると、Internet Explorer がアクティブクライ
アントの CSP との通信を開始しユーザーにスマートカードの挿入を指示します。

従うべきセキュリティ対策
•
•
•

•
•

HPE SIM からログアウトしたらすぐにブラウザーを終了しスマートカードを取り出すことをおすすめし
ます。これによりブラウザーまたはソフトウェアの CSP がキャッシュした証明書が消去されます。
HPE SIM へのログインには、新規のブラウザーウィンドウを使用することをおすすめします。
スマートカードは、必ず、HPE SIM に接続する前に挿入してください。ほとんどのブラウザーはそうでは
ありませんが、ブラウザーの中にはスマートカードを挿入しないと CSP を認識しないかまたは CSP と通
信しないものがあります。
認証のプロセスでエラーが表示された場合は、ブラウザーを閉じて再試行してください。これは、ブラウ
ザーが現在のセッションを失敗として処理しサーバーとの再ハンドシェークを許可しないからです。
ブラウザーに証明書を保存しないでください。他のユーザーがその証明書を使用できるようになる可能性
があります。

ログイン手順：
•
•
•
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ブラウザー（IE または Firefox）で、https://<CMS>:50000 と入力します。
ブラウザーが正しく設定されていれば、PIN の入力を指示されます。
ユーザーが認証され権限が正常に付与されます。

ツーファクター認証方式を有効にするための前提条件

HPE SIM の静止
HPE SIM の静止は、HPE SIM の動作の一時停止操作と再開操作を実行する独立したエンティティです。この
エンティティにより、進行中のタスクを完了するとともに新しいタスクの開始をブロックできるため、CMS
管理データのクリーンなバックアップやエクスポートを行えます。
無人バックアップの一部に当たる静止操作の間は、タスクの重要度が使用されます。システムが静止すると、
新しいタスクの開始や既存のタスクの削除/修正は不可能になります。
HPE SIM の静止は、次の 2 つのメイン操作で構成されます。
•
•

静止
静止解除

HPE SIM が静止している状態では、次の動作が予期されます。
•

システムがロックされ、静止解除操作を行わなければ、システムの状態を変更できなくなります。
システムのロックには、次の操作が含まれます。

•

◦ 新しいタスクの開始、既存のタスクの削除または変更を全面的に禁止。
◦ HPE SIM の状態を変更する可能性がある CLI コマンドの実行禁止。
◦ HPE SIM の静止状態を変更する可能性がある SOAP コールの実行禁止。
実行中のタスクは強制終了されるか、または完了を許可されます。どちらになるかは、タスクの重要度に
よって決まります。
◦
◦

重要なタスクは、完了を許可されます。
重要でないタスクは取り消されます。

HPE SIM の静止が解除されると、システムのロックが解除され通常の操作を開始できるようになることが予
期されます。
HPE SIM が静止されると、必ず、HPE SIM GUI のトップバナーに状態が表示されます。
コマンドラインを使用してタスクの重要度を設定する方法について詳しくは、HPE Systems Insight Manager
Command Line Guide を参照してください。GUI を使用して重要度を設定する方法については、HPE SIM の
オンラインヘルプを参照してください。

HPE SIM の静止
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ライセンスマネージャー
ライセンスマネージャーにより、HPE SIM ユーザーインターフェイスで製品ライセンスの表示および管理を
実行できます。アップデート、アップグレード、およびテクニカルサポートに関する詳細情報にアクセスする
には、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口または Hewlett Packard Enterprise パートナーの担当者に問
い合わせるか、または Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://www.hpe.com/Support/hpesc）
にアクセスしてください。
注記:
ライセンスマネージャーを実行するには、CMS 上で管理者権限があり（設定するには、オプション >
セキュリティ > ユーザーおよび認証 > ユーザーを選択）、CMS セキュリティ設定オプションを選択し、
ライセンスを適用する管理対象システム上ですべてのツールツールボックス（設定するには、オプショ
ン > セキュリティ > ユーザーおよび認証 > 認証を選択）を選択する必要があります。
HPE SIM が検出している、指定したターゲットシステムに対して、ライセンスの表示や関連付けを実行でき
ます。製品がライセンスを格納するために人工的なシステムを使用することがあります。このため、存在しな
いシステムの名前が表示されることがあります。システムライセンスは、製品単位で確認できます。ライセン
スは、個々のシステムに関連付けることができます。また、収集して管理プロセッサーにデプロイできます。
新しいライセンスの追加は、ファイルから個別に、または一括して行うことができます。ライセンスマネージ
ャーのデータベーステーブルは毎日深夜に更新され同期が取られます。また、HPE SIM の起動時にも更新さ
れ同期が取られます。期限が切れたライセンスの情報は、登録されたプラグインに送られます。
ライセンスマネージャーは、一部の製品についてはユーザーにシステムライセンスや利用できるライセンスの
表示とライセンスの追加以外は許可しませんが、他の製品についてはユーザーが選択したシステムとライセン
スとの関連付けを許可します。ライセンスの関連付けは、製品ごとに異なります。一部の製品では、選択した
システムにライセンスを自由に関連付けでき、その関連を変更することもできます。ただし、ほとんどの場
合、システムで一度でも製品が使われるとライセンスはそのシステムにロックされます。一度ロックされる
と、関連を変更することはできなくなります。また、ライセンスマネージャーで製品の関連付けが行われる
と、その関連が永続的なものになる製品もあります。一部の製品では、ライセンスマネージャーがその製品の
ライセンスを完全に管理でき、システムの選択とライセンス適用は最終的に変更できないものになります。後
で説明したこれらのモードには違いがあり、割り当て/割り当て解除というオプションがあれば関連付けを変
更でき適用というオプションしかない場合は変更できません。
ライセンスマネージャーは、ほとんどの管理プロセッサーでライセンスの収集とデプロイの機能を含みます。
ライセンスマネージャーのコアは、HPE SIM が提供する 2 つのオプション（SSL およびセキュアシェル
（SSH））を通じてライセンスデプロイメントのための管理プロセッサーとの安全な通信チャネルを確立し、維
持します。SSL と SSH は、ともに安全なチャネル要件に適合します。ターゲットシステムが管理プロセッサ
ーの場合は、管理プロセッサーが SSH をサポートし、お客様が必要な認証情報を提供する必要があります。
SSH ベースソリューションは、CLO を使用します。すべての管理プロセッサーファームウェアリリースに
は、SSH/CLP サポートが含まれています。ProLiant SSH/CLP サポートは、v1.70 以降の管理プロセッサーフ
ァームウェアに付属しています。Integrity SSH/CLP サポートは、管理プロセッサーファームウェアに付属し
ています。すべての管理プロセッサーが、このバージョン以降に更新可能です。ライセンス収集は、HTTP ベ
ースのメカニズムを使用するため、認証情報なしで機能します。多くの場合、管理プロセッサーのファームウ
ェアでは、このメカニズムを使用してオンデマンドでライセンス情報を利用できるかどうかをユーザーが定義
できるようになっています。

表 10 : Integrity 管理プロセッサーライセンス収集でサポートされるハードウェア
ハードウェア

製品名

サーバータイプ

ファームウェアサポート

rx2660

Merlin

ラック

F.02.19 以降

rx3600

Ruby

ラック

F.02.19 以降

表は続く

142

ライセンスマネージャー

ハードウェア

製品名

サーバータイプ

ファームウェアサポート

rx6600

Sapphire

ラック

F.02.19 以降

BL 860c

Tahiti

ブレード

T.03.07 以降

BL870c

Barbara

ブレード

T.03.07 以降

注記:
管理プロセッサーの新しいライセンス収集は、管理プロセッサーおよび管理プロセッサーデバイスでサ
ポートされます。デプロイメントは、新しいファームウェアバージョンを搭載する管理プロセッサーで
サポートされます。
また、ライセンスが適用されているシステムがライセンスを管理および制御する場合もあります（リモートラ
イセンス）。この場合、ライセンスマネージャーは、ライセンスを収集してこれらのシステムにデプロイする
機能を提供します。管理プロセッサーが搭載されていないシステムでは、使用される通信は、Microsoft 社の
COM メカニズムです。
一部の製品では、ライセンスされたシステム上の Windows レジストリ内にあるライセンス構造の中にライセ
ンスが保存されます。ライセンスマネージャーは、COM プロトコルを介して Microsoft リモートレジストリ
API を使用して、リモートシステムからのライセンスの割り当てとライセンス情報収集を行います。ライセン
ス情報は HPE SIM データベースにも複製されますが、ライセンスはリモートで管理され、この情報の正しさ
を維持するために定期的に収集する必要があります。指定されたシステムに対する認証証明書は、指定された
システムにライセンスが送られている場合に必要になります。特定ターゲットでの WBEM 認証情報が提供
されている場合は、その証明書が使用されます。特定の認証情報が提供されていない場合は、グローバル認証
情報として提供されている、WBEM 認証情報のそれぞれのセットが使用されます。認証情報が提供されてい
ない場合は、HPE SIM サーバーのデフォルト認証情報で接続が試行されます。リモートレジストリサービス
が起動されていて、キーの収集または割り当て候補のターゲットシステムで動作している必要があります。こ
のライセンス管理メカニズムが使用されることは、まれです。このメカニズムが使用される場合は、製品のド
キュメントに明記されます。
注記:
現在、管理プロセッサーライセンスの自動収集は、サポートされていません。
注記:
デフォルトでは、サポートオプションやアップグレードオプションは提供されません。2007 年 7 月 9 日
以降、すべてのライセンスキーは、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
ービスに付属します。ライセンスマネージャーは、どのライセンスキーが「サポートとアップデート可
能」であり、どのライセンスキーが将来のアップデートとアップグレードを購入する必要があるかを通
知します。

CLI mxlmkeyconfig
CLI の mxlmkeyconfig を使用すると、ライセンスマネージャーのすべてのキーファイルを 1 つのファイル
にまとめることができ、複数のファイルを実行する必要がなくなります。これらのファイルを 1 つのファイル
にまとめることで、ライセンスマネージャーのグラフィカルユーザーインターフェイスを介した、ファイルか
らのキーの追加が簡単になります。
mxlmkeyconfig コマンドは、すべてのキーと関連情報を抽出し、作成するキーファイルにまとめます。CLI
プログラムは、今後、重複を許可しません。<key string>値が重複する場合、警告メッセージが表示され、作
成されるキーファイルには最初の値だけが記録されます。また、フォーマットが正しくないファイルが見つか
った場合も、警告メッセージが表示されます。

CLI mxlmkeyconfig
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キーファイルは、CLI の mxlmkeyconfig コマンドの実行時に作成されます。mxlmkeyconfig コマンドで作成
されたキーファイルがすでに存在する場合は、以前のキーはそのまま残り、ソースキーファイルからの情報が
このキーファイルに追加されます。

ライセンスタイプ
ライセンスマネージャーは、ライセンスを製品単位で表示します。1 つのライセンスで複数の製品の使用を許
可する場合は、ライセンスによって使用を許可されるユーザー数が、使用を許可される各製品にそのまま適用
されます。たとえば、2 つの製品を対象とする使用ユーザー数が 5 のライセンスは、各製品で 5 人のユーザー
の使用を許可します。

表 11 : ライセンスタイプ
ライセンスタイプ

説明

フレキシブル数量

50,000 までの購入済み使用ユーザー数で、完全な無
制限の機能が時間無制限に提供されます。

暗証キー契約

完全な無制限の機能が時間無制限で提供されます。
このライセンスは、使用ユーザー数の予想される上限
（50,000 まで）を表します。

デモ（数量と期限）

限られた時間、特定使用ユーザー数で、完全な無制限
の機能が提供されます。このライセンスでは、このキ
ーで製品が動作する日数が決まっています。日数は、
初めて使用した日から起算されます。このキーでは、
製品の複数のインスタンスを実行することを許可で
きます。デモキーでは、255 までの使用ユーザー数を
最大 255 日間認証できます。

デモ（時間）

完全な無制限の機能が限られた期間提供されます。
このライセンスでは、このキーで製品が動作する日数
が決まっています。日数は、初めて使用した日から起
算されます。このキーでは、製品の複数のインスタン
スを実行することを許可できます。デモキーでは、最
大 65,535 日間の使用を認証できます。

ベータ

完全な無制限の機能が限られた期間提供されます。
このライセンスでは、このキーで製品が動作する日数
が決まっています。日数は、キーが作成された日から
起算されます。このキーでは、製品の複数のインスタ
ンスを実行することを許可できます。デモキーでは、
最大 65,535 日間の使用を認証できます。

表は続く
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ライセンスタイプ

ライセンスタイプ

説明

期間

期間に制限がありますが、完全な機能を提供します。
期間ライセンス（DLL）は、1 つのシステムに複数回
割り当てることができます。ライセンス対象製品に
よってライセンスが使用され、その後にそのライセン
スの期限が切れると、新しいライセンスが使用され、
この新しいライセンスは割り当てられたライセンス
のスタックから削除されます（使用できるライセンス
が存在し、同じライセンスキーが使用される場合）。
たとえば、同じ DLL キーから 7 つの製品ライセンス
が割り当てられている場合、ライセンスは、この対応
する DLL ライセンスで指定された期間の 7 倍の期間
にわたって有効でありつづけます。割り当て済みの
ライセンスについては、いつでも任意の数の割り当て
を解除できます。キーで符号化される基本時間単位
は、1 カ月です。DLL では、255 までの使用ユーザー
数を最大 255 カ月間認証できます。

サブスクリプション

期間に制限がありますが、完全な機能を提供します。
キーで符号化される基本時間単位は、1 カ月です。サ
ブスクリプションライセンスでは、255 までの使用ユ
ーザー数を最大 255 カ月間認証できます。特定のサ
ブスクリプションライセンスキーから使用された最
初のライセンスの期限が切れると、このキーに基づく
すべてのサブスクリプションライセンスの期限が切
れます。ライセンスマネージャーに表示される時間
表現はすべて、日単位です。

注記:
HPE SIM は、1 カ月の長さを 30 日と見なします。

表 12 : 管理プロセッサー製品によってレポートされるライセンスタイプ
ライセンスタイプ

説明

無制限

完全な無制限の機能が提供されます。これは、製品の
単一使用キーを表します。このライセンスタイプは、
管理プロセッサー専用です。

個別

完全な無制限の機能が提供されます。これは、製品の
単一使用キーを表します。このライセンスタイプは、
管理プロセッサー専用です。

永続的

完全な無制限の機能が提供されます。

デモ（時間）

完全な無制限の機能が限られた期間提供されます。
このライセンスでは、このキーで製品が動作する日数
が決まっています。日数は、初めて使用した日から起
算されます。このキーでは、製品の複数のインスタン
スを実行することを許可できます。デモキーでは、最
大 65,535 日間の使用を認証できます。

ライセンスマネージャー
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ライセンス済みのシステム
ライセンスマネージャーのライセンス済みのシステムを使用すると、選択した製品のライセンスが適用された
システムのリストを表示することができます。製品は、ライセンス詳細情報のすべてまたは一部を表示しない
ことを選択できます。
一部の製品が、他の製品を有効にするライセンスを提供しています。これらの製品が生成するライセンスキー
は、手動で追加することができます。多くの場合、ユーザーは、生成されたこれらのライセンスを表示できま
せん。このため、製品のライセンスがシステムに適用されているかどうかは、その製品を有効にする製品のラ
イセンスステータスを調べて、この関係を考慮する以外に、判断する方法がありません。

ライセンスの追加
HPE SIM では、ライセンスキーをライセンスマネージャーデータベースに個別に追加できます。
HPE iLO 製品ライセンスキーは、管理プロセッサーに直接インストールできるため、データベースに追加す
ることができます。

リモートライセンス情報の収集
リモートライセンス情報の収集（管理プロセッサー対象）は、認証情報を要求しない HTTP ベースのプロト
コルを使用してライセンスを収集します。
リモートライセンスを収集するには、次の点に注意してください。
•
•

現在、管理プロセッサーライセンスの自動収集は、サポートされていません。
デフォルトでは、サポートオプションやアップグレードオプションは提供されません。2007 年 7 月 9 日以
降、すべてのライセンスキーは、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
スに付属します。ライセンスマネージャーは、どのライセンスキーが「サポートとアップデート可能」で
あり、どのライセンスキーが将来のアップデートとアップグレードを購入する必要があるかを通知します。

リモートライセンス情報の収集（サーバー対象）は、選択したターゲットからライセンスの詳細情報を収集し
ます。ライセンスが選択したシステムに格納されている場合は（詳しくは、特定の製品情報を参照してくださ
い）、選択したマシンで Microsoft Windows のいずれかが動作している必要があります。
上記の製品ライセンス情報テーブルで製品が選択されている場合、この収集プロセスは、正しく動作します。
製品が選択されていない場合は、選択されているシステムのタイプによって動作が決まります。製品が選択さ
れていない場合は、管理プロセッサーを選択してください（該当する管理プロセッサーを搭載するサーバーを
選択しないでください）。

ライセンス収集結果テーブル
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ライセンス済みのシステム

1. システム名。タスクの実行対象になったシステムの名前です。
2. キー。ターゲットシステムから受信したライセンスキーが表示されます。システムから取得されたキー
が、それぞれ、1 つの行に表示されます。製品によっては、複数のライセンスキーがあることがあります。
ライセンスの詳細はキーに含まれており、1 つのキーが複数の製品を有効にできることがあります。
3. 製品。このキーの使用に関連する製品の名前が表示されます。
4. 応答ステータス。選択したシステムに対するライセンスデータ要求のステータスです。
•

成功したタスク
a. リモートシステムからのライセンス情報
b. ターゲットシステムからのライセンス情報
注記:
この応答ステータスは、何らかの Windows OS を実行し、レジストリにライセンスを格納してい
るシステムについて表示されます。

•

失敗したタスク
a. デバイスへの接続障害。デバイスに到達できない、またはデバイスが管理プロセッサーの古いファ
ームウェアバージョンを使用していることが考えられます。
失敗には、次の原因があります。
I.
ネットワークエラー - 接続拒否
II.
ネットワークエラー - 接続タイムアウト
III.
接続を試みたシステムのファームウェアバージョンが古いかサポートされていない。
b. デバイスが見つかりません。
システムへの ping の失敗
c. ライセンスキーの重複。不正な使用を避けるためにライセンス同意書を確認してください。
d. リモートシステム上で無効なライセンス情報がみつかりました。
e. リモートシステム上でライセンス情報がみつかりません。
f. ライセンス情報収集中に問題が発生しました。
g. このシステムへの接続障害。ネットワークパスが見つからない、または類似エラー。
h.「指定されたシステムはデータベースに存在しません」。
i. 「ターゲットシステムは Microsoft Windows が実行されていません」。
j. このタイプのシステムからキーを収集できません。
注記:
これは、システムがスイッチ、プリンター、クラスター、コンプレックスなど別のタイプのシ
ステムの場合や、システムが Windows OS を実行していない場合に表示されます。
k. このノード上にストアされたキーを収集できません。HPE SIM ホストおよび指定システムは、
Microsoft Windows が実行されている必要があります。
注記:
これは、たとえば、CMS またはリモートシステムが何らかの Windows オペレーティングシス
テムを実行していない場合に発生します。
l. ライセンスマネージャーは、この製品のライセンスをアサインする方法が不明です。ライセンスマ
ネージャーはこの製品に対して情報を持っていません。このライセンスを使用するために、HPE
Systems Insight Manager プラグインをインストールしてください。または最初に実行されて
いるこの製品からライセンス情報を収集してください。

ライセンスマネージャー
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ライセンスの割り当てと割り当て解除
HPE SIM では、プラグイン用の製品ライセンスを割り当てたり、割り当てを解除することができます（その
プラグインに対して適用可能な場合）。また、ライセンスがリモートに管理される場合、リモートターゲット
システムにライセンスを割り当てることができます。管理プロセッサーライセンスは、ホストサーバーではな
く管理プロセッサーに直接適用される必要があることに注意してください。プラグインにライセンスを割り
当てるときは、ターゲットが管理プロセッサーでない場合、以下に注意してください。
•
•

•

•

ライセンスがシステムに割り当てられるとき、ライセンスは、そのシステムで製品が動作するまでロック
または消費されません。
システムは、デモキーで 1 回だけライセンスを適用できます。ライセンスの有効期限が切れた場合、その
製品でシステムの使用を継続するには、ライセンスを購入するしかありません。ユーザーは、デモキーで
ライセンスされたシステムに、いつでも有償ライセンスを割り当てなおすことができます。
ライセンスで有効になっている製品がライセンスを消費してない限り、あるシステムに割り当てられてい
るライセンスを解除して、別のシステムに割り当てることができます。製品がシステムで使用されると、
ライセンスはシステムに永久にロックされます。ターゲットシステムにライセンスが直接配布されてお
り、ターゲットシステム自身によってライセンスが管理されている場合は、そのライセンスの割り当てを
解除できません（ライセンスをリモートサーバーに送信しなければならない場合の詳細については、その
製品によって提供される情報を参照してください）。このようなライセンスは必要に応じて消費されるた
め、それらのシステムにライセンスが残っていても問題はありません。残りのライセンスは、他の場所で
使用できます。
DLL（Dynamic-link library）は、1 つのシステムに複数回割り当てることができます。ライセンス対象製品
によってライセンスが使用され、その後にそのライセンスの期限が切れると、新しいライセンスが使用さ
れ、この新しいライセンスは割り当てられたライセンスのスタックから削除されます（使用できるライセ
ンスが存在し、同じライセンスキーが使用される場合）。たとえば、同じ DLL キーに基づく 7 つの製品ラ
イセンスが割り当てられている場合、ライセンスは、この対応する DLL ライセンスで指定された期間の 7
倍の期間にわたって有効でありつづけます。割り当て済みのライセンスについては、いつでも任意の数の
割り当てを解除できます。

一部の製品ではライセンスマネージャーインターフェイスの使用が制限されます。その結果、ライセンスの管
理は選択できますが、適用または割り当て/割り当て解除は無効になる場合があります。

ライセンスの適用
システムへのライセンス適用を取り消すことはできません。管理プロセッサーに割り当てられたライセンス
は、各管理プロセッサーによって管理され、ポリシーは管理プロセッサーによって設定されます。適用された
ライセンスは指定されたシステムにロックされます。
管理プロセッサーターゲットの場合：
•
•

•

ライセンスが管理プロセッサーに割り当てられると、ライセンスレコードが作成され、ライセンスマネー
ジャーのデータベースに格納されます。
選択した管理プロセッサーにすでにライセンスが適用されている場合、ライセンスマネージャーからの新
しいライセンスで交換することはできません。最初に管理プロセッサーコンソールで既存のライセンスを
削除し、（直接またはライセンスマネージャーを使用して）新しいライセンスを追加する必要があります。
ただし、Integrity MP はデモキーを永久ライセンスと入れ替えます。永久ライセンスのキーがすでに存在す
る場合、Integrity MP はライセンスはすでにインストール済みですなどのメッセージを表示します。
ある管理プロセッサーに割り当てられているライセンスの割り当てを解除して別の管理プロセッサーに割
り当てることはできません。実際のターゲットシステムに直接配布されるライセンスは、割り当てを解除
できません。これは、ライセンスマネージャーが、そのライセンスで稼動する製品の動作を把握できない
ためです。

管理プロセッサーターゲットにライセンスを割り当てるときは、各ターゲットの SSH 認証情報がわかってい
る必要があります。リモートサーバーにライセンスを配備するときは、アクセス認証情報がわかっている必要
があります。
管理プロセッサーライセンスは、ホストサーバーではなく管理プロセッサーに直接適用される必要があること
に注意してください。
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ライセンスの割り当てと割り当て解除

ライセンスの追加ページ

1. キーストリング全体を選択し、Ctrl + C キーを押してコピーします。
入力ボックスになっている 5 つのフィールドのいずれかにカーソルを配置し、Ctrl + V キーを押すか右ク
リックでライセンスキーを貼り付けます。キーをコピーしてからライセンスの追加機能を選択した場合
は、Ctrl + V を押してキーを貼り付けます。
各フィールドに 5 文字が入力された状態で、ライセンスキーが表示されます。
2. ファイル名とパスの指定フィールドにフルパスとファイル名を入力します。
3. 参照をクリックします。
a. ファイルの選択ダイアログボックスが表示されます。
b. 追加するライセンスを含むファイルに移動します。
c. ファイルを特定したら、処理をクリックします。
注記:
完全なキーを貼り付ける場合は、5 文字の 5 つのグループがハイフン（-）で区切られた形式でキーが提
供される必要があります。たとえば 12345-67890-54321-09876-12345 という形式です。文字とハイフ
ンの間に空白は必要ありません。

キーの詳細ページ
処理をクリックして、ライセンスの詳細情報を表示します。

1. 製品
製品名。
2. ライセンスされたバージョン
製品のライセンスバージョン。
3. ライセンスタイプ
ライセンスの種類。デモ、ベータ、期限が有効、サイト、メンテナンス。
4. 購入済みライセンス数
製品用に購入されたライセンス数。
5. 最大日数
ライセンスを使用できる最長日数。
6. 戻る

ライセンスの追加ページ
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ライセンスの追加ページに戻ります。
7. 今すぐライセンスを追加
データベースにキーを追加します。

ライセンスの割り当てまたは適用ページ

1. システム名
タスクの実行対象になったシステムの名前です。
2. シリアル番号
ライセンス製品がリモートシステムを識別するために選ぶ番号 （詳しくは、製品情報を参照してくださ
い）。
3. 固有識別子
システムをさらに細かく識別する一意の文字列。システムには、システム名、シリアル番号、またはユニ
ーク識別子の任意の組み合わせ単位でライセンスを適用できます。
4. ステータス
指定したシステムにおける、ライセンスの使用ステータス。
5. オペレーティングシステム
製品にインストールされているオペレーティングシステムの名前とエディション。
6. システムタイプ
サーバー、ストレージ、管理対象外など、ライセンスが適用されているシステムのタイプ。
7. システム IP アドレス
ライセンスが適用されているシステムの IP アドレス。
8. サポートされるすべての機能
「はい」または「いいえ」の値が表示されます。システムには、バンドルライセンスを使用してライセンス
を適用できますが、この列にはいが表示されている場合、バンドルライセンスでライセンスを適用されて
いるすべての製品がこの行のシステムをフルサポートしています。いいえの場合、一部のライセンスがこ
のシステムをサポートしていません。選択されているシステムをサポートしていない製品を確認する必要
があります。
9. 最後のライセンス作業に起因するライセンス勧告および警告:
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ライセンスの割り当てまたは適用ページ

選択した製品ライセンスに完全に準拠するために表示されているシステムに適用する必要がある他のライ
センスを示す表です。

ライセンスされていないシステムのライセンス（オプション）ペ
ージ

1. システムライセンスステータス
ライセンスなし、割り当て済み期間ライセンスなど、システムのライセンスステータスを表示します。
2. ライセンスするシステムの選択
ライセンスを割り当てるシステムとして、システム名 15.146.233.1 が選択されています。
3. 現在利用可能なライセンス
現在、割り当てできるライセンスをすべて表示します。
4. 割り当て済みライセンス
ライセンスが選択されシステム 15.148.233.1 に割り当てられます。
5. ライセンスの適用
選択したシステムに選択したライセンスを適用します。
ノードに DLL ライセンスが適用された後、システムライセンスステータステーブルと現在利用可能なライセ
ンステーブルの変更を示すオンラインのライセンスページ

ライセンスされていないシステムのライセンス（オプション）ページ
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1. システムライセンスステータス
システム 15.146.233.1 のステータスが「assigned duration license」になっています。
2. 現在利用可能なライセンス
"Duration license"のライセンスが、システム 15.146.233.1 に割り当てられた数だけ減っていることがわか
ります。
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ライセンスマネージャー

SMI-S を使用したストレージ統合
ストレージシステムについて
ストレージシステムには、SAN に接続されたファイバーチャネルディスクアレイ、スイッチ、テープライブ
ラリ、ホスト（ファイバーチャネルホストバスアダプター搭載）などがあります。HPE SIM は WBEM SMI-S
プロバイダーを使用して、ストレージシステムからデータを検出し、収集します。HPE SIM の最新のデバイ
スサポート情報を確認し、SMI-S プロバイダーの入手とインストールについて把握するために、https://
h20392.www2.hpe.com/portal/swdepot/displayProductsList.do?groupName=HP+Storage を参照してく
ださい。
デフォルトの収集ストレージシステムは、システムおよびイベント収集パネルのツリー内のタイプ別システム
の下にリストされます。ストレージシステムの下に表示される収集は、次のとおりです。
•
•

•

•

•

すべてのストレージシステム。このカテゴリには、
SMI-S プロバイダーを介して検出されたすべてのデバイスが含まれます。
すべてのストレージホスト。ストレージホストとは、HBA により SAN に接続されているサーバー、デス
クトップ、またはワークステーションのことです。ストレージホストは、すべてのサーバーおよびすべて
のシステム収集にも組み込まれます。
すべてのストレージスイッチ。ストレージスイッチとは、SAN に接続されているファイバーチャネルスイ
ッチのことです。ストレージスイッチは、すべてのシステムおよびすべてのネットワークデバイス収集に
も組み込まれます。
すべてのストレージアレイ。ストレージアレイとは、SAN に接続するために、ファイバーチャネルコント
ローラーを使用するディスクアレイのことです。ストレージアレイは、すべてのシステム収集にも組み込
まれます。
すべてのテープライブラリ
テープライブラリとは、SAN に接続されているテープドライブのことです。テープライブラリは、すべて
のシステム収集にも組み込まれます。
注記:
HPE SIM は、WBEM を使用して ESLG3、MSL、および VLS を管理することはできません。これら
のライブラリには、アクティブな CVTL 管理がないからです。これらのライブラリでサポートされる
のは SNMP だけです。

•

スケーラブルなストレージソリューション
注記:
HPE SIM は、SNMP プロトコルだけを使用した（レポート、システムページ、および収集内の）ス
トレージシステムの最小データのみを提供します。

SNMP を使用したストレージ統合
ストレージデバイスは、リアルタイムアクセスシステムとバックアップシステムに分類できます。リアルタイ
ムアクセスシステムは、内部ディスク、RAID、テープライブラリ、SAN、および NAS にさらに分類できま
す。
ほとんどのデータセンターでは、次のようにシステムを組み合わせています。
•

小規模ビジネス

•

ほぼ全体的に内部ディスクドライブ
中規模ビジネス

SMI-S を使用したストレージ統合

153

•

内部ディスクと RAID システムのさまざまな組み合わせ
大規模ビジネス

•

内部ディスク、RAID、SAN や NAS のさまざまな組み合わせ
エンタープライズビジネス
ほとんどが大規模な SAN か NAS であるが、RAID と内部ディスクが存在することもある

HPE SIM は、監視対象のシステムの内部ディスクドライブの情報を取得できます。HPE SIM が、上記システ
ムのそれぞれで管理と設定をアクティブに実行するという意味ではありません。
HPE SIM では以下のことを行えます。
•
•
•
•

サーバーに直接接続されているストレージシステムの検出と識別
テープライブラリなど、ネットワーク上のストレージシステムの検出と識別
ストレージシステムイベントを受信し、システムで動作している Command View 経由で、またはテープラ
イブラリ管理カードからイベントを生成したシステムに関連付けること
イベントのコンテキストから、またはイベントを生成した Command View を実行しているシステムのコン
テキストから、適切な管理アプリケーションをコンテキストに合わせて起動すること
重要:
XP P9500 アレイを検出するには、CVAE サーバーを使用するか、または内蔵の SMI-S を使用します。
データの収集や WBEM サブスクリプションが失敗する可能性があるため、両方の検出方法を一緒に使
用しないでください。

ストレージイベント
HPE SIM により、管理者は、インベントリの監視、ハードウェアリソース、およびシステムに影響するシス
テムソフトウェアの設定と管理ができるようになります。
管理者は HPE SIM により、ハードウェアステータスの完全な概要を確認できます。ストレージイベントは、
ストレージリソースの可用性に影響を及ぼす可能性があり、それがシステムやアプリケーションの可用性に影
響を与える可能性がある問題がある場合に通知します。HPE SIM は WBEM イベントや SNMP トラップによ
り、詳細なイベントメッセージを受信します。このイベントでは、システム、および影響されるディスクが識
別され、エラー番号が提供されて、詳細と問題の説明について調べることができるようになります。イベント
の詳細には、イベントを生成した Command View サーバーへのリンクも含まれます。HPE SIM は、ディスク
または RAID サブシステムを内蔵ストレージ用のこれらのドライブを管理するコントローラーに関連付けま
す。

ストレージインベントリ詳細
HPE SIM インベントリでは、内部ディスクドライブから次の情報の取得と保存が行われます。
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•

ディスク

•

◦ ディスクスロットの総数
◦ 使用済みスロット数
◦ スロット ID
◦ スロットのディスクのタイプ
◦ ディスクメーカー
◦ ディスクモデル
◦ ディスク部品番号
◦ ディスクの特性
◦ ファームウェアバージョン
◦ このディスクを管理するコントローラー ID
コントローラー詳細

ストレージイベント

•

◦ コントローラーの総数
◦ コントローラータイプ
◦ コントローラーメーカー
◦ モデル番号
◦ 部品番号
◦ このカードが設置されているスロット ID
◦ ファームウェアバージョン
◦ コントローラーの特性
RAID 詳細

•

◦ RAID タイプ
◦ RAID 設定
SAN と NAS

•

◦ ネットワークアドレス
◦ 製造者
◦ モデル
IS と MNHA
◦
◦
◦
◦

部品番号
ディスクの総数
ディスク詳細
このシステムによってサービスされるサーバー

HPE SIM 用 SMI-S について
Storage Management Initiative Specification（SMI-S）は、Storage Networking Industry Association（SNIA）
の規格で、ストレージネットワークとストレージデバイスの相互運用可能な管理を実現します。HPE SIM は、
この規格を使用して、サポートするストレージシステムを検出および管理します。

SMI-S について
SMI-S は、ストレージネットワーク内の各コンポーネントについて、互いに共通性のない複数の管理対象オブ
ジェクトモデル、プロトコル、およびトランスポートを、オブジェクト指向の単一モデルと置き換えます。
SMI-S 仕様は、ストレージ管理ソリューションの標準化を目的に、SNIA によって策定されました。SMI-S を
使用すると、管理モデルがベンダー固有でなくなるため、複数のベンダーから提供されているストレージデバ
イスを管理アプリケーション（HPE SIM など）がすばやく、確実にサポートできるようになります。SMI-S
では、ベンダーではなく、タイプごとにストレージ要素を検出および管理します。

主要なコンポーネント
SMI-S の主要なコンポーネントは次のとおりです。
•
•
•

共通情報モデル（CIM）
Web-Based Enterprise Management（WBEM）
サービスロケーションプロトコル (SLP)

CIM
CIM（WBEM のデータモデル）は、システム、ネットワーク、アプリケーション、およびサービスに管理情
報の共通定義を提供すると同時に、各ベンダーによる拡張を許可します。SMI-S は、ストレージ向けに CIM
を解釈したものです。CIM は、オブジェクト指向技術を使用して、一貫したデータ定義とデータ構造を提供し
ます。CIM エレメントの定義に使用される標準言語が、MOF（Meta-Object Facility）です。また、UML（Unified
Modeling Language）が、オブジェクトと関係のグラフィック表示（ボックスおよびラインを使用）を作成し
ます。

HPE SIM 用 SMI-S について
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WBEM
WBEM は、エンタープライズコンピューティング環境の管理を統一するために開発された、管理とインター
ネットの標準技術を 1 つにまとめたものです。WBEM には、次の仕様が含まれています。
•
•

xmlCIM: DTD に準拠して、CIM のクラスとインスタンスを表すことができる XML エレメントを定義しま
す。
HTTP 経由の CIM 操作: CIM オペレーションの HTTP へのマッピングを定義します。トランスポートメカ
ニズムとして使用します。

SLP
コンピューターなどのデバイスは、事前に設定されていなくても、SLP によって LAN 内のサービスを検出で
きます。SLP は、小規模な非管理ネットワークから大規模なエンタープライズネットワークへの拡大を目的
にして設計されています。

プロファイル
SMI-S は、プロファイルを中心に構成されます。プロファイルとは、ストレージサブシステムのクラスに関わ
るオブジェクトを記述したものです。SMI-S には、アレイ、ファイバーチャネル HBA、ファイバーチャネル
スイッチ、およびテープライブラリのプロファイルが含まれます。NAS ヘッドなどの他のストレージデバイ
スのプロファイルは将来追加されると見込まれています。プロファイルは CIM サーバーに登録され、SLP を
使用してクライアントに通知されます。HPE SIM は、管理するプロファイルを決定した後に、CIM モデルを
使用して実際の設定および機能を検出します。

SMI-S の実装
SMI-S は、次のコンポーネントを使用して実装します。
•
•

CIM サーバー（CIMOM と呼ばれます）。CIM クライアントからの WBEM 要求を監視（CIM operations over
HTTP）して応答します。
CIM プロバイダー。特定のタイプの管理対象リソース（HPE MSA アレイなど）と通信し、CIMOM に管理
対象リソースの情報を提供します。理論上では、複数のタイプのデバイス（MSA アレイと Brocade スイッ
チなど）のプロバイダーを同じ CIMOM にプラグインできます。ただし、実際には、すべてのストレージ
ベンダーが CIMOM と単一プロバイダーをセットにして提供しているため、ベンダーの異なるソリューシ
ョンはうまく共存しません。

次のコンポーネントは、いくつかの方法で提供できます。
•

組み込みエージェント

•

ハードウェアデバイスに SMI-S エージェントが内蔵されています。そのデバイスを管理できるようにす
るために別のソフトウェアをインストールする必要はありません。
SMI ソリューション
ホストにインストールされたエージェントがハードウェアまたはソフトウェアに付属しています。エージ
ェントは、デバイスに接続して固有の識別情報を取得する必要があります。これは Hewlett Packard
Enterprise のすべてのストレージデバイスやほとんどの SAN デバイスで使用されている方法です。

SNMP を使用したストレージセキュリティについて
検出と識別
HPE SIM では、LAN 上のストレージシステム、および管理対象システムかデバイスで動作している Command
View ストレージデバイスマネージャーが検出されます。内部ディスクの場合、HPE SIM インベントリコンポ
ーネントでは、インストールされているすべてのドライブ、ディスクメーカー、モデル、ディスクタイプ、フ
ァームウェアバージョン、システム内におけるドライブの内部位置、システムの管理に使用されているコント
ローラーの詳細を識別できます。RAID ドライバーの場合は、内部ドライブ用に収集される詳細に加えて、
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WBEM

RAID タイプ（1 から 5）とメーカーも検出されます。SAN システムの場合、HPE SIM では、SAN 上のデバ
イスを管理している Command View サーバーが検出されます。
HPE SIM では、ストレージシステムは、次のように表示されます。
•

内蔵ドライブ

•

このシステムは、プロパティページ、およびインベントリデータベースにそれぞれのシステムのコンポー
ネントとして表示されます。
テープライブラリ

•

このデバイスは、識別されて、すべてのシステム、すべてのストレージシステム、およびすべてのテープ
ライブラリ収集に組み込まれます。
SAN
これらのデバイス用の Command View システムが識別され、Command View システムにサービスしてい
るシステムのシステムページのツール&リンクタブから使用できます。
注記:
HPE SIM では、SAN 管理アプリケーションと NAS 管理アプリケーションが検出され、ユーザーは、こ
のアプリケーションの起動時にシステム情報にアクセスできます。

ストレージシステム管理の前提条件
HPE SIM で WBEM プロトコルイベントを受信するには、CVEVA サーバーに WEBES プロバイダーをインス
トールする必要があります。
CVEVA プロキシサーバーでの WEBES の設定
手順
1. WEBES の Managed Protocol タブで、Command View EVA タイプの CV_EVA という名前の新しいプロ
トコルを作成します。
2. 新しいプロトコルの CVEVA 認証情報を入力します。
3. Managed Entity property で、新しく作成した CV_EVA プロトコルを使用して ELMC プロトコルを設定し
ます。
4. WEBES Notification settings で、SNMP notifications (HPE SIM, OVO)を設定します。
5. SNMP notifications をオンに設定し SNMP node name を CVEVA プロキシサーバーの IP に設定して
WEBES SNMP の設定値を指定し、Service trap type を type3 に設定します。変更を適用します。
6. WEBES でデフォルトサイトを作成します。

ストレージソリューションの使用
イベント収集と起動
イベントを受信するには、SNMP イベントを HPE SIM CMS に送信するように Command View ソフトウェア
を設定する必要があります。

Command View SDM の場合
手順
1. Command View サーバー上の Windows NT 4.0 での SNMP トラップのあて先の設定
1. スタート > 設定 > コントロールパネル > ネットワーク > サービス > SNMP サービスを選択します。
SNMP Service のプロパティダイアログボックスが表示されます。
2. トラップをクリックします。

ストレージシステム管理の前提条件

157

3. public などのコミュニティ名を入力します。
4. 追加をクリックします。
5. ダイアログボックスの最下部で追加をクリックします。
SNMP サービスの構成ダイアログボックスが表示されます。
6. エンタープライズ管理ステーションのホスト名か IP アドレスを入力し、追加をクリックします。
SNMP トラップのあて先が追加されます。
7. 変更内容を保存してダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。

Windows 2000 での SNMP トラップのあて先の設定
手順
1. Windows 2000 での SNMP トラップのあて先の設定
1. スタート > 設定 > コントロールパネル > ネットワーク > サービス > SNMP サービスを選択します。
2.
3.
4.
5.

SNMP Service のプロパティダイアログボックスが表示されます。
トラップをクリックします。
public などのコミュニティ名を入力します。
一覧に追加をクリックします。
ダイアログボックスの最下部で追加をクリックします。

SNMP サービスの構成ダイアログボックスが表示されます。
6. エンタープライズ管理ステーションのホスト名か IP アドレスを入力し、追加をクリックします。
SNMP トラップのあて先が追加されます。
7. 変更内容を保存してダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。

HP-UX での SNMP トラップのあて先の設定
手順
1. HP-UX での SNMP トラップのあて先の設定
1. テキストエディターを使用し、次のファイルを開きます。
/etc/snmpd.conf
2. snmpd.conf ファイルの末尾に、次の情報を挿入します。
trap-dest: X.X.X.X
X.X.X.X は、エンタープライズ管理ステーションの IP アドレスです。
3. snmpd.conf ファイルを保存して閉じます。
4. シェルコマンドプロンプトに以下を入力し、SNMP デーモンを停止します。
ps -ef | grep snmpd
kill -9 PID
PID は、前のコマンドで返されたプロセス ID です。
5. シェルコマンドプロンプトに snmpd を入力し、SNMP デーモンを再起動します。

CMS での EVA 用の HSV MIB のロード
手順
1.
1.
2.
3.
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CMS での EVA 用の HSV MIB のロード
Windows オペレーティングシステムでコマンドプロンプトを開きます。
\Program Files\HP\System Insight manager\mibs ディレクトリに移動します。
mxmib -a cpqhsv110v3.cfg を実行します。

Windows 2000 での SNMP トラップのあて先の設定

XP アレイからの WBEM プロトコルイベントの受信
CVAE が HPE SIM 証明書を信頼する必要があります。SMI-S 証明書のインポートとエクスポートは、
HiKeytool.bat コマンドを使用して行います。このコマンドは、<サーバーのインストール先ディレクトリ
>\DeviceManager\Server\HiKeytool.ba にあります。
手順
1. シェルウィンドウを開いて、HiKeytool を実行し、「2」を選んで HPE SIM-S の設定に移ります。
2. 管理サーバーのイベント用 SMI-S 証明書をエクスポートします。ご使用の管理ステーションのドキュメ
ントを参照してください。
3.「4」を選択して、管理サーバーの証明書を CVAE プロバイダーのイベント用トラストストアにインポート
します。次の情報を入力します。
a. エイリアスを入力します。管理サーバーの DNS 名を使用します（たとえば、hostname.hpe.com）。
b. トラストストアのパスワードを入力します：indtrust
c. 認証ファイルの名前（絶対パス）を入力します。管理サーバーの証明書ファイルのパスを入力します。
詳しくは、HPE Storageworks P9000 and XP Event Notification White paper を参照してください。

検出
XP P9500 アレイを検出するには、CVAE サーバーを使用するか、または内蔵の SMI-S を使用できます。デー
タの収集や WBEM サブスクリプションが失敗する可能性があるため、両方の検出方法を一緒に使用しないで
ください。
HPE SIM が、Command View を実行しているシステムを検出するプロセスには、以下が含まれます。
手順
1.
2.
3.
4.

ポート 80（http）の CV XP
ポート 4096（http）の CV VA/SDM
ポート 4095（http）の CV TL
Command View EVA の検出は、ポート 2301 か 2381 における HPE StorageWorks Storage Management
Appliance の検出にカプセル化されています。
HPE SIM では、Web サーバーにアクセスできるようにする必要があります。
注記:
Command View へのリンクにアクセスするには、ツール > システム情報 > システムページ > リンク
を選択します。
Command View/SDM を設定するには、次のように操作します。
Command VIEW/SDM の設定
a. HPE SIM CMS が、Command View サーバー設定の安全 IP 範囲内にあることを確認します。
•

ホストベース

•

CMS の IP アドレスは、.../sanmgr/hostagent/config/access.dat に組み込まれています。
Storage Area Manager 管理サーバー（該当する場合）

CMS ステーションの IP アドレスは、/sanmgr/managementserver/config/
authorizedClients.dat に含まれています。
b. Command View システムの検出か再識別を行うには、検出を実行します。
c. 検出が完了したら、HPE SIM でシステムをグループ化し、システムページから Command View を起動
できます。

XP アレイからの WBEM プロトコルイベントの受信

159

EVA MIB をロードするには、mxmib -a cpqhsv110v3.cfg と入力します。
注記:
MIB のロードが完了するまでには、数分かかることがあります。

ストレージシステムに対する HPE SIM の設定
HPE SIM とストレージシステムの通信を正しく設定するには、次のように操作します。

WBEM イベントの登録
ストレージシステムの SMI-S プロバイダーが WBEM イベントをサポートしており、イベントテーブルビュー
ページに WBEM イベントを表示したい場合は、ストレージシステムについて WBEM イベントを登録する必
要があります。

ストレージシステム収集の表示
HPE SIM では、収集および個々のストレージシステムのストレージシステム情報を表示できます。
ストレージシステム収集の表示
手順
1. システムおよびイベント収集パネルで、システム、共有、タイプ別システム、ストレージシステムの順に
展開します。
2. 次のいずれかを選択します。
•
•
•
•
•

すべてのストレージシステム
すべてのストレージホスト
すべてのストレージスイッチ
すべてのストレージアレイ
すべてのテープライブラリ

その収集のシステムテーブルビューページが表示されます。

個々のストレージシステムの表示
手順
1. 個々のストレージシステムの表示
1. システムおよびイベント収集パネルで、システム、共有、タイプ別システム、ストレージシステムの順に
展開します。
2. 表示するシステムを含むストレージシステム収集を展開します。
3. 表示するストレージシステムの名前をクリックします。
そのシステムのシステムページが表示されます。

ストレージシステムレポートの表示
HPE SIM は、定義済みおよびカスタマイズ済みのストレージシステムレポートを提供します。

既存のストレージシステムレポート
次の定義済みストレージシステムレポートを使用できます。
•
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ストレージデバイス容量 - すべてのストレージアレイ

ストレージシステムに対する HPE SIM の設定

•

ストレージアレイの容量使用の詳細をレポートします。
ストレージデバイスコントローラー - すべてのストレージアレイ

•

各ストレージアレイコントローラーの、ステータス、ポート数、および使用中のポート数をレポートしま
す。
ストレージデバイスインベントリ - すべてのストレージアレイ

•

各ストレージアレイの、ベンダー、ステータス、およびポート情報をレポートします。
ストレージデバイスインベントリ - すべてのストレージスイッチ

•

各ストレージスイッチの、ベンダー、ステータス、およびポート情報をレポートします。
ストレージ HBA - すべてのストレージホスト

•

ストレージホストに取り付けられている各ホストバスアダプター（HBA）の、ベンダー、ステータス、お
よびポート情報をレポートします。
ストレージ論理ユニット - すべてのストレージアレイ

•

すべてのストレージアレイ上のすべての LUN の LUN 情報とステータスをレポートします。
ストレージポート - すべてのストレージアレイ

•

すべてのストレージアレイのポート情報をレポートします。
ストレージポート - すべてのストレージホスト

•

すべてのストレージホスト HBA のポート情報をレポートします。
ストレージポート - すべてのストレージスイッチ

•

すべてのストレージスイッチのポート情報をレポートします。
チェンジャーデバイス - すべてのテープライブラリ

•

すべてのテープライブラリの名前、ファームウェアバージョン、およびステータスをレポートします。
メディアアクセスデバイス - すべてのテープライブラリ
すべてのテープライブラリの名前、ファームウェアバージョン、およびステータスをレポートします。

ストレージアレイ容量の表示
HPE SIM では、単一のストレージアレイまたはすべてのアレイを対象に、容量に関する情報を表示できます。

すべてのアレイのストレージ容量の表示
すべてのアレイのストレージ容量を確認するには、ストレージデバイス容量-すべてのストレージアレイレポ
ートを実行します。

単一アレイのストレージ容量の表示
注記:
容量情報は、パッシブに管理されているストレージアレイについては入手できません。
単一アレイのストレージ容量の表示
手順
1. システムおよびイベント収集パネルで、システム、共有、タイプ別システム、ストレージシステム、すべ
てのストレージアレイの順に展開します。
2. ストレージアレイを選択します。
3.

容量情報をクリックします。

ストレージアレイ容量の表示
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MSCS クラスターの管理
クラスター監視は、HPE SIM の中心的なコンポーネントであり、マルチノードクラスターの監視と管理がで
きます。また、クラスター監視は、異機種環境で複数のクラスタープラットフォームを管理する。
クラスターの管理
手順
1. 以下の方法のいずれかを使用して、クラスター監視ページにアクセスします。
a. 方法 1:
I.

ツール > システム情報 > クラスター監視を選択します。

注意:MSCS クラスターが検出されない場合、クラスター監視はメニューに表示されません。
II. ターゲット MSCS クラスターを選択して、すぐに実行をクリックします。
b. 方法 2：
I.

システムおよびイベント収集パネルの下にあるシステムを展開してクラスター収集を選択し、クラ
スターを見つけます。
適切なクラスター収集テーブルが、作業領域に表示されます。

II.

注：アクセス権限がある MSCS クラスターのみが、クラスターテーブルビューページに表示され
ます。
次のいずれかを選択します。
•
•

クラスター名列で、MSCS クラスターの名前をクリックします。
クラスターテーブルビューページの CS 列で、MSCS クラスターステータスアイコンをクリッ
クします。

このクラスターのクラスター監視ページが表示されます。
2. クラスター監視ページで、次のタブから選択します。どのタブにも、問題情報セクションがあり、そのタ
ブで報告されている問題の詳細情報が表示されます。たとえば、クラスタータブでは、クラスターのステ
ータスが正常以外である場合に、そのステータス情報がこのセクションに表示されます。
3. 各タブには、最終更新日フィールドもあり、そのタブの情報が最後に更新された時間が表示されます。
a. クラスター
クラスターのステータス、名前、IP アドレス、クォーラムなどのクラスター情報を表示するために使用
します。
b. ノード
ノードのステータス、名前、IP アドレスなどのノード情報を表示するために使用します。
c. ネットワーク
ネットワークのステータス、名前、マスク、ステータス、役割、説明などのネットワーク情報を表示す
るために使用します。
d. リソース
ステータス、名前、IP アドレス、ステータス、グループ、所有者ノード、タイプ、リソースのドライブ
などの、クラスターについての MSCS リソース情報を表示するために使用します。

MSCS ステータス
クラスター監視ページは、MSCS によって定義されたクラスターステータスを要約し、MSCS 定義のクラス
ター属性のステータスと値をリストするページです。
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MSCS クラスターの管理

クラスターフィールド
表 13 : クラスターフィールド
名前

説明

ステータス

クラスターの状態：正常（クラスターは正常に機能しています。ノード
とリソースの状態はすべて正常です）。劣化（1 つ以上のノードの状態
が劣化するか障害が発生しているか、または 1 つ以上のリソースの状態
が劣化になると、クラスターの状態は劣化になります）。障害（すべて
のノードで障害が発生しているか、1 つ以上のリソースで障害が発生し
ていると、クラスターの状態は障害になります）。その他（クラスター
の状態を判別できません。すべてのノードとリソースの状態を判別で
きません）。

名前

クラスターの名前またはエイリアス。

IP

クラスターのエイリアスの IP アドレス。

クォーラム

重要なクラスターデータを保持し、すべてのノードが最新のデータベー
ス変更にアクセスできることを保証するリソース。

ノードフィールド
表 14 : ノードフィールド
名前

説明

名前

ノードの名前またはエイリアス

ステータス

ノードの状態：正常（ノードはアクティブなクラスターメンバーです）。
劣化（ノードはダウンしていて、クラスターの編成か再結合を試行して
おり、クラスターのアクティブメンバーとして動作していますが、すべ
てのリソースやリソースグループをホストできないか、クラスターアク
ティビティが保留されています）。失敗（ノードはダウンしているか、
クラスターの編成か再結合を試行しています）。その他（ノードの状態
に関する情報を利用できないか、状態が不明です）。

IP

ノードに関連する IP アドレス。

注記:
クラスター内の特定のノードにインストールされている Insight Management Agent のバージョンが
4.22 以前の場合、そのノードの IP フィールドには情報が表示されません。
クラスターのすべてのノードがダウンしている場合、クラスターの状態は「その他」になります。

クラスターフィールド
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ネットワークフィールド
名前

説明

名前

ノード間の内部通信を伝達し、クラスターリソースに
対するクライアントアクセスを提供するサーバーク
ラスターオブジェクト。

ステータス

ネットワークのステータス 正常（ネットワークの状
態は、オンラインか使用可能です）。劣化（ネットワ
ークがパーティション分割されています）。障害（ネ
ットワークの状態がオフラインです）。その他（エラ
ーが発生して、ネットワークの正確な状態を判断でき
ないか、ネットワークの状態が使用不可能です）。

マスク

クラスター内の各ネットワークに関連付けられたサ
ブネットマスク。

状態

クラスター内の特定のネットワークの状態。オフラ
イン（稼動していません）。パーティション分割（稼
動していますが、ネットワークの複数のノードが通信
不能です）。オンライン（稼動しています）。使用不可
（情報を入手できません）

ロール

ネットワーク名がクラスター内で果たす役割：クラス
ターのネットワーク名、クラスターのコンピューター
システムのネットワーク名、クラスターのグループの
ネットワーク名。

説明

ネットワークの説明

リソースフィールド
表 15 : リソースフィールド
名前

説明

名前

ノードが所有したり、オンラインにしたり、オフラインにしたり、ノー
ド間で移動したり、サーバークラスターオブジェクトとして管理したり
できる物理要素または論理要素。

ステータス

リソースの状態：正常（リソースの状態はオンラインです）。劣化（リ
ソースの状態は、使用不可、オフライン、オンライン保留、オフライン
保留のうちいずれかです）。障害（リソースの状態は障害です）。その他
（リソースの状態を判断できません）。

Group (オーサリンググループ)を
選択します。

単一のサーバークラスターオブジェクトとして管理されるリソースの
集合。

オーナーノード

リソースが常駐するノード。

表は続く
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ネットワークフィールド

名前

説明

タイプ

類似した特徴を持つリソースを分類し、管理するために使用するサーバ
ークラスターオブジェクト。

ドライブ

リソースが存在するディスクまたはドライブ。

注記:
グループリソースにアクセスするには、グループにネットワーク名と、関連する IP アドレスを割り当て
る必要があります。グループは、クラスター内の任意のノードが所有でき、負荷の均一化やその他の管
理目的で、管理者権限があるユーザーが移動できます。障害が発生すると、グループ全体がフェイルオ
ーバーされ、クラスターソフトウェアがすべてのグループリソースとデータをクラスター内の別のノー
ドに転送するよう指示します。転送された（フェイルオーバーされた）グループのリソースとデータは、
別のノードへ移動された後でも、同じネットワーク名と IP アドレスでアクセスできます。

クラスター監視のリソースしきい値
クラスターリソースはしきい値を使用して HPE SIM イベントをトリガーします。ディスクリソースではデ
ィスク容量のしきい値を設定し、CPU リソースでは CPU 利用状況のしきい値を設定します。

ディスク容量しきい値
ディスクリソースを使用して、ディスク容量データを収集します。しきい値が設定されているクラスター監視
- ノードリソースの設定ページにアクセスするには、オプション > クラスター監視 > ノードリソースの設定を
選択します。
選択したリソースの設定セクションに入力したしきい値値により、監視対象ノードのディスク利用率のマイナ
ー範囲およびメジャー範囲が定義されます。
ディスクごとに、4 つのしきい値がペアになっています。マイナーしきい値とメジャーしきい値は、対応する
リセットしきい値に関連します。利用率は、メジャーしきい値値以上になるとメジャー範囲になり、メジャー
リセット値以下になるまでメジャー範囲に留まります。マイナーとメジャーのリセットしきい値は、同じよう
に動作します。
クラスターの各ノードのディスクごとに異なるしきい値を指定できます。

CPU 利用状況しきい値
CPU リソースを使用して、クラスターの CPU 利用率データを収集します。しきい値が設定されているクラス
ター監視 - ノードリソースの設定ページにアクセスするには、オプション > クラスター監視 > ノードリソー
スの設定を選択します。
選択したリソースの設定セクションに入力したしきい値値により、選択したノードの CPU 利用率の正常範
囲、マイナー範囲、およびメジャー範囲が定義されます。
CPU ごとに、4 つのしきい値がペアになっています。マイナーしきい値とメジャーしきい値は、対応するリ
セットしきい値に関連します。利用率は、メジャーしきい値値以上になるとメジャー範囲になり、メジャーリ
セット値以下になるまでメジャー範囲に留まります。マイナーとメジャーのリセットしきい値は、同じように
動作します。
クラスターの各ノードの CPU ごとに異なるしきい値を指定できます。

HPE SIM がサポートするクラスターリソース
HPE SIM は、次のようなクラスター監視リソースをサポートします。
•

ディスクおよび CPU リソース

クラスター監視のリソースしきい値
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•

それぞれ、ディスク容量と CPU の利用率を監視します。クラスターのノードには、マイナーしきい値とメ
ジャーしきい値を設定できます。このしきい値に達すると、クラスター監視は HPE SIM イベントを生成し
ます。このイベントにより、HPE SIM オプションで設定したように、関連するメール通知とポケベル通知
がトリガーされます。
システム
クラスターメンバーのシステムヘルスを監視します。

クラスター監視の状態
注記:
クラスターのすべてのノードがダウンしている場合、クラスター状態はその他になります。
リスト

正常

劣化

障害

その他

ノード

ノードのステータス
ノードステータスはダ ノードステータスはダ ノードステータスは使
は、アクティブなクラ ウンです。クラスター ウンです。または、ク 用不可能であり、判断
スターメンバーです。 の再編成か再結合を試 ラスターの編成か再結 できません。
しており、クラスター 合を試しています。
のアクティブメンバー
として動作しています
が、リソースやリソー
スグループをホストで
きません。または、ア
ップしていますが、ク
ラスターアクティビテ
ィが一時停止していま
す。

ネットワ
ーク

ネットワークの状態
ネットワークの状態は ネットワークの状態は ネットワークの状態に
は、オンラインか使用 パーティション分割で オフラインです。
より、エラーが発生し
可能です。
す。
たことが示されていま
す。ネットワークの状
態を判断できず、ネッ
トワークの状態は使用
不可能です。

リソース

リソースの状態はオン リソースの状態は、使 リソースの状態は障害 リソースの状態は不明
ラインです。
用不可、オフライン、 です。
です。
オンライン保留、また
はオフライン保留のう
ちのいずれかです。

注記:
MSCS について詳しくは、Microsoft 社が提供するドキュメントを参照してください。
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クラスター監視の状態

クラスター監視のポーリング率
注記:
すべてのクラスターのすべてのノードに、1 つのポーリング率（間隔）のみを指定できます。別々のノ
ードに別々のポーリング率を指定できないので、クラスタードロップダウンリストとノードドロップダ
ウンリストの両方ですべてを選択した場合に限り、設定ページにポーリングフィールドが表示されます。

CPU ポーリング率
CPU ポーリング率は、クラスター監視が、監視対象ノードの該当する Insight Management Agent からレポー
トされる CPU 利用率をチェックする頻度を指定します。
CPU ポーリング率は、クラスター監視ノードのリソース設定を行って、調整してください。

ディスクポーリング率
ディスクポーリング率は、クラスター監視が、監視対象ノードの該当する Insight Management Agent からレ
ポートされる空きディスク容量をチェックする頻度を指定します。
ディスクポーリング率は、クラスター監視ノードのリソース設定を行って、調整してください。

MSCS ポーリング率
入力するポーリング率は、クラスター監視が、監視対象クラスターの MSCS のステータスをチェックする頻
度を指定します。
ステータスポーリング率は、クラスター監視のクラスターリソース設定を行って、調整してください。

システムステータスポーリング率
システムポーリング率は、クラスター監視が、監視対象ノードの該当する Insight マネジメントエージェント
からレポートされるノードステータスをチェックする頻度を指定します。
システムはノードレベルの属性なので、クラスター監視ノードのリソース設定を行うことで、ポーリング率を
調整できます。ポーリング率は、リソースのグローバル属性なので、すべてのクラスターのすべてのノードに
1 つのポーリング間隔しか指定できません。ポーリングフィールドは、クラスタードロップダウンリストとノ
ードドロップダウンリストですべてを選択した場合に限って、設定ページに表示されます。

クラスター監視のポーリング率
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HPE SIM 監査ログ
HPE SIM は、すべてのシステム上のすべての HPE SIM ユーザーにより実行されたすべてのタスクをログに記
録します。情報は、CMS の監査ログファイルに保存されます。HPE SIM の監査ログでは、複数の機能を設定
できます。たとえば、データをログに記録するツール、および最大監査ログファイルサイズを指定できます。
HPE SIM の監査ログは log.properties ファイルで設定し、ログに記録するツールを有効または無効に設
定する場合は、XML ツール定義ファイルで行います。
Windows システムでは、監査ログは、<SIM installdir>/logs/mx.log にあります。Linux および HPUX システムでは、監査ログは、/var/opt/mx/logs/mx.log にあります。これらのファイルは、デフォル
トの最大サイズである 20 MB になると、mx.log.old にロールオーバーされます。

HPE SIM 監査ログの設定
HPE SIM 監査ログの設定は、CLI から実行します。root または Administrator としてサインインしてください。

ツール定義ファイルの設定
XML ツール定義ファイルには、SSA コマンドツールと MSA コマンドツールのログを無効にするオプション
があります。コマンド要素のログ属性では、コマンドの結果を HPE SIM ログファイルに出力するかどうかを
指定します。コマンド出力はデフォルトでログに記録されます。

log.properties ファイルの設定
ディレクトリにファイルが存在しない場合、必要に応じてファイルを作成し、log.properties という名前
にします。HPE SIM は、ファイルが存在しない場合、または変数がファイルで定義されていない場合は、デ
フォルト値を使用します。
Windows システムでは、このファイルは、<SIM installdir>/logs/mx.log にあります。
Linux および HP-UX システムでは、このファイルは、/var/opt/mx/logs/mx.log にあります。このファ
イルは、設定済みの最大サイズである 20 MB になると、mx.log.old ファイルにロールオーバーされます。
このファイルは、設定済みの最大サイズである 20 MB になると、mx.log.old ファイルにロールオーバーさ
れます。

監査ログの表示
HPE SIM は、すべてのシステム上のすべての HPE SIM ユーザーにより実行されたすべてのタスクをログに記
録します。情報は、CMS の監査ログファイルに保存されます。
注記:
監査ログファイルを直接読み取るには、root または Administrator、あるいは管理者権限があるユーザー
としてサインインする必要があります。
HPE SIM 監査ログの表示
手順
1. タスク&ログ > HPE Systems Insight Manager 監査ログの表示を選択します。監査ログページが表示さ
れます。
2. 次のうちいずれかのオプションを選択し、表示するログエントリーを選択します。
a.
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HPE SIM 監査ログ

最新の 40 エントリ。最新ログエントリー数を選択して表示するには、これを選択します。デフォルト
は、40 個の最新ログエントリーを表示するように設定されています。
b.

検索開始エントリー" "検索終了エントリー" "。ログエントリーのうちインデックス付けした範囲を表
示するには、このオプションを選択します。
3. すぐに表示をクリックします。要求したログエントリーが表示されます。

監査ログの例
Example Audit Log: User "partner" runs tool "ls" on cup11.hp.com from
cup12.hp.com
from CMS cup12.hp.com
104611: 2008-04-24 11:17:45
PDT,JOB,PROGRESS,START,JOB,44641_cup12.hp.com,VERBOSE,partner,,,
Running Tool:ls
Expanded Command Line:ls
Targets:
cup11.hp.com
104612: 2008-04-24 11:17:45
PDT,JOB,PROGRESS,START,JOB,44641_cup12.hp.com:cup11.hp.com,
DETAIL,partner,,,
Running Tool:ls
104613: 2008-04-24 11:17:45
PDT,JOB,SUCCESS,DONE,JOB,44641_cup12.hp.com:cup11.hp.com,
DETAIL,partner,,,
Running Tool:ls
Exit Code:0

ログの内容
HPE SIM 監査ログには、次の情報がこの順序で含まれます。監査ログエントリーでは、すべてのフィールド
の前にログエントリーキー@!@が付きます。
• タイムスタンプの日付、時刻、タイムゾーン
• カテゴリ
• 結果
• アクション
• オブジェクトタイプ
• オブジェクトタイプ記述子
• レベル
• セッションユーザーログイン名
• （省略可能）セッション ID
• （省略可能）トランザクション ID
• （任意）セッションユーザーの完全ユーザー名
上のフィールドは 1 行に表示されます。ログエントリーに関するメッセージや追加情報が存在する場合は、次
の行に表示されます。

監査ログの例

169

HPE バージョンコントロールと HPE SIM
注記:
カスタムテキストまたはユーザー定義テキストのローカリゼーションは、HPE SIM ではサポートされま
せん。
ソフトウェア機能またはファームウェア機能のローカリゼーションは、HPE SIM ではサポートされません。

バージョンコントロールエージェントについて
VCA は、システムにインストールする HPE Insight マネジメントエージェントです。これを使用すると、その
システムにインストールされた Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウェアとファームウェアを確認できる
ようになります。VCA は、VCRM によって管理されるレポジトリをポイントするように設定でき、それによ
り、バージョンの比較や、VCA がインストールされているシステムへのレポジトリからのソフトウェアの更
新が簡単になります。
VCA は、単一の Hewlett Packard Enterprise 製システム用のバージョンコントロールおよびシステム更新機能
を提供します。VCA は、ローカルシステム上にインストールされた各コンポーネントを、VCRM で示される
個々のコンポーネントセットや指定された ProLiant および Integrity Support Pack と比較することで、システ
ムソフトウェアステータスを判断します。VCA にアクセスする際、システムソフトウェアステータスアイコ
ンの横にあるインストールアイコンをクリックして、個別コンポーネントや ProLiant および Integrity Support
Pack 全体を更新できます。
VCRM と VCA は、HPE Foundation Pack の標準のシングルサーバー管理ツールである SMH に統合されてい
ます。Foundation Pack の一部である HPE SIM は、VCRM と VCA を使用して、ソフトウェアのバージョン
管理、更新、および関連するタスクを容易にします。
VCA は、Windows および Linux オペレーティングシステムで利用できます。VCA は SMH の一部として統合
されており、インストールされているシステムの使用可能なソフトウェアインベントリを表示します。また
VCA は、VCRM によって管理されるレポジトリから、システムソフトウェアのインストール、比較、および
更新を行うこともできます。
管理者またはオペレーター権限を持つユーザーは、VCA にアクセスしてシステムのソフトウェアインベント
リを管理できます。コンポーネントのインストールや設定のアクティビティは、システムのログファイルに記
録されます。VCA はソフトウェアインストールなどのアクティビティを記録します。ただし、VCA の外側で
行われたインストールは、このログに表示されません。
VCA によって、選択した Hewlett Packard Enterprise の機器にインストールされたソフトウェア、利用可能な
更新、およびインストールされたソフトウェアが、選択したレポジトリにある最新の更新に基づいているかど
うかが表示されます。VCA のブラウザーインターフェイスを使用して、システム上の Hewlett Packard
Enterprise 製ソフトウェアをリモートから追加または更新できます。
HPE SIM のエージェント設定のレプリケート機能を使用すると、VCA の設定によって複数のサーバーを更新
できます。
VCA によって、以下のタスクを実行できます。
•
•
•
•
•
•
•
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インストールされているソフトウェアを表示する
ソフトウェア更新取得の参照ポイントとして VCRM を選択する
ProLiant および Integrity Support Pack を管理対象ベースラインとして選択する
バージョンコントロールレポジトリに存在する ProLiant および Integrity Support Pack またはソフトウェ
アコンポーネントの詳細を表示する
ProLiant および Integrity Support Pack またはソフトウェアコンポーネントをバージョンコントロールレ
ポジトリからインストールする
インストールされているソフトウェアインベントリおよびソフトウェアステータスを印刷する
VCA ログを管理する

HPE バージョンコントロールと HPE SIM

システムのソフトウェアインベントリを保守する他に、VCA は HPE SIM に統合されます。この統合により、
管理者は、エージェントのソフトウェア更新機能を利用できるようになります。
注記:
バージョンコントロールエージェントは EOL および EOS です。HPE SIM を使用したソフトウェアま
たはファームウェア展開の代替オプションとして、HP SUM を使用することをおすすめします。

補足資料
詳しい資料は、http://www.hpe.com/info/servers-ja で入手できます。

HP Smart Update Manager について
HP SUM は、システムにインストールされている Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウェアおよびファーム
ウェアを表示できるテクノロジーです。また、ProLiant サーバー用のファームウェア、ソフトウェア、および
ドライバーや HPE Integrity サーバー上のファームウェアを展開またはアップグレードすることもできます。
以下のための Web ベースの GUI、コマンドラインインターフェイス、および対話式コマンドラインインター
フェイスです。
•
•

単一または 1 対多の ProLiant および Integrity サーバーならびに iLO、OA、VC Ethernet およびファイバー
チャネルモジュールのようなネットワークベースのターゲットのファームウェアの展開
単一または 1 対多の ProLiant サーバー（Windows 環境と Linux 環境でサポート）用のソフトウェアの展開
注記:
HP SUM は、Linux ホストから Windows ノードへのアップデートの展開はサポートしていません。ま
た、ESXi ノードへの展開は Windows ホストからのみサポートされます。

HPE SIM が HP SUM とバンドルされることによって、以下のタスクを実行できます。
•
•
•
•
•
•
•
•

適切なインストール順序とコンポーネントの準備状態を保証する依存性の確認。
インストールされているソフトウェアとファームウェアのバージョンおよび使用可能なバージョンの表
示。
HP SUM ログの管理。
カスタムベースラインおよびカスタムベースラインを使用した展開を作成する機能。
インストール済みソフトウェアインベントリおよびソフトウェアステータスの印刷。
Service Pack for ProLiant によるオフラインファームウェア展開およびオンライン展開。
複数のリモートノード用のファームウェアとソフトウェアの同時展開。
ProLiant サーバーでのネットワーク管理ポート、VC Ethernet、および Fibre Channel モジュール経由の
OA、iLO のようなネットワークベースターゲットでのファームウェア更新のサポート。
注記:
ターゲットノードに VCA がインストールされている場合は、HP SUM からの展開に失敗します。

HP SUM について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library を参照してください。

バージョンコントロールレポジトリマネージャーについて
VCRM は、Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントのディレクトリ
を管理します。VCRM は、HP VCA なしで使用でき、ローカルマシンにロードできるソフトウェアとファー
ムウェアのリストを提供します。VCRM は、HPE Insight Management DVD の一部です。
VCRM は、インストールされている Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理
するために各管理対象システムにインストールされる VCA とともに 1 対多構成で使用するように設計され
ています。VCRM および VCA は、HPE SIM とともに使用することにより、ProLiant および Integrity システ

補足資料
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ムの Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウェアおよびファームウェアを企業全体に渡り管理できます。
VCRM は、単体でも、ProLiant および Integrity システムに関して、ProLiant および Integrity Support Pack の
レポジトリやソフトウェアおよびファームウェアのカタログを作成し管理できます。
VCRM によって、以下のタスクを実行できます。
•
•
•

レポジトリの内容の表示
自動更新を設定し、ProLiant ソフトウェアが使用可能になった時点で、Hewlett Packard Enterprise から配
信する
CD やアクセス可能なその他のメディアからレポジトリに、
Support Pack のアップロード

•
•
•
•
•
•
•
•

機能を使用して Support Pack をアップロードする
ProLiant および Integrity Support Pack のベースラインを作成する
ProLiant および Integrity Support Pack とコンポーネントのベースラインを削除する
ProLiant および Integrity Support Pack とコンポーネントのベースラインを別のレポジトリにコピーする
設定を要求するフラグが付いた、レポジトリ内のコンポーネントを設定する
今すぐに http://www.hpe.com からアップデートする
レポジトリを再スキャンしてカタログを再構築する
ログを管理する
選択したコンポーネントをローカル（ブラウザークライアント）システムにインストールする

統合について
ソフトウェアのバージョン確認や更新に、HPE SIM は、VCRM、HP SUM、または VCA を使用しています。
これらのアプリケーションを使用して、HPE SIM は、管理対象 ProLiant サーバーまたは Integrity サーバーの
ソフトウェアステータスを単一ビューで表示し、それらのサーバーのソフトウェアやファームウェアを強力な
クエリおよびタスク機能によって更新することができます。また、更新が必要なシステムだけを更新するな
ど、あらかじめ設定された条件に基づいて更新を特定のサーバーグループに適用することができます。
HPE SIM には新しいソフトウェア/ファームウェアベースライン機能があり、HP SUM 経由で VCA を使用す
ることなくデプロイメントタスクを実行します。HPE SIM 7.3 Update 1 を使用している場合、VCRM 7.2
Update 2 またはそれ以前のバージョンとカスタムベースラインを使ったエージェントのオンライン展開を実
行できません。同様に、VCRM 7.3.0 にアップグレードする必要があります。
カスタムベースラインを使ったエージェントのオンライン展開に関する互換性マトリックスは、次のとおりで
す。

表 16 : 互換性マトリックス
HPE SIM バージョン

HP SUM バージョン（HPE SIM 内にバンドル） VCRM バージョン

7.6

7.6.0

7.6

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5

7.3

7.5

7.4

7.1

7.4

7.3.2

6.4.1

7.3.4

7.3.1

6.3.1

7.3.2

表は続く
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統合について

HPE SIM バージョン

HP SUM バージョン（HPE SIM 内にバンドル） VCRM バージョン

7.3

6.0.1

7.3

7.3 より前

5.3.6 以前

7.3.4 以前

ターゲットへのデプロイメント後、レポジトリにインストールされて存在するコンポーネントのソフトウェア
ステータスをソフトウェア/ファームウェアベースラインの管理のページで表示できます。
HPE SIM のソフトウェア更新機能を利用するには、以下の条件を満たしていることを確認してください。
•

•
•

ネットワーク上の管理対象ターゲットサーバーに、VCA がインストールされ、レポジトリを使用するよう
に設定されている。ターゲットに VCA がインストールされていない場合は、ノードへの展開が HP SUM
を使用して行われると、HPE SIM が VCRM と通信し、ソフトウェアステータスを適切に計算する。
使用するすべてのレポジトリに VCRM がインストールされている。
オプションで VCRM の自動更新機能を使用してすべてのレポジトリを Hewlett Packard Enterprise からの
最新のソフトウェアで自動的に更新することができる。

ソフトウェアレポジトリについて
単一または複数のレポジトリから VCRM を使用して Service Pack for ProLiant/ProLiant Support Pack とコン
ポーネントを更新すると、時間が節約され、分散システムでのソフトウェアのメンテナンスと更新手順が標準
化されます。
さまざまなオペレーティングシステムプラットフォームで管理性と柔軟性を最大化するため、作成する各レポ
ジトリは以下の条件に適合する必要があります。
•
•
•

書き込みアクセス権があるローカルドライブに配置されていること
VCRM で自動的に更新すること
VCRM で管理すること

レポジトリを作成したら、ターゲット Hewlett Packard Enterprise システム上で更新する前に、Service Pack
for ProLiant/ProLiant Support Pack とコンポーネントをレポジトリに入れる必要があります。VCRM の自動
更新機能を使用すると、レポジトリを最も簡単で効率的に更新できます。この機能では、レポジトリの自動入
力をスケジュールできます。ただし、レポジトリは以下に示す方法（1 つまたは複数）で更新できます。
•
•

•

VCRM の自動更新機能を使用する
SmartStart CD やその他のアクセス可能なメディアから Service Pack for ProLiant/ProLiant Support Pack
をユーザーが簡単にコピーできる、VCRM の Service Pack for ProLiant/ProLiant Support Pack のアップロ
ード機能を使用する
http://www.hpe.com/info/softwaredepot からレポジトリにソフトウェアを手動でダウンロードする

マルチシステム管理について
HPE SIM のソフトウェア更新機能は、以下のとおりです。
•

•

ソフトウェアとファームウェアのインストール。HPE SIM によって管理されている Hewlett Packard
Enterprise システム上で Service Pack for ProLiant/ProLiant Support Pack およびコンポーネントを自動的
に更新するために使用します。
ソフトウェアとファームウェアを含むシステムによる検索。特定ソフトウェアバージョンかファームウェ
アバージョンを含むシステムのリストを作成および表示するために使用します。たとえば、管理者権限が
あるユーザーは、定義したバージョン以下の Insight Management Agent を含む Hewlett Packard
Enterprise 製システムを特定して表示できます。次にソフトウェアおよびファームウェアのインストール
タスクで検索を使用して、システムの Insight Management Agent を最新バージョンに更新します。
ソフトウェアおよびファームウェアのインストールタスクは、2 つのモードで実行できます。
◦

オフラインモード

ソフトウェアレポジトリについて
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◦

•

•

オフラインタスクは、ベアメタルサーバー（オペレーティングシステムがインストールされていないサ
ーバー）で実行され、サポートされるファームウェアコンポーネントだけがサーバーにインストールさ
れます。このタスクのターゲットシステムは、サーバーの iLO です。
オンラインモード

このタスクはサポートされるすべてのソフトウェアコンポーネントとファームウェアコンポーネント
をサーバーにインストールします。
ソフトウェアバージョンステータスポーリング。ターゲットシステム上の VCA/HP SUM からソフトウェ
アとファームウェアのアップグレードステータスを取得するために使用します。ソフトウェアとファーム
ウェアのインベントリも、このタスク中にシステムから取得します。
エージェント設定のレプリケート ソースデバイスから Web Agent の構成設定を取得し、その Web Agent
を使用してその構成をターゲットシステムに配布するように HPE SIM を設定するために使用します。

これらの機能は、HPE SIM と VCRM および VCA/HP SUM の統合に依存します。
注記:
コンポーネントのソフトウェア/ファームウェアがベースラインで使用できない場合、そのコンポーネン
トは空白で表示されます。ソフトウェアファームウェアベースラインセクションにジャンク値または空
白がリストされている場合、その理由は、プロバイダーがコンポーネントの記述を検出していないこと
にあります。これは、データ収集レポートに目を通すことで検証できます。
ジャンク値は、記述がないコンポーネントを対象にした固有の識別子です。ジャンク値は、ハイフン
（‐）で始まる連続した数字です。
多くの場合、複数のコンポーネントに同じ記述が割り当てられます。このため、コンポーネント名の先
頭がハイフンで、その後に数字が並び、その後にコンポーネントの記述が記載されます。
•

ソフトウェア/ファームウェアベースライン。この機能を使用して、割り当てられたベースラインにシステ
ムを更新します。この機能では、割り当てられたベースラインにシステムを更新するタスクがトリガーさ
れたときは、HPE SIM はデフォルトで（ターゲットに存在する場合は）VCA を使用します。
VCA を使用してコンポーネントのアップデートまたはインストールを行う間、VCA は http プロトコルお
よびポート 280 を使用して、ステータスを HPE SIM に送り返します。安全な https プロトコルと安全な
http を使用するようにこの通信を設定するには、HPE SIM の globalsetting.props ファイルに以下の
プロパティを追加します。
simVCAStatusPortSecured=true
simVCAStatusPort=280
注記:
VCA によって使用されるデフォルトポートは、VCA 7.2.2 以降のリリースでは 50000 に変更することが
できます。globalsetting.props ファイル内に新しいプロパティ simVCAStatusPort=50000 を
追加して、デフォルトのポート値を変更します 。
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MIB のコンパイルとカスタマイズ
HPE SIM は、SNMP を使用し、受信した SNMP トラップイベントを受信することで、システムの管理機能を
提供します。HPE SIM には、事前に設定された多くの MIB が同梱されています。これらの完全なリストにつ
いては、HPE SIM ですぐに使える MIB のサポート（269 ページ）を参照してください。HPE SIM が提供す
るツールを使用して、サードパーティ（非 Hewlett Packard Enterprise 製）の SNMP v1/v2/v3 MIB を HPE SIM
に統合し、他のシステムからのトラップの処理および表示をサポートすることができます。HPE SIM がサポ
ートする MIB 構文の拡張機能により、各トラップ情報をカスタマイズする際に、新たな価値が提供されます。
最後に、HPE SIM に付属する一連の MIB により、多くの Hewlett Packard Enterprise システムを即座にサポ
ートできます。
サードパーティの提供する MIB の統合は、HPE SIM の熟練したユーザーを対象とするテーマです。ほとんど
のベンダーが MIB および MIB コンパイラの開発についての業界標準規格に厳密には従っていない傾向があ
り、HPE SIM などの管理アプリケーションと MIB を正しく統合するには、エンドユーザーの側で、MIB のあ
る程度の変更やカスタマイズが必要になることがよくあります。
ここでは、HPE SIM のディレクトリ構造全体の中でディレクトリやツールの位置を参照することがよくあり
ます。このディレクトリ構造は、インストール時の選択内容および HPE SIM をインストールしたシステムの
オペレーティングシステムによって異なります。標準的なインストールパスは次のとおりです。
Windows
•
•
•
•

C:\Program Files\HP\Systems
C:\Program Files\HP\Systems
ディレクトリ）
C:\Program Files\HP\Systems
C:\Program Files\HP\Systems

Insight Manager\（<ベース>インストールディレクトリ）
Insight Manager\mibs（すべての MIB および CFG ファイルの
Insight Manager\lbin（mcompile のディレクトリ）
Insight Manager\bin（mxmib のディレクトリ）

HP-UX および Linux
•
•
•

/opt/mx（<ベース>インストールディレクトリ）
/opt/mx/mibs（すべての MIB および CFG ファイルのディレクトリ）
/opt/mx/bin（mcompile および mxmib のディレクトリ）
注記:
MIB をコンパイルして HPE SIM に組み込んでも、コンソールでできることはシステムからの SNMP ト
ラップを受け取ることだけです。これにより、コンパイルされた MIB からのデータポイントをデータベ
ースに収集するためのデータ収集メカニズムが拡張されることはありません。現時点では、HPE SIM で
このような機能を使用することはできません。

MIB マネジメントツール
HPE SIM は、MIB の統合およびトラップのカスタマイズに使用できる 3 つのツールを提供します。MIB の
HPE SIM への登録には、2 つのコマンドラインツールが使用されます。これらのツールには、オペレーティ
ングシステムの Administrator または root ユーザーだけがアクセスできます。MIB の登録に使用されるツー
ルは、次のとおりです。
•
•

mcompile
mxmib

また、HPE SIM では、上記のコマンドラインツールを使用してコンパイルされた MIB のトラップの設定を表
示および編集するための GUI ツールも提供します。このツールが、SNMP トラップの設定ページです。この
項では、提供される各ツールについて説明し、さらに、具体的な使用法に焦点を絞って詳しく説明します。
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mcompile
mcompile ツールは、システムにロードされるすべての MIB の構文を確認します。mcompile はすべての
MIB の依存関係を解決し、必要な場合は SNMP v2/v3 MIB を v1 フォーマットに変換して MIB を HPE SIM デ
ータベースにロードできるようにします。mcompile は<ベース>\lbin ディレクトリに配置されており、<
ベース>\mibs ディレクトリから実行する必要があります。mcompile が、デフォルトで<ベース>\mibs デ
ィレクトリのすべての MIB ファイルを検索するため、登録するすべての MIB は<ベース>\mibs ディレクトリ
にコピーする必要があります。mcompile では、MIB 検索の対象となるディレクトリをデフォルトディレクト
リとは別のディレクトリに指定することもできますが、すべての MIB を<ベース>\mibs ディレクトリに配置
するのが最良の方法です。この方法を強くおすすめします。mcompile の使用法は、次のとおりです。
mcompile [-d <dirspec>] <mibfile></
依存する MIB を含むすべての MIB を<ベース>\mibs ディレクトリにコピーし、<ベース>\mibs ディレクト
リから mcompile を実行する場合、-d スイッチは不要です。-d スイッチは、HPE SIM にコンパイルする MIB
ファイルが保存されているディレクトリを指定します。ディレクトリパスは、フルパスで指定するか、または
<ベース>ディレクトリからの相対パスで指定する必要があります。
mcompile は、出力として CFG ファイルを生成し、<ベース>\mibs ディレクトリに保存します。このファイ
ルは、ソース MIB と同じ名前ですが、拡張子は.cfg になります。上記の標準的な使用法を例にとると、生成
される出力ファイルの名前は test.cfg となります。同じソース MIB に対して mcompile を複数回実行す
ると、CFG ファイルの複数のリビジョンが生成されます。この場合、最も新しいバージョンのファイル
に.cfg 拡張子が付けられます。CFG ファイルは、元のソース MIB のストリップダウンされたバージョンで
す。このファイルでは、すべてのコメントが削除され、他の MIB からのすべてのインポートが解決され、必
要に応じて入れ替えられています。また、該当する場合、コンパイラが v2/v3 構文を v1 構文に変換していま
す。
依存関係を備える MIB をコンパイルする際、依存している MIB をターゲットの MIB と同じディレクトリに配
置し、特定の命名規則に従わせる必要があります（通常、MIBMODULE.MIB）。次に、CPQFCA MIB の一部を
使用して、例を示します。

CPQFCA-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
compaq
FROM CPQHOST-MIB
enterprises
FROM RFC1155-SMI
DisplayString
FROM RFC1213-MIB
OBJECT-TYPE
FROM RFC-1212
TRAP-TYPE
FROM RFC-1215
cpqSsChassisName
FROM CPQSTSYS-MIB
mcompile は、CPQHOST.MIB ファイルを開いて compaq を検索し、CPQSTSYS.MIB で cpqSsChassisName
を検索します。残りのインポートは、mcompile が<ベース>\mibs ディレクトリから実行されるときに自動
的に解決されます。Hewlett Packard Enterprise では、コンパイル時の自動インポート用に、RFC 1212、
1213、および 1215 の MIB バージョンを提供します。mcompile は、RFC1155 から解決とインポートを内部
で自動的に行います。
次に、コンパイル時の、別のインポートの例を示します。これは、HPE ProLiant BL p-Class GbE2 インター
コネクトスイッチで使用される BLADETYPE2-TRAP.MIB からの例です。
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BLADETYPE2-TRAP-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
TRAP-TYPE
FROM RFC-1215
sysName
FROM RFC1213-MIB
hpSwitchBladeType2-Mgmt
FROM HP-SWITCH-PL-MIB
agSlotNumber
FROM BLADETYPE2-SWITCH-MIB
ipCurCfgGwIndex
FROM BLADETYPE2-NETWORK-MIB
この例では、上の例と同じように、TRAP-TYPE および sysName はただちに解決されます。mcompile は、
HP-SWITCH-PL.MIB をチェックして hpSwitchBladeType2-Mgmt を解決します。agSlotNumber は、
BLADETYPE2-SWITCH.MIB から解決され、ipCurCfgGwIndex は BLADETYPE2-NETWORK.MIB から解決され
ます。
インポートの解決方法についてさらに詳しく説明するために、以下では、hpSwitchBladeType2-Mgmt のイン
ポートの解決を mcompile が試みる際の手順を示します。
MIB インポートの解決方法
手順
1. HP-SWITCH-PL-MIB.mib という名前のファイルを検索します（モジュール名、大文字）。
2. HP-SWITCH-PL.mib という名前のファイルを検索します（-MIB を含まないモジュール名、大文字）。
3. hp-switch-pl.mib を検索します（Linux/HP-UX では大文字/小文字が区別されるため、名前を小文字に
変換）。
4. hp-switch-pl-mib.mib を検索します（Linux/HP-UX では大文字/小文字が区別されるため、名前を小文
字に変換）。
5. インポートされた MIB が見つからなかったことを示すエラーを報告します。
MIB をインポートする際に最も考慮すべきことは、サードパーティが提供する MIB からの変数を見つける
ことです。多くの場合、MIB はモジュール名と一致するように名付けられます。ただし、状況によっては、
MIB ファイルの名前をモジュール名と一致するように変更してから、コンパイルを行わなければならない
場合があります。一部のベンダーは、たとえば、.my など別の拡張子を付けて MIB ファイルを提供するこ
とがあります。この場合、mibfile.my ファイルを mibfile.mib に変更してから、mcompile を使用す
る必要があります。

mxmib
mxmib ツールは、対応する CFG ファイルを使用して、HPE SIM データベースに MIB を登録します。このツ
ールは、登録済みのすべての MIB の一覧表示、個別に登録された各 MIB に含まれるトラップの一覧表示、お
よびユーザーまたはシステムによって以前に登録された MIB の登録解除などを行うことができます。
注記:
HPE SIM データベースに現在登録されている MIB の登録を解除することはできますが、デフォルトで
登録されているファイルの登録を解除することは絶対に避けてください。これらのファイルの登録を解
除すると、HPE SIM が、ネットワーク上の他の Hewlett Packard Enterprise システムからのトラップを
正しく処理できなくなる可能性があります。
HPE SIM から MIB の登録を解除すると、HPE SIM 内の対応する受信済みイベントが自動的に削除され
ます。

mxmib
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mxmib は、<ベース>\mibs ディレクトリに配置されているすべてのファイルを検出しようとします。mxmib
の使用法は、次のとおりです。
mxmib
mxmib
mxmib
mxmib
mxmib

-a
-f
-l
-t
-d

<myfile.cfg>
<mylist.list>
<myfile.mib>
<myfile.mib>

各スイッチの機能は、次のとおりです。
•
•

•
•
•

-a は、新しい CFG<myfile.cfg>を登録するか、または以前に登録された MIB のデータを入れ替えます。
-f は、HPE SIM への登録を行うために、ファイル<mylist.list（1 行に 1 つの mibname）>から CFG のリス
トを読み取り、処理します。このファイルは、<ベース>\mibs ディレクトリに存在しなければなりません。
また、個々の行に CFG ファイルの完全なファイル名が示されていなければなりません。このファイルの各
行は、個々の MIB ファイルについて個別に mxmib -a コマンドが実行される場合と同じ要領で、処理され
ます。
-l は、HPE SIM に登録されているすべての MIB を示します。mxmib に引数を付けない場合、デフォルト
で、mxmib -l が実行されます。
-t は、指定された MIB<myfile.cfg>のトラップを一覧表示します。
-d は、HPE SIM データベースから、MIB ファイル<myfile.cfg>の登録を解除します。

ファイルを登録するための最初のコマンドでは、.cfg 拡張子が使用されますが、以降のコマンドはすべて、フ
ァイルの.mib 拡張子で各ファイルが参照されます。
注記:
mxmib では、順序が大切です。コマンドでは、その MIB に依存する MIB がコンパイルされていない MIB
もコンパイルできますが、最適な結果を得るために、HPE SIM に登録する MIB は依存関係の順序で登
録することをおすすめします。MIB を依存関係の順序でコンパイルしない場合、MIB X より後に登録さ
れた MIB Y から varbind がインポートされているケースでは、HPE SIM が、MIB X から送信されたトラ
ップの varbind データを正しく解決しない場合があります。MIB の依存関係は、通常、MIB ファイルの
一番上にある IMPORTS セクションで確認されます。依存関係については、mcompile の項で説明してい
ます。なお、インポートされた MIB を正しくコンパイルできない場合でも、トラップが受信できないわ
けではありません。一部のトラップについて取得されるデータが制限されるだけです。

mxmib MIB のキーワードのカスタマイズ
mcompile を使用してソース MIB の構文解析と確認を行ったら、HPE SIM でサポートできるように、生成さ
れる CFG ファイルをカスタマイズできます。具体的には、トラップごとに定義できる特別なキーワードがあ
ります。この項の最後に、完全な例を示します。キーワードとその使用法は次のとおりです。
--#TYPE
TYPE キーワードを使用すると、HPE SIM に、トラップの短い説明を追加できます。この短い説明は、ポケ
ベルメッセージを送信する際に使用される場合があります。これにより、冗長さを避けて情報を伝送する機能
が強化されます。このキーワードは、機能面での目的は備えていませんが、HPE SIM で表示される場合の、
トラップの基本的な表示文字列を示します。なお、TYPE フィールドに一意の内容を入力する必要はありませ
んが、TYPE フィールドと CATEGORY フィールドに入力する内容を組み合わせたものは一意になるようにす
ることをおすすめします。これにより、カテゴリ/タイプによるイベント検索基準を使用して、該当するイベ
ントを効率的に検索できるようになります。
--#SEVERITY
SEVERITY キーワードは、トラップの深刻度を変更するために使用できます。たとえば、MIB を作成したベ
ンダーが、ほとんどの状況で情報レベルの深刻度のみを許可するようにトラップを設定している場合がありま
す。このような場合に、運用上の重大度に基づいて、トラップの深刻度を上げなければならないことがありま
す。トラップの深刻度を上げる場合、このキーワードを使用してデフォルトの深刻度を無効にします。以下で
は、許可される深刻度レベルを示します。多くのベンダーが MIB 内で設定する深刻度は、正常、警告、性能
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低下、故障など、さまざまです。このため、ベース MIB または CFG で、これらの深刻度を HPE SIM 環境で
使用されるものに変更する必要があります。たとえば、性能低下は、性能低下の程度によりマイナーまたはメ
ジャーにマッピングできます。MIB の性能を改善するには、MIB または CFG を編集し、その深刻度に基づい
て検索/交換を行うのが最も簡単です。HPE SIM は、MIB のコンパイル後に深刻度を変更するための GUI も提
供します。
•
•
•
•

INFORMATIONAL: このタイプのイベントについて注意する必要はありません。これらのイベントは、役
立つ情報として提供されます。
MINOR: このタイプのイベントは、さらに深刻な問題に発展する可能性のある警告ステータスを示す。
MAJOR: このタイプのイベントは、差し迫った障害を表す。
CRITICAL: このタイプのイベントは、障害が発生しており、すぐに対処する必要があることを示す。

--#ENABLE
ENABLE フラグは、TRUE または FALSE に設定できます。このフラグを使用すると、HPE SIM によるトラ
ップの処理を実質的に有効または無効に設定することができます。このキーワードを TRUE に設定すると当
該のトラップを処理する必要があることが指定され、FALSE に設定するとそのトラップを処理しないことが
指定されます。このキーワードは、デフォルトでは TRUE に設定されており、デフォルト設定から除外した
い場合のみ、明示的に上書きします。
--#CATEGORY
このキーワードは、トラップを分類します。トラップを分類することにより、HPE SIM リスト作成の際の参
照や使用が簡単になります。ユーザーは、あらかじめ定義されたカテゴリを使用できます。また、これらのカ
テゴリがどれもニーズに合わない場合は、環境に適合するカテゴリを作成できます。HPE SIM SNMP トラッ
プの設定ページは、MIB のコンパイル後にカテゴリを変更するための GUI を提供します。次に、HPE SIM で
あらかじめ定義されるカテゴリを示します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APPLICATION
ARCserve Events
CommandView Events
Common Cluster Events
Cpqdscs
Data Protector Events
General Backup
Giga Switch Events
HPE Open View Internet Services Events
HPE OVSAM Events
HPE Service Events
HP-UX EMS Events
Integrity Server Events
IO Drive Events
NetServer Event
PATROL Events
PowerDevice
ProLiant Application Events
ProLiant BL p-Class GbE Interconnect Switch Events
ProLiant BL p-Class GbE2 Interconnect Switch Events
ProLiant Cluster Events
ProLiant Miscellaneous Events
ProLiant NIC Events
ProLiant Operating System Events
ProLiant Rack Events
ProLiant Remote Management Events
ProLiant Storage Events
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ProLiant System and Environmental Events
ProLiant UPS Events
RFC 1215 SNMP Trap Events
SAN Appliance Events
Server Net Events
ServiceGuard Events
STORAGE
SWCC Events
SYSTEM AND ENVIRONMENTAL
Tandem EMS Events
TruCluster Events
Unassigned
Unisys Configuration Agent Events
UNKNOWN
WYSE Events
ZESA
ZHRM

--#MSG_FORMATTER
このキーワードには、HPE SIM 固有の複数のコマンドが含まれます。これらのコマンドは、HPE SIM 内でイ
ベント規則に基づいてポケベルまたはメール自動操作が作成および実行されるときに、構文解析され実行され
ます。ユーザーは、これらのコマンドをポケベルまたはメールコマンド言語として表示できます。各コマンド
の一般的な構成には、オペランドとそのオペランドに関連付けられた説明のテキストが含まれます。説明のテ
キストは、前後を#で囲んで区切る必要があります。HPE SIM 内のパーサーがコマンドを認識しない場合、そ
のコマンドは無視されます。この際、フィードバックはいっさい行われません。
注記:
MSG_FORMATTER 文字列の変更は、高度に熟練したユーザーのみが行うことをおすすめします。変更
したファイルについては、必ずバックアップを作成して、簡単に復元できるようにしてください。また、
Hewlett Packard Enterprise では、ProLiant トラップについてインテリジェントなメッセージをすでに作
成しており、これらのメッセージは HPE SIM にデフォルトで登録されています。
次の表では、V キーワードは、個々のトラップに固有の varbind 情報を示します。数字の上では、すべての V
定義は、トラップ内に出現する varbind と一致します。
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キーワード

説明

コメント

$VnV#Some text#

varbind の値および説明のテキス
ト（この場合、Some text#）を含
みます。

ラベルは、選択された値を反映しま
す。ラベルはトラップごとに異な
ります。

$VnD#Some text#

HPE SIM 内でのみ使用できる
varbind の説明を含みます。

ラベルは、選択された値を反映しま
す。ラベルはトラップごとに異な
ります。

$Hdr#Some text#

ヘッダーにテキストまたはフォー
マットを追加するために使用しま
す。

分かりやすくするために、出力デー
タに追加できるテキスト。varbind
データを構成してテキスト文に組
み込むために使用されます。
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また、トラップ定義ファイルの最初のキーワードが$!の場合、このキーワードは、HPE SIM のパーサーにグ
ローバル設定を無視して、トラップ定義ファイルのキーワードのみを使用するように指示します。次に例を示
します。
cpqDa5PhyDrvStatusChange TRAP-TYPE
ENTERPRISE compaq
VARIABLES { sysName, cpqHoTrapFlags, cpqDaPhyDrvStatus,
cpqDaPhyDrvCntlrIndex, cpqDaPhyDrvBusNumber,
cpqDaPhyDrvBay, cpqDaPhyDrvModel, cpqDaPhyDrvFWRev,
cpqDaPhyDrvSerialNum, cpqDaPhyDrvFailureCode }
DESCRIPTION "Physical Drive Status Change. This trap signifies
that the agent has detected a change in the status of an
HP Drive Array physical drive. The variable cpaDaPhyDrvStatus
indicates the current physical drive status. User Action: If the physical
drive status is failed(3) or predictiveFailure(4), replace the drive."
--#TYPE "Physical Drive Status Change"
--#SUMMARY "Physical Drive Status is now %d."
--#ARGUMENTS {2}
--#SEVERITY CRITICAL
--#TIMEINDEX 99
--#MSG_FORMATTER "$V1V#Computer: # $V3V#Drive Status: # $V9V#Serial Number: #"
::= 3029
メールまたはポケベルの出力は、次のとおりです。
Event Notice ID: 3029
Computer: CRONUS
Drive Status: FAILED
Serial Number: WS7000134715
Event Description: Physical Drive Status Change.
This trap signifies that the agent has detected a change in
the status of an HP Drive Array physical drive. The variable
cpaDaPhyDrvStatus indicates the current physical drive status.
User Action: If the physical drive status is failed(3) or
predictiveFailure(4), replace the drive.
Event Time: 01/09/2003 15:46: PM
なお、イベント通知 ID、イベント説明、およびイベント時間は、HPE SIM によってすべてのイベント通知に
挿入されます。コンピューター（V1、sysName）、ドライブステータス（V3、cpqDaPhyDrvStatus）、および
シリアル番号（V9、cpaDaPhySerialNum）は、この特定のトラップについてカスタマイズされています。
上記の例を使用して、$!を追加します。
--#MSG_FORMATTER "$! $V1V#System Name: # $V3V#Drive Status: # $V9V#SerialNumber:
#"
メールまたはポケベルの出力は、次のようになります。
System Name: CRONUS
Drive Status: FAILED
Serial Number: WS7000134715
$Hdr キーワードを$!とともに使用してディスプレイをさらにカスタマイズするには、次のように入力します。
--#MSG_FORMATTER "$! $Hdr#The # $V1V#system # $Hdr#had the following #
$V3V#Drive Status:# $Hdr#. The system Serial Number # $V9V#is # $Hdr#.#"
メールまたはポケベルの出力は、次のようになります。
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The system Cronus had the following Drive Status: failed. The system Serial
Number is WS7000134715
注記:
上記の TYPE、CATEGORY、および MSG_FORMATTER キーワードの場合、mxmib が当該の MIB を正
しく登録できるように、これらのキーワードの値（例：xxx）を引用符で囲む必要があります。
SEVERITY、ENABLE など他のキーワードの値を、引用符で囲む必要はありません。

SNMP トラップの設定ページ
SNMP トラップの設定ページでは、HPE SIM データベースに登録済みのトラップの属性を変更できます。変
更できる属性には、短い説明および長い説明、深刻度、カテゴリ、ならびにトラップ処理の有効/無効フラグ
があります。このページのインターフェイスを使用して、まず変更したいトラップを含む登録済み MIB を選
択し、次に、変更したい特定のトラップを選択します。
フィールドの変更方法は、次のとおりです。
•

•

•

•

•
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説明フィールドには、トラップの性質について述べる長い説明を記述します。説明フィールドの内容は、
イベント詳細ページで使用され、ポケベルおよびメール通知に含まれる場合があります。このフィールド
は、CFG ファイルの DESCRIPTION キーワードに対応します。
イベントタイプフィールドには、短い説明を記述します。この説明は、イベントのリストを表示する際の、
表示文字列として使用されます。イベントタイプフィールドの内容は、ポケベルまたはメール通知の一部
として使用される場合もあります。ProLiant ハードウェアイベントについては、イベントタイプフィール
ドの値は、すべてカスタマイズされていますが、他の多くの MIB については、カスタマイズされていませ
ん。このフィールドをカスタマイズして、分かりやすいメッセージを提供することは、HPE SIM で意味の
あるイベントデータを提供するために重要です。このフィールドは、CFG ファイルの#TYPE キーワード
に対応します。
深刻度フィールドは、クリティカル、メジャー、マイナー、または情報に設定できます。ベース MIB で他
の深刻度が設定されていない場合、デフォルトで情報が設定されています。多くのベンダーが MIB 内で設
定する深刻度は、正常、警告、性能低下、故障など、さまざまです。このため、ベース MIB または CFG
で、これらの深刻度を HPE SIM に合わせて変更する必要があります。たとえば、性能低下は、性能低下の
程度によりマイナーまたはメジャーにマッピングできます。MIB の性能を改善するには、MIB または CFG
を編集し、その深刻度に基づいて検索/交換を行うのが最も簡単です。このフィールドは、CFG ファイルの
#SEVERITY キーワードに対応します。
カテゴリフィールドは、HPE SIM での表示用に、よく似たイベントを論理的なグループにまとめるために
使用します。このグループは、イベントリストの作成時や、自動イベント処理の設定時に表示されます。
これは非常に役立つ機能で、この機能を使用すると、ネットワーキングトラップやストレージトラップな
どをグループにまとめることができるため、ユーザーインターフェイスでの検索が簡単になります。この
フィールドは、CFG ファイルの#CATEGORY キーワードに対応します。
トラップ処理有効フィールドの値を切り替えることにより、トラップ単位でイベントをサポートしたり、
無効にしたりすることができます。すべてのトラップを有効のままにし、十分に把握されシステムに影響
を及ぼすことなく無視できる場合にのみ無効にすることをおすすめします。特定のトラップを無効にする
ことは、HPE SIM にそのトラップを受信しても無視するよう指示することを意味します。トラップを無効
にすると、そのトラップは削除され、データベースに記録されません。このフィールドは、CFG ファイル
の#ENABLE キーワードに対応します。
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プロキシオーセンティケーター
HPE SIM は、基礎になるオペレーティングシステムならびに、Active Directory サーバーを含む LDAP（Light
Weight Directory Access Protocol）サーバーに対するユーザー認証をサポートします。ただし、HPE SIM は、
JOSSO（Java Open Single Sign On）、CAS（Central Authentication Service）、Shibboleth、SAML（Security
Assertion Markup Language）などの既存のエンタープライズ SSO ソリューションはサポートしません。エ
ンタープライズ SSO のニーズに対応するために、HPE SIM の特定のインターフェイス要件に準拠して、汎用
オーセンティケーターを作成できます。

要件
次の要件を満たすオーセンティケーターを提供するための OEM クライアント。
•
•
•

HTTP（S）インターフェイスの提供
GET/POST HTTP 操作を受け取り、XML メッセージで成功または失敗を応答
成功応答にユーザー名と役割（管理者、オペレーター、またはユーザー）を含める

プロキシオーセンティケーターの追加情報
•

•

HPE SIM は、さまざまなプロパティを用いてカスタマイズできる、プロキシオーセンティケーターセキュ
リティモジュールを提供します。一部のプロパティは、SIM_HOME/config フォルダーにある
SecuritySettings.props プロパティファイルでのみ設定できます。ここで SIM_HOME は、HPE SIM
のインストール先です。プロパティファイルに記述されるプロパティ値の一部は、実行時に上書きできま
す。プロパティファイルのプロパティの中で必須のものおよび URL パラメーターから上書きできるもの
について詳しくは、HPE SIM で行われる設定（184 ページ）の項を参照してください。
プロキシオーセンティケーターは、オーセンティケーターからの成功応答に基づいてユーザーを動的に作
成します。また、オーセンティケーターからのすべての成功応答で、それぞれ役割がチェックされ必要な
権限が動的に修正されます。
◦

•
•
•

ユーザーの権限は、前回のログイン（該当する場合）から後にユーザーの役割に変更がある場合にのみ
修正され、それ以外で修正されることはありません。
◦ ユーザー名がデフォルトの HPE SIM 管理者（Windows の Administrator および Linux と HP-UX の
root）と一致する場合、プロキシオーセンティケーターは機能しません。
プロキシオーセンティケーターは、HPE SIM への Web GUI サインインでのみ機能しますが、ユーザーが
ユーザー名とパスワードでログインできる、既存のフォームベースの認証メカニズムと共存できます。
SecuritySettings.props での変更は、Administrator 権限を持つユーザーが行ってください。また、こ
の変更では、HPE SIM サービスを再起動する必要があります。
インターフェイス要件が XML 応答を含む HTTP（S）でありシンプルなので、Administrator がネットワー
クセキュリティのさまざまな意味合いを検討することが想定されます。たとえば、HPE SIM はオーセンテ
ィケーターとの HTTP ならび HTTPS 接続を許可しますが、オーセンティケーターとの証明書ベースの認
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証を通じてのみサポートを提供し、証明書ベースの認証がない状態で発生する可能性があるセキュリティ
脆弱性を防止することを強くおすすめします。

HPE SIM で行われる設定
次の項では、プロキシオーセンティケーターと連携して機能するためにカスタマイズできる各種プロパティに
ついて説明します。これらのプロパティは、プロパティファイルで一度設定することも、HPE SIM の起動時
に URL パラメーターを使用して上書きすることもできます。
シリアル
プロパティ
番号（S/N）

SecuritySettings.
props で必須

URL パラメー
デフォルト値
ターを介して上
書き可能

1

はい

いいえ

isProxyAuth

0

コメント

プロキシオーセンテ
ィケーターを有効（1）
または無効（0）にし
ます。
値「1」は、プロキシ
オーセンティケータ
ーを有効にすること
を示しますが、適用は
意味しません。適用
は、URL パラメーター
の isProxyAuth も
「1」に設定することで
実施されます。

2

proxy.auth.ser はい
ver.trust.check

いいえ

1

信頼性チェックを有
効（1）または無効
（0）にします
このチェックは、HPE
SIM がプロキシオー
センティケーターを
信頼しているかどう
かをチェックし、信頼
している場合にのみ
接続します。この値
を「1」に設定して、
セキュリティの脆弱
性が発生しないよう
にすることを強くお
すすめします。

表は続く
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3

proxy.auth.key はい
store

いいえ

N/A

プロキシオーセンテ
ィケーターの信頼済
み証明書が保存され
ているキーストアの
フルパス。
セキュリティの問題
を避けるために、この
ディレクトリのセキ
ュリティを確保する
ことと、キーストアを
強力なパスワードで
保護することをおす
すめします。

4

proxy.auth.req はい
uest.url

はい

N/A

HPE SIM による要求
の送信先になるオー
センティケーターの
URL。
この URL の再利用を
避けることをおすす
めします。再利用す
ると、セキュリティ上
のリスクが発生する
可能性があります。
また、URL の中にラン
ダムトークンを挿入
することをおすすめ
します。それにより、
オーセンティケータ
ー側で、一意性が確保
されトークンが定期
的に期限切れになり
ます。

5

proxy.auth.req はい
uest.inputs

はい

N/A

URL 要求パラメータ
ーのカンマ区切りの
リスト。注記：HPE
SIM Web GUI はこれ
らの入力パラメータ
ーで呼び出されます。

6

proxy.auth.req いいえ
uest.method

はい

GET

HTTP の方式で、HPE
SIM はオーセンティ
ケーターにこの方式
で問い合わせます。
許可される値は、GET
と POST だけです。

7

proxy.auth.req はい
uest.headers

はい

N/A

コロンで分けられた
HTTP 要求ヘッダーと
値 たとえば、Useragent: HP_SIM

表は続く
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8

proxy.auth.res はい
ponse.succes
s.value

いいえ

SUCCESS

プロキシオーセンテ
ィケーターから受信
する、サインインの成
功を示す値。

9

proxy.auth.res はい
ponse.succes
s.value

いいえ

text/xml

応答 XML データの
Content-type。応答
は、XML でなければな
りません。text/xml は
デフォルト Contenttype ですが、値を入力
しなければ、Contenttype は有効とは認め
られません。

10

proxy.auth.req いいえ
uest.

いいえ

60000

認証のための、プロキ
シオーセンティケー
ター接続の接続タイ
ムアウト。これらの
値は数字でなければ
ならず、設定された値
の単位はミリ秒と判
断されます。

いいえ

60000

プロキシオーセンテ
ィケーターのソケッ
トタイムアウト。こ
れらの値は数字でな
ければならず、設定さ
れた値の単位はミリ
秒と判断されます。

いいえ

N/A

成功値の XPath

いいえ

N/A

ユーザー名値の
XPath

いいえ

N/A

役割値の XPath

いいえ

N/A

ドメイン値の XPath

connection.tim
eout

11

proxy.auth.req いいえ
uest.
socket.timeout

12

proxy.auth.res はい
ponse.
success.prope
rty

13

pproxy.auth.re はい
sponse.
user.property

14

proxy.auth.res はい
ponse.
role.property

15

proxy.auth.res いいえ
ponse.
domain.proper
ty

表は続く
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16

proxy.auth.res いいえ
ponse.

いいえ

N/A

ユーザー値の名前の
XPath

いいえ

N/A

Email 値の XPath

いいえ

N/A

セキュリティ変更権
限値の XPath。
「1」に
設定すると「はい」、
「0」に設定するかまた
は指定しないと「いい
え」。

いいえ

N/A

ユーザー IP ログイン
包括範囲値の XPath。

いいえ

N/A

ユーザー IP ログイン
除外範囲値の XPath。

いいえ

N/A

プロキシオーセンテ
ィケーターには、この
IP 範囲からのみアク
セスできます。

いいえ

N/A

プロキシオーセンテ
ィケーターには、この
IP 範囲からはアクセ
スできません。

name.property
17

proxy.auth.res いいえ
ponse.
email.property

18

proxy.auth.res いいえ
ponse.
privilege.prop
erty

19

proxy.auth.res いいえ
ponse.
inclusion.rang
e.property

20

proxy.auth.res いいえ
ponse.
exclusion.rang
e.property

21

proxy.auth.clie いいえ
nt.ipv4.
inclusion.rang
e

22

proxy.auth.clie いいえ
nt.ipv4.
exclusion.rang
e

プロキシオーセンティケーターサーバーに対する HPE SIM での
信頼チェック設定
信頼チェックと、プロキシオーセンティケーターサーバーとの相互認証を有効にするために、以下を実行しま
す。
プロキシオーセンティケーターサーバーに対する信頼チェックの設定
手順
1. 安全なフォルダーに公開/秘密鍵のペアでのキーストアを作成します。
2. 証明書を信頼された証明書としてキーストアにインポートします。

プロキシオーセンティケーターサーバーに対する HPE SIM での信頼チェック設定
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a. オーセンティケーターの証明書が自己署名されている場合は、その証明書をキーストアにインポートし
ます。
b. オーセンティケーターの証明書を CA が署名している場合は、CA 証明書だけをインポートします。
c. オーセンティケーターの証明書を中間 CA が署名している場合は、ルート CA から証明書に署名した
CA までのすべての証明書をインポートします。
3. SecuritySettings.props ファイルを次のように設定して、キーストア固有のプロパティを更新しま
す。
a. proxy.auth.server.trust.check=1
b. proxy.auth.keystore=<キーストアのフルパス>
4. HPE SIM にキーストアのパスワードを追加します。
5. CLI コマンドの mxpassword を使用してキーストアのパスワードを設定します。
注記:
ProxyAuthKeyStorePassword は、キーとして使用する必要があります。たとえば、mxpassword
–a –x ProxyAuthKeyStorePassword=<password>のように使用します。
6. 相互認証の構成：
a. HPE SIM で相互認証を有効にするには、SecuritySettings.props ファイル内の
proxy.auth.server.trust.check プロパティを 1 に設定する必要があります。
b. キーストアには手順 2 に記載されている認証証明書を含める必要があります。
c. 相互認証を無効にするには、SecuritySettings.props ファイルの proxy.auth.server.trust.check プ
ロパティを 0 に設定する必要があります。
7. HPE SIM を再起動します。
注記:
証明書/キーストアに関するすべてのタスクは、HPE SIM の JRE キーツールを使用して行います。詳
しくは、http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/keytool.html を参照して
ください。

プロキシオーセンティケーターの使用法
必要な設定変更が完了し HPE SIM を再起動した後で HPE SIM を起動すると、プロキシオーセンティケータ
ーが自動的に有効になります。この状態では、isProxyAuth パラメーターが「1」に設定され、必要なすべ
ての入力パラメーターがプロパティファイルでの設定どおりに渡されます。
たとえば、SecuritySettings.props ファイルで次の各プロパティが設定されているとします。
proxy.auth.request.url = https://10.1.2.3/token/@token@
proxy.auth.request.inputs = token
HPE SIM は、次の URL を使用して起動されます。
https://10.1.1.1:50000/?
isProxyAuth=&token=12398738273127317178127912739731273739127937123719371371893718937197
319173
HPE SIM は、次の URL を使用してプロキシオーセンティケーターに要求を行います。
https://10.1.2.3/token/
12398738273127317178127912739731273739127937123719371371893718937197319173
注記:
実行時の URL のカスタマイズは、パターン「@tag@」を使用して行われます。ここで、特殊文字「@」
は接頭辞と接尾辞を形成し、「tag」は HPE SIM への受信 URL 要求変数を意味します。
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上の例では、10.1.1.1 が HPE SIM を実行するホストで、10.1.2.3 がオーセンティケーターを実行するホスト
です。
「proxy.auth.request.url」パラメーターの値を URL パラメーターで上書きする必要がある場合は、HPE SIM を
完全な URL で起動してください。
https://10.1.1.1:50000/?isProxyAuth=1&proxy.auth.request.url=https://10.1.2.3/token/
12398738273127317178127912739731273739127937123719371371893718937197319173

プロキシオーセンティケーター
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重要な注意
このセクションでは、HPE SIM に関連する重要な注意事項について説明します。
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システム名およびオブジェクト名は一意でなければならない
HPE SIM では、システム名およびオブジェクト名は一意である必要があります。
たとえば、Virtual Connect ドメインの名前は Virtual Connect スイッチの名前と異なっている必要があり、異
なっていない場合は HPE SIM で混同される可能性があります。Virtual Connect ドメインは、物理ネットワー
クアドレスを持たない仮想システムです。Virtual Connect スイッチは、ネットワークアドレスを割り当てるこ
とができる物理システムです。

CMS に対するプライマリ DNS サフィックスの設定
重要:
HPE SIM をインストールする先の Windows サーバーが複数ドメインにまたがる複数の IP アドレスを
供給するマルチホームシステムである場合は、サーバーがシステムに対するプライマリ DNS サフィッ
クスを定義しておくことが重要です。プライマリ DNS サフィックスは、サーバーに対するフルコンピ
ューター名の一部として、システムプロパティに表示される必要があります。
Windows の場合
インストール前の CMS に対するプライマリ DNS サフィックスの設定
手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Windows のコントロールパネルから、システム、セキュリティの順にクリックします。
設定の変更をクリックします。システムのプロパティウィンドウが表示されます。
コンピューター名タブで、変更をクリックします。
コンピューター名/ドメイン名の変更ウィンドウが表示されます。
詳細をクリックします。DNS サフィックスと NetBIOS コンピューター名ウィンドウが表示されます。
このコンピューターのプライマリ DNS サフィックスの下にプライマリ DNS サフィックスを入力して、
OK をクリックします。
HPE SIM のインストール後に問題を修正するには、以下の手順に従ってください。
インストール後の重複 CMS の削除
a.
b.
c.
d.
e.

コマンドラインから、ipconfig/flushdns を実行します。
HPE SIM の UI で、システムビューページから、削除する重複した CMS システムを選択します。
削除をクリックします。システムを削除できない場合は、別の CMS システムを選択し、削除します。
残りの CMS システムを選択し、オプション > システムの識別を選択します。
ターゲットシステムを選択し、すぐに実行をクリックします。

Distributed Systems Administration Utilities メニューオプシ
ョンがない
Distributed Systems Administration Utilities（DSAU）メニュー項目は、HPE SIM 6.0 HP-UX CMS では、動作
しません。新バージョンの DSAU は、将来、Web に公開されます。

仮想マシンゲストメモリ予約サイズ
HPE SIM が仮想マシンゲストの上にインストールされていても起動しない場合で、空の mxdomainmgr.
0.log ファイルが installation/logs ディレクトリに存在する場合は、仮想マシン設定ツールを使用し
て、ゲストのメモリ予約サイズを 4 GB 以上に設定します。
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Insight Remote Support の互換性
HPE SIM での Insight Remote Support の利用方法、システム要件、および製品サポートについて詳しくは、
Insight Remote Support のドキュメント（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）を参照し
てください。

データベースファイアウォール設定
リモートの Windows XP SP2 サーバー上のデータベースサーバーで MSDE（または Microsoft SQL Server
2005 Express Edition）、Microsoft SQL、または Oracle を使用する場合、リモートサーバーのファイアウォー
ル設定をオフにする必要があります。これを行うには、以下の手順を実行します。
手順
1. スタート > コントロールパネル > Windows ファイアウォールの順に選択します。
2. Windows ファイアウォールの有効化または無効化をクリックします。

ポータル UI の注釈
注釈とは、中央管理サーバー（CMS）をブラウザーで閲覧するときに製品名の近くに若干のテキスト情報
（CMS の名前など）を追加することです。注釈をつけられる領域は、ブラウザーのタイトルバー、サインイン
ページ、およびバナーです。注釈は、以下の名前の globalsettings.props エントリーに値を追加するこ
とによってサポートされます。
ANNOTATION_SIGN_IN_PAGE_HTML
ANNOTATION_BANNER_HTML
ANNOTATION_BROWSER_TITLE_TEXT
これら名前は、すべて ANNOTATION_から始まっています。それによって、同じ場所に並び、見つけるのが簡
単になっています。最後は_HTML または_TEXT で終わり、値が HTML またはテキストとして扱われる方法を
示します。単純なテキストは有効な HTML である点に注意してください。
ブラウザータイトルの注釈は、ANNOTATION_BROWSER_TITLE_TEXT を使用します。
•
•
•

注釈は、ブラウザータイトルの製品名に追加されます。
注釈は、テキストとみなされます。
注釈は、スペースとともに先頭に付加されます。

サインインページの注釈は、ANNOTATION_SIGN_IN_PAGE_HTML を使用します。
•
•
•

注釈は、製品名の下に置かれます。
注釈は、HTML とみなされます。
注釈は、製品名と同じスタイル（フォント、フォントサイズなど）を使用しますが、注釈内で HTML を使
用することにより変更することができます。

バナーの注釈は、ANNOTATION_BANNER_HTML を使用します。
•
•
•

注釈は、ポータルのバナーの製品名に追加されます。
ポータルの最大化の状態または通常の状態の両方に対して、注釈がスペースとともに先頭に付加されます。
注釈は、製品名と同じスタイル（フォント、フォントサイズなど）を使用しますが、注釈内で HTML を使
用することにより変更することができます。

globalsettings.props ファイルは、手動で編集可能なテキストファイルです。以下の場所に存在します。
•
•
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Windows の場合：通常、C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config
\globalsettings.props にあります。
HP-UX および Linux の場合：/etc/opt/mx/config/globalsettings.props にあります。

Insight Remote Support の互換性

または、単純な値を設定する場合は、mxglobalsettings コマンドラインユーティリティを使用することが
できます。以下は、コマンドラインから単純な値を設定する例です。
mxglobalsettings -s ANNOTATION_SIGN_IN_PAGE_HTML=alwayson.company.com
mxglobalsettings -s "ANNOTATION_BANNER_HTML=- alwayson.company.com"
mxglobalsettings -s "ANNOTATION_BROWSER_TITLE_TEXT=- alwayson.company.com"

セキュリティ報告
Hewlett Packard Enterprise ソフトウェア製品には、複数の他社製コンポーネント（OpenSSL など）が含まれ
ます。Hewlett Packard Enterprise では、HPE Systems Insight Manager のエンドユーザー使用許諾契約書
（EULA）にリストされている Hewlett Packard Enterprise が所有していないソフトウェアコンポーネントが
HPE Insight Manager とともに収録されていることを明らかにしています。
EULA を見るには、テキストエディターを使用して eula_license.xml ファイルを開き、他社製ソフトウェ
アを検索してください。
Hewlett Packard Enterprise では、EULA でリストされているソフトウェアコンポーネントのセキュリティ報
告について、Hewlett Packard Enterprise 製品に対するサポートと同レベルのサポートで対応しています。ま
た、セキュリティ上の問題の削減に取り組み、そのような問題が発生してもユーザーがそのリスクを軽減でき
るよう支援しています。
Hewlett Packard Enterprise は、セキュリティ上の問題が発見された場合に備え十分定義されたプロセスを用
意しており、その成果がセキュリティ報告の公開です。セキュリティ報告には、問題に関する高レベルでの説
明とセキュリティ上の問題を軽減するための方法の解説が掲載されています。
セキュリティ報告の購読
手順
1. メールニュース配信登録ページにアクセスします。
2. 次のいずれかを実行します。
a. 登録済みのお客様は、サインインしてください。
b. 詳細を入力して、ここで登録します。

RPM 署名の確認
HPE SIM for Linux の RPM は、Hewlett Packard Enterprise 公認のプライベートキーでデジタル署名されてい
ます。HPE SIM の Linux ディストリビューションに付属の rpm-hpPublicKey.pub を使用するか、Hewlett
Packard Enterprise の正式な Web サイトにアクセスして Hewlett Packard Enterprise のパブリックコード署
名キーをダウンロードすることができます。

インストールされているパブリックキーの確認
以下のコマンドで、システム上にインストールされているパブリックキーを確認します。
# rpm -q grep-pubkey
ここで、grep-pubkey は、システム上にインストールされているすべてのパブリックキーを検索します。
または、rpm -qi コマンドを使用して、証明書についての詳細を表示することができます。
以下の手順は、Hewlett Packard Enterprise のコード署名パブリックキーをインストールします。
# rpm --import rpm-hpPublicKey.pub

RPM 上の署名の確認
rpm-checksig"コマンドを使用して、RPM のデジタル署名を確認します。以下の例にあるように、コマン
ドからの出力によって、RPM が正しく署名されているかどうかが示されます。

セキュリティ報告
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# rpm - -checksig <hpsimrpm>

sysmgmt.bin 内の RPM 署名の確認方法
HPE SIM のインストール前に sysmgmt.bin 内の RPM 署名を確認するには、以下の手順に従ってください。

chmod u+x sysmgmt.bin
./sysmgmt.bin --keep --confirm
(and type yn
これで、一時ディレクトリが作成されます。たとえば、makeself-32350-20091024210345 は、HPE SIM
RPM が置かれる場所です。rpm --checksig コマンドを使用して、RPM の Hewlett Packard Enterprise 署
名を確認することができます。RPM の確認が終わったら、./sysmgmt.bin を入力して HPE SIM をインス
トールします。
Hewlett Packard Enterprise のパブリックキーをインストールせずに HPE SIM sysmgmt.bin をインストー
ルすると、以下の警告が表示されます。

Installing hpsim* ...
warning: hpsim-C.06.00.00.00.%20091027-1.i386.rpm: V3 DSA
signature: NOKEY, key ID 2689b887

中央管理サーバー（CMS）
Insight Control Performance Management などのリソースを多用するアプリケーションでは、多数のシステム
での動作で問題が発生することがあります。CMS の安定性を向上させるために、HPE SIM では、このような
アプリケーションに提供される情報に関して、システム数を 2000 台までに制限しています。この制限は、必
要に応じて、MaxNodesViaSOAP という名前の新しいプロパティを globalsettings.props に追加して、
このプロパティを希望するシステムの台数に設定することで変更できます。MaxNodesViaSOAP を負数に設
定すると、制限チェックは無効になります。場合によって、この制限を 2,000 を超える数字に設定したり制限
を無効にしたりすることで、HPE SIM のハングやクラッシュを含むエラーが生じる可能性があります。
------------------------------------------------------------Windows 上に CMS をインストールする場合、CMS のロケールはユーザーのデスクトップロケールを使用し
て決定されます。たとえば、ドイツ語版の Windows システムに CMS をインストールする場合、ユーザーの
デスクトップロケールが英語だと、インストールされる CMS も英語版の CMS になってしまいます。
mxlog.txt（ログファイル）の言語は、現時点では、CMS のロケールによって決まります。インストーラー
のユーザーデスクトップロケールがドイツ語であれば、mxlog.txt はドイツ語で記録されます（CMS が英
語版の Windows システムにインストールされブラウザーのロケールも英語の場合でも）。
これは、HPE SIM サービスの別名でログオンプロパティが、Local System ではなく、システム環境を指定す
るインストールユーザー名に設定されるため発生します。サービスがデータベースアクセスやその他の CMS
設定に必要な証明書を保有するには、アプリケーションをインストールしたユーザーの証明書を使用してサー
ビスを実行する必要があります。
別の言語（ドイツ語または英語）でログを記録したい場合は、以下の 3 つの方法を使用できます。
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•

•

•

HPE SIM サービスを停止します。HPE SIM サービスの別名でログオンプロパティで指定されているユー
ザーアカウント（インストールを実行したユーザー）のデフォルトロケールを、希望の言語に変更し、サ
ービスを再起動します。
HPE SIM サービスを停止します。HPE SIM サービスの別名でログオンユーザーを、ローカル管理者のア
カウントに変更し、そのロケールが希望の言語に設定されていることを確認します。サービスを再起動し
ます。
上記のどちらのアカウントのデフォルトロケールも変更したくない場合は、目的のデフォルトロケールを
設定した管理者レベルアカウントを新しく作成します。その後、作成した新規の管理者レベルアカウント
を指定して、HPE SIM をアンインストールし、再インストールします。

コンプレックス内の nPar 数の表示に不一致があるコンプレック
スシステム
nPar のシステムページまたはレポートを通してコンプレックスを参照すると、個々の nPar の状態にかかわら
ず、nPar の数の代わりにコンプレックス中に潜在的にある nPar の合計が表示されます。その代わり、システ
ム収集でコンプレックスの nPar を参照すると、コンプレックスに関連する nPar の数は、HPE SIM が WBEM
プロバイダーから確認した数と等しくなります。そのため、システム収集の nPar の数は、システムページま
たはレポートで表示される数と同じか少なくなります。

エージェントの設定および修復
コマンドを管理対象システムに対して実行できるようにするには、管理対象システムが HPE Systems Insight
Manager CMS にステータスを通知できなければなりません。CMS と通信できるように管理対象システムを
設定するには、一般的な設定と信頼関係の設定を行う必要があります。エージェントの設定および修復機能に
より、Windows、Linux、および HP-UX のエージェントを設定または修復できます。
バージョン 7.2 以降のエージェントがインストールされている場合、エージェントの設定および修復ツールを
使用すると、Simple Network Management Protocol 設定および HPE Systems Insight Manager とターゲット
システム間に存在する信頼関係を修復できます。7.1 以前のエージェントがインストールされている場合、タ
ーゲットシステム上の Web エージェントパスワードを更新することができます。
このツールは、ターゲットシステムにセキュリティとトラップコミュニティ名および信頼設定を追加します
が、既存の設定を上書きすることはありません。ターゲットシステム上の既存の設定を上書きするには、HPE
SIM のエージェント設定のレプリケート機能を使用してください。
エージェントの設定および修復ツールを使用して、Insight Management Advisor がインストールされた
Windows システムからテスト SNMP トラップを送信し、HPE WBEM プロバイダーがインストールされてい
る Windows および HP-UX システムから、テスト Web-Based Enterprise Management インディケーション
を送信できます。
HPE Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003、Windows Server 2008、または
Windows Server 2012 がインストールされた Windows システムの場合、HP-UX システムおよび WBEM/WMI
ユーザーの WBEM 証明書を構成することもできます。
Windows CMS のエージェントの設定および修復機能により、Windows オペレーティングシステムがインス
トールされた ProLiant または Itanium ベースシステムに各種エージェントおよびプロバイダーをインストー
ルすることもできます。ここでは、インストールできるいくつかの機能を示します。
•
•
•
•
•

AMS（Agentless Management Service）
HPE Insight Management WBEM Providers for Windows
OpenSSH
Windows 用 HPE Insight マネジメントエージェント
HPE System Management Homepage

エージェントの設定および修復の実行について詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。

コンプレックス内の nPar 数の表示に不一致があるコンプレックスシステム
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データ収集レポート
データ収集レポートでは、誤って HP-UX システムのネットワークインターフェイスが報告される可能性があ
ります。これは、HP-UX 上の SNMP エージェントの問題が原因です。将来、HP-UX WBEM プロバイダーに
HP-UX システム上でネットワークインターフェイスを報告するリンク集約プロバイダーが含まれるようにな
り、HPE SIM が WBEM プロバイダーから正しいデータを提供できる予定です。

HPE SIM のバージョン情報ページ
Windows Small Business Server 2011 Standard のシステムに HPE SIM7.3 以降のバージョンがインスト
ールされると、HPE SIM のバージョン情報ページに間違ったオペレーティングシステムのバージョン
（Windows Server 2008 R2 SP1）が表示されます。これは、HPE SIM と現在統合されている JRE の問題で
す。このバージョンの JRE では、Java がオペレーティングシステムの正しいバージョンを取得できません。
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Adobe
Adobe 18 の使用をおすすめします。

Agentless Management Service
ProLiant Gen8 サーバーに最新の iLO Channel Interface ドライバーがインストールされていない場合、SLES
10 上で HPE Agentless Management Service のパフォーマンスが低下することがあります。SLES10 の HPE
iLO Channel Interface ドライバーを V1.2 以降にアップグレードすることをおすすめします。
------------------------------------------------------------RHEL 6.2 ターゲット上でエージェントの設定および修復を介した AMS の再インストールは、強制インスト
ールオプションを選択しても、失敗する可能性があります。ターゲットから AMS をアンインストールしてか
らエージェントの設定および修復を介してインストールしてください。正常にインストールされます。

認証
SSH キー認証は、システムが最初に検出された時点では設定されていません。
Linux および HP-UX システムでの SSH の設定：
手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

管理対象の HP-UX システムで、次のファイルを編集します。
/opt/ssh/etc/sshd_config
管理対象の Linux システムで、次のファイルを編集します。
/etc/ssh/sshd_config
次の行を探します。
KerberosAuthentication yes
この行を次のように編集します。
KerberosAuthentication no
sshd プロセスを再起動します。

------------------------------------------------------------Linux または ESX システムでは、mxagentconfig コマンドの実行時またはエージェントの設定および修復
の使用時に次のエラーが発生することがあります。
Configuration failed to complete due to the following exception: Could not
access the file or directory sshd_config.orig on the target system esxhost1.
Remote system reported following error message: Permission denied. Check whether
the directory or file exists or whether the user has the operating system
permission to access it.
解決策：ファイル上のパーミッションを 644 に手動で変更する必要があります。

ブレードの挿入
エンクロージャーにブレードを挿入すると、このイベントについて ProLiant Onboard Administrator がブレー
ド挿入トラップを使用して HPE SIM に報告します。HPE SIM は、ブレード挿入トラップを受け取ると HPE
SIM 内部のエンクロージャートポロジの同期を取るために ProLiant Onboard Administrator に対して再識別を
トリガーします。この操作はトラップ受信後すぐにトリガーされるため、ProLiant Onboard Administrator 側
で更新済みの最新情報に基づく準備ができていないことが時々ありました。これにより、HPE SIM で
ProLiant Onboard Administrator XML に互換性がないというエラーメッセージが発生します。このメッセー
ジはイベントとして生成され、HPE SIM のすべてのイベントで確認できます。
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この問題を解決するには、ProLiant Onboard Administrator に対する再識別をしばらく待った後で開始します。
ラボでのライブテストの結果、60 秒（1 分）待つと ProLiant Onboard Administrator の情報が更新されること
がわかっています。経過時間はこれより短くなることもありましたが、慎重に見て 60 秒という時間が信頼で
きる間隔です。
HPE SIM 7.3 以降では、HPE SIM は、ProLiant Onboard Administrator からブレード挿入トラップを受信した
後すぐに再識別を開始するのではなく、一定時間（この時間は設定可能）待ってから再識別を開始します。設
定可能なパラメーターは bladeInsertDiscoveryWaitTime です。このパラメーターはグローバル設定で、現在
は、60 秒に設定されています。実際にはその目的が何であれこの間隔で十分ですが、システムの応答が遅い
ために問題が発生しこの間隔では不十分なことがわかれば、コマンドラインインターフェイスからデフォルト
値を変更できます。ただし、応答の速度が低下したことが原因の場合、この間隔が十分ではないことが判明し
た場合は、コマンドラインインターフェイスからデフォルト値を変更できます。その場合<sim_install_dir>に
移動し、コマンド mxglobalsettings -s bladeInsertDiscoveryWaitTime=120 を実行します。ここ
で、120 は、新しい値（秒単位）を表します。

ブラウザー
Firefox ブラウザーを使用している場合は、タスク結果ページが長時間表示されたままになることを防止する
必要があります。ブラウザーがタスク結果ページを表示しているときに反応速度が低下する場合は、ブラウザ
ーがメモリを解放できるように、HPE SIM からサインアウトしてください。その後、再びサインインするこ
とができます。
------------------------------------------------------------ブラウザーが次のようなエラーメッセージを表示しています。Communication with the HPE SIM
server has been lost（HPE SIM サーバーとの通信が切断されました）
解決策：HPE SIM のポータルは、CMS に依存して、すべての要求に迅速に応答します。
手順
1. 1 つの要求に対する CMS の応答が遅くなると、その間、ブラウザーのパフォーマンスが大幅に低下するこ
とがあります。
2. 2 つの要求に対する CMS の応答が遅くなると、以降のブラウザー操作ではブラウザーが完全にロックした
ような状態になります。ブラウザーは未処理の要求が 2 つ未満になるまで次の要求を送信しません。
3. ping のような要求を連続して 4 つ送信するケースを考えてみましょう。たとえば、要求がキューに入れら
れるか CMS の応答が遅いため、各要求の完了までに 30 秒以上かかるとします。このケースでは、CMS が
他のブラウザーセッションに応答できる場合でも、ブラウザーは Communication with the HPE SIM
server has been lost（HPE SIM サーバーとの通信が切断されました）メッセージを表示します。
デフォルトでは、Web ブラウザーが 1 台の Web サーバーに同時に行える接続の数は 2 つまでに制限され
ています。2 つの要求が未完了の場合、3 つ目以降の要求は、現在の接続のうち 1 つが終了するまで待たさ
れます。これは設計に基づくもので、HTTP 1.1 仕様に従うものです。HPE SIM UI は数多くの要求を生成
し、そのうちの多くが同時に生成されます。HPE SIM のポータルは、CMS に依存して、すべての要求に
迅速に応答します。LAN 上では、ブラウザーはほとんどの要求で CMS の応答を 10～100 ミリ秒以内に受
け取ります。これは、ほぼ瞬間的な速度です。データベースクエリや 2 次的なネットワーク通信を含む要
求への応答には数秒かかることがあります。次の状況が発生すると、応答がきわめて遅くなることがあり
ます。
•
•
•
•

システムやイベントの巨大なコレクションを表示する。
特別なデータベースクエリまたはカスタムデータベースクエリ（予想できないほど長い時間がかかりま
す）。
データベースなどの共有リソースに数多くのユーザーが同時にアクセスしている。
WBEM または SNMP を使用してデータを取得しその結果を表示するページ（システムプロパティペー
ジなど）。とくに、要求が最終的にタイムアウトする場合。

ブラウザー
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解決策：サーバー接続の最大数は、Internet Explorer でも FireFox でも増やすことできます。この接続のデ
フォルト数は、2 です。この数は、数百に増やすことができますが、10 までの値を指定することをおすす
めします。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
•
•

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/282402/
Firefox：http://kb.mozillazine.org/Network.http.max-persistent-connections-per-server

------------------------------------------------------------HPE SIM から Insight Control Performance Management ツールを起動する際に、ページが見つかりません
ブラウザーエラーが表示される場合は、ネットワーク上で CMS 名のリンクが正しく解決されていない可
能性があります。
解決策：ブラウザーウィンドウで使用されている名前をメモして、ネットワーク上でその名前が解決され
ることと、ブラウザーのプロキシ設定がエラーの原因になっていないことを確認してください。
------------------------------------------------------------HPE SIM がインストールされている同じ Linux システム上の SMH にアクセスする場合、ブラウザーの警
告メッセージが複数表示されることがあります。
解決策：以下の操作を実行します。
•
•
•
•
•

ターミナルウィンドウを開きます。
コマンドプロンプトから次のコマンドを入力します。/etc/opt/hp/hpsmh/certs /opt/hp/
hpsmh/certs
Enter キーを押します。
コマンドプロンプトから次のコマンドを入力します。service hashed restart
Enter キーを押します。

------------------------------------------------------------Firefox ブラウザーで、連携検索ページの連携 CMS 構成へリンクをクリックしても、ブラウザーは連携
CMS 構成ページにウィンドウのフォーカスを移動しません。これは、セキュリティオプションが設定さ
れ、そのオプションがデフォルトで設定されていない場合、Firefox はウィンドウを生成する要求のみを処
理するためです。
解決策：
Firefox でのセキュリティオプションを設定するには、以下の回避策をおすすめします。
a.
b.
c.
d.

Firefox ブラウザーで、ツール→ オプションを選択します。オプションウィンドウが表示されます。
コンテンツを選択します。
Javascript を有効にするチェックボックスの横の詳細設定をクリックします。
Raise or lower windows を選択して、ページコードでのウィンドウの拡張を許可します。

------------------------------------------------------------完全な DNS ホスト名を使用して Windows システム上の HPE SIM にアクセスできない場合は、Windows
の DNS 設定が正しく設定されていません。
解決策：これには、以下のような原因と解決策が考えられます。
•

ネットワーク接続の TCP/IP 設定が正しくない。
以下の対応をおすすめします。
a. CMS 上でコントロールパネルを開き、ネットワーク接続 > ローカルエリア接続 > インターネットプ
ロトコル（TCP/IP） > プロパティ > 詳細設定の順に選択します。
b. DNS タブを選択します。
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•

c. この接続の DNS サフィックスにシステムの完全な DNS 名が表示されていることを確認します。
d. この接続のアドレスを DNS に登録するチェックボックスとこの接続の DNS サフィックスを DNS
登録に使うチェックボックスがチェックされていることを確認します。
CMS のシステム名が正しく設定されていない。
以下の対応をおすすめします。
a.
b.
c.
d.
e.

•

CMS で、コントロールパネルを開き、システムを選択します。
コンピューター名をクリックします。
変更をクリックします。
ダイアログボックスで、詳細をクリックします。
プライマリ DNS サフィックスが正しく設定されていることを確認します。正しくなければ正しく
設定して、すべてのダイアログが閉じるまで OK をクリックします。
クライアントのブラウザーのプロキシの設定が、プロキシローカルシステムに設定されている。
以下の対応をおすすめします。

•

a. Internet Explorer で、ツール > インターネットオプション > 接続 > LAN の設定の順に選択し、LAN
にプロキシサーバーを使用するを選択します。
b. 詳細をクリックします。
c. CMS の DNS サフィックスを例外リストに追加します。
d. すべてのダイアログボックスが閉じるまで、OK をクリックします。
ご使用の DNS サーバーで問題が発生している可能性もあります。
社内のネットワークサポートグループにお尋ねください。

クラスター検出
Gen8 システム（MSCS クラスターがホストされエージェントレスモードが有効）で iLO を検出すると、HPE
SIM で検出の問題が発生します。 この検出の問題は、クラスターメンバーの IP アドレスとクラスターリソー
スの IP アドレスが同じノード上に設定されているため発生します。
解決策：クラスターメンバーノードとクラスターリソースノード（HPE SIM 内ですでにリソースノードを検
出していた場合）のシステムページから、検出の問題を確認できます。この問題を解決するには、以下の手順
を実行してください。
手順
1. iLO でエージェントレスモードを無効にします。
2. HPE SIM ですでに検出されている場合は、iLO を削除します。
3. すでに HPE SIM で検出され、クラスターメンバーの IP アドレスとリソースの IP アドレスが同じノードに
設定されている場合、クラスターメンバーとリソースノードを削除します。
4. iLO を再検出します。
5. クラスターメンバーを再検出します。
6. クラスターリソースを再検出します。

コンプレックス
システムまたはコンプレックスのどちらかを単独で選択して削除しようとしても、コンプレックスおよびすべ
ての関連するシステムを削除することはできません。
解決策：正常に削除を行うには、関連するすべてのシステムを選択する必要があります。

エージェントの設定および修復
-------------------------------------------------------------

クラスター検出

201

Windows オペレーティングシステムおよび OpenSSH 5.4 p1-1 以降を搭載する管理対象システムで、エージ
ェントの設定および修復が失敗します。
HPE SIM 7.6 では、OpenSSH の最新バージョンが配布されます。OpenSSH のこのバージョンが認証情報で
大文字と小文字が区別されると判断するため、認証情報の大文字/小文字が正しく区別されていないと、認証
は失敗します。このため、検出やエージェントの設定および修復タスクの実行時には、大文字と小文字の区別
を意識してサインイン認証情報を入力する必要があります。
例：一部の Windows 管理対象システムは、ユーザー名「Administrator」が準備されています。検出時に、サ
インイン認証情報のユーザー名を「administrator」と入力しても、検出および他のいくつかのタスクは完全に
機能します。これは、Windows が認証情報について大文字と小文字の区別があるとは判断しないからです。
ただし、OpenSSH が「Administrator」と「administrator」を別のユーザーと判断するため、エージェントの
設定および修復タスクは失敗します。
この問題を解決するために、次のいずれかの対応策を実行できます。
手順
1. サインイン認証情報を大文字と小文字を正しく区別して更新する。（推奨）
または
2. サインイン認証情報を使わず、エージェントの設定および修復タスクの実行前に、認証情報を大文字と小
文字の区別を意識して手動で入力する。
------------------------------------------------------------Windows システムに対して Linux または HP-UX CMS からエージェントを設定するとき、STDERR を受け
取ることがあります。HPE SIM の STDERR コンソールに表示される内容は、ターゲットシステムの設定
時に作成されたプロセスのエラーストリームから取得されます。標準エラーストリームの内容は、CMS お
よびターゲットシステムのオペレーティングシステムによって異なります。ターゲットシステムに対して
CMS 上でコマンドを手動で実行するときも、同じ内容が表示される可能性があります。
HPE SIM の STDERR コンソールにエラーが表示される場合、バックグラウンドでの問題は存在しません。
HPE SIM には、出力およびエラーストリームの両方の内容が表示されます。
------------------------------------------------------------Linux CMS から Windows 2012 サーバーに対して設定を試みる場合は、CMS に組み込みの SMB サーバー
3.0 が搭載されていることを確認してください。CMS に SMB サーバーの以前のバージョンがインストー
ルされている場合は、put etc などの内部コマンドが機能しません。そのため、CMS は Windows 2012
サーバーノードに構成ファイルをコピーできません。その結果、エージェントの設定および修復タスクは
失敗します。
注記:
Windows Server 2012 は、ファイルサーバーで SMB 3.0（または SMB3）を使用します。Windows
Server 2012 Hyper-V は、リモートファイルストレージで SMB 3.0 のみをサポートします。
------------------------------------------------------------デフォルトでは、Windows 7、Windows Vista などのワークステーションでは、リモートレジストリサービ
スは開始されません。このサービスが開始されていない場合、これらのターゲットシステムのエージェン
トの設定および修復は失敗します。
サービスを開始するには、以下の手順に従ってください。
リモートレジストリサービスの開始
•
•

ファイル名を指定して実行の名前:に services.msc と入力します。これにより、サービスのリストが
表示されます。
リモートレジストリサービスを選択して開始し、スタートアップの種類を「自動」に切り替えます。

-------------------------------------------------------------
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エージェントの設定および修復は、Integrity Windows システムに WBEM プロバイダーをインストールす
るために使用することはできません。
WBEM プロバイダーを手動でインストールする必要があります。
------------------------------------------------------------HP-UX 11.31 は、OS インストールメディア中に smbclient を持っていません。このため、HP-UX 11.31
CMS から Windows ターゲットへのエージェントの設定および修復タスクは、smbclient が CMS にイン
ストールされるまで失敗します。
解決策：バックアップした smbclient は、/opt/mx/bin/smbclient の下にあります。これを opt/
samba/bin/smbclient フォルダーにコピーして、エージェントの設定および修復タスクを実行します。
------------------------------------------------------------mxagentconfig を使用して、Windows Vista で動作するターゲットシステムに SSH キーを送信する方法
を教えてください。
解決策：Windows Vista のユーザーアカウント制御機能を無効にすることをおすすめします。
エージェントの設定および修復を使用して、Windows 2008 システムに SSH キーを送信する方法を教えて
ください。
解決策：Windows 2008 システムのユーザーアカウント制御機能を無効にすることをおすすめします。
注記:
エージェントの設定および修復は、Windows Vista ではサポートされていません。
-------------------------------------------------------------

コンテナービュー
SNMP プロトコルが無効で WBEM プロトコルが有効の場合、ピクチャービューのツールチップに HPE
Integrated Lights-Out（iLO）ファームウェアバージョンが利用不可と表示されます。
解決策：iLO ファームウェアバージョンを表示するには、SNMP プロトコルを有効にしてください。オプショ
ン > プロトコル設定 > グローバルプロトコル設定の順に選択します。
解決策：エンクロージャーに 1 台以上の倍密度ブレード（BL2x220c または ProLiant xw2x220c Blade
Workstation）が搭載され、エンクロージャーのすべてのスロットにサーバーが実装されると、これが発生す
る可能性があります。倍密度ブレードには、ブレード当たり 2 台のサーバー（A および B サーバー）が搭載
されます。エンクロージャー内で利用可能なスロット数を超える場合のサーバーの数は、次のとおりです。
15 の BL サーバー（シングルサイド） および 1 つの倍密度サーバーを搭載する c7000（= 17 サーバー）
10 の倍密度サーバーを搭載する c7000（= 20 サーバー）
したがって、サーバーの数が利用可能なスロット数を超えると、8 番目の倍密度ブレードまたは 16 番目のブ
レードを超える各ブレードの B 側は、HPE SIM からは認識されなくなります。サーバーを検出することはで
きますが、エンクロージャーと関連付けられなくなるか、エンクロージャーコンテナービューで表示されなく
なります。
------------------------------------------------------------ラックのテーブルビューには何も表示されないのに、コンテナービューにはラックの図が表示されます。
解決策：電源プラグを抜き取ってから再度接続すると、このエラーが発生する可能性があります。このため、
再検出を実行する必要があります。
------------------------------------------------------------HPE ProLiant BL e-Class ブレードサーバーまたは HPE bc1000 ブレード PC のコンテナービューには何も表
示されないのに、テーブルビューにはすべてのブレードが正しく表示されます。

コンテナービュー
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解決策：この問題は、ブレードが検出される前にインテグレーテッドアドミニストレーターが検出されると発
生します。このため、インテグレーテッドアドミニストレーターマネジメントプロセッサーで識別を実行して
ください。
手順
1. オプション > システムの識別の順に選択します。
2. ProLiant BL e-Class Integrated Administrator を選択します。
3. 実行をクリックします。

認証情報
Firefox システム上で認証情報が HPE SIM に保存されないという問題が発生する場合は、入手できる Firefox
の最新版を使用することをおすすめします。参照:
http://support.mozilla.org/en-US/questions/919779
http://support.mozilla.org/en-US/questions/922291
------------------------------------------------------------HPE SIM が正常な検出後システムのサインイン認証情報を設定できるようにするには、次の設定を行う必要
があります。
•

•

Windows システムなどのように、検出されているシステムがサポートするプロトコルが SNMP 以外には
WBEM/WMI だけの場合は、HPE SIM がサインイン認証情報をセットできるようにするには、サインイン
認証情報タブに WBEM/WMI 認証情報を入力します。検出タスクで WBEM/WMI 認証情報タブの下に認証
情報を入力しないでください。
検出されているシステムが SNMP とは別に、WBEM、SSH など複数のプロトコルをサポートする場合は、
必ず、検出タスクのサインイン認証情報タブに SSH または WBEM 認証情報を入力してください。

------------------------------------------------------------検出または識別の動作中に認証情報（システム認証情報、グローバル認証情報、または検出タスクで設定され
たもの）を削除した場合で、その認証情報がシステムで実際に使えることがわかった場合は、元の認証情報が
削除されているために実際に使える認証情報のデータベースへの書き込みが失敗します。そのようなシステ
ムのシステム認証情報を表示しようとすると、使用中の認証テーブルにそのシステムが表示されないか、テー
ブルに利用可能データなしと表示されます。通常、システムはこのテーブルに表示されます。実際に使える認
証情報がない場合でも、アクセスタイプはなしとして表示されます。
この問題を解決するには、HPE SIM を再起動し、余分なデータベースレコードをすべて削除して、検出また
は識別タスクを再実行します。

データ収集
プロバイダーからの容量情報は、パッシブに管理されているストレージアレイについては入手できません。
------------------------------------------------------------アレイに 2000 を超えるオブジェクトがある場合、globalsettings.props ファイルの
Storage_DC_Timeout フィールドを変更して、デフォルトのデータ収集時間を「32400」に増やす必要があ
ります。
あるストレージアレイで収集対象のオブジェクトの数が 1000 を超えると、デフォルトのタイムアウト値の
10800 秒では、そのアレイのデータ収集が失敗する場合があります。
------------------------------------------------------------HPE SIM のアップグレード後、データ収集タスクを実行すると失敗する場合があります。
解決策：アップグレード手順が終了した後に続けて、この問題を解決できるようにシステムに対して識別タス
クまたはシステム検出タスクを実行する必要があります。デフォルトで日単位識別タスクが使用可能であり、
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すぐに実行を選択して、いつでも実行できます。将来のリリースで、アップグレードプロセスには、検出され
るシステムに対する識別タスクの自動起動が組み込まれます。
------------------------------------------------------------ProLiant Onboard Administrator でのデータ収集タスクは、Windows CMS 以外ではタイムアウトになります。
解決策：これは個々のタスクに影響を与えるだけで、バッチでの他のタスクには影響を与えません。データ収
集タスクの後で Globalsettings.props ファイルのタイムアウト値を増やすと、情報を取得するときにネ
ットワーク遅延が発生する可能性があります。
------------------------------------------------------------Windows Server 2003/2008 ターゲットの Insight マネジメント WBEM プロバイダー上で、データが WBEM
と SNMP プロトコルの両方で収集された場合、HPE SIM は、アレイコントローラーのエントリーを二重に報
告します。
解決策：レポートに正しくデータを表示させるには、どちらか一方のプロトコルのデータ収集を無効にしてく
ださい。SMH にアクセスすると、アレイコントローラーの正しい数を確認することができます。
------------------------------------------------------------CMS で 3 つ以上の mxinventory プロセスを開始すると、問題が発生します。
解決策：以下の操作を実行します。
2 つの mxinventory プロセスを開始する場合の問題
手順
1. HP-UX CMS に、Java 1.5 で必要な最新の HP-UX カーネルパッチがインストールされているかを確認しま
す。CMS が HP-UX 11.23 IA/PA の場合、PHKL_35029 カーネルパッチ（またはその代わりとなるパッチ）
がインストールされていることを確認します。http://www.hpe.com/info/java を参照してください。
2. すべての HP-UX の管理対象システムが HPE WBEM Services for HP-UX A.02.00.11 以降か、HP-UX 11.23
IA/PA を実行している管理対象システムの場合は、PHSS_33349 カーネルパッチ（またはその代わりとな
るパッチ）がインストールされていることを確認します。
------------------------------------------------------------停止または削除をクリックして実行中のタスクをキャンセルし、すぐに同じ種類の別のタスクを実行する
場合、前のタスクのキャンセルが完全に終了するまで 2 回目のタスクは実行されません。処理中のキャン
セルされたタスクのシステムは、完了するまで実行することが許可されます。データ収集やソフトウェア
デプロイメントのようないくつかの長時間にわたるタスクについて、処理中のシステムを終了し、最終的
にタスクのキャンセルが可能になるまである程度時間がかかります。
解決策：データ収集が非常に長い時間実行される場合、タスクを停止するか削除し、キャンセルが完了し
てから 5～10 分待ってから別のデータ収集タスクを実行してください。
キャンセルしないでデータ収集タスク完全に終わるまで実行する場合は、別のデータ収集タスクは少なく
とも 15 分間実行することができないか、スキップされるのでタスクは失敗します（タスクインスタンスの
標準出力に表示されます）。
------------------------------------------------------------WBEM 接続が原因でデータ収集に失敗した場合は、WMI Mapper プロキシに障害がある可能性がありま
す。
解決策：次のように操作します。
WBEM 接続が原因でデータ収集が失敗する問題
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•

•
•

•
•
•

物理的にすべての設定された Pegasus WMI Mapper プロキシを確認します。Pegasus WMI Mapper プ
ロキシをホストしているサーバー上で、管理ツール > サービスメニューを開いて、Pegasus WMI
Mapper が実行しているかを確認します。
実行されていない場合は、Pegasus WMI Mapper を起動します。
プロキシを再起動できない、または Pegasus WMI Mapper がアンインストールされている場合は、オ
プション > プロトコル設定 > WMI Mapper プロキシページの、CMS WMI Mapper Proxy 設定から削除
します。
HPE SIM で設定された Pegasus WMI Mapper Proxy が、少なくとも 1 つ実行されていることを確認し
てください。
システムの権限を確認します。
すべてのシステムで識別を実行します。

------------------------------------------------------------システムのデータ収集が STDOUT エラー（An error occurred connecting to this system with
the WBEM protocol. Check the system configuration）で失敗する場合
解決策：以下のいずれかが原因である可能性があります。
•

wbemportlist.xml ファイルに適切なポート番号を入力していなかった。
Linux および HP-UX の場合： /etc/opt/mx/config/identification
Windows の場合：

•
•

C:\program files\hp\systems insight manager\config
\identification

上に記載したフォルダーは、インストールフォルダーの場所を変更していない場合、デフォルトのフォル
ダーとして使用されます。
適切な特定の WMI Mapper プロキシサーバーの設定に失敗している。
適切な WBEM 証明書の指定に失敗した。

------------------------------------------------------------ストレージホスト上でデータ収集タスクを実行し、デフォルトオプション（既存のデータセットを上書き（詳
細解析用）
）の代わりに新規データセットを追加（時系列変動解析用）オプションを選択した場合、データ収
集タスクは失敗し、そのストレージホストのデータは消去されます。
解決策：消去されたデータを復元するには、以下の手順に従ってください。
データ収集タスクが失敗してストレージホストのデータが消去される問題
•
•

HPE SIM データベースからストレージホストを削除し、再度検出します。
15 分後、既存データセットを上書き（詳細解析用）を選択して再度データ収集タスクを実行します。

検出
ドメイン内部のシステムを、ワークグループに参加させ DNS サーバーですべての DNS エントリーを削除し
て、ドメインから削除しても、HPE SIM ではネットワーク名でフル FQDN が維持されます。これは、識別を
複数回起動した後やローカルアカウント認証情報での再検出による場合も同じです。ネットワーク名を維持
する場合は、DNS が停止しているかどうかを確認してください。システムが停止していない場合は、そのシ
ステムの DNS エントリーを確認してください。その後、HPE SIM の UI でネットワーク名を更新します。
------------------------------------------------------------ひとつの管理対象システムに Hyper-V ホスト、SMI-S ストレージ CIMOM プロキシ、および SCVMM を一緒
にインストールしないでください。これらのコンポーネントをすべてインストールすると、HPE SIM が一部
のサブタイプをセットできなくなります。
-------------------------------------------------------------
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検出

XP P9500 アレイを検出するには、CVAE サーバーを使用するか、または内蔵の SMI-S を使用できます。デー
タの収集や WBEM サブスクリプションが失敗する可能性があるため、両方の検出方法を一緒に使用しないで
ください。このような問題にもかかわらず検出の両方の方法を使用した結果、データ収集または WBEM サブ
スクリプションの失敗が確認される場合は、システムを消去し検出を再度実行してください。
------------------------------------------------------------HPE SIM で Microsoft Windows 2008 MSCS クラスターの検出を実行すると、HPE SIM がクラスターを正し
く検出しても、クラスター監視ページに 2 番目の IP アドレスが表示されます。
解決策：MSCS クラスターの最初の IP アドレスが HPE SIM サーバーと同じサブネットにない場合、クラス
ター監視ページを参照すると、ポップアップウィンドウが表示されます。2 サブネットフェイルオーバークラ
スターによる MSCS クラスターのセットアップについては、Microsoft のリンク（http://
technet.microsoft.com/en-us/library/bb676403.aspx）を参照してください。
------------------------------------------------------------Windows 2008 MSCS クラスター（Hyper-V クラスターを含む）では、DHCP アドレスがクラスターエイリア
スに使用できるようになっています。場合によっては、クラスターエイリアス IP が、逆引きによって、クラ
スターエイリアス名ではなくいずれかのクラスターノードに解決されます。
解決策：この場合、HPE SIM はクラスターを追加せず、クラスターノードは HPE SIM でクラスターに関連付
けられません。この問題を解決するには、クラスターエイリアス名と IP のエントリーを HPE SIM サーバーの
hosts ファイルに追加してください。Windows の場合、hosts ファイルは%windir%/system32/
drivers/etc ディレクトリにあります。標準の hosts ファイルエントリーは、IP ホスト名 エイリアス
（例：15.2.9.1 hypcl1.vse.adapps.hpe.com hypvcl1）という形式です。
------------------------------------------------------------MSCS クラスターサービス名または IP アドレス（Fileserver サービスなど）の検出により、MSCS システム
情報が上書きされ、HPE SIM、Insight Control 仮想マシン管理、または Insight Dynamics によるクラスターノ
ードの管理が不可能になります。
解決策：MSCS クラスターに関連付けられているすべてのシステム（クラスターエイリアス、クラスターノ
ード、およびクラスターで動作するすべての VM が含まれます）を削除します。その後、サービスを検出せず
にクラスター（およびすべての VM）を再検出します。たとえば、クラスターサービスの IP アドレスを一般
検出設定ページの ping 実行範囲に追加します。
------------------------------------------------------------あるストレージアレイで収集オブジェクトの数が最大 2500 までの値を超えたときに、そのアレイのデータ収
集に失敗する場合があります。
解決策：これは、この操作のデフォルトタイムアウト値が 3 時間であるためです。この問題を解決するには、
次の 2 とおりの方法があります。
•
•

最大 2500 の収集可能オブジェクト（ボリューム、ディスク、ポートなど）を持つようにアレイを設定し
ます。
設定に応じて、タイムアウト値を最適な値に増やします。これには、mxglobalsettings コマンドを使
用して、デフォルトで 10800（3 時間）に設定されている設定可能なパラメーターの Storage_DC_Timeout
を変更します。
◦

現在の値を取得する例：

◦

mxglobalsettings -ld Storage_DC_Timeout
値を 4 時間（14,400 秒）に変更する例：
mxglobalsettings -s Storage_DC_Timeout=14400

最大 3200 のドライブ、40 個のネットワークポート、および最大 150 台のディスクを備えた XP24000 アレイ
でデータ収集に 3 時間 37 分かかる場合があることが確認されています。
-------------------------------------------------------------
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Insight Dynamics で作成される Logical Server に、それが適用されるブレードのオペレーティングシステムホ
スト名と同じ名前が付けられている場合、ブレードが再検出されると、論理サーバーは削除されます。
解決策：これを避けるには、論理サーバー名とブレードのホスト名が同じにならないようにしてください。
------------------------------------------------------------次に該当する場合：
•

•

•

異なる 2 つの Hewlett Packard Enterprise 仮想マシンホストでホストされる Hewlett Packard Enterprise
仮想マシンとして HPE Serviceguard パッケージを設定している
および
Hewlett Packard Enterprise 仮想マシンホストから別の Hewlett Packard Enterprise 仮想マシンホストにパ
ッケージのフェイルオーバーが完了している
および
HPE SIM でパッケージが再認識している

パッケージが正しい Hewlett Packard Enterprise 仮想マシンホストに関連付けされていないことが確認でき
ます。
解決策：Serviceguard パッケージがあるホストから別のホストにフェイルオーバーしたら、正しく関連付け
されるように、HPE SIM で Hewlett Packard Enterprise 仮想マシンホストシステムを再認識する必要がありま
す。
------------------------------------------------------------検出を実行すると、切り離されたシステムが表示されます。
解決策：今後切り離されないようにするには、イベントを確認し、起動後に新しいシステムを再検出する前
に、新しいシステムタイプに移行したシステムを削除します。これは、システムを仮想システム環境に組み込
む場合および切り離す場合も同様です。
------------------------------------------------------------優先するシステム名と Hewlett Packard Enterprise 仮想マシンゲストの完全な DNS 名のホスト名と異なる場
合、その優先システム名が仮想マシンパッケージで指定されていることが原因です。
解決策：HPE SIM に完全な DNS 名のホスト名と同じ名前で表示したい場合、modify コマンドを使用して変
更してください。
------------------------------------------------------------SSO を有効化/設定する前に iLO または ProLiant Onboard Administrator が検出された場合は、HPE SIM と
iLO/OA の間でシングルサインオン（SSO）通信が機能するために再識別が必要です。
------------------------------------------------------------Onboard Administrator を検出した場合、エンクロージャーでシステムを検出オプションが有効で ProLiant
Onboard Administrator が検出される場合は、ProLiant Onboard Administrator の IP アドレスが一部となってい
る検出タスクの完了のパーセンテージが変動します。最初は、完了のパーセンテージが高くなっていますが、
iLO の検出が実行されると、全体の完了のパーセンテージが低下します。iLO の検出が完了すると、完了のパ
ーセンテージが上昇して、最終的に 100%になり、タスクのステータスが完了になります。
------------------------------------------------------------SNMP と SMI-S プロトコルをサポートする Cisco ファイバーチャネルスイッチなどのシステムでは、HPE
SIM に 2 つの別々のシステムとして表示されます。
------------------------------------------------------------PA-RISC ベースのシステムの場合、マネジメントプロセッサーが Integrity システムのみサポートされている
ため、HPE SIM はマネジメントプロセッサーとサーバーの連携をサポートしません。これは、PA-RISC シス
テムの新しいファームウェアがリリースされるまでサポートされません。
-------------------------------------------------------------
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パーティションにすでに vPar が作成されて、HPE SIM で検出されていて、vPar で使用されている IP アドレ
スがスタンドアロンサーバーに移動した場合、HPE SIM はコンプレックスまたは管理プロセッサーへの関連
付けを削除しません。その原因はパーティションがパーティションで定義された vPar に定義されたままにな
るためです。
------------------------------------------------------------WBEM/WMI を使用した Windows ノードの検出に失敗します。
解決策：WMI Mapper プロキシを使用した識別が正常に動作するには、まず WBEM/WMI を使用して（Mapper
がインストールされている）WMI プロキシノードを識別する必要があります。WMI プロキシノード（CMS ノ
ードを含む）のシステムページで、検出されたプロトコルとして WBEM が管理プロトコルにリスト/表示され
る必要があります。

iLO
検出の実行後、CMS は表示されるがその CMS に関連付けられた iLO が表示されない場合は、次について調
査します。
•
•
•

CMS と iLO の IP がともに検出されていることを確認します。
オプション > セキュリティ > 認証 > グローバル認証に、iLO の認証情報が入力されていることを確認しま
す。認証情報を設定したら、検出を再度実行してください。
エージェントの設定および修復を実行して、SNMP を iLO で構成し、CMS で正しく設定します。

------------------------------------------------------------サーバーで Trust Platform Module（TPM）が有効になっている場合、iLO へのデプロイメントは失敗します。
iLO ファームウェアをデプロイできるのは、TPM が無効な場合だけです。
------------------------------------------------------------CRA を使用して HPE SIM（CMS）と iLO 2（管理プロセッサー）との間の信頼を確立するときに、https 通
信が Bad Record Mac エラーによって失敗する。これは、JDK の TLS の実装での問題が原因です。回避策
として、パス<SIM-Directory>/config/globalsettings.props にある globalsettings.props フ
ァイルで、プロパティ USE_TLSV1 を true に設定します。
注記:
変更を有効にするには、HPE SIM サービスを再起動する必要があります。

Linux サーバー
Linux サーバーが管理対象外システムとして検出された場合は、以下の手順に従ってください。
手順
1. エージェントをインストールする前に、検出されたシステムの/etc/hosts ファイルに、必ず、次のよう
な変更を加えてください。
#Do not remove the following line, or various programs
#that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost
172.24.30.34 HPSIM.wbemqa.com HPSIM
注：上記の IP アドレス、ホスト名、およびエイリアスを、ご使用のローカルホストの IP アドレス、DNS
名、およびホスト名と置き替えてください。
2. エージェントをインストールします。

iLO
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3. /etc/snmp/snmpd.conf ファイルに以下の行が追加されていることを確認します。追加されていない
場合は、SNMP サービスを停止してそれらを手動で入力し、SNMP サービスを再起動します。
rwcommunity private
rocommunity public
rocommunity6 public
注：使用するコミュニティ名は、CMS 上のコミュニティ名と一致するようにしてください。
4. システムがすべてのインターフェイスの接続をリッスンすることを確認します。これらの設定は、/etc/
snmp/snmpd.conf ファイル内にあります。設定がない場合は、SNMP サービスを停止して以下の変更を
行い、SNMP サービスを再起動します。
# Listen for connections from the local system only.
# agentAddress udp:127.0.0.1:161 //このエントリーがある場合はコメントアウトします。
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6) agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 //こ
のエントリーがない場合は追加します。
上記の手順が完了すれば、システムは正常に検出されます。
------------------------------------------------------------ProLiant システム上で実行される Linux についての詳細情報を検出するには、以下のいずれかの手順に従って
ください。
•
•

システムに Linux ProLiant エージェントをインストールします。
snmpd.conf ファイルを更新します。このオプションを選択して、snmpd.conf ファイルを更新しない
と、システムテーブルビューページの OS 名列には、オペレーティングシステムの正式な名前（例：Red
Hat Advanced Server）の代わりに、Linux が表示されます。

この問題を解決するには、以下の手順に従ってください。
1. SNMP デーモンを停止します。
2. /etc/snmp/snmpd.conf ファイルに
rocommunity public
rocommunity6 public
3. SNMP を再起動します。

エンクロージャーテーブルビューページ
エンクロージャーテーブルビューページには iLO は表示されません。ただし、このビューから iLO にアクセ
スすることはできます。関連付けられているサーバーの MP 列のステータスアイコンをクリックしてくださ
い。

イベント
コマンドライン（mxwbemsub）または GUI（オプション > イベント > WBEM イベントの登録）から WBEM
イベントを登録すると、エラーメッセージ String index out of range が表示されることがあります。
解決策：ローカルホスト名が DNS を経由して完全修飾名に解決されたかどうかを確認してください。コマン
ドには、正しく動作させるための FQDN が必要です。
------------------------------------------------------------イベントを削除またはクリアするために設定に関する管理者権限を持たないユーザーを有効にするには、イベ
ントのクリアおよびイベントの削除ツールでツールボックスを作成します。
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エンクロージャーテーブルビューページ

手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

オプション > セキュリティ > ユーザーおよび認証の順に選択します。
ツールボックスタブをクリックし、新規をクリックします。
名前フィールドで、新しいツールボックスの名前を入力します。
説明フィールドで、新しいツールボックスの説明を入力します。
ツールボックスは有効ですを選択します。
カテゴリのツールを表示のドロップダウンリストから設定ツールを選択します。
イベントの削除およびイベントのクリアを選択し、それらをツールボックスの内容ウィンドウに移動しま
す。
8. OK をクリックします。
次に、イベントをクリアまたは削除を許可するユーザーにシステムの権限を作成します。

•
•
•
•
•
•

オプション > セキュリティ > ユーザーおよび認証の順に選択します。
認証タブをクリックし、新規をクリックします。
選択フィールドで、ツールボックスを割り当てるためのユーザーまたはユーザーグループを選択します。
ツールボックスの選択セクションで、手順 2 で作成したツールボックスを選択します。
システムの選択セクションで、このツールボックスに適用したいシステムを選択します。
OK をクリックします。

イベント収集を作成し、メニューからツールを実行します。
------------------------------------------------------------イベントタイプが動的に追加された場合、現在表示されているイベント収集を手動で更新する必要がありま
す。

ヘルスステータス
システムページで MSA G3 のヘルススステータスを表示する際の問題。
手順
1. アレイのサブコンポーネントのいずれかのステータスが正常になっていない場合、TopComputerSystem
のステータスも正常以外の値に設定されます。これら両方のステータスは必ず同じ値を持つとは限りませ
ん。たとえば、ある仮想ディスクがオフラインステータスの場合、この仮想ディスクの動作ステータスプ
ロパティは「15」に設定され、TopComputerSystem の動作プロパティ値は「3」（劣化）に設定されま
す。
2. 現時点では、コントローラー、仮想ディスク、温度センサー、ファン、電源装置など一部のコンポーネン
トについて、GroupSystemSpecificCollection クラスを実装しています。全体のヘルスステータスが
正常以外でこれら GroupCollection インスタンスの中に正常以外のステータスのものがない場合、障害
が発生しているコンポーネントはこれらのコレクションインスタンスの対象になっていません。

ホスト名
HPE SIM をインストールする場合、15 文字を超える CMS ホスト名は切り詰められて、切り詰められた名前
はインストールを完了するために使用する必要があります。インストール後、2 つの管理者アカウントが作成
されます。1 つは original hostname\administrator で、もう 1 つのアカウントは truncated hostname
\administrator に含まれています。
解決策：サインインするには、サインインページのドメインフィールドにオリジナルのホスト名を使用する必
要があります。

HPE Insight Control 電力管理
仮想 ID オプションが有効になっている ESX 3.0.x または 3.5 を実行する ProLiant ブレードを管理するには、
HPE ProLiant SNMP Agent for ESX パッケージをインストールする必要があります。HPE SIM のエージェン

ヘルスステータス
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トの設定および修復機能を使用して、パッケージをインストールすることができます。ProLiant SNMP エー
ジェントをインストールする前に ESX classic サーバーを検出している場合は、それらのシステムを削除し、
それらのシステムに ProLiant SNMP エージェントをインストールしてから再検出する必要があります。
------------------------------------------------------------ProLiant Onboard Administrator 設定の復元中に、最初に、ProLiant Onboard Administrator へのネットワーク
通信が遅い場合に以下のメッセージが表示されます。Save/Restore operation is taking more
than the expected time. Please wait while the save/restore operation completes.
ProLiant Onboard Administrator の復元操作が 4 分を超えると、保存/復元操作は完了できませんでした、とい
うメッセージが表示されますが、操作は完了します。
------------------------------------------------------------ProLiant Onboard Administrator が検出されると、それの存在するエンクロージャーが作成されます。このエ
ンクロージャーが他の c-Class エンクロージャーとデイジーチェーンで接続されている場合、これらのエンク
ロージャーも作成されます。デフォルトでは、デイジーチェーンで接続されたエンクロージャーは c7000 エ
ンクロージャーモデルとして表示されます。そのため、c7000 と c3000 エンクロージャーがデイジーチェー
ンで接続されていて、ProLiant Onboard Administrator が接続されていると、c3000 タワーモデルエンクロー
ジャーは c7000 エンクロージャーと表示されます。デイジーチェーン接続されたエンクロージャーが正確に
表示されているかを確認するには、これらの各エンクロージャーの ProLiant Onboard Administrator を検出す
る必要があります。
------------------------------------------------------------xw25p Blade Workstation を正しく認識するには、Insight Management Agent 7.4 をインストールする必要が
あります。
------------------------------------------------------------BladeSystem エンクロージャーに搭載されている Cisco Gigabit Ethernet Switch Module を関連付けるには、
エンクロージャー内の少なくとも１つのブレードで Insight Management Agent を 7.3 以降にアップグレード
する必要があります。
------------------------------------------------------------Insight Control 電力管理のシステムのライセンスが許諾されているが、システムページの最新データ収集ステ
ータスを表示すると以下のエラーメッセージが表示されます。Unable to communicate with
Management Processor <mpname> in server <servername> because the Management
Processor does not have a serial number and(or) network address. Please reidentify the Management Processor and try again.というエラーメッセージが表示される場合
は、そのシステムへ対応づけられた重複する iLO についての問題である可能性があります。すべての管理プロ
セッサービューを使用して、サーバーに関連する iLO を識別してください。名前が iLO の IP アドレスになっ
ている iLO と、iLO のシリアル番号がそのシステムの名前になっている別の iLO があります。IP アドレスが
記録されていない iLO を削除すると、その問題を解決できます。
------------------------------------------------------------新しいサーバーを検出して、iLO 2 管理プロセッサーがレポート > Insight Power Manager を使用した後、タ
スクウィザードにサーバーが Insight Power Manager との互換性がないと表示されます。
解決策：Insight Power Manager では、互換性を確認する前に、iLO 管理プロセッサーとサーバーの間で存在
するための関連付けが必要です。この操作を行う前にツールを使用すると、この問題が発生します。
•

•

システムリストから iLO 2 を選択し、オプション > システムの識別を実行して、Insight Power Manager の
互換性チェックを再度実行します。
または
Insight Power Manager の定期的なシステムマネジメントで互換性が再確認されるまで 15 分待ちます。互
換性が確認された後は、この問題は発生しません。

-------------------------------------------------------------
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ユーザーインターフェイスを使用している iLO 2 に iLO Select または Advanced ライセンスを適用した後、新
しい電源の履歴データを収集するためにデータの更新をクリックすると、iLO 2 にライセンスがないというメ
ッセージが表示されます。
解決策：新しいライセンスの存在を検出するには、HPE SIM が iLO 2 を認識しなおす必要があります。オプ
ション > システムの識別 を選択して、iLO 2 を再認識させるか、HPE SIM の定期的な識別サイクルが完了す
るまで待ちます。展開 > ライセンスマネージャーを選択して、iLO 2 のラインセンスの割り当てについて、
HPE SIM の認識状況を確認できます。

Insight Control 仮想マシン管理
Insight Control 仮想マシン管理は、Virtual Connect から実行されると、VM 名の変更の更新に失敗します。ホ
ストに登録されている VM 名を vCenter から更新すると、更新された名前がすべてのシステムページに反映さ
れないことが確認されています。ただし、数分後、ホストのシステムページで変更内容が更新されます。
VM 名を更新してすべてのシステムシステムリストページに反映させるには、ホストのシステムページで識別
タスクを開始します。
------------------------------------------------------------ESX 3.5 U4 以降のエージェントの設定および修復タスクで Linux PSP または ESX エージェントのインスト
ールおよび VM ホストの登録オプションの選択後、システムが Not Responding in vCenter として表示され、
VM ホスト登録タスクが失敗します。vCenter は、システムを正常ステータスにするのに約 5 分かけます。こ
のため、HPE SIM が VM ホストを登録しようとすると停止します。サーバーが vCenter で正常な状態になっ
たときに、VM ホスト登録タスクを再実行してください。

Smart Update Manager
Itanium ベースのシステムでは、HP SUM を介したオンライン展開はサポートされません。
------------------------------------------------------------SUM をインストールするには、SUM を実行するシステムで、次の追加ライブラリを選択する必要がありま
す。
•
•

互換ライブラリ
Hardware Monitoring Utilities の下で、次を選択する必要があります。
◦
◦

lm_sensor-3.1.1-10.e16
Systems Management 下で次の操作を行います。

◦

SNMP Support を選択します。
次の操作を
Desktops の下で行います。
–
–
–
–

X Windows System を選択します。
Legacy X Windows System Compatibility を選択します。
Gnome または KDE Desktop を選択します。
Development Tools の下で、次を選択する必要があります。
– expect-5.44.1.15-2.el6.

Red Hat Enterprise Linux 6 サーバーの前提条件 - RHEL6 コンソールモード：
注記:
x86 または x86_64 で X コンソールを使わない場合 - HP SUM をサイレントモードで実行するには、ユ
ーザーがデフォルト設定でベースサーバーをインストールし、さらに、次の RPM をインストールしま
す。

Insight Control 仮想マシン管理
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注記:
最低限、次のバージョンが必要です。これらの RPM の新しいバージョンも、ほぼ間違いなく使用でき
ます。
•
•
•
•
•
•
•
•

lm-sensors-libs-3.1.1-10.el6.<アーキテクチャー>.rpm
net-snmp-libs-5.5-27.el6.<アーキテクチャー>.rpm
net-snmp-5.5.27.el6.<アーキテクチャー>.rpm
kernel-headers-2.6.32-71.el6.<アーキテクチャー>.rpm
redhat-rpm-config-9.0.3-25.el6.noarch.rpm
kernel-devel-2.6.32-71.el6.<アーキテクチャー>.rpm
rpm-build-4.8.0-12.el6.<アーキテクチャー>.rpm
gcc-4.4.4-13.el6.<アーキテクチャー>.rpm

Red Hat Enterprise Linux 6 サーバーの場合 - RHEL6 GUI モード：
注記:
ユーザーが XWindows サポートのインストールを選択している場合、これは x86 と x86_64 の両方に適
用されます。
HP SUM およびいくつかの RPM が 32 ビットライブラリのインストールを必要とするため、これらは、
x86_64 アーキテクチャーの下でも、32 ビットバージョンでなければなりません。
注記:
最低限、次のバージョンが必要です。これらの RPM の新しいバージョンも、ほぼ間違いなく使用でき
ます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

libuuid-2.17.2-6.el6.i686.rpm
freetype-2.3.11-5.el6.i686.rpm
libSM-1.1.0-7.1.el6.i686.rpm
libICE-1.0.6-1.el6.i686.rpm
libXi-1.3-3.el6.i686.rpm
libX11-1.3-2.el6.i686.rpm
libXext-1.1-3.el6.i686.rpm
libXcb-1.5-1.el6.i686.rpm
libXau-1.0.5-1.el6.i686.rpm
libXrender-0.9.5-1.el6.i686.rpm
libXrandr-1.3.0-4.el6.i686.rpm
libXfixes-4.0.4-1.el6.i686.rpm
libXcursor-1.1.10-2.el6.i686.rpm
fontconfig-2.8.0-3.el6.i686.rpm
expat-2.0.1-9.1.el6.i686.rpm
expect-5.44.1.15-2.el6.<アーキテクチャー>.rpm
zlib-1.2.3-25.el6.i686.rpm
libstdc++-4.4.4-13.el6.i686.rpm
net-snmp-5.5-27.el6.<アーキテクチャー>.rpm

また、ソースからビルドされた RPM のビルドディレクトリが、ビルドを行ったユーザーの名前に基づ
き変更されています。RHEL5 までのバージョンでは、ディレクトリは/usr/src/redhat/RPMS/<ア
ーキテクチャー>でした。RHEL6 では、ディレクトリは、ユーザーが root でログインした場合は/root/
rpmbuild/RPMS/<アーキテクチャー>、root 以外でログインした場合は/$USER/home/rpmbuild/
RPMS/<アーキテクチャー>です。
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------------------------------------------------------------初期の Service Pack for ProLiant/ProLiant Support Packs インストール、SSH インストール、またはエージェ
ントの設定および修復の標準出力タスク結果で HP Smart Update Manager Connection 接続エラーまたは検
出失敗のメッセージが表示された場合は、以下のトラブルシューティングのヒントに従ってください。
•

•

•

•
•
•

•
•
•

ワークステーションにターゲット IP アドレス上の admin/administrator 共有への既存の接続がないことを
確認します。存在する場合は、Windows はクライアントからサーバーの共有に対して 1 つの接続だけを許
可するので、HP Smart Update Manager がリモートサーバーの共有に接続できなくなります。これは、コ
マンドプロンプトから net use を入力して確認することができます。ターゲット IP アドレスに対する既
存の共有、\admin 共有がある場合は、それを削除して再びインストールをしてください。
ターゲット IP アドレスサーバーの admin 共有がアクセス可能であることを確認します。ターゲットサー
バーの IP アドレスまたは DNS 名に対して net use x: \\<ip_address_or_dns_name>\admin を
入力して、ターゲットサーバーにアクセスできることを確認します。net use x: \\fe80-0-0-0a0b6-99c9-2f6c-5759. ipv6-literal.net\admin$ /u:administrator adminpassword を
ターゲットの IPv6 アドレスサーバーに対して使用します。接続が確認されたら、コマンドプロンプトで
net use x: /d を入力して、それを確実に削除してください。
ターゲット IP アドレスサーバーへの接続に使用されているユーザー ID が管理者のグループの一員である
ことを確認します。そうでない場合、HP Smart Update Manager はターゲットへのインストールをブロッ
クします。
WMI が有効で、すべての Windows ターゲットサーバーが動作中であることを確認します。
Linux では、SSH ポートがブロックされていないことを確認します。
ごくまれに、外部ストレージエンクロージャーによって HPSUM が検出の失敗を報告することがあります。
この問題を解決するには、ファームウェアアップデートが完了するまで、外部ストレージを切り離してく
ださい。
Linux の場合は、SSH を通じてターゲットサーバーに接続できることと、ファイルを安全にターゲットサ
ーバーに送信するために scp コマンドが使用可能であることを確認してください。
ネットワーク上のすべてのルーターのファイアウォールポートが、HP Smart Update Manager のドキュメ
ントのポートの有効化の説明に適合していることを確認してください。
Symantec End Point Protection 製品（SEP）は、Network Threat Analysis 機能が有効である場合に HP
Smart Update Manager がリモートサーバーと通信する機能をブロックします。ワークステーションで
HP Smart Update Manager を使用中のときは、この機能を無効にしてください。

Service Pack for ProLiant
Support Pack のアップロードオプションを使用して Service Pack for ProLiant をアップロードすると、
VCRM が無効になります。これは、VCRM のアップロードコントロールが 100 MB 以上のサイズがあるコン
ポーネントの処理に失敗しているために発生します。
VCRM が Service Pack for ProLiant を正しく表示するように、対応策として、次のいずれかを実行します。
HPE VCRM を介して Service Pack for ProLiant を正しく表示する
手順
1. VCRM のホームページで無効な SPP リンクをクリックし、赤色でマークされている消失コンポーネントの
ファイル名をメモします。
2. 消失しているコンポーネントを SPP から手動で抽出し、レポジトリにコピーします。
または
「Service Pack for ProLiant」ISO ファイルをレポジトリフォルダーに直接置きます。

HPE Systems Insight Manager
HPE SIM 7.4 以上が Windows Server 2012 R2 システムにインストールされると、HPE SIM のバージョン情
報ページに不正なオペレーティングシステムのバージョン（Windows Server 2012）が表示されます。

Service Pack for ProLiant
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同様に、HPE SIM 7.4 以上が Windows Small Business Server 2011 Standard のシステムにインストールさ
れると、HPE SIM のバージョン情報ページに不正なオペレーティングシステムのバージョン（Windows
Server 2008 R2）が表示されます。これは、HPE SIM と現在統合されている JRE の問題です。JRE のこのバ
ージョンでは、Java がオペレーティングシステムの正確なバージョンを取得できません。
------------------------------------------------------------UI のテキストは他の言語に翻訳されておらず、英語で表示されます。これは、テキストをシステムから取得
したときに発生します。
------------------------------------------------------------HPE SIM のページが、JSP デプロイメントの短縮が原因で、コンテンツなしで表示されます。
解決策：このエラーはディスクスペースに空きがない場合に発生します。問題の原因になっている JSP に関
連する.class および.java ファイルの削除をおすすめします（{HPSIM}\jbosss\server\hpsim\work
\jboss.web\localhost\）。localhost ディレクトリ全体を削除すると、JBOSS がすべての JSP ページ
を再コンパイルするために再起動が必要になり、パフォーマンスに影響します。
------------------------------------------------------------HP-UX をシャットダウンするとき、HPE SIM が停止中であることを示すメッセージが rc.log から失われる
ことがあります。

識別
新しい SSH 識別方法は、DL160 G5 および DL180 G5 とそれらの管理プロセッサーのような、DL100 シリー
ズシステム間の関連付けを形成させるためには使えません。システムによって提示されるシステム UUID と、
BMC（管理プロセッサー）のファームウェアによって提示される UUID との間に、互換性がありません。
------------------------------------------------------------VMware ESX Server または Linux の動作する非 Hewlett Packard Enterprise x86 サーバーから、基本的なハー
ドウェアデータ（モデル、シリアル番号、および UUID）を取得するには、HPE SIM のサインイン認証情報と
して root ユーザーを設定しなければなりません。これは、権限の昇格機能がサーバーの識別に使用されず、
dmidecode の実行に root 権限が必要だからです。また、VMware ESX サーバーを VMware ESX ホストサブ
タイプとして識別するには、ESX ホストの WBEM cimserver が正常に起動して動作していなければなりませ
ん。これらの認証情報を設定する多くの方法があります。
•
•
•

グローバルサインイン認証（オプション > セキュリティ > 認証 > グローバル認証）
システムサインイン認証（オプション > セキュリティ > 認証 > システム認証）
検出タスクサインイン認証（オプション > 検出 > 編集 > 認証）

------------------------------------------------------------ProLiant iLO 2 を WS-MAN 機能で正しく識別するには、検出を実行する際に、iLO 2 認証情報が検出認証情報
リストまたはグローバル認証情報リストのいずれかで最初に指定されている必要があります。最初に指定さ
れていない場合は、システムの検出後に、システム認証情報をそのシステムに対して直接設定できます。
------------------------------------------------------------ESX 3.x classic サーバーが適切なシステムおよびサブタイプを持つことを識別できない、または ESX 3.x ホ
ストから仮想マシンを検出できない。
症状:
•
•
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ホストが、HPE SIM において、タイプが Server、サブタイプが「VMware ESX Host」、「Virtual Machine
Host」と識別されません。
ホストは、HPE SIM において適切なタイプおよびサブタイプで識別されます。ただし、ゲストは検出され
ません。Vman ページには、ホストは表示されますが、ゲストは表示されません。virt プロパティページ
は、ゲストが表示される CMS 上の場所の 1 つです。

識別

•

ESX ホストでは、WBEM サーバーを起動しようとすると、次のエラーが表示されます。

# service pegasus start
Processing /var/pegasus/vmware/install_queue/1
ERROR: See log - /var/pegasus/vmware/install_queue/1.log
•

[FAILED]

HPE SIM 検出を実行すると、次の情報が表示されます。

Running WBEM rules based identification.
Cannot get ComputerSystem WBEM/WMI data from the system
[WBEM] System identified as WBEM instrumented but no usable
WBEM credentials available. Check configuration and rerun
Identification. Root Cause: Identification failed to generate
relevant WBEM credentials for target system.
Corrective Action: Check network and configuration of target
system. Check the following pages to ensure appropriate WBEM
credentials and port number data are provided: Global Protocol
Settings, System Protocol Settings. Rerun Identification and
Data Collection..
解決策：移動先 http://communities.vmware.com/message/914939#914939 この解決方法がインストールキ
ューの/var/pegasus/vmware/install_queue/1 を参照していることに注意してください。ただし、こ
の番号は、インストールによって異なる場合があります。
------------------------------------------------------------「簡易ファイルの共有」が有効になっている場合は、WBEM を通して Windows XP ターゲットを特定すること
ができません。
解決策：ツール > フォルダーオプション > ビューヘ移動して簡易ファイルの共有のチェックを外すか、セキ
ュリティポリシーネットワークアクセス：ローカルアカウントの共有とセキュリティモデルをクラシック：ロ
ーカルユーザーがローカルユーザーとして認証するに設定します。

インストール
HPE SIM をインストールするには、サポートされるすべての Windows システムに Framework 3.5 SP1/4.0 を
インストールする必要があります。Windows 2012 システムに HP SIM 7.4 以降をインストールすると、
Framework の正しいバージョンがインストールされます。ただし、サーバーマネージャーで使用できる役割
と機能の追加から Framework をインストールすることはできません。
この問題を回避するには、以下の手順を実行してください。
手順
1. オペレーティングシステムのイメージを CD/DVD ドライブに焼き付けます。
2. コマンドプロンプトで xcopy e:\sources\sxs\*.* c:\dotnet35 /s を実行します。.net パッケー
ジを配置するパスを指定してください。
3. サーバーマネージャーに移動して役割と機能の追加をクリックします。機能の選択ページが表示されま
す。
4. .Net Framework 3.5/4.0 の機能を選択して、次へをクリックします。インストールの確認ページが表示さ
れます。
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5. 代替ソースパスの指定をクリックします。.NET Framework を配置しているパス（手順 2 と同じパス）を
指定します。
6. インストールをクリックして、.NET Framework の正常なインストールを観察します。
------------------------------------------------------------HP-UX でパートナープラグイン（たとえば、Insight Dynamics - VSE for Integrity）のインストール/実行が、
HPE SIM との通信ができないことが理由で、失敗することがあります。インストールログ、デーモンサービ
スログ、およびパートナーコマンドのコマンドラインコマンドの出力を見ると、HPE SIM との接続に失敗し
たことを説明する失敗結果または java.net.NoRouteToHostException: No route to host
(errno:242)メッセージが表示され、実行に時間がかかっていることが分かります。HPE SIM とローカルパ
ートナーの通信は、ホスト名「localhost」を使用して行われます。ホスト名 localhost は、ループバック IP ア
ドレス（通常、127.0.0.1）に設定されているはずです。この設定は、通常、CMS 上の/etc/hosts ファイル
で定義されます。一方、HP-UX システムのデフォルト設定では、このファイルを参照する前に DNS を介して
ホスト名が解決されます。nslookup localhost がループバック IP アドレスに解決されない場合、ルック
アップ設定を変更する必要があります。HP-UX や Linux システムは、/etc/nsswitch.conf を使用してホ
スト名を解決します。また、ファイル（/etc/hosts）の前に dns に名前を解決させると、localhost に誤っ
た IP アドレスが割り当てられます。デフォルトでは、HP-UX は次のように設定されます。
hosts: dns [NOTFOUND=return] nis [NOTFOUND=return] files
この問題を解決するには、設定を次のように変更します。
hosts: files dns [NOTFOUND=return] nis NOTFOUND=return] files
また、/etc/hosts ファイルに、ループバックエントリーの 127.0.0.1 localhost loopback が含まれ
ていることを確認してください。
------------------------------------------------------------HPE SIM 6.1 が HP-UX にインストールされている場合は、/var/opt/hpsmdb/pgsql の下の pgsql ログを
監視し、巨大になりすぎたら削除することを検討してください。
------------------------------------------------------------HPE SIM では、HPE SIM のインストールまたはアップグレード中のみ、ユーザーに DBA Role 権限が必要で
す。ただし、インストールまたはアップグレードが完了したら、ユーザーから DBA Role 権限を無効にする
ことができます。
•

HPE SIM のインストール

•
•
•

◦ Oracle データベースサーバーに、DBA Role 権限のあるデータベースユーザーを作成します。
◦ データベース用に作成したデータベースユーザーで、HPE SIM をインストールします。
インストール後
正常にインストールしたら、HPE SIM サービスを停止します。
データベースを設定します。

•
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◦
◦
◦

データベースユーザーから、DBA Role 権限を削除します。
データベースユーザーに Unlimited Tablespace を付与します。
以下の Object Privilege を、すべてのテーブルとビューに付与します。

◦
◦

– INSERT
– UPDATE
– DELETE
– SELECT
データベースユーザーに CREATE SESSION 権限を付与します。
以下に対して、truncate 権限を付与します。

– associated_device_data
– consolidatedNodeAuths
HPE SIM サービスを再起動します。

ライセンスマネージャー
Lights-out 100 ターゲットからの Lights-out 100 の収集は、 HPE SIM 6.1 以上および最新のファームウェアバ
ージョンの G6 サーバー上の LO100 ターゲット上のデプロイメントでサポートされています。
------------------------------------------------------------特定の製品のサブスクリプションライセンスが期限切れになると、ライセンスマネージャーの開いている表
は、その製品を「システム制限はありません」と表示したままになります。対応する製品のライセンスの実際
の状態は、ライセンスの管理を開くことによって確認できます。確認したいサブスクリプションライセンスが
表示されない場合は、期限が切れていて利用できません。

ロケール
CLI 出力の特定の個所は、ユーザーの CLI ターミナルのロケールではなく、デフォルト CMS ロケールで表示
される言語で常に表示している、システムが生成したテキストが含まれていることがあります。この状態は、
次の 2 つの問題を起こすことがあります。
•
•

このテキストが、TDef 入力で許可されていない、TDef ファイルのローカライズされたプロパティキーを
与えることがあります。
このテキストは、CLI 出力に表示される 1 つ以上のクエスチョンマーク（?）文字列で識別される場合があ
ります。

解決策：CMS ロケールは、globalsettings.props ファイルで定義されています。CMS ロケールを変更
し、CLI が正しいロケールテキストを生成することを可能にするには、以下のコマンドで
globalsettings.props ファイルを編集します。
CMS ロケールを日本語に設定するには：
mxglobalsettings -s -f CMSLocale=ja_JP
CMS ロケールを英語に設定するには：
mxglobalsettings -s -f CMSLocale=en_US
このコマンドを実行したら、HPE SIM を再起動する必要があります。

管理対象
管理対象ページで Ignite サーバーを設定してから、ページに再度アクセスすると、アドレスを再度変更して保
存することはできません。
解決策：この問題を回避するには、ツールの元の tdef を使用して、CLI から Ignite ツールを次のように修正し
ます。
Ignite サーバーのアドレスの変更と保存に関する問題
手順
1. CLI から、Tools ディレクトリに進みます（Windows では HPE SIM インストールディレクトリの下、Linux
および HP-UX では、/var/opt/mx/tools の下）。
2. mxtool -mf <tool XML> -x force' を実行します。ここで、各 TDef の<tool XML>は、次の xml で
す。
iux_tools.xml
swm-msa-tools.xml
swm-ssa-tools-up.xml

ライセンスマネージャー
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swm-ssa-tools.xml
hpux\iux_tools.xml
hpux\swm-msa-tools.xml

HPE MIB
IF-MIB.mib の LinkUp および LinkDown トラップは冗長なトラップで、rfc1215.mib にも存在します。現
在のフレームワークでは、冗長なトラップは、HPE SIM の Traps with same name で許可されません。
MIB のロード方法を変更してください。最初に IF-MIB.mib がロードされ、次に RFC1215.mib がロードさ
れます。IF-MIB.mib は mibcore.list に示され、RFC1215 は preload.list に示されます。これによ
り、IF-MIB.mib からの LinkUp および linkDown トラップは、HPE SIM だけに登録されます。RFC1215 フ
ァイルには、Cold Start、Warm Start、Authentication Failure、egp の 4 つのトラップだけが表示されま
す。
------------------------------------------------------------MIB ファイルの登録後は、ファイルの名前変更、移動、削除は行わないでください。
解決策：登録したとおりに MIB ファイルをリストするには、MIB ファイルが MIBs ディレクトリに常駐する必
要があります。

Onboard Administrator
Onboard Administrator システムが削除されると、ベアメタルサーバーシステムのヘルスステータスが古いま
まになっています。ProLiant OA を再検出して、ベアメタルサーバーシステムの最新ヘルスステータスを取得
する必要があります。

パフォーマンス
WMI ベース Insight エージェントが稼働する ProLiant システムを数多く含む環境で HPE SIM を実行すると、
タスク & ログ > タスク結果の表示で完了したジョブの出力のファイル数が数千を超えることがあります。
解決策：これにより、HPE SIM が大量のメモリを消費し、タスクページのインターフェイスの動作が遅くな
るか、メモリ不足でエラーが発生します。
このような状態に気づいた場合、メモリとディスク容量の消費を減らすため次の対応策を実行できます。この
対応策は、完了したタスクの保持に関する値を調整します。
注記:
ユーザーは、必要に応じてこの対応策を修正しリソースの消費を減らすことができます。 この対応策
は、WMI を使用して多数のサーバー（最大 5000）を管理する HPE SIM インスタンスにのみ適用されま
す。
Microsoft Windows ディレクトリの\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config または
Linux および HP-UX ディレクトリの/etc/opt/mx/config にある MX.PROPERTIES ファイルに次のスク
リプトを追加します。
MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOBS_PER_TASK=3
1500 システムを超える構成では、「3」に設定することをおすすめします。
MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOB_AGE=7
1500 システムを超える構成では、「7」に設定することをおすすめします。
MX_JOB_KEEP_RUN_NOW_HOURS=8
1500 システムを超える構成では、「8」に設定することをおすすめします。
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MX.PROPERTIES ファイルを修正したら、HPE SIM サービスを再起動して変更を開始します。

Ping
ハードウェアステータスポーリングタスクで、ping を無効にしないことをおすすめします。ハードウェアス
テータスポーリングタスクで ping プロトコルを無効にすると、SNMP、WBEM、OOB、WSMAN など、他の
ポーリングプロトコルのステータスに影響が及びます。これらのプロトコルでポーリングが一切実行されず、
これらのプロトコルについて UI で表示されるステータスが ping プロトコルを無効にする前に収集されたデ
ータのステータスになります。

HPE SIM で使用されるポート
デフォルトでは、HPE SIM は、ポート 5989 を使用して、監視対象システムの WBEM サーバーと通信しま
す。同じ目的で別のポートを使用するには、以下の手順に従ってください。
手順
1. HPE SIM が使用する wbemportlist.xml ファイルを変更して、使用予定の追加または代替 WBEM ポー
トを追加する必要があります。このファイルは、C:\Program Files\HP\Systems Insight
Manager\Config\Identification にあります。次の例では、XML ファイルの<wbemportlist>タグに
新しい行（赤文字）を追加する必要がある場所が示されています。

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<wbemportlist>
<port id='5989' protocol='https'>
<cimnamespacelist>
<cimnamespace name='root/cimv2'/>
<cimnamespace name='vmware/esxv2'/>
<cimnamespace name='root/hpq'/>
</cimnamespacelist>
<interopnamespacelist>
<interopnamespace name='interop'/>
<interopnamespace name='root/pg_interop'/>
<interopnamespace name='root'/>
<interopnamespace name='root/emulex'/>
<interopnamespace name='root/qlogic'/>
<interopnamespace name='root/ibm'/>
<interopnamespace name='root/emc'/>
<interopnamespace name='root/smis/current'/>
<interopnamespace name='root/hitachi/dm51'/>
<interopnamespace name='root/interop'/>
<interopnamespace name='root/switc'/>
<interopnamespace name='root/cimv2'/>
</interopnamespacelist>
</port>
<port id='2718' protocol='https'>
<cimnamespacelist>
<cimnamespace name='root/cimv2'/>
</cimnamespacelist>
</port>
</wbemportlist>
2. HPE SIM サービスを再起動します。
3. Windows サービス API で、 Systems Insight Manager サービスを右クリックして、ドロップダウンメニュ
ーで再起動をクリックします。
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権限の昇格
権限の昇格により、root 権限がないユーザーも、root 権限が必要なツールを、HP-UX、Linux、および VMware
ESX 管理対象システムで実行できます。HPE SIM でこの機能を使用するには、su、sudo、Powerbroker など
の権限昇格ユーティリティを管理対象システムにインストールする必要があります。一般に、これらのユーテ
ィリティは、通常のユーザーとしてサインインするために使用され、root 権限が必要なプログラムを実行する
際には、権限昇格ユーティリティの実行ファイル名を、そのプログラム用のコマンドラインの前におきます
（たとえば、sudo rm /private/var/db/.setupFile）。これらのユーティリティのいくつかでは、root
アクセスを許可する前にパスワードの入力を求めるように設定することができます。
HPE SIM の場合、権限の昇格によって管理対象システムでツールを実行するには、管理対象システムにサイ
ンインするために使用するユーザー、ツールを実行するためにコマンドラインをプレフィックスする方法、権
限昇格ユーティリティがパスワードを求めるかどうかといった項目について、HPE SIM で設定する必要があ
ります。この設定は、ファーストタイムウィザードから、またはオプション > セキュリティ > 権限の昇格の
順に選択することでオプション メニューから実行することができます。これらの設定では、UNIX および
Linux システムと VMware ESX システムで異なる値を指定することができます。
重要:
権限の昇格が有効になっている場合は、必ず、権限の昇格を使用するこれ以外のツールが権限の昇格パ
スワードを提供する必要があります。
権限の昇格を使用するように HPE SIM を設定すると、HPE SIM はツールの execute-as パラメーターによっ
て、ツールに権限の昇格が必要かどうかを判断します。このパラメーターは、管理対象システムでツールを実
行するために必要なユーザーを示します。このパラメーターがツール定義ファイル（tdef）で root と指定さ
れている場合、HPE SIM は権限の昇格を使用します。このパラメーターが tdef で指定されていない場合、HPE
SIM は、execute-as の値を、HPE SIM 内でツールを起動するユーザーのレベルにデフォルト設定します。
このユーザーが root としてログインしている場合は、権限の昇格も使用されます。
HPE SIM は、権限の昇格を使用する必要があると判断すると、権限昇格設定ページで設定されているユーザ
ー（特定のユーザー、現在 HPE SIM にサインインしているユーザー、または実行時に指定されるユーザー）
により、SSH を使用してリモートシステムにサインインします。実行時にユーザーを指定する必要がある場
合、または権限の昇格にパスワードが必要な場合は、それらを要求するメッセージが、ツールの実行に必要な
パラメーターを収集するタスクウィザードページに表示されます。HPE SIM は、SSH を使用してリモートシ
ステムにサインインすると、そのツールのコマンドを、権限昇格ユーティリティの実行ファイルをプレフィッ
クスして実行し、必要に応じてパスワードを提供します。

プロパティページ
プロパティページの設定タブのファンリンクをクリックすると、エラーが表示されます。
解決策：ProLiant WBEM プロバイダー 2.3 にアップグレードしてください。
------------------------------------------------------------VMWare ESX（非組み込み）オペレーティングシステムのプロパティページは、WBEM エージェントの制限
のため利用できません。

レポート機能
レポーティングエンジンのメインページには、製品ごとのレポートテーブルが含まれ、HPE SIM に登録され
ている製品および使用できるレポートが表示されます。
Windows にインストールされた CMS
手順
1. 次のパスにある reports.xml ファイルを開きます。
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•
•

<HPE SIM インストールディレクトリ>/config/preload/6x または 7x/addfiles/reports.xml
<HPE SIM インストールディレクトリ>/config/preload-plugins/6x または 7x/<プラグイン名
>/addfiles/reports.xml
2. ファイルの末尾にスペースを入力し、タイムスタンプを変更してファイルを再度保存します。
3. コマンドプロンプトで、mxconfigrefresh コマンドを実行します。
HP-UX または Linux 上にインストールされた CMS
a. 次のパスにある reports.xml ファイルを開きます。
I.
II.

/etc/opt/mx/config/preload/6x または 7x/addfiles/reports.xml
/etc/opt/mx/config/preload-plugins/6x または 7x/<プラグイン名>/addfiles/
reports.xml
b. ファイルの末尾にスペースを入力し、タイムスタンプを変更してファイルを再度保存します。
c. コマンドプロンプトで、mxconfigrefresh コマンドを実行します。
上記の手順を完了すると、レポートへのリンクがユーザーインターフェイスに表示されます。
拡張レポート
Windows ログオンポリシーが設定されているか、HPE SIM がより新しいバージョンにアップグレードされ
ている場合、拡張レポート（Insight Control 電力レポートおよびカスタマイズされたレポート）は稼働を停
止し、データベースユーザーアカウントはロックされます。
これを解決するには、以下の手順に従ってください。
a. Windows Security Policy が有効で、ログオンが何度か失敗した後にユーザーアカウントがロックされ
たかどうかを確認してください。
b. Log On Policy を無効にし、問題のあるレポートを実行してください。
c. ポリシーを無効にできない場合、またはセキュリティポリシーがすでに無効の場合に問題が解決されな
い場合は、<SIM インストールディレクトリ>/config/に移動して拡張レポートプロパティを変更しま
す。
d. EnhancedReportsFlag プロパティを検索して、2 つのファイル（GlobalSettings.props および
GlobalSettings.tpl）でプロパティ値を N に変更します。
e. 両方のファイルを保存して閉じます。
f. ご使用のブラウザーにアクセスして、拡張レポートページを更新して問題があるレポートを実行しま
す。
------------------------------------------------------------高度なレポート機能で、グラフラベルがレポート出力に正しく表示されないことがあります。
これは、CMS およびクライアントシステムに正しいアジアフォントがインストールされていないことで発
生する可能性があります。ブラウザーがインストールされている CMS およびクライアントシステムに、
必要なロケールのアジアフォントがインストールされていることを確認してください。さらに、<HPE
SIM Installdir>/config/globalsettings.props ファイルまたは CLI コマンドの
mxglobalsettings --a EnhancedReportsLogicalFonts=<フォント名> （ここで、フォント名は
Dialog または SansSerif）を実行することによって、フォントを他のフォントに設定することができます。
デフォルト値は Dialog です。
ojdbc6.jar を使用する Oracle DB と一緒に HPE SIM がインストールされた場合、すべてのデフォルトレポ
ートが拡張レポートにリストされなくなります。
HP-UX または Linux 上にインストールされた CMS
a. 以下に示す場所で、ojdbc6.jarojdbc5.jar ファイルに置き換えます。
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I.
/opt/mx/lib
II. /opt/mx/jboss/server/hpsim/lib
b. 以下のディレクトリの下にある reports.xml ファイルの場所を見つけます。
• /etc/opt/mx/config/preload
• /etc/opt/mx/config/preload-plugins
c. コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して、HPE SIM サーバーを再起動します。
I.
mxstop
II. mxstart
d. すべてのレポートが表示されるかどうかを確認します。
Windows にインストールされた CMS

サインイン
HPE SIM が RHEL6.1 64 ビットオペレーティングシステム上にインストールされている場合、ユーザーが
HPE SIM にサインインできません。
HPE SIM が RHEL6.1 64 ビットオペレーティングシステム上で動作するには、オペレーティングシステムの
インストールの際に 32 ビットライブラリ（PAM-level Red Hat Packager Manager（RPM）の 32 ビット
（i686）版）をインストールする必要があります。これは、HPE SIM インストールの前提条件です。

SNMP 設定
「エージェントの設定および修復」を介して SNMP を設定すると、タスク結果に誤ったメッセージが表示され
ます。
報告されている問題は、ターゲットシステムが英語を除くローカライズされた言語で構成されている場合に発
生します。/etc/init.d/snmpd スクリプトはローカライズ規格に準拠しておらず、エラーは Linux オペレ
ーティングシステムの SNMP サービスの一部として提供されます。

SNMP トラップ
ホットフィックスまたはアップグレードの適用後、SNMP トラップの受信に問題がある場合は、以下の手順
に従ってください。
手順
1. HPE SIM サービスを停止します。
2. Windows SNMP サービスを再開します。
3. HPE SIM サービスを開始します。

SSH 通信
SSH 通信のドメインサポート：
•

Hyper-V システム

•

CMS と管理対象システム間の SSH 通信は、管理対象システムがワークグループに属している場合にのみ
正しく機能します。管理対象システムがドメインに属している場合、管理対象システムと CMS の SSH 経
由の通信は失敗します。
Windows システム
CMS と管理対象システムがドメインに属している場合、両者間の SSH 通信は失敗します。
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ソフトウェア/ファームウェア
MSA のシステムページのファームウェアおよびソフトウェアリビジョンセクションには、両方のコントロー
ラーの詳細情報が表示されます。

システムページ
WBEM プロトコルが有効にされていると、ブレードサーバーのパフォーマンスタブの論理ボリュームセクシ
ョンにドライブ情報が間違って表示されます。
解決策：正しいドライブ情報を表示するには、WBEM プロトコルを無効にして、SNMP プロトコルを有効に
します。その場合は、 オプション > プロトコル設定 > グローバルプロトコル設定を選択します。

システムステータス
電源ステータスがメジャーでも、HPE SIM はシステムのヘルスステータスを正常と表示します。電源装置が
グループにまとめられている場合、電源装置グループ全体のステータスは、電源装置冗長グループによって決
定されます。これは、予期された動作です。

ターゲット選択ウィザード
HPE SIM を 7.0 以降にアップグレードすると、Firefox（10.x 以上）でターゲット選択ウィザードを起動でき
なくなります。
HPE SIM 7.0 以降にアップグレードしたあとで、同じ Firefox ブラウザーを HPE SIM の古いバージョンの起
動に使用すると、ターゲット選択ウィザードが機能を停止します。ターゲット選択手順がコントロールを欠い
た状態で空白で表示されるか、コントロールが表示されても正しく機能しません。
HPE SIM をアップグレードしたら、Firefox ブラウザーのキャッシュをクリアして、ターゲット選択ウィザー
ドに関わる問題を防止する必要があります。キャッシュをクリアするには、以下の手順に従ってください。
手順
1.
2.
3.
4.

Firefox ブラウザーで、ツール > オプションを選択します。オプションウィンドウが表示されます。
詳細を選択して、ネットワークタブを選びます。
オフラインデータの下で、今すぐ消去をクリックします。
OK をクリックして、オプションウィンドウを閉じます。

ツール
HP-UX 11.31 で次のツールを実行した場合、/tmp/Acmd42947.bat[26]: /usr/dt/bin/dtterm: not
found というメッセージが表示されることがあります。
手順
1. Retrieve Bastille Configuration file
2. Deploy Bastille Configuration
3. Consolidated Logging Wizard
4. Configuration Synchronization Wizard
この問題を解決するには、以下の手順に従ってください。
•
•
•

CLI コマンドの mxtool -r -t <tool name>を使用して上記のツールを削除します。
ツール定義 XML ファイルを編集し、dtterm および hpterm のインスタンスを xterm に置き換えます。
上記のツールは、次の TDef ファイルにあります。
security_patch_check.xml

ソフトウェア/ファームウェア
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•
•
•

clog_windows.xml
mxtool -a -f <TDef file name>を使用してツールをもう一度追加します。
ツールを実行します。

------------------------------------------------------------ユーザーがオペレーターテンプレートを使用して作成される場合、ユーザーには CMS ツールを実行するため
の認証が自動的に与えられます。このツールは、root/Administrator に対する Run as オプションセットを使用
して作成されます。
解決策：ユーザーに CMS ツールへのアクセス許可を与えないようにするには、新しいユーザーを作成する際
に、オペレーターテンプレートを使用せずに、認証を別々に設定する必要があります。HPE SIM の管理者の
み CMS ツールを作成できることに注意してください。

Ubuntu
Ubuntu Server は、次世代アプリケーションの多くをネイティブサポートします。このサーバーは、管理対象
システムサポートを通じて、HPE SIM で使用できます。
•

エージェント/AMS がインストールされ、Ubuntu を実行する ProLiant サーバーについて

•

物理 ProLiant サーバーの検出とヘルスステータス監視は、エージェントおよび AMS（Gen8 の場合）が正
常に機能している場合にのみ有効です。
Ubuntu を実行する VM ゲストについて
Ubuntu を実行する VM の検出とヘルスは、これらの VM がホストを介して検出されている場合にのみ機能
します。IP を使用した直接検出は、HPE SIM の現在の設計が SSH のスーパーユーザーコンセプトをサポ
ートしていないため、機能しません。

アップグレード
中間パッチを含む 7.2 から 7.3.1 へのアップグレード後、ボタンが反応せず、拡張レポートを実行できないこ
とがあります。
回避策：
手順
1. System Insight Manager\jboss\server\hpsim\work\jboss.web\localhost\_\org
\apache\jsp\mxportal\NewReport の下のすべての内容を削除します。
2. 拡張レポートを実行します。
------------------------------------------------------------HPE SIM 6.3 の簡体字中国語版システムを、W2k8-x64 R2 を実行する HPE SIM 7.0 の簡体字中国語版システ
ムにアップグレードすると、ダイアログボックスの一部が文字化けすることがあります。この問題を解決する
には、ブラウザーの言語設定を簡体字中国語に更新します。
------------------------------------------------------------Windows 2008 64 ビット環境で HPE SIM 6.3 以上にアップグレードする場合は、まず OpenSSH 3.7.1 が開始
中状態で停止していないことを確認してください。停止している場合は、Windows タスクマネージャーを使
用して cygrunsrv.exe プロセスとすべての sshd.exe プロセスのプロセスの終了を選択してください。

UUID
すべてのサーバーハードウェアには、ROM BIOS を通してオペレーティングシステムが利用できる、いわゆ
る UUID があります。この UUID は、動作するオペレーティングシステムに関係なく一意にハードウェアを特
定するために使用されます。この値を復号し、フォーマット化して表示するための標準的な方法があります
が、すべてのオペレーティングシステムベンダーがその基準に準拠しているわけではありません。基準に従っ
ていないソフトウェアについては、HPE SIM は、この値を変換して標準的な方法で表示します。そのため、
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dmidecode のようなオペレーティングシステムツールを通して表示した場合に UUID に何らかの違いが見ら
れることがあります。
SMBIOS は、次のように、システム UUID の 16 バイトを格納します。
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Dmidecode は、次のように表示します。
00010203-0405-0607-0809-101112131415
HPE SIM の UniqueIdentifier
03020100-0504-0706-0809-101112131415

Virtual Connect Enterprise Manager
読み取り専用ユーザーでログインすると、VCEM メニューにアクセスできません。この問題を解決するには、
VCEM およびその他の依存コンポーネントを統合インストーラーのコンポーネント＞選択画面からインスト
ールします。HPE SIM のメニューに表示されるようにするには、以下のようにブラウザーを設定します。ツ
ール > インターネットオプション > セキュリティ > レベルのカスタマイズで、その他の下のサイズや位置の
制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可するを選択します。
ブラウザーセキュリティを中低に設定すると、同じ設定が適用されます。

仮想識別子
Virtual Connect の新しい機能の 1 つに、サーバーのプロファイルに、シリアル番号、固有の識別子など、仮
想的な識別子をもたせる機能があります。これらの識別子はプロファイルとともに、サーバーのハードウェア
の違いを超えて移動します。特定のハードウェアプラットフォームで安定性を維持するためにこれらの識別
子に依存している管理ツールがいくつかあり、依存できない場合、ソフトウェアライセンスの消失など、重大
な問題が発生する可能性があります。
仮想識別子をサポートできるように特定の環境をセットアップする際は、以下の手順に従い、管理ツールが正
しく動作するようにしてください。
手順
1. HPE SIM をバージョン 6.3 Update 2 以降にアップグレードします。
2. 仮想識別子が付いたプロファイルを適用するサーバーで、ROM BIOS を最新のバージョンにアップグレー
ドして、仮想識別子サポートが含まれるようにします。
注記:
仮想識別子のサポートマトリックスにサーバーのハードウェアがリストされていなければなりませ
ん。
3. 仮想識別子に使用されるサーバーで、エージェントおよび WMI プロバイダーをアップグレードします。
（適切なバージョンについては以下のバージョン表を参照してください）。
4. ProLiant Onboard Administrator のファームウェアをバージョン 2.25 以上にアップグレードする
5. Virtual Connect Ethernet モジュールで、Virtual Connect ファームウェアのバージョンを 1.3 以降にアップ
グレードします。この時点で、仮想識別子を有効にしないでください。
6. Virtual Connect Ethernet モジュールで、仮想識別子を有効にします。
7. ここまでの作業が完了したら、仮想識別子を伴うプロファイルを作成して割り当てることができます。

Virtual Connect Enterprise Manager
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警告:
ご使用の環境で仮想識別子を有効にするための上記の手順に従っていないためエージェントのリビ
ジョン、iLO ファームウェア、インフラストラクチャオーケストレーションファームウェア、システ
ム ROM のリビジョン、HPE SIM のバージョンが正しいものになっていない場合、この機能を有効に
すると、システムが複数回表示され、システムに正しく関連付けられない可能性があります。その場
合、c-Class シャーシ内部の指定したすべてのソフトウェアを最新バージョンにアップグレードして
ください。また、シャーシ内で検出されたシステムを削除して再検出する必要があります。
サポートされるソフトウェアとファームウェア
注：リスト内のコンポーネントのいずれかが最小リビジョンの条件を満たしていない場合、仮想識別子が
正しく機能しなくなり、HPE SIM 内のライセンスが消失する可能性があります。また、これにより正しい
保証情報が得られなくなったり、システムのリストに切り離されたシステムが表示されたりする可能性が
あります。
Insight Remote Support の HPE SIM での使用、システムの要件と製品サポートについて詳しくは、Insight
Remote Support のドキュメントを参照してください。

仮想マシン
Insight Management WBEM Provider および SNMP エージェントを、仮想マシンゲストオペレーティングシス
テムにインストールしないでください。プロバイダーやエージェントをゲストオペレーティングシステムに
インストールすると、データが要求されたときや WBEM インジケーションのサブスクリプションが作成され
たときに HPE SIM に過度のタイムアウトが発生します。
Insight Management WBEM Providers 2.2.x およびそれ以前のインストーラーは、ゲストオペレーティングシ
ステムへのインストールを防止しません。バージョン 2.3 以降のインストーラーは、ゲストオペレーティング
システムへのプロバイダーのインストールを自動的に防止します。
WBEM Provider または SNMP エージェントがゲストオペレーティングシステムにインストールされている
場合は、HPE SIM の管理対象システムをアンインストールして再認識させてください。

VMware
温度センサーの名前が間違っていることがあります。これは、VMware プロバイダーの既知の問題であり、
VMware プロバイダーの将来のリリースで解決されます。

WBEM
WBEM は、Hewlett Packard Enterprise サーバーの Linux ではサポートされなくなりました。WBEM をサポー
トする最後のサーバーは、G6 サーバーです。このため、RHEL 5.7 Xen および KVM サーバーについては、
HPE SIM はオペレーティングシステムの詳細を正しく識別しません。

WBEM インジケーション
現在 P9500 に内蔵されている SMI-S は、WBEM インジケーションをサポートしていません。WBEM インジ
ケーションは、ファームウェアバージョン V05 以降でサポートされます。
------------------------------------------------------------CVAE 7.2 サーバーが HPE SIM 7.1 で XP アレイから WBEM インジケーションを受信するには、CVAE 7.2 サ
ーバーで次の設定を変更する必要があります。
CVAE 7.2 サーバーを XP アレイからの WBEM インジケーションを受信するように設定する
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手順
1. 次のコマンドを実行して、.ind.keystore ファイルを作成します。
keytool.exe -genkey -keystore .ind.keystore -storepass indssl -validity
365 -keyalg RSA -keysize 2,048
2. CVAE 7.2 に HPE SIM 証明書をインポートすると、トラストストアファイルの作成が.ind.truststore
ではなく indtruststore として行われます。このため、indtruststore ファイルの名前
を.ind.truststore に変更する必要があります。
HPE SIM は、SMI-S（CVTL なし）を内蔵する ESL G3 テープライブラリについての WBEM インジケーシ
ョンをサポートしません。
Windows IPv6 ターゲット用の WBEM インジケーション
Windows システムは自動的に構成されている 6to4 トンネルアダプターの IPv6 アドレス（2002::/16）での
み検出されるインジケーションはサポートしません。
この問題を解決するには、システムが少なくとも、CMS から到達可能な追加の IP アドレス（IPv4 または
IPv6）を使用して検出されることを確認します。

WMI Mapper
Windows 2008 R2 SP1 CMS 上に WMI Mapper がインストールされている場合、WMI Mapper サービスが"NT
SERVICE\MAPPER"ユーザーで、WMI Mapper Indications Services が"NT SERVICE\WbemConsumer"ユーザ
ーでそれぞれ開始に失敗することがあります。この問題は、セキュリティポリシーで上記の 2 つのユーザーに
サービスとしてログオン権限が与えられておらず、そのセキュリティポリシーがドメインコントローラーによ
って制御されているドメインに含まれる Windows 2008 R2 SP1 CMS で発生します。
WMI Mapper および WMI Mapper Indications Services は、開始することができず、一方でこれらのサービス
を services.msc コンソールから開始しようとすると、下記のエラーが発生します。
Windows は、Pegasus WMI Mapper サービスを、ローカルのコンピュータ上で開始することができません。
Error 1069: ログインに失敗したため、サービスを起動できませんでした。
エラーのさらなる詳細は、Windows Event Viewer のシステムログにもリスト表示しています。
この問題は、2008 R2 SP1 で、Mapper および Mapper Indications Services が、低い権限しかないユーザーに
よって開始されることで発生します。デフォルトでは、スタンドアロンの Windows 2008 R2 SP1 サーバーの
ユーザーは、このように権限が低いユーザーとなります。しかしながら、セキュリティポリシーがドメインコ
ントローラによって制御されるサーバーの場合、これらのユーザーはデフォルトのユーザーセットから除去さ
れる場合があり、そのためサービスは開始しません。
お客様の要件に基づいて、下記の回避策のうちのいずれか一つを選択して、これに従うことができます。
•

•

Mapper および Mapper Indications Service を変更して、「localSystem」アカウントなど、権限を持つユー
ザーアカウントで開始します。この操作は、
「services.msc」コンソールを使用して各サービスのプロパテ
ィを編集することで実行できます。
下記の 2 人のユーザー「NT SERVICE\WMI マッパー」と、
「NT SERVICE\WbemConsumer」とに、
「Security
Policy Editor (secpol.msc)」で「User Rights Assignment」オプションを使用して「log on as a service」の
権利を提供することを選択することができます。

------------------------------------------------------------Windows 管理対象システムでサブスクリプションが作成されている場合、WMI Mapper プロキシの変更また
はその管理対象システムへの WMI Mapper のインストールを選択するときは、まず、WBEM イベントの登録
を解除し、プロキシを変更して、システムを再認識してから、WBEM イベントを再登録してください。WBEM
イベントの登録を解除しないと、HPE SIM は、管理対象システムからインジケーションを受け取らなくなり
ます。

WMI Mapper
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HPE SIM 動的ポート
HPE SIM には、次に示す 3 つの主なプロセスがあります。
•
•
•

mxdomainmgr
mxdtf
mxinventory

これらのプロセスは安全な RMI 接続（TCP）を使用してデータをやり取りします。
HPE SIM は、特定のポートは使用しません。HPE SIM は、基盤となる Java RMI 実装に基づき匿名ポートを
使用します。Java RMI 実装では、たとえば、Microsoft 2008 R2 SP1 以上のオペレーティングシステムの場合
1024～49151 のユーザーポートを使用します。HPE SIM プロセスは、再起動のたびに別のポートを使用しま
す。
•

•

•

Java RMI はさまざまなユーザーポートで使用されますが、HPE SIM は「localhost」でのみリスンするの
で、これらのサービスが HPE SIM を実行するシステムの外側に公開されて使われることはありません。こ
れらの範囲は、外部ホストからの受信要求に対してファイアウォール構成で安全にブロックできます。
mxdtf プロセスのリスナーポートは、構成ファイルの mx.properties で MX_PORT を適切な値に設定
することで設定できます。ただし、この値が指定されていない場合、HPE SIM はデフォルトでポート 2367
を使用します。
これらのプロセスは、プロセス間通信に加えてプロセスの通常の動作を実行します。例として、SNMP、
WBEM、SSH などを使用した、管理対象ノードからのデータ収集があります。これらの状況では、プロセ
スは送信接続に動的ポート（TCP と UDP）のいずれかを使用します。

HPE SIM は、さまざまな HPE SIM プロセス間のプロセス間通信に 1024～65535 の範囲（TCP と UDP を使
用）にあるさまざまなユーザーポートを使用します。このポート範囲は、外部ホストからの受信要求に対して
ファイアウォール構成で安全にブロックできます。
•
•
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Microsoft Windows 2008 R2 SP1 以上
Linux オペレーティングシステム

HPE SIM 動的ポート

Microsoft Windows 2008 R2 SP1 以上
Internet Assigned Numbers Authority（IANA）の勧告に従うために、Microsoft 社は、Microsoft Windows Server
2008 R2 SP1、およびそれ以降のすべてのオペレーティングシステムで送信接続用の動的クライアントポート
の範囲を拡大しました。デフォルトのポート範囲は、現在 49152～65535 です。ポートの競合を防ぐため、こ
れらのオペレーティングシステム上で HPE SIM インストーラーは、インストールプロセスの一環として、次
のポートを動的ポート用に設定します。次の表に示す動的ポートは、TCP と UDP の送信接続に関係します。

表 17 : Microsoft Windows 2008 R2 SP1 以上用の HPE SIM 動的ポート範囲
送信先ポート

送信元ポート

数

51500

65536

14036

Linux オペレーティングシステム
HPE SIM は、Internet Assigned Numbers Authority（IANA）に従って動的ポートを使用します。エフェメラル
（動的またはプライベート）ポートの範囲を説明します。デフォルトでは、最新の Linux OS ディストリビュ
ーション上のクライアントプログラム（本プログラムにより指定されない限り）は、32768～61000 の範囲を
使用できます。この範囲は、カーネルパラメーター/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range で定義
されており、TCP と UDP の両クライアント接続に影響を与えます。
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HPE SIM で使用されるプロトコル
HPE SIM は、多くのさまざまな管理プロトコル標準を利用します。このため、HPE SIM を使用すると、広い
範囲の管理可能システムの管理をサポートできます。
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HPE SIM で使用されるプロトコル

SNMP
SNMP（Simple Network Management Protocol）は、ネットワーク上のデバイス管理に使われる標準プロトコ
ルの 1 つです。このプロトコルの普及版として、SNMPv1（最初の実装）、SNMPv2c（提供するデータタイプ
や操作は増えていますが、セキュリティの面では SNMPv1 とほぼ同じです）、および SNMPv3（以前のバー
ジョンにはなかったセキュリティ機能を提供します）を挙げることができます。
HPE SIM は、Insight Control、Matrix Operating Environment（Matrix OE）、HPE CloudSystem Matrix など、
Hewlett Packard Enterprise が提供する他の管理ソリューションの基盤として存在する管理ツールです。HPE
SIM は、Windows、Linux、および、HP-UX オペレーティングシステムで使用でき、バージョン 7.2.0 までは
SNMPv1 をサポートしていますが、バージョン 7.2.0 からは SNMP のすべてのバージョンをサポートします。
SNMPv1（および同様に SNMPv2c）は、マスカレーディング、スプーフィング、情報改ざん、サービス公
開/拒否を始めとするさまざまな脅威の原因になります。SNMPv3 は、認証と権限付与の面でセキュリティが
強化されています。また、標準の観点からも、SNMPv3 の実装は、最低限、認証のための USM（User-based
Security Model）および権限付与のための VACM（View-Based Access Control Model）をサポートするはずで
す。
注記:
お客様の組織でセキュリティの高いプロトコルを使用する要件があれば、Hewlett Packard Enterprise は
SNMPv1 の代わりに SNMPv3 を推奨します。
HPE SIM では、管理者が、SNMPv1 専用モード、混合モード、または SNMPv3 専用モードでの動作を設定で
きます。SNMPv1 専用モードは下位互換性の面では有用です。一方、SNMPv3 専用モードはセキュリティを
重視するお客様が FIPS（Federal Information Processing Standards）などの規格にシステムを準拠させるの
に役立ちます。混合モードは、SNMP の複数のバージョンが存在する環境で役立ちます。
HPE SIM は、個々の管理対象ノードレベルとグローバルレベルで SNMP 固有のパラメーターの設定をサポー
トします。以下では、サポートされる機能を示します。
•
•
•
•
•

ユーザー/認証情報の管理
検出と識別
データ収集
コンポーネントステータスの定期収集
トラップ/通知の処理

HPE SIM は、次に示す SNMPv3 固有の機能をサポートします。
•
•
•

USM（User-based Security Model）
認証プロトコルを対象にした、MD5、SHA アルゴリズム
プライバシープロトコルを対象にした、AES（128、192、256）、DES、および 3DES アルゴリズム
注記:
iLO 3 では、SNMP Alert destination の設定は IPv4 アドレスのみを受け入れます。そのため、SNMP ト
ラップは、IPv6 アドレスの iLO 3 ではサポートされません。

HPE SIM は、サポートされるすべてのオペレーティングシステム（Microsoft Windows、RedHat Enterprise
Linux（RHEL）、SuSE Linux Enterprise Server（SLES）、および HP-UX）で SNMP のすべてのバージョンを
サポートします。
以下は、SNMPv3 を使用して Onboard Administrator を検出してから、SNMPv3 情報メッセージを受信するた
めの手順です。
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1. Onboard Administrator で、Onboard Administrator の SNMPv3 ローカルユーザーを適切な AUTH/PRIV 認
証情報で作成します。
2. SIM CMS で、Onboard Administrator で作成したローカルユーザーと同じ認証情報を指定して Onboard
Administrator を検出します。
3. Onboard Administrator で、同じ認証情報を持つリモートユーザーを HPE SIM エンジン
ID0x8000000b0448502d53494d で作成します。
4. Onboard Administrator で、ポート 50005 のトラップ宛先を作成します。リモートユーザーを選択して
authpriv 認証情報を選択します。

Windows
Microsoft 社は、独自の SNMP トラップレシーバーを製品化しサポートしています。このレシーバーは通常、
Windows サービスの「SNMP Trap Service」としてインストールされ、Windows 上のポート 162 で SNMP ト
ラップをリスンします。また、Microsoft SNMP トラップサービスは、同じホストにインストールされる複数
の SNMP マネージャーの単一トラップレシーバーとして機能することで、他のツールとの共存を可能にしま
す。たとえば、HPE SIM と HPE Network Node Manager は、同じ Windows ボックスへのインストールが可
能で、共通の Microsoft SNMP トラップサービスを介して管理対象ホストからのトラップを受信できます。
Microsoft SNMP は、規格の観点から、SNMPv1 と SNMPv2c のみをサポートします。Microsoft 社は SNMPv3
をサポートしておらず、サポートの計画もありません。デフォルトポートの 162 が Microsoft SNMP トラップ
サービスによって使われるため、HPE SIM は別にポート 50005 をサポートします。このポートは SNMP トラ
ップのすべてのバージョンを受信します。このため、HPE SIM は、Microsoft Windows プラットフォームでは
デュアル SNMP スタックをサポートし、1 つは Microsoft SNMP トラップサービスを使用し、もう 1 つはビル
トインの Java スタックを使用します。
HPE SIM は、Microsoft SNMP トラップサービスをサポートするために、Microsoft SNMP トラップサービス
に登録されトラップを HPE SIM に転送するトラップ転送コンポーネントを備えています。HPE SIM は、登録
時に、ディレクトリ位置を提供して、トラップが XML ファイルにダンプされる位置を指定します。これらの
XML ファイルは、HPE SIM が処理し、状況に応じてクリアされます。
ビルトインの Java スタックは HPE SIM の観点からのサポートを簡素化しますが、他の SNMP マネージャー
との共存ソリューションは提供しません。このため、主には HPE SIM をアップグレードするお客様を対象に
下位互換性を考慮して、HPE SIM は、デフォルトでは、ポート 162 上の Microsoft SNMP トラップサービス
とポート 50005 上のビルトイン Java スタックを使用して構成されます。ただし、HPE SIM では管理者が使
用したい SNMP スタックとポートを設定できます。
ビルトイン Java SNMP スタックの使用
手順
1. HPE SIM サービスを停止します。たとえば、mxstop コマンドを使用します。
2. テキストエディターで globalsettings.props ファイル（通常は、C:\Program Files\HP\Systems
Insight Manager\config フォルダーにあるファイル）を開きます。
3. snmp_java_trap_receiver の値を true に変更します。
4. SnmpTrapPortAddress の値を変更します（ポートも変更する必要がある場合）。
5. ファイルを保存して終了します。
6. Microsoft SNMP トラップサービスが停止され無効になっていることを確認します。
7. HPE SIM サービスを開始します（たとえば、mxstart コマンドを使用）。
Java SNMP スタックから Microsoft SNMP トラップサービスに戻すには、次のように操作します。
•
•
•
•
•
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HPE SIM サービスを停止します。たとえば、mxstop コマンドを使用します。
テキストエディターで globalsettings.props ファイル（通常は、C:\Program Files\HP\Systems
Insight Manager\config フォルダーにあるファイル）を開きます。
snmp_java_trap_receiver の値を false に変更します。
SnmpTrapPortAddress の値を変更します（ポートも変更する必要がある場合）
ファイルを保存して終了します。

Windows

•
•

Microsoft SNMP トラップサービスが有効になっていることを確認します。
HPE SIM サービスを開始します（たとえば、mxstart コマンドを使用）。
注記:
HPE SIM の起動後に Microsoft SNMP トラップサービスが再開されたら、HPE SIM を必ず再起動してく
ださい。そうしないと、HPE SIM が SNMP トラップを受信できなくなることがあります。
前述のように、すべてのバージョンの SNMP トラップを受信するために、ポート 162 に加えてポート
50005 が使用されます。デフォルトのポート 50005 を変更するには、globalsettings.props の
snmpv3_java_trap_port プロパティの値を変更します。ただし、SnmpTrapPortAddress および
snmpv3_java_trap_port に設定された値やポートは、snmp_java_trap_receiver が「true」に設定さ
れ、Windows SNMP Trap Service が無効でない限り、同じにすることはできません。

HP-UX および Linux
HP-UX および Linux オペレーティングシステムの場合、HPE SIM はビルトインの Java SNMP スタック（デ
フォルトでポート 162 にバインド）のみをサポートします。ただし、ポートを別のポートに変更する必要が
ある場合は、以下の手順に従ってください。
他のポートを使用するための HPE SIM の割り当て
手順
1. HPE SIM サービスを停止します。たとえば、mxstop コマンドを使用します。
2. テキストエディターで globalsettings.props ファイル（通常は、/etc/opt/mx/config フォルダー
にあるファイル）を開きます。
3. SnmpTrapPortAddress の値を見つけて変更します。
4. ファイルを保存して終了します。
5. HPE SIM サービスを開始します（たとえば、mxstart コマンドを使用）。
注記:
HPE SIM に割り当てられたポートにトラップを転送するようにアプリケーションが設定されていな
ければ、HPE SIM はポート 162 を使用してアプリケーションからトラップを受信しません。
SnmpTrapPortAddress エントリーが削除されている場合は、HPE SIM はデフォルトでポート 162
を使用します。

HTTP
HPE SIM は、管理情報の伝達に業界標準の HTTP プロトコル（Web に情報を転送するために使用されるプロ
トコル）も利用しています。多くのシステムは、HTTP または安全な HTTPS プロトコルでサポートされてい
るある種の設定「ホームページ」をサポートします。HPE SIM は、グローバルプロトコル設定ページで有効
になっている場合、システム上で実行されている HTTPS サーバーの検出を試みます。
管理対象システムで http または https ポート番号を変更している場合は、次の手順を実行して HPE SIM がポ
ートを正しく識別できるようにします。管理プロセッサーでは、http/https からのデータが識別に使用されま
す。
HPE SIM がポートを正しく識別できるようにする
手順
1. Windows システムでは<SIM_INSTALL_DIR>\config\identification、Linux および HP-UX システ
ムでは/etc/opt/mx/config/identification にある、additionalWsDisc.properties ファイル
を開きます。
2. 管理プロセッサー以外のシステムについて、次のエントリーを追加します（管理プロセッサーは iLO およ
び ProLiant Onboard Administrator を含みます）。

HP-UX および Linux
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<PORT_NO>=Secure Web Server Interface, ,true,false, ,https <PORT_NO>=Web
Server Interface, ,true,false, ,http
ここで、<PORT_NO>は管理対象システムで設定されている http/https ポートの番号です。
例：http ポート番号が 83 に設定されている場合は、次のエントリーを追加します。83=Web Server
Interface, ,true,false, ,http
3. 管理対象システムが、iLO、ProLiant Onboard Administrator などの、管理プロセッサーの場合は、次のエ
ントリーを追加します。
4. <PORT_NO>=Web Server
Interface, ,true,false,com.hp.mx.core.tools.identification.mgmtproc.MgmtProces
sorParser,http
5. 例：iLO の http ポート番号を 83 に変更する場合は、「83= Web Server
Interface, ,true,false,com.hp.mx.core.tools.identification.mgmtproc.MgmtProcessorParser,http」というエン
トリーを追加します。

WBEM
WBEM は、最新管理プロトコルのうちの 1 つです。このプロトコルでは、DMTF によって定義された、業界
標準の CIM が利用されます。HPE SIM は、WBEM プロトコルを直接使用してシステムとやり取りしたり、
WMI Mapper プロキシを使用して Windows WMI システムとやり取りしたりすることができます。HPE SIM
は、WBEM を使用して、ストレージシステム SMI-S WBEM プロバイダーおよび HP-UX プロバイダーと通信
します。Hewlett Packard Enterprise は、Distributed Management Task Force（DMTF）との協力関係を通じ
て、この取り組みをリードしてきました。WBEM は、Hewlett Packard Enterprise、Microsoft、Intel、BMC、
Cisco、およびそれ以外の 120 のプラットフォーム、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウ
ェア供給元によってサポートされている取り組みです。
WBEM を有効にすると、管理コンソールでは、WBEM がサポートされている、すべてのシステムから情報を
取得できます。WBEM を動作させるには、特定システムの正しいユーザー名とパスワードを指定する必要が
あります。WBEM によって、より多くのサーバーとストレージの管理可能データセットを収集して、システ
ムページやレポートに表示することができます。WBEM が存在すると、プロパティページを使用できるよう
になり、WBEM イベントがイベント収集に表示されるようになります。HTTPS を有効にしないと、HPE SIM
はシステムの WBEM ベース機能を検出しません。HPE SIM 6.0 からは Hewlett Packard Enterprise 製以外の
システムのサポートも拡大されています。
注記:
HPE SIM は、ユーザー提供の WBEM 名とパスワードのペアが保護されることを保証するために、WBEM
over HTTPS をサポートしています。
注記:
OpenWBEM はサポートされていません。

リモートメソッド呼び出し（RMI）
Java RMI は、CMS 内でプロセス間通信にのみ使用されます。

リモートウェイクアップ
リモートウェイクアップは、電源がソフトオフされているシステムの電源をリモートからオンにする機能を意
味します。ACPI（Advanced Configuration and Power Interface）をサポートするシステムは、そのシステム
に対する任意のネットワーク動作により、透過的に起動されます。また、システムが Magic Packet テクノロ
ジーをサポートする場合もあります。システムの電源が切断されている場合でも、Magic Packet 対応のネッ
トワークインターフェイスカード（NIC）には電源が投入されており、トラフィックを監視しています。その
NIC が NIC 宛ての Magic Packet を受信すると、システムに電源が投入されます。
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WBEM

Internet Control Message Protocol（ICMP）
ICMP は、システムの自動検出の過程で、システムに対する他の要求に先立って、システムが応答するかどう
かを確認するために使用されます。ICMP エコー要求（ping）がシステムの IP アドレスに送信されます。正常
な応答があれば、システムは起動しており応答していることを確認できます。
注記:
グローバルプロトコル設定ページから、ICMP の代わりに TCP を ping として使用するように HPE SIM
を設定できます。

Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）
LDAP 3 は、ディレクトリグループツールの実行中に、設定済みのディレクトリサーバーと通信して、ディレ
クトリ内に設定されているシステムに関する情報を収集するために使用されます。

Simple Object Access Protocol（SOAP）
SOAP は、HPE SIM と通信するためにパートナーアプリケーションによって使用されます。このプロトコル
は、基本的には HTTPS 上の XML です。

プロトコルの機能
次の表では、システムページの管理プロトコルに表示される管理プロトコルについて説明します。管理プロト
コルには、システムの識別を試みたとき応答したプロトコルが表示されます。
注記:
CMS は、イベントの場合を除き、すべてのプロトコルに対して要求を発生させます。
管理規格

説明

有効になったときの機能

CIM

システム、ネットワーク、アプリケ システム識別、インベントリ、イベ
ーション、およびサービスについて ント
の管理情報の共通定義。

CIM-XML

CIM 情報を交換するために、HTTP システム識別
経由で XML を使用するためのプ
ロトコル。WBEM 規格スイートの
一部。

HTTP および HTTPS

HTTP は識別時に管理対象システ
ムについてのデータを取得するた
めに使用されるもう 1 つの主要プ
ロトコルです。HTTP は安全なプ
ロトコルではなくネットワーク上
で簡単に傍受できます。HTTP を
安全にしたものが HTTPS です。
このプロトコルについては後で説
明します。

システム識別、管理ツールの起動、
エージェントの設定

表は続く

Internet Control Message Protocol（ICMP）
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管理規格

説明

有効になったときの機能

ICMP

ICMP は、IP と緊密に統合された必
須プロトコルです。ICMP メッセ
ージは IP パケットで配信され、ネ
ットワークの動作に関わるアウト
オブバンドメッセージとして使用
されます。

システムの検出中および他の操作
の前に、システムにアクセスできる
かどうかをチェック（ping）できる
ようにします。

HPE SIM は、管理対象システムに
ping を送信するために ICMP メッ
セージを使用できます。ただし、一
部のルーターは ICMP メッセージ
をブロックするため、HPE SIM は
TCP を使用して代わりの ping を
提供しています。
MIB

SNMP 規格の一部。MIB は SNMP システム識別、インベントリ、およ
を介して管理される情報のモデル びイベント
です。WBEM で定義される CIM
と同じ働きをします。

SNMP

SNMP は管理のために幅広く使わ システム識別、インベントリ、およ
れていますが、多くのシステムに組 びイベント
み込まれているバージョン 1 およ
び 2 はセキュリティ面で脆弱で
す。HPE SIM では「set」操作は使
用しませんが、システムデータへの
読み取りアクセスがネットワーク
上で盗み見られる可能性がありま
す。SNMP は UDP をベースにし
ているため、多くの環境でファイア
ウォールを通過させるのに適した
プロトコルとは考えられていませ
ん。SNMPv1 の「コミュニティ」
は単純なクリアテキストであるた
め、
そのセキュリティは低レベルで
す。ただし、システム管理に使われ
るネットワークの制御レベルが相
対的に高い環境には、SNMP が適
している可能性があります。
SNMPv3 は、主に SNMP のセキュ
リティとリモートの構成を強化し
たものです。

SSH

SSH は、リモートコマンド実行の リモートでのツール実行
ために使用します。HPE SIM は、
SSH を使用して管理対象システム
に対してコマンドを実行します。

SMASH

ベンダーに依存しない管理アプリ
ケーションの使用を可能にするサ
ーバーの共通管理のための DMTF
イニシアチブ。

ベンダーの違いを超えた共通のサ
ーバー管理

表は続く
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管理規格

説明

有効になったときの機能

SMI-S

ストレージ管理のための、WBEM
を使用する SNIA 規格。

システム識別

WBEM

CIM、CIM-XML、および WS識別、インベントリ、およびイベン
Management を含む一連の規格を ト
使用する、DMTF プログラム。業
界の幅広いサポートがあります。
現在、WBEM では、CIM-XML プロ
トコルが最も広範に使われており、
多くの場合、WBEM という用語は
このプロトコルを意味します。
注：ファイアウォールを設定して、
CMS がデフォルトのポート 5989
経由で管理対象システムと通信で
きるようにします。WBEM プロバ
イダーのデフォルトポート設定を
変更した場合、実際に構成された
WBEM プロバイダーのポート番号
に対してファイアウォールを設定
する必要があります。

WS-Management

WMI

Web サービスを使用して管理情報 識別、インベントリ、およびイベン
を交換するための DMTF 規格。
ト
WS-Management は、CIM-XML の
代わりに、CIM の転送に使用でき
ます。
WMI は、WBEM の Microsoft 社に 識別、インベントリ、およびイベン
よる実装です。WMI は分散型コン ト
ポーネントオブジェクトモデル
（DCOM）上で実行されます。
DCOM は RPC を使用します。フ
ァイアウォールの背後にある
Windows システムについては、安
全なネットワーク上にある管理対
象システムに WMI Mapper をイン
ストールすることをおすすめしま
す。WMI Mapper は、ファイアウォ
ールを通過する標準的な CIM-XML
要求を許可します。これらの要求
は、管理対象システム上で WMI 要
求にマッピングされます。

HPE SIM でのプロトコル設定の指定
すべてのシステム、システムグループ、または個々のシステムを対象に、HPE SIM を使用してプロトコル設
定を指定できます。デフォルトのタイムアウトおよび再試行回数の設定、HPE SIM のプロトコル使用の完全
な無効化など、HPE SIM がプロトコルを使用する方法を制御できます。
すべてのシステムを対象にプロトコル設定を指定するには、次のいずれかの方法でグローバルプロトコルの設
定ページにアクセスします。

HPE SIM でのプロトコル設定の指定

239

•
•

オプション > プロトコル設定 > グローバルプロトコル設定を選択します。
検出ページの検出の設定セクションで グローバルプロトコル設定をクリックします。

単一システムかシステムグループでプロトコル設定を指定するには、次のいずれかの方法でシステムプロトコ
ル設定ページにアクセスします。
•
•

すべてのシステムページで、システムのシステム名リンクをクリックして、システムのシステムページに
アクセスしてから、ツール&リンクタブページのシステムプロトコル設定リンクをクリックします。
HPE SIM メニューから、オプション > プロトコル設定 > システムプロトコル設定を選択し、プロトコル設
定を指定する単一システムを選択します。

単一システムのプロトコル設定
手順
1.
2.
3.
4.
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ツール > システム情報 > システムページを選択して、システムプロトコル設定ページにアクセスします。
ターゲットシステムを選択します。
実行をクリックします。
ツール＆リンク > システムプロトコル設定を選択します。

データ収集
識別プロセスで、HPE SIM でデータ収集が初めて実行された後は、特定のシステムのデータ収集タスクをス
ケジュールし、さまざまなスケジュールでタスクを実行できます。HPE SIM に組み込まれている、デフォル
トの初期データ収集タスクと隔週データ収集タスクの他に、特定の管理対象システムをターゲットにした、新
しいデータ収集タスクを設定できます。既存データセットを上書き（詳細解析用）
（Insight マネージャー 7 の
単一インスタンスデータ収集タスク）でスケジューリングする場合は、週に 1 回（小規模ネットワーク）から
月に 1 回（大規模ネットワーク）で実行すれば十分です。新規データセットを追加（時系列変動解析用）でス
ケジューリングする場合は、データ収集をより頻繁に実行するように設定してください。データベースのスト
レージ領域が消費されることに気をつけて、最も重要なシステムでは 1 時間に 1 回くらい実行します。
データ収集タスクを作成するには、ツールバーからオプション > データ収集を選択します。
注記:
HPE SIM によって使用されるプロトコルからデータを収集するデータ収集を有効にするには、グローバ
ルまたは特定の対象システムで、対応するプロトコルを有効にし、適切なプロトコル設定と認証情報を
指定する必要があります。
注記:
WMI 対応システムから WMI データを収集できるようにするには、オプション > プロトコル設定 > WMI
Mapper プロキシで、 WMI Mapper プロキシの設定と指定を行う必要があります。

データ収集
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新規データセットを追加（時系列変動解析用）
新規データセットを追加（時系列変動解析用）オプションでは、傾向情報が別個の履歴エントリーに維持され
ます。この履歴に基づく傾向分析は、傾向と利用率の分析に使用できます。これは、時間が推移するとレコー
ドの内容が変わるためです。データ収集によって集められた情報はスナップショット比較とレポートで利用
され、システム収集の条件として利用することもできます。新規データセットを追加（時系列変動解析用）で
は、システムの履歴を詳述するデータが収集される。問題のあるシステムや問題のある利用時間を追跡する際
は、新規データセットを追加（時系列変動解析用）を控えめに使用してください。過度の使用は、格納データ
が大量に作成される事態を招く可能性があるので避けてください。
注意:
標準のデータ収集タスクを削除する場合は、HPE 同等の結果が得られるタスクと必ず置き換えてくださ
い。たとえばデータ収集タスクを削除すると、履歴を解析する機能やレポートテーブルの情報を更新す
る機能が使えなくなります。レポートに新しいデータを表示するには、更新する必要があります。

既存データセットを上書き（詳細解析用）
既存データセットを上書き（詳細解析用）オプションでは、以前に収集した情報が上書きされます。
現在のデータ収集レポートは、システムページのツール&リンクタブから表示できます。システムページに
は、収集でシステムを選択するとアクセスできます。
データ収集を実行すると、相当のネットワークリソースが消費されることに注意してください。適切なスケジ
ュールが必要になることがあります。
重要:
同一のステータスポーリングタスクまたはデータ収集タスクに対して複数のインスタンスがある場合、
これらは同時には実行されません。

初期データ収集
初期データ収集タスクは、SNMP または WBEM を実行している多数のシステムから情報（シリアル番号やモ
デル番号など）を収集する場合に使用されます。このタスクは、検索条件に合う新規システムやイベントが検
出されると実行されるよう、デフォルトで設定されています。データが収集されたら、システムテーブルビュ
ーページから選択して、システムのデータ収集レポートを表示できます。これによって、システムページが表
示されます。ここで、ツール&リンクタブからデータ収集レポートリンクを選択できます。その他のレポート
フォーマットは、レポートツールから使用できます。

隔週データ収集
隔週データ収集タスクでは、システムデフォルト収集のすべてのシステムで既存データセットを上書き（詳細
解析用）オプションが実行されます。デフォルトのスケジュールは、2 週間ごとの土曜日の午前 12 時 00 分に
実行されます。データが収集されたら、システムテーブルビューページから選択して、システムのデータ収集
レポートを表示できます。この操作により、システムページが表示されます。ここで、ツール&リンクタブを
選択し、データ収集レポートをクリックします。
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デフォルトシステムタスク
ポーリングタスクでは、関連する収集に含まれるシステムのヘルスステータスが追跡されます。システムがい
つオフラインになるか、またはハードウェアのパフォーマンスがいつ低下するかを判断するためには、システ
ムのステータスポーリングを定期的に行う必要があります。特定システムのポーリングタスクをカスタマイ
ズして、スケジュールした時刻に実行できます。また、ニーズに合わせて、さまざまな収集で、ポーリングタ
スクを作成することもできます。
イベントの受信に基づいてポーリングタスクが実行されるように設定することができます。イベントポーリ
ングタスクは、イベント収集に関連付けられます。たとえば、システムからトラップを受信したときのハード
ウェアステータスポーリングタスクを設定することができます。
イベント収集での変化の結果として実行されるようにポーリングタスクを設定すると、ポーリングタスクは、
その収集に一致するイベントを生成するすべてのシステムに適用されます。
注記:
定期的なイベント収集に基づいてポーリングタスクをスケジュール設定することはおすすめできませ
ん。このようなタスクは、関連する収集でイベントが発生するたびに、一連のシステムで実行されます。
注記:
ハードウェアステータスポーリングタスクを削除すると、システムは検出され続けますが、そのステー
タスは更新されません。日単位システム識別タスクを削除すると、システムの管理における変化を検出
できなくなります。
以下のデフォルトタスクは、スケジュールされたすべてのタスクの表示ページで利用できます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

隔週データ収集（244 ページ）
システム識別（244 ページ）
古い不要なイベントの削除（244 ページ）
90 日を経過したイベント（244 ページ）
ステータスポーリング - 非サーバー（244 ページ）
ステータスポーリング - サーバー（245 ページ）
ステータスポーリング - 無効ではないシステム（245 ページ）
ハードウェアステータスポーリング-Superdome 2 ProLiant Onboard Administrator（245 ページ）
データ収集（245 ページ）
ハードウェアステータスポーリング（245 ページ）
バージョンステータスポーリング（245 ページ）
バージョンステータスポーリング - 無効ではないシステム（245 ページ）
イベント設定の確認（245 ページ）

デフォルトシステムタスク
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隔週データ収集
このタスクを使用してデータを収集します。このタスクは、データ収集リスト収集に含まれるすべてのシステ
ムに対して実行されます。デフォルトのスケジュールでは、タスクが隔週の土曜日の正午に実行されるように
設定されています。

システム識別
このタスクを使用して、ネットワーキング用のシステムなど、システムについての情報を収集します。デフォ
ルトでは、このタスクは 1 日 1 回実行されます。この情報は識別されデータベースに格納されます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

管理対象システムでのシングルサインオンおよび STE サポート
システムの管理プロトコルのタイプ（HTTP、SNMP、および WBEM）
システムのタイプおよびサブタイプ（サーバー、ストレージ、スイッチ、ルーターなど）
システムの製品名
オペレーティングシステムの名前およびバージョン
システムで実行されている Web エージェント
システムで実行されている Web ベースのソフトウェア（プリンター管理ソフトウェアなど）
管理プロセッサーとシステムの関係（システムとそのリモート Insight ボードなど）
ストレージプロキシおよび関連ストレージシステム
Wake On LAN（WOL）情報

古い不要なイベントの削除
リンクアップ、リンクダウン、認証イベントなど、一過的で頻繁に発生するが、一般には、ハードウェア障害
を意味しないイベントを含みます。例えば、リンクアップ、リンクダウン、認証のイベントなどです。これら
のイベントは、イベントデータベーステーブルを満杯にしますが、ハードウェアイベント履歴に価値をもたら
すものではありません。

90 日を経過したイベント
このタスクは、90 日を経過したイベントを削除します。イベントの合計数を制限することで、HPE SIM を維
持するのに役立てることができます。デフォルトでは、このタスクは無効です。このタスクを有効にするに
は、次のように操作します。
スケジュールされたすべてのタスクページで、有効をクリックします。
インストレーションによっては、大容量のイベントがあることがあります。その場合は、タスクおよびイベン
ト収集をモデルとして使用し、たとえば、30 日を経過したイベントのイベント収集を作成して、30 日を経過
したイベントを削除するタスクを作成してください。

ステータスポーリング - 非サーバー
このタスクは、管理プロトコル（SNMP、WBEM など）によって、タイプがサーバー、クラスター、または
管理プロセッサーではないシステムのステータス情報を収集します。このタスクは、デフォルトで、スタート
アップ時と、その後は 10 分に 1 回ポーリングを実行します。
注記:
500 を超えるシステムを検出する場合は、間隔をデフォルトの 10 分間から増やす（例：1,000 システム
ごとに 15 分）ことをおすすめします。
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ステータスポーリング - サーバー
このタスクは、サーバー、クラスター、または管理プロセッサータイプの SNMP または WBEM システムのス
テータス情報を収集します。このタスクは、デフォルトで、スタートアップ時と、その後は 5 分に 1 回ポー
リングを実行します。
注記:
500 を超えるシステムを検出する場合は、間隔をデフォルトの 5 分間から増やす（例：1,000 システム
ごとに 10 分）ことをおすすめします。

ステータスポーリング - 無効ではないシステム
このタスクは、システムが無効状態から有効状態に変わったときに実行されます。このタスクを使用すると、
システムの予定メンテナンス期間が無効に設定された後に最新のステータス情報を入手することができます。
このタスクにより、データ収集レポートにカテゴリ全体（インベントリ、ソフトウェアベースラインなど）が
反映されるはずです。

ハードウェアステータスポーリング-Superdome 2 ProLiant
Onboard Administrator
ハードウェアステータスポーリングは、ProLiant Onboard Administrator の正しいステータスを反映するはず
であり、このステータスは XML の応答データと一致する必要があります。

データ収集
このタスクは、WBEM または SNMP が動作する多数のシステムから静的情報（シリアル番号、モデル番号な
ど）を収集します。

ハードウェアステータスポーリング
このタスクは、新しく検出されたシステムでハードウェアステータスポーリングを実行します。このため、定
期的なタスクが実行されるまで待たなくても、システムが有効なステータスを持つことができます。

バージョンステータスポーリング
これは、ソフトウェアバージョンの更新ステータスを判定するタスクで、7 日ごとに実行するように設定され
ており、デフォルトでは深夜 12 時に実行されます。このタスクは、編集することができます。また、いつで
も手動で実行できます。

バージョンステータスポーリング - 無効ではないシステム
このタスクは、システムが無効状態から有効状態に変わったときにソフトウェアバージョンツールを実行しま
す。これにより、HPE SIM で、システムにロードされているソフトウェアのステータスが最新の状態に保た
れます。

イベント設定の確認
このタスクは、すべてのシステムのイベント設定をチェックし、毎週実行するようにスケジュールされます。
イベント設定の確認（毎週）タスクは編集できます。

ステータスポーリング - サーバー
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ステータスポーリング
ポーリングタスクでは、システムリストに載っているシステムのシステムヘルスステータスが追跡されます。
SNMP トラップやその他のイベントが管理コンソールに正しく届かない場合、システムが正常な状態になっ
ているかどうかを簡単に調べることができます。システムがいつオフラインになるか、またはパフォーマンス
がいつ低下するかを判断するためには、システムのステータスポーリングを連続して行う必要があります。特
定システムのポーリングタスクをカスタマイズして、スケジュールした時刻に実行できます。また、特定の要
件に合わせて、さまざまなシステムリストやイベントリストで、新しいポーリングタスクを作成することもで
きます。
次のデフォルトポーリングタスクが用意されています。
•

ソフトウェアステータスポーリング。
ソフトウェアバージョン更新ステータスを判断するために使用します。このタスクは 7 日ごとに実行する
ように設定されており、デフォルトでは水曜日の深夜 12 時に実行されます。このタスクは、編集していつ
でも実行できます。このタスクでは、以下が実行されます。
◦
◦
◦

•

ソフトウェアとファームウェアのインベントリをシステムから取得する。
ソフトウェアとファームウェアの更新ステータスを判断する。
データベースでバージョンを並べ替える。

ソフトウェアステータスポーリングにアクセスするには、オプション > ステータスポーリング > ソフトウ
ェアステータスポーリングを選択します。
ハードウェアステータスポーリング。
システムステータスの追跡調査に使用します。
◦

ハードウェアステータスポーリング -非サーバー

◦

タイプが、サーバー、クラスター、または管理プロセッサーではないターゲットシステムのステータス
情報を収集する場合に使用します。このタスクは、デフォルトで、スタートアップ時とその後は 10 分
ごとにポーリングを実行します。ステータス変更イベントを送信しません。
ハードウェアステータスポーリング -サーバー。
タイプが、サーバー、クラスター、または管理プロセッサーの SNMP システムのステータス情報を収
集する場合に、使用します。このタスクは、デフォルトで、スタートアップ時とその後は 5 分ごとにポ
ーリングを実行し、イベントに基づいて通知タスクを設定できるステータス変更イベントを送信しま
す。

ハードウェアステータスポーリングにアクセスするには、オプション > ステータスポーリング > ハードウ
ェアステータスポーリングを選択します。
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hosts ファイル拡張
hosts ファイルは、検出中に複数のシステムを HPE SIM データベースに手動で追加するために使用されます。
hosts ファイルには、一般的に、IP アドレス、システム名、システム名のエイリアス、ユーザーコメントが含
まれます。作成した hosts ファイルにはシステムについての追加情報を含めることができます。この情報は、
システムの hosts ファイルエントリーの前に、1 つ以上のコメントとして表示されます。値が指定されなかっ
た場合は、デフォルト値が使われます。

表 18 : hosts ファイルのシステム情報
パラメーター

キーワード

システムタイプ

TYPE

SNMP タイムアウト

SNMP_TIM

SNMP 再試行回数

SNMP_RET

SNMP 読み込みコミュニティ

SNMP_MON

SNMP 書き込みコミュニティ

SNMP_CON

hosts ファイルを修正して、あるエントリーのデフォルト値を置き換えたり、すべての後続エントリーのデフ
ォルトを変更したりできます。hosts ファイルで 1 つのシステムエントリーの値を変更するには、次の例で示
すように、hosts ファイルでホストのエントリーの前の行にコメントとして文を追加します。追加した文は、
そのあとに記載されているシステムにのみ適用されます。次の例では、デフォルトの TYPE が、システム
EngProliant の「server」に変更されます。

表 19 : hosts ファイルのデフォルトパラメーターの変更
キーワード文

hosts ファイルエントリー

#$IMXE:<キーワード=値>

# $IMXE: TYPE=server

例：# $IMXE: TYPE=server

16.26.176.92 EngProliant.compaq.com EngProliant #
ユーザーのコメント

デフォルトをグローバルに変更し、次のファイルエントリーとすべての後続エントリーも変更するには、以下
の例のような文を使用します。次のエントリーのデフォルト値は「router」に変更されます。次の#
$IMXE_DEFAULT 文が値を変更するまで、
「router」がすべてのエントリーのデフォルト値となります。TYPE
の単一インスタンスを#$IMXE 文で変更すると、デフォルトは次のエントリーのみで使用されずに「router」
に戻ります。

表 20 : hosts ファイルのパラメーターのグローバルレベルでの変更
キーワード文

hosts ファイルエントリー

# $IMXE_DEFAULT: < キーワード=値>

# $IMXE_DEFAULT: TYPE = router

例：# $IMXE_DEFAULT: TYPE = router

16.26.176.92 BldRtr6.compaq.com BldRtr6 #ユーザ
ーのコメント

hosts ファイル拡張
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注記:
コメント付きエントリーでキーワードパラメーターを省略すると、現在のデフォルト値が使用されます。
#$IMXE_DEFAULT 文で新しいデフォルト値が設定されない限り、現在のデフォルトが常に標準のデフ
ォルト値になります。"management processor"のように、2 語以上をキーワードに使用する場合には、
二重引用符でキーワード全体を囲みます。キーワード全体を二重引用符で囲みます。"server"のような
1 語のキーワードでは、引用符はオプションです。
次のファイルは、いくつかの文について説明している hosts からの抜粋です。シャープ記号（#）で始まる説
明は、hosts ファイルに表示されません。

#
#
#
#

Title: Systems in database
Sorted by: IP address
Date: 28-Mar-00 2:29:31 PM
Author: administrator

The system EngProliant uses all current defaults. There are no
additional comments.
16.26.176.92 EngProliant.compaq.com EngProliant #user comments
The system testServer in the following example defaults for TYPE.
The defaults for SNMP Timeouts and Retries were
restored for this system but only apply to testServer. The SNMP
write community string default was changed and only applies
to testServer.
#$IMXE: TYPE=Server
#$IMXE: SNMP_TIM=0 SNMP_RET=0 SNMP_MON=public
SNMP_CON=private
16.26.160.20 testServer.compaq.com testServer
All defaults in the following example for the system BldRtr1 are
the same as for testServer, but had to be specified because
they are not the global defaults. These changes apply only to
BldRtr1.
#$IMXE: TYPE=Router
#$IMXE: SNMP_TIM=0 SNMP_RET=0 SNMP_MON=public
SNMP_CON=private
16.26.160.23 BldRtr1.compaq.com BldRtr1
For the system BldRtr5, the TYPE and protocols used for discovery
were changed from the current defaults. Because the remaining
keyword entries are missing, the standard defaults
are applied for the SNMP timeouts, retries, and community strings.
#$IMXE: TYPE=Router
16.26.160.24 BldRtr5.compaq.com BldRtr5
For the system AcctServer, only the TYPE was changed from the
current defaults.
#$IMXE: TYPE=Server
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16.26.176.36 AcctServer.compaq.com AcctServer #user comments
The global default for TYPE was changed from Unknown to Router.
All subsequent entries will be identified as routers until a TYPE
statement is used to specify another type or restore the default.
#$IMXE_DEFAULT: TYPE=Router
16.25.176.38 FloorRtr2a.compaq.com FloorRtr2a #user comments
The default for the next host entry was changed to management
processor, which is enclosed in quotes. #$IMXE:
TYPE="Management Processor" AcctSvriLo.compaq.com
16.25.176.37 AcctSvriLo #user comments
...

hosts ファイル拡張
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デフォルト値
hosts ファイルでパラメーターが欠落している場合は、デフォルトが適用されます。以下は、hosts ファイル
で使用できるパラメーターを示します。

表 21 : hosts ファイルのデフォルトパラメーター
キーワード

値

TYPE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SNMP

0

無効（デフォルト）

1

有効

0

無効（デフォルト）

1

有効

HTTP

説明
Application
Cluster
Complex
Desktop
Enclosure
Environmental Monitor
Handheld
Hub
KVM Switch
Management Processor
Notebook
Partition
Power Distribution Unit
Power Supply
Printer
Rack
Resource Partition
Remote Access Device
Router
Server
Shared Resource Domain
Storage Device
Switch
Tape Library
Thin Client
UPS
Unknown
Unmanaged
Workstation

Unknown（デフォルト）

表は続く
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キーワード

値

説明

SNMP_TIM

0

システムデフォルト（デフォルト）

0 より大きい値
SNMP_RET

0

システムデフォルト（デフォルト）

0 より大きい値
SNMP_MON

Public

読み取り専用（デフォルト）

<コミュニティ名>
SNMP_CON

<コミュニティ名>

デフォルトなし

hosts ファイルを使用して自動検出するシステムを指定するには、検出ページの一般設定セクションの Ping
包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイルセクションに hosts ファイル
名を追加します。次の項目を入力します。$Hosts_filename。ここで、Hosts_filename は、使用する hosts
ファイルの名前です。
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システムタイプ管理ルール
システムタイプ管理を使用すると、新しいタイプのシステムを検出できるように、HPE SIM の SNMP ベース
検出を拡張できます。この拡張を実行するには、システムオブジェクト ID（OID）やオプションで追加の MIB
変数を必要なタイプにマップするシステムタイプ管理ルールを作成します。SNMP 対応製品には、各メーカ
ーにより、他と重複しないシステム OID が割り当てられています。
システムは、MIB と呼ばれるファイルに記述される変数を使用して、それらのシステムについての情報を提供
します。この値は、業界標準の構造で記述されます。MIB はベンダーによってシステムに提供されるもので、
システムタイプ管理からアクセスおよび使用できるように HPE SIM に登録する必要があります。すべての
MIB とサードパーティの MIB の多くは、Hewlett Packard Enterprise によってあらかじめ登録されています。
ネットワーク上に関連システムがある場合は、MIB コンパイラを使用して残りの MIB を登録することができ
ます。MIB を調べると、変数のモジュールまたはグループがあるのがわかります。変数のなかには、複数の値
を持つものがあります。このような値の場合は、各自が OID も持っています。この OID を使用すると、この
OID を問い合わせて、含まれるシステム、および現在の動作を判断できます。HPE SIM によって提供される
デフォルトの MIB のリストについては、HPE SIM ですぐに使える MIB のサポート（269 ページ）を参照し
てください。
MIB 変数 OID を入力する必要があるのは、同じシステム OID を返す複数のシステムを、クラスごとに異なる
値を返す SNMP 変数に基づいて、異なる製品として分類する場合です。たとえば、異なるベンダーの
Windows NT サーバーがあり、同じ Windows NT システム OID が返される場合は、Windows NT システム OID
を OID として使用してルールを指定し、ベンダー固有の MIB 変数と値の組み合わせを使用して、ベンダーご
とに別のルールを作成してください。
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SNMP ルールの新規追加
コマンドラインユーティリティ（mxstm）を使用するか、HPE SIM ユーザーインターフェイスからオプショ
ン > システムタイプの管理を選択して、新しい SNMP ベースルールを作成できます。SNMP フレームワーク
内で、管理可能なネットワークシステム（ルーター、ブリッジ、サーバーなど）には、マネジメントエージェ
ントと呼ばれるソフトウェアコンポーネントが含まれます。このエージェントは、ネットワーク要素のさまざ
まなサブシステムを監視し、この情報を MIB に格納します。このエージェントにより、システムはトラップ
を生成でき、HPE SIM を実行している、トラップ宛先サーバーに送信するように設定できます。
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カスタムツール定義ファイル
カスタムツール定義ファイルは、プログラム、スクリプト、またはユーザーによって追加された UTL に基づ
いて HPE SIM がタスクを実行する方法を記述する XML ファイルです。この付録では、これらのツール定義
ファイル（tdef）の構文について説明します。
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ツールタイプ固有の要件
SSA 固有の属性
SSA ツールは、選択したターゲット上で実行され、そのターゲットのシステム環境だけを認識します。SSA
ツールを実行する際は、まず、CMS の HPE SIM 分散タスクファシリティ（DTF）が SSH を使用して 1 つ以
上のファイルをターゲットシステムに送信し、ファイルを受け取ったシステムがツールを実行します。SSA
ツールには、ls、cat、cp など、一般的な Unix コマンドをラップするツールがあります。

表 22 : SSA 固有の属性
属性

構文

説明
1

ssa-block

<ssa-block>

（command/copy-block 属性）
</ssa-block>

command

<command> （パラメーター） </
command>

指定しなければならないコマンド
またはコピーブロック（両方を指定
することもできます）は 1 つだけ
ですが、最大 16 個のコピーブロッ
クを指定できます。コマンドやコ
ピーブロックの後に、それぞれのパ
ラメーターを指定できます。
SSA ツールのコマンドを指定しま
す。コマンドがパラメーターを受
け入れる場合は、コマンドをパラメ
ーター化された文字列（259 ペー
ジ）として指定する必要がありま
す。
この要素は、2 つの属性
（command-type および log）を持つ
ことができます。

copy-block

<copy-block> （属性データ） </
copy-block>

コピー操作のソースファイルパス
とターゲットファイルパスを指定
します。ソース要素は、コピー操作
のソースファイルパスを指定しま
す。ターゲット要素は、コピー操作
のターゲットファイルパスを指定
します。コピーされるブロックの
デフォルト権限は 755 です。
chmod コマンドがカスタム権限の
設定に必要です。

1:

開始タグと終了タグの間にあるイタリックのテキストを実際の属性/値/データと入れ替えてください。イタ
リック以外のテキストは、有効なエントリーオプションを意味します。デフォルト値はないため、属性の値は
指定する必要があります。
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MSA 固有の属性
MSA ツールは、通常、CMS 上で実行され、複数のターゲットシステムを操作できます。MSA ツールを起動
すると、MSA プロセスが一度だけ作成され、リスト内のすべてのターゲットに渡されます。MSA ツールの例
としては、XWindows ツールを挙げることができます。
MSA コマンドツールは、コマンドと、そのコマンドが動作するシステムを指定する必要があります。
属性

構文 1

msa-block

<msa-block>（コマンド/パラメ MSA コマンド、コマンドのパラメ
ーター、およびコマンドを実行する
ーター）</msa-block>
実行ノードを指定します。

command

<command>（パラメーター）</
command>

execution-node

<execution-node>（パラメータ
ー）</execution-node>

1

説明

MSA ツールのコマンドを指定しま
す。コマンドがパラメーターを受
け入れる場合は、コマンドをパラメ
ーター化された文字列（259 ペー
ジ）として指定する必要がありま
す。この要素は、2 つの属性
（command-type および log）を持つ
ことができます。

開始タグと終了タグの間にあるイタリックのテキストを実際の属性/値/データと入れ替えてください。イタ
リック以外のテキストは、有効なエントリーオプションを意味します。デフォルト値はないため、属性の値
は指定する必要があります。

WLA 固有の属性
WLA ツールは、通常、独立したブラウザー（デフォルト）または HPE SIM と同じフレームで起動します。こ
のツールは Universal Resource Locator（URL）で指定します。HPE SIM の証明書を共有していない Web 起
動アプリケーションは、別のフレームで実行されるはずです。
Web 起動対応ツールは、メイン URL を指定する必要があります。
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表 23 : WLA 固有の属性
属性

構文

説明
1

web-block

<web-block> （URL/フォーマット main-url 要素を指定します。また、
属性） </web-block>
URL のパラメーターを指定するこ
ともできます。オプションで、ター
ゲットを Web 起動対応ツールに
渡す方法を記述するターゲットフ
ォーマットを指定することができ
ます。

main-url

<main-url> http://xxx.xxx.xxx </
main-url>

このツールのアクションのための
メインアプリケーションウィンド
ウを開く、完全な URL を定義する
パラメーター化された文字列。ポ
ータル UI では、Work Window で表
示される URL と見なされます。

side-url

<side-url> http://xxx.xxx.xxx </
side-url>

このツールのアクションのための
小さなウィンドウビューを開く、完
全な URL を定義するオプション
のパラメーター化された文字列。
ポータル UI では、Set-Aside View
Window で表示される URL と見な
されます。

current-url

<current-url> http://xxx.xxx.xxx </
current-url>

このツールのアクションのための
メインアプリケーションウィンド
ウの更新に使われる完全な URL
を定義するオプションのパラメー
ター化された文字列。ポータル UI
では、その時点での状態を維持する
ために、Work Window を更新する
ための URL と見なされます。

status-url

<status-url> http://xxx.xxx.xxx </
status-url>

このツールの実行に関連付けられ
たタスク ID の進行中のステータス
を表示するためのウィンドウを開
く完全な URL を定義するオプシ
ョンのパラメーター化された文字
列。ポータル UI では、タスクステ
ータスリストからタスクを選択す
るときにタスクのその時点でのス
テータス/結果を示すために表示さ
れる URL と見なされます。

表は続く
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属性

構文

説明
1

target-format

<target-format> （パラメーター）
</target-format>

Web 起動アプリケーションがター
ゲットの長いリストを渡す方法を
提供するオプションのパラメータ
ー化された文字列。<targetformat>は、ツールを対象に定義さ
れる URL（たとえば、<main-url>）
とまったく同じ方法で展開されま
す。

system-page-link-group-title

<system-page-link-group-title>（パ システムページのツール&リンク
ラメーター） </system-page-link- タブのセクションのタイトルを示
group-title>
します。この属性の内容は、リンク
のセクションの表示タイトルにな
ります。たとえば、「Systems
Insight Manager Pages」がセクシ
ョンタイトルです。

1:

開始タグと終了タグの間にあるイタリックのテキストを実際の属性/値/データと入れ替えてください。イタ
リック以外のテキストは、有効なエントリーオプションを意味します。デフォルト値はないため、属性の値は
指定する必要があります。

mxtool コマンドのパラメーター
HPE SIM mxtool コマンドを使用すると、mxtool コマンドの後に指定されるパラメーターで定義されたとおり
の特別なアクションを実行できます。次の表に、mxtool コマンドで使用される一般的なパラメーターの一部
を示します。
パラメーター

機能

-a

追加するファイル/ツールを指定します。

-d

ディレクトリを指定します。

-f

ファイルを指定します。

-m

修正/変更

-r

削除するファイル/ツールを指定します。

-t

ツール名を指定します。

-x force

バージョンが同じ場合やタスクがツールに結合され
ていても、ツールを強制的に削除または修正します。

注記:
mxtool のパラメーターについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/insightmanagement/sim/docs に
ある HPE SIM Information Library、または HPE SIM の mxtool のマンページを参照してください。また
は、HPE Systems Insight Manager Command Line Guide を参照してください。
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パラメーター化された文字列
ツール開発者は、パラメーター化された文字列を使用することで、TDEF 作成の際に使用できるオプションの
機能を大幅に強化できます。パラメーター化された文字列は置換フィールドを含み、標準 C ライブラリにあ
る有名な printf()関数で使用されるフォーマット文字列と似ています。これらのフィールドは、
（ツールパラメ
ーター属性で定義されているとおり）実行時にユーザーが入力した値、タスクコントローラーの提供する標準
のタスクプロパティ、選択されたターゲットシステムまたはシステムグループに関連する値、またはグローバ
ルツールプロパティファイルから取得されたプロパティ値で置き換えることができます。
パラメーター化された文字列の置換説明

表 24 : グローバル属性パラメーター
パラメーター

説明

%t

実行されているタスクのジョブ ID

%u

このタスクを実行するユーザーの名前

%e

このタスクの実行に用いられるユーザーの名前

%s

このツールを実行するコア CMS の管理サーバーホ
スト名（HPE SIM サーバーの名前）

%#

リストインデックス位置として提供される番号（#）
が示すパラメーターを、ユーザー入力値に置き換えて
ください（%1、%2、%3 などのように正の整数が 1
つずつ増える）。最大 10 個のパラメーターが許可さ
れ、10 番目を示すために%A が使用されます。

%y

SOAP ログオントークン。SOAP SSO Web アプリ
ケーションで使用します。

表 25 : その時点で選択されているターゲットのパラメーター
パラメーター

説明

%f

ターゲットシステムのシステム名

%n

ネットワーク名（ホスト名、IP アドレス、IPX アドレ
ス、システム名の順）

%a

ネットワークアドレス（IP アドレス、IPX アドレスの
順）

%l

システムリンク設定のセキュリティ設定で指定され
たフォーマットでのリンク名（名前、IP アドレス、
または完全 DNS 名）

%p

このターゲットの WMI プロキシ（存在する場合）の
IP アドレス。<ip address>:<port#></port#></ip>の
形式

表は続く

パラメーター化された文字列
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パラメーター

説明

%g

ターゲットシステムの HPE SIM 識別子または GUID

%b

ターゲットシステムのシステムタイプ

%c

ターゲットシステムのシステムサブタイプ

%r% {rt[属性]%}

パラメーター rt に指定されているリレーションタイ
プのある関連システムを置換します。有効なリレー
ションタイプ文字列は、device_associations テーブ
ルの associationTypeNumber 列に保存されている文
字列です。[.attribute]が指定されている場合は、指名
されたシステム属性の 1 つがシステムに返されます。
また、ネットワーク名などの一般属性（.a）も有効で
す。たとえば、サーバーの管理プロセッサーの IP ア
ドレスを取得するには、%r%{MgmtProcToServer.a%}
を使用し、通信を取得するには、%r%
{MgmtProcToServer.Contact%}を使用してください。
関連システム属性が省略されると、各システムに対し
て、
「network name|ip address」の形式で、ネットワ
ーク名と IP アドレスが返されます。複数のノードが
返される場合は、カンマで区切られます。なお、リレ
ーションシップタイプ"MgmtProcToServer"を使用し
て、すべての管理プロセッサーリレーションシップタ
イプに対する関連システム情報を返すことができま
す。

%{attribute]%}

ターゲットシステムの指名された属性の値

表 26 : 選択されている複数のターゲットのパラメーター（カスタムコマンドツール用には
サポートされていません）
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パラメーター

説明

%( ... %)

繰り返しパターン（現在の選択が存在する場合にのみ
繰り返し） 現在ターゲットの選択が存在しない場合
は、拡張内の区切り文字の間のテキストが削除されま
す。これによって、テキストがオプションとなり、タ
ーゲット選択リストに依存するようになります。

%i

選択インデックス（1 から始まる）

%z

何も置換しません。選択インデックスを次の整数に
増加させ、参照されるターゲットシステムを選択され
たターゲットリスト内の次のターゲットに移動しま
す。

% < ... % >

暗号化されたテキスト（他のすべてのパラメーターが
置換された後に暗号化）

%%

置換後に、コマンド/URL に%を保持することができ
ます。

注記:
パラメーター化された文字列について詳しくは、HPE SIM のオンラインヘルプを参照してください。

一般的なツール属性
TDEF で使用できる一般的な名前値

表 27 : タスクウィザードの名前値
名前値

説明

show-cmdline

GUI アクションと同じ機能を持つコマンドラインを
表示します。
値：True | False（デフォルト：true）

Custom-page-n

値は、表示される jsp ページへの相対パスを提供する
文字列です。ここで、n は 1 で始まる連続値です。

ListType

選ぶことのできる選択項目のタイプをシステムリス
トのみまたはイベントリストのみに限定します。こ
の値が指定されていない場合、システムリストとイベ
ントリストの両方を使用できます。
値：systemLists | eventLists

SelectionType

ツールで許可される選択項目のタイプを限定します。
「list」の場合はリスト（条件）だけを選択できます。
「collection」の場合は収集（非条件）だけを選択でき
ます。
「individual」の場合は個々のシステムだけを選
択できます。
値：list | individual | collection

Targets-are-events

この名前値は、このツールのために行われた選択が、
イベントの生成元になったシステムではなく実際の
イベントであることをタスクウィザードに通知しま
す。これはデフォルトの動作です。この属性を使用
する場合、タスクウィザードは、「listType」の
「eventLists」と「selectionType」の「list」を想定し
ます。

PageIndex

タスクウィザードは、デフォルトでは、タスク作成の
最初のページとしてターゲット選択ページを表示し
ます。ツールが独自のカスタムパラメーターページ
を定義する場合、これらのページがタスクウィザード
にターゲット選択ページの位置を指示することがで
きます。n は、1 で始まる値です。

TargetSelection lockTargetSelection

ツールでターゲット選択ページは表示するがターゲ
ットの変更は許可しないことが望まれることがあり
ます。
値：true | false（デフォルト：false）

一般的なツール属性
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表 28 : 定義済み名前値
名前値

説明

product-name

32 文字の文字列

Product-version

24 文字の数字

Insert-separator

メニュー構造でこのツールの前（true の場合）か後
（after の場合）に分離行を挿入します。
値：true | after | false（デフォルト：false）

I18n-attrs

文字列。ローカライズされたツールパラメーターを
保存するためのリソースバンドルの名前。ツールの
国際化についての項を参照してください。

Tool-id

文字列。通常、ポータルは、ツールのデータベース
GUID を内部的に使用してツールを参照します。ツ
ールで変更されることのない固定した ID が必要な場
合は、この属性を使用できます。

Show-selections

ポータルで作業領域に選択されているノードの数が
表示されるようにします。これは、選択されているノ
ードのリストを表示するポップアップウィンドウに
リンクされます。
値：true | false（デフォルト：false）

help-url

文字列。この URL を、このツールがロードされたと
きのポータルのその時点でのヘルプ URL として設定
します。ヘルプ URL は別のブラウザーウィンドウに
ロードされ、ブラウザーフレームの名前は
「helpWindow」になります。

表 29 : すべてのツール値
名前値

説明

show-snap-off

ツールの作業領域が分割され別のブラウザーウィン
ドウに表示されるようにするためのハイパーリンク
をポータルに提供させます。
値：true | false（デフォルト：false）

menu-path
title

「base|submenu|subsubmenu」の形式の文字列。ツー
ルのカテゴリを上書きします。
文字列。ツールのウィンドウのタイトル領域で提供
される文字列を表示します。デフォルトでは、ツール
のタイトルとしてツール名（Manage メニューで使
用）が使用されます。

表は続く
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名前値

説明

show-title

値：true | false（デフォルト：true）
false を指定すると、ポータルはツールのタイトルバ
ーを表示しません。

Menu-sort-key

文字列。整数のソートキー。グループ内のこれ以外
のメニュー項目はこのキーに基づいてソートされま
す。メニューでは、番号が少ない項目が先に表示され
ます。メニューのグループにソートキーのないメニ
ューが含まれる場合、そのメニューはアルファベット
順にソートされ最後に置かれます。

Trail-blazer

Trail-blazer は、メニューシステム内でカスケードの
存在を確立することとカスケードにソート順を適用
することだけのために使用される定義です。
値：true | false（デフォルト：false）

表 30 : Web 起動ツール
名前値

説明

Target-frame

文字列。ツールの URL を作業領域にロードせずに、
指定したフレームにロードすることを示します。

ツールのフィルタリング属性
TDEF で使用できる一般的なフィルタリング値

表 31 : ツールのフィルタリング属性
フィルター名

説明

OSName

次の値を使用できます。
HPUX（値にスペースやハイフンを含めないでくださ
い）
Linux
WINNT（Windows 系のすべての OS）
VMware ESX

OSVendor

次の値を使用できます。
Microsoft
SuSE
RedHat
HP

表は続く
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フィルター名

説明

OSRevision

次の値を使用できます（バージョン番号の詳細につい
ては表の下の説明を参照）
（Windows の場合）5.2、6.0、6.1
（Linux の場合）3、4、4.1、5.5、10.2、11
（HP-UX の場合）11.31

DeviceType

長いリスト：オプションメニューを起動し、検出、識
別の順に選択します。システムタイプの管理を選択
して、リストを表示します。

DeviceSubtype

長いリスト：オプションメニューを起動し、検出、識
別の順に選択します。システムタイプの管理を選択
して、リストを表示します。

Protocol

次の値を使用できます（バージョンの詳細については
表の下の説明を参照）
SNMP：1.0
WBEM：1.1
SMH：1.0 または 2.0（デバイス上で実行されている
System Management Homepage です）
SSH：

OSRevision および Protocol Support ノード属性は、バージョン番号として解釈される値を持ちます。バージ
ョン番号は、ピリオド（.）文字で区切られた、負ではない一連の十進数です。バージョン番号を比較すると
きは、次のルールが使用されます。
•
•
•
•
•

左端の数字の組は、最も重要です。したがって、「1.0」は「0.1」より大きくなります。
数字の左にある 0 は、無視されます。したがって、「003」は「3」と同じです。
2 つ並んだピリオド文字は、0 を区切っているものと解釈されます。したがって、「1.0.3」と「1..3」は等
しくなります。
最初にピリオド文字がある場合は、前に 0 があるものと解釈されます。したがって「.9」と「0.9」は等し
くなります。
数字の右にある 0 は、無視されます。したがって、「1.0.0」は「1」と同じです。

環境変数
TDEF で使用できる特定の環境変数（EV）。このリストの変数以外に、（Windows システムでは）オペレーテ
ィングシステムの環境変数を使用して TDEF に渡すこともできます。これら「自動で提供される」環境変数
以外に、TDEF でのスクリプト作成の一環として、ユーザー定義の環境変数を設定できます。
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環境変数

表 32 : 環境変数
名前値

説明

NoticeLabel

イベントの短い文字列タイプ（Discovered Device な
ど）

NoticeState

イベントが確認されたかどうかを示します。

NoticePlainText

イベントを説明するプレーンテキスト。イベントが
設定されている状態（確認中、確認済み、未確認のい
ずれか）が含まれます。

NoticeRawData

送信されたイベントの加工されていないデータ（文字
列形式）。パイプ（|）区切りの形式で表示され、簡単
な HPE 構文解析に使用できます。

NoticeSeverityStr

値としてクリティカル、メジャー、マイナー、不明、
正常、警告、および情報があります。

NoticeSeverity

深刻度の整数表記
1 - 正常
2 - 警告
3 - マイナー
4 - メジャー
5 - クリティカル
6 - 情報

NoticeQueryName

イベントを生成したイベントリストが、次の形式で表
示されます。
•

This device or event meets the following query
criteria:

•

+QueryName;
This device or event now meets the following
query criteria:

•

+QueryName;
This device or event no longer meets the
following query criteria:
QueryName

DeviceName

イベントを生成したデバイスの名前

DeviceIpxAddressCount

このデバイスにマップされる IPX アドレスの数

DeviceIPAddressCount

このデバイスにマップされる IP アドレスの数

表は続く
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名前値

説明

DeviceIPAddress%d

%d は、IP アドレスのカウントに基づいた、実 IP ア
ドレスを表す整数になります。たとえば、
DeviceIPAddressCount が「2」の場合、
DeviceIPAddress0 は「111.111.111.111」、
DeviceIPAddress1 は「222.222.222.222」になりま
す。

DeviceMACAddress%d

%d は MAC アドレスカウントに基づいて実際の
MAC アドレス変数を参照する整数。
DeviceMACAddressCount が「2」の場合、
DeviceMACAddress0 は「00:80:5E:7F:B0:81」、
DeviceMACAddress1 は「00:80:C7:29:EF:B6」にな
ります。

GenericTrapID

イベントリストと関連付けられ、イベントが SNMP
トラップだった場合、受け取ったトラップの SNMP
汎用トラップ ID に設定されます。

SpecificTrapID

イベントリストと関連付けられ、イベントが SNMP
トラップだった場合、SNMP 固有のトラップ ID に設
定されます。

Path

オペレーティングシステムから受け取ったパス変数
（Windows サービスアカウントのコンテキストで受
信）

SystemRoot

オペレーティングシステムから受け取った変数
（Windows サービスアカウントのコンテキストで受
信）

WinDIR

オペレーティングシステムから受け取った変数
（Windows サービスアカウントのコンテキストで受
信）

ComputerName

オペレーティングシステムから受け取った変数
（Windows サービスアカウントのコンテキストで受
信）

ツールパラメーターのガイドライン
新しいコマンドラインツールを作成する際にパラメーターフィールドのデータを入力するためのガイドライ
ン
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ツールパラメーターのガイドライン

表 33 : 新しいコマンドラインツールパラメーターの入力ガイドライン
パラメーターフィールド

データ入力は必要か。

パラメーター文字列の割
り当て

入力ガイドライン

Tool name

はい

%1

CLI を使用する場合と同
様に、新しいツールの名
前はツールの機能を表す
ものにしてください。

Tool command

はい

%2

ツールを呼び出すために
使われる新しいコマンド
です。パラメーターを含
むことができます。

Prompt

いいえ

%3

Tool
コマンドに、%1 パラメー
ターが含まれる場合、タ
ーゲットプロンプトを指
定するために、このフィ
ールド入力が必要です。

Tool menu category

いいえ

%4

このエントリーは、メニ
ュー内のツールの位置を
指定するために使いま
す。ブランクのままにす
ると、新しいツールはツ
ール > コマンドライン
ツール メニューに追加さ
れます。

Tool description

いいえ

%5

新しいツールの機能の説
明

Tool help comment

いいえ

%6

新しいツールの使用（起
動）法の説明
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パラメーターフィールド

データ入力は必要か。

パラメーター文字列の割
り当て

入力ガイドライン

Enter root execute as
root

いいえ

%7

ブランクのままにする
と、新しいツールは、HPE
SIM ユーザーの権限で実
行されます。管理対象シ
ステムでそのユーザーの
SSH パブリックキーを
mxagentconfig コマン
ドを使用して設定する必
要があります。詳しく
は、HPE Systems Insight
Manager インストール/

コンフィギュレーション
ガイドと HPE Systems
Insight Manager ユーザ
ーガイド参照してくださ
い。
注意：
root を指定すると、コマ
ンドおよびその機能の定
義によっては、このツー
ルの実行権限をもつ任意
のユーザーの、管理対象
システムへの完全アクセ
スが可能になる場合があ
ります。
File path to save tool

いいえ

%8

新しいツールのパス名
例：/var/opt/mx/
tools/mytool.xml
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HPE SIM ですぐに使える MIB のサポート
次の表に、HPE SIM に付属の主要な MIB を示します。「ロード済み」とされている MIB は、インストールさ
れている各 HPE SIM の一部として登録済みです。それ以外の MIB は MIB ディレクトリに配置されており、
必要に応じてコンパイルして、ご使用の環境で該当するシステムタイプの管理に使用できます。

表 34 : HPE SIM でサポートされている MIB
MIB 名

サポート

ロード済み

asmib.mib

ARC Serve

X

atmf.mib

ATM デバイス

X

avsnmpv1.mib

Availant Manager

X

bkupexec.mib

General Backup

X

bladetype2-network.mib

ProLiant BL p-Class GbE2 インタ
ーコネクトスイッチ

X

bladetype2-physical.mib

ProLiant BL p-Class GbE2 インタ
ーコネクトスイッチ

X

bladetype2-switch.mib

ProLiant BL p-Class GbE2 インタ
ーコネクトスイッチ

X

bladetype2-trap.mib

ProLiant BL p-Class GbE2 インタ
ーコネクトスイッチ

X

bladetype4-switch.mib

hpSwitchProLiant

bridge.mib

Cisco 社製ブリッジ

X

cisco-cdp.mib

Cisco 社製品

X

cisco-cluster.mib

Cisco 社製品

X

cisco-config-copy.mib

Cisco 社製品

X

cisco-config-man.mib

Cisco 社製品

X

cisco-entity-fru-control.mib

Cisco 社製品

X

cisco-entity-vendortype-oid.mib

Cisco 社製品

X

cisco-envmon.mib

Cisco 社製品

X

cisco-flash.mib

Cisco 社製品

X

cisco-ftp-client.mib

Cisco 社製品

X
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MIB 名

サポート

ロード済み

cisco-igmp-filter.mib

Cisco 社製品

X

cisco-image.mib

Cisco 社製品

X

cisco-ip-stat.mib

Cisco 社製品

X

cisco-l2l3-interface-config.mib

Cisco 社製品

X

cisco-lag.mib

Cisco 社製品

X

cisco-mac-notification.mib

Cisco 社製品

X

cisco-memory-pool.mib

Cisco 社製品

X

cisco-pae.mib

Cisco 社製品

X

cisco-pagp.mib

Cisco 社製品

X

cisco-ping.mib

Cisco 社製品

X

cisco-port-security-mib.mib

Cisco 社製品

X

cisco-process.mib

Cisco 社製品

X

cisco-products.mib

Cisco 社製品

X

cisco-rttmon.mib

Cisco 社製品

X

cisco-stack-mib.mib

Cisco 社製品

X

cisco-stackmaker.mib

Cisco 社製品

X

cisco-stp-extensions.mib

Cisco 社製品

X

cisco-syslog.mib

Cisco 社製品

X

cisco-tc.mib

Cisco 社製品

X

cisco-tcp.mib

Cisco 社製品

X

cisco-udldp.mib

Cisco 社製品

X

cisco-vlan-iftable-relationship.mib

Cisco 社製品

X

cisco-vlan-membership.mib

Cisco 社製品

X

cisco-vtp.mib

Cisco 社製品

X

compaq-agent.mib

HPE ラックおよびエンクロージャ X
ー

表は続く
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MIB 名

サポート

ロード済み

compaq-id-rec.mib

HPE ProLiantBLpClassGbE シリ
ーズ製品

X

cpq-traps.mib

HPE ProLiant BL P-class GbE イ
ンターコネクトスイッチ

X

cpq54nn.mib

Gigabit スイッチ

X

cpqclus.mib

HPE ProLiant クラスター

X

cpqcmc.mib

HPE ProLiant リモートマネジメン X
ト

cpqcr.mib

ProLiant クラスター

X

cpqdsccs.mib

Cpqdsccs

X

cpqfca.mib

HPE ProLiant ストレージ

X

cpqgen.mib

HPE ProLiant その他

X

cpqhlth.mib

HPE ProLiant システムおよび環境 X

cpqnode.mib

ProLiant その他

X

cpqhost.mib

HPE ProLiant アプリケーション

X

cpqida.mib

ProLiant ストレージ

X

cpqide.mib

ProLiant ストレージ

X

cpqidrec.mib

ProLiant BL pClass GbE デバイス

X

cpqn5226a.mib

Gigabit スイッチ

X

cpqnic.mib

HPE ProLiant NIC

X

cpqpower.mib Power

デバイス

X

cpqrack.mib

ProLiant ラック

X

cpqrecov.mib

ProLiant クラスター

X

cpqrpm.mib

HPE ProLiant UPS

X

cpqsanapp.mib

SAN アプライアンス

X

cpqsanevent.mib

SAN アプライアンス

X

cpqscsi.mib

ProLiant ストレージ

X

表は続く
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MIB 名

サポート

ロード済み

cpqservice.mib

サービス

X

cpqsinfo.mib

ProLiant システムおよび環境

X

cpqsm2.mib

ProLiant リモートマネジメント

X

cpqsrvmn.mib

ProLiant システムおよび環境

X

cpqstdeq.mib

ProLiant システムおよび環境

X

cpqstsys.mib

ProLiant ストレージ

X

cpqthrsh.mib

HPE ProLiant しきい値

X

cpqups.mib

ProLiant UPS

X

cpqwcrm.mib

システムおよび環境

X

cpqwinos.mib

HPE ProLiant Operating System

X

dataprotector.mib

Data Protector

X

dlghwinf.mib

Dialogic ハードウェア

X

ems.mib

HP-UX EMS

X

emsmibax.mib

Tandem EMS

X

fddi-smt73.mib

FDDI サブシステム

X

fe-mib.mib

ファイバーチャネルファブリック
エレメント

X

gbe2c-1-10g-l2l3.mib

hpProLiant-GbE2c-1-10G インタ
ーコネクトスイッチ

X

gbe2c-10g-l2l3.mib

hpProLiant-GbE2c-10G インター
コネクトスイッチ

X

hp-mccluster.mib

Serviceguard

X

hp-switch-pl.mib

HPE Blade Network スイッチ

X

hpeccmib.mib

NetServer

X

hpipf02trap.mib

Integrity サーバー

X

hpipftrap.mib

Integrity サーバー

X

hpn.mib

NetServer

X
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MIB 名

サポート

ロード済み

hpnetctz.mib

CommandView

X

hpnr.mib

NetServer

X

hpov-nnm.mib

HPOV

X

hpovsam.mib

HPE OVSAM

X

hpovsam_im.mib

HPE STORAGE

X

hpprfmib.mib

HPE Netserver

X

hpsgcluster.mib

ServiceGuard

X

hpswa.mib

Netserver

X

hptat.mib

Netserver

X

hs_agent.mib

SWCC

X

lsf001.mib

LSF 製品

X

msa2000traps.mib

MSA2000 アレイ（HPMSA）

X

nsadimm.mib

Netserver

X

nsaevent.mib

Netserver

X

nsainfo.mib

Netserver

X

nsapci.mib

Netserver

X

nsascsi.mib

Netserver

X

nsavolcp.mib

Netserver

X

old-cisco-chassis.mib

Cisco 社製品

X

old-cisco-flash.mib

Cisco 社製品

X

old-cisco-interfaces.mib

Cisco 社製品

X

old-cisco-ip.mib

Cisco 社製品

X

old-cisco-sys.mib

Cisco 社製品

old-cisco-tcp.mib

Cisco 社製品

X

old-cisco-ts.mib

Cisco 社製品

X
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MIB 名

サポート

ロード済み

ovis-v2.mib

HPE Open View Internet Services

X

pcisnet.mib

ServerNet

X

pfc.mib

PATROL

X

rfc1213.mib

RFC MIB

X

rfc1215.mib

RFC MIB

X

rfc1514.mib

RFC MIB

X

rmon-mib.mib

RFC MIB

X

smsagent.mib

Unisys Configuration Agent

X

svrclu.mib

共通クラスター

X

switch.mib

ServerNet

X

symtrap.mib

Integrity サーバー

X

truclu.mib

TruCluster

X

ucd-snmp-mib.mib

数値管理

X

v5_0ficon.mib

ファブリック OS の FICON

X

v5_1ha.mib

Brocade Communications
Systems

X

v5_3sw.mib

ファイバーチャネルスイッチ

X

wbt3mib.mib

WYSE Events

X

xp1024trapmib.mib

Hitachi RAID450 SNMP エージェ
ント

X

zesa.mib

ZESA

X

zhrm.mib

ZHRM

X

zsmp.mib

Tandem の Subsystem Control
Facility（SCF）

X

ztmx.mib

Tandem SNMP Trap Multiplexer

X

ztsa.mib

Tandem TCP/IP Subagent

X

HPE SIM ですぐに使える MIB のサポート
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BladeSystem

BladeSystem は、Windows、HP-UX、および Linux のクラウドシステムを HPE
Systems Insight Manager から管理できるようにする HPE Systems Insight
Manager プラグイン。BladeSystem は、ブレードコンピューターシステム、データ
およびストレージネットワークへの統合接続、ならびに共有電源サブシステムで構
成されます。BladeSystem を使用すると、ユーザーは、ご使用の HPE ブレード環
境（サーバーブレード/デスクトップ、エンクロージャーインフラストラクチャ、ラ
ック、統合スイッチなど）を階層型ツリービューによって素早く操作することがで
きる。これにより、個々のブレードシステムまたはブレードシステムグループを簡
単に設定し、展開し、管理することができる。

component

インストール（対話式またはサイレントインストール）可能な単一の自己記述バイ
ナリファイルで、ファームウェアイメージ、ドライバー、エージェント、ユーティ
リティなど、マネジメントツールやアップデートツールでサポートされるソフトウ
ェアを含む。

CPU ポーリング率

監視対象システム上で HPE Insight マネジメントエージェントがレポートする
CPU の利用率を、クラスター監視 CPU リソースがチェックする頻度のこと。

Desktop Management Desktop Management Task Force（DMTF）によって確立された、主にクライアン
Interface
ト管理で使用される業界標準プロトコル。DMI は、クライアントシステムについて
の問題レポートを効率的な方法で提供する。DMI 準拠のコンピューターは、ネット
ワーク上の中央管理システムにステータス情報を送信できる。
Desktop Management 業界の WBEM 標準を定義する業界標準組織。Hewlett Packard Enterprise は
Task Force
DMTF の積極的なスポンサおよびメンバーである。
enclosure

1 組のサーバーブレードを収納する物理的なコンテナー。エンクロージャーは、電
源と信号を供給するバックプレーンと配線や温度センサー用のその他のハードウ
ェアから構成される。CPU の電源装置やサーバーの電源もホストする。

hosts ファイル

UNIX、Linux、または Windows の hosts ファイルフォーマットに従うファイル。こ
のファイルでは、IP アドレスの後に名前と各システムが個別の行でリストされる。
このファイルは、複数のシステムを HPE Systems Insight Manager データベースに
手動で追加するための検出で使用される。

HP Insight
HPE Systems Insight Manager に統合される、必要な機能をすべて備えた脆弱性評
Vulnerability and
価およびパッチ管理ツール。サーバーの可用性に影響を及ぼす可能性のある問題
Patch Manager ソフト の予防的識別と解決を簡素化して、中央の単一コンソールに統合。
ウェア
HPE Insight Control

Hewlett Packard Enterprise のシステム、クラスター、デスクトップ、ワークステー
ション、ポータブルなど、さまざまなシステムを管理できるシステムマネジメント
ソフトウェアである。
HPE Systems Insight Manager は、Insight マネージャー 7、HPE Toptools、HPE
Servicecontrol マネージャーの長所を組み合わせることにより、Windows、Linux、
HP-UX を実行している HPE ProLiant システム、Integrity システム、HPE 9000 シ
ステムを管理する、統一されたツールとして使用できる。HPE Systems Insight
Manager ソフトウェアの中核部分では、すべての Hewlett Packard Enterprise 製サ
ーバープラットフォームの管理に不可欠な機能が提供されます。また、HPE
Systems Insight Manager は、Hewlett Packard Enterprise 製ストレージ、電源、ク
ライアント、およびプリンター製品用のプラグインにより広範囲なシステム管理を
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提供するように拡張することもできます。また、迅速なマシンの展開、パフォーマ
ンス管理、ワークロード管理のプラグインにより、ハードウェア資産の完全なライ
フサイクルの管理機能の提供に必要な付加価値ソフトウェアを選択できる。
HPE Insight Control
仮想マシン管理

Microsoft Virtual サーバー、ならびに VMware の GSX および ESX で、仮想マシン
を 1 個所で集中的に管理および制御する。virt は、HPE Systems Insight Manager
に統合されることにより、HPE ProLiant ホストサーバーと仮想マシンを統一的に管
理できる。

HPE Insight Control
サーバー配備

HPE Insight Control サーバー配備は、マルチサーバー展開ツールである。このツー
ルを使用すると、IT 管理者は、無人化（自動化）された方法で多数のサーバーを簡
単に展開できる。サーバー配備は、HPE SIM とは別にインストールされる。管理さ
れるサーバーごとに 1 つずつライセンスが必要である。サーバー配備をインスト
ールする前に、サーバー配備製品を登録して、ライセンスを購入するか 10 ノード
30 日間ライセンスを入手する必要がある（10 ノード 7 日間試用ライセンスはソフ
トウェアに付属している）。サーバー配備は、独自の DVD からインストールされ
る。試用ライセンスの入手または製品登録のためのリンクなど、サーバー配備につ
いては、http://www.hpe.com/jp/servers/rdp を参照。ネットワーク環境のセット
アップ、サーバー配備の要件、およびインストール手順の詳細については、サーバ
ー配備のドキュメントを参照。

HPE Insight Control
サーバープロビジョニ
ング

HPE Insight Control には HPE Insight Control サーバープロビジョニングの権限が
含まれる。この権限は、HPE Insight Control サーバー配備の代わりに使用できる新
しい機能。HPE Insight Control サーバープロビジョニングは、ベアメタル ProLiant
および BladeSystem サーバーへのオペレーティングシステムの複数サーバープロ
ビジョニングを実行します。HPE Insight Control サーバープロビジョニングのイ
ンストール手順書は、http://www.hpe.com/info/insightupdates からダウンロード
できます。
IC サーバー配備は、DVD で引き続き入手でき、アップグレードの目的で使用でき
る。ただし、IC サーバー配備ソフトウェアのライセンスは、HPE Insight Control 製
品には含まれなくなる。新しい IC サーバー配備ライセンスが必要な HPE Insight
Control のお客様は、スタンドアロンの HPE Insight Control サーバー配備ライセン
スを購入する必要がある。
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HPE Insight Control
データベース

ユーザー、システム、ツールボックスなど、HPE Systems Insight Manager に関す
る重要な情報を保存するデータベース。

HPE Insight Control
電力管理

サーバーの消費電力や熱出力をデータセンターレベルで集中管理できる統合電力
監視/管理アプリケーション。このアプリケーションにより、ProLiant サーバーに必
要な総電力および冷却機能を制御できるようになり、データセンターの能力を拡張
できる。ProLiant パワーレギュレーターテクノロジーに基づくこのアプリケーシ
ョンは、新しいサーバーエネルギー計測手段を HPE Systems Insight Manager に付
与して、優れた統合インフラストラクチャ管理を実現する。

HPE Insight Control
パフォーマンス管理

HPE ProLiant サーバーのハードウェア障害の検出、分析、説明を行うソフトウェア
ソリューション。HPE Insight Control パフォーマンス管理ツールは、オンライン分
析、オフライン分析、CSV ファイル生成レポート、システム概要レポート、ステー
タス分析レポート、設定、ライセンス、手動ログ削除から構成される。

HPE Insight Remote
Support

HPE Insight Remote Support は、データセンター環境内の Hewlett Packard
Enterprise がサポートするサーバーおよびストレージデバイスの可用性向上に役立
つ、予防的なリモート監視、診断、およびトラブルシューティング機能を提供す
る。HPE Insight Remote Support により、システムやデバイスのサポートにかかる
コストが削減され、複雑さが解消される。HPE Insight Remote Support は、イベン
トの情報をお客様のファイアウォールや Web プロキシ経由で安全に Hewlett
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Packard Enterprise サポートセンターに伝えて対応を要求する。また、サポート契
約に基づいてシステム情報を収集し、予防的な分析とサービスを提供する。
HPE Insight マネジメ
ントエージェント

ユーザーの介在なしに、情報を定期的に収集したり、その他のサービスを実行した
りするプログラム。

HPE VCA ログ

バージョンコントロールエージェントによって実行されたすべてのソフトウェア
メンテナンスタスクの一覧、およびこれらのタスクの実行結果のレポート。

HyperText Transfer
Protocol

ワールドワイドウェブで使用される、基礎となるプロトコル。

IP 範囲

指定された範囲に含まれる IP アドレスを持つシステム。

Java データベース接
続性

ODBC（Open DataBase Connectivity）と同様に、アプリケーションプログラムイ
ンターフェイス（API）のこのセットは Java アプレットのデータベースアクセスを
可能にする標準メカニズムを提供する。

Java リモートメソッ
ド呼び出し

Java オブジェクトが、別の Java オブジェクトとリモートでやり取りできるように
するプロトコルセット。

Matrix Operating
Environment

HP-UX、Linux、および Windows サーバー用の統合サーバー仮想化製品で、サーバ
ーリソースの利用率を最適化する柔軟なコンピューティング環境を提供する。
Matrix Operating Environment は、動的にサイズを変更できる仮想サーバーのプー
ルによって構成される。各仮想サーバーは、サービスレベル目標やビジネス優先度
に応じて拡張または縮小される。詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs を参照してください。

Microsoft クラスター
サービスステータスペ
ージ

Microsoft Cluster Server による定義に従い、クラスターのステータスをまとめたペ
ージ。MSCS が定義するクラスター属性のステータスと値のリストを含む。クラ
スター監視は、色を使用して MSCS ステータス値（正常、劣化、障害、その他）を
基にステータスを表示する。

Onboard
Administrator

c-Class エンクロージャー全体を制御するための集中管理ポイント。ラック全体の
コンフィギュレーション、電源、および管理制御を提供し、関連するブレード
（Compute Servers）、ブレード管理プロセッサー、（iLO）
、ネットワークスイッチ
（使用しているスイッチのモデルによって異なります）、およびストレージコンポー
ネント（SAN または SATA など）を提供する。Onboard Administrator は、単一の
管理プロセッサーで、フェイルオーバー用にオプションのバックアップツインプロ
セッサーとの共有リソースを持つ。

Open Service Event
Manager

Insight マネジメントエージェントが動作している、サポートされているシステム
（ProLiant および Integrity）の問題のレポートを収集し、フィルタリングし、送信す
ることができる。さらに、システムで問題が検出されると、Open Service Event
Manager は HPE Systems Insight Manager にサービスイベント通知を自動的に送
信する。

OpenSSH

SSH を使用して、コンピューターネットワーク経由で暗号化通信セッションを実現
するネットワーク接続ツールのセット。SSH Communications Security が独自に提
供する SSH ソフトウェアスイートに代わるオープンソースとして作成された。

ProLiant Essentials
ライセンスキー

Hewlett Packard Enterprise がお客様に与える契約上の許可であり、ライセンスの特
定のインスタンスを示すライセンスコードの形式で具体化される。1 つのライセン
スは、1 つのキーで表現されたり、キーの集合によって表現される。
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ProLiant Support
Pack

Hewlett Packard Enterprise によってバンドルされた Hewlett Packard Enterprise
製ソフトウェアコンポーネントのセット。特定のオペレーティングシステムで動
作することが確認されている。ProLiant Support Pack には、ドライバーコンポーネ
ント、エージェントコンポーネント、ならびにアプリケーションおよびユーティリ
ティコンポーネントが含まれる。これらは、すべて一緒にインストールしても問題
ないことが確認されている。

ProLiant および
Integrity Support
Pack

ProLiant および Integrity Support Pack は、Hewlett Packard Enterprise によってバ
ンドルされた Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウェアコンポーネントのセッ
ト。特定のオペレーティングシステムで動作することが確認されている。ProLiant
および Integrity Support Pack には、ドライバーコンポーネント、エージェントコン
ポーネント、およびアプリケーションとユーティリティのコンポーネントが含まれ
ている。これらは、すべて一緒にインストールしても問題ないことが確認されてい
る。

Red Hat パッケージマ
ネージャー

Red Hat パッケージマネージャーは、強力なパッケージマネージャーで、個々のソ
フトウェアパッケージをビルド、インストール、クエリ、確認、アップデート、お
よびアンインストールするために使用できる。パッケージは、ファイルのアーカイ
ブと、名前、バージョン、および説明を含むパッケージ情報で構成される。

Resource Partition

OS インスタンスが所有するリソースのサブセット。これらのリソースの使用は、
Fair-Share Scheduler、pSet、メモリリソースグループなどの技術によって制御さ
れる。
また、リソースパーティションに関連付けられる一連のプロセスがあり、これらの
プロセスは、リソースパーティション内のリソースを排他的に使用できる。PRM
（Process Resource Manager）、WLM（Workload Manager）、gWLM（Global Workload
Manager）などのツールによって確立されるポリシーは、OS インスタンス内の一
連のリソースパーティションへのリソースの割り当て方法を制御する。

role

ツールボックスを参照。

SAN

ストレージエリアネットワーク（SAN）は、データストレージデバイスを関連付け
られたデータサーバーに接続するネットワーク（サブネットワーク）。ストレージ
エリアネットワークは、通常、演算リソース全体のネットワークの一部を構成す
る。

Secure HTTP

HTTP プロトコルの拡張機能であり、Web 上でデータを安全に送信できる。

Secure Sockets Layer HTTP と TCP の間にあって、クライアントとサーバーの間でプライバシーやメッセ
ージ整合性を提供する標準プロトコル層。一般に、SSL は、クライアントが正しい
サーバーと通信していることを保証するサーバー認証に使用される。アプリケー
ションプロトコルに依存しない。
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Service Advertising
Protocol

ネットワークに接続されているサーバーのサービスとアドレスの識別に使用され
る NetWare のプロトコル。

Shared Resource
Domain

システムリソースを共有するコンパートメント（すべて同タイプ）の収集。コンパ
ートメントには、nPartition、仮想パーティション、プロセッサーセット（pSet）、
または Fair Share Scheduler（FSS）グループなどがある。nPartition を含むサーバ
ーは、nPartition の要件が満たされていれば、SRD になる可能性がある。仮想パー
ティションに分割されたサーバーや nPartition は、その仮想パーティションコンパ
ートメントの SRD になる可能性がある。同様に、pSet を含む、サーバー、
nPartition、または仮想パーティションは、その pSet コンパートメントの SRD にな
る可能性がある。さらに、FSS グループを含む、サーバー、nPartition、または仮想
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パーティションは、その FSS グループコンパートメントの SRD になる可能性があ
る。
nPartition を含むコンプレックスは、複数の SRD を保持する可能性がある。たとえ
ば、コンプレックスが Par1 および Par2 という名前の nPartition に分割されている
場合、Par1 のコンパートメントが仮想パーティションである可能性があり、Par2
のコンパートメントが pSet である可能性がある。
各コンパートメントがワークロードを持つ。gWLM は、コンパートメントのリソー
ス割り当てを調整してワークロードを管理する。
Short Message
Service

簡潔なテキストメッセージをワイヤレス電話に直接送信する便利な方法。最大メ
ッセージ長は 140 文字。

Simple Object
Access Protocol

一元管理されていない分散環境で情報を交換するための軽量プロトコル。

SMI CIMOM

共通情報モデルオブジェクトマネージャーを参照。

SMI-S プロバイダー

ストレージ管理用に明確に定義されたインターフェイスを実装する業界標準
WBEM プロバイダー。HBA、スイッチ、テープライブラリ、およびストレージアレ
イのメーカーは、それらのシステムを SMI-S プロバイダーと統合するか、SMI-S プ
ロバイダーを個別のソフトウェアパッケージとして提供することができる。
Web Based Enterprise Management も参照。

SNMP 通信設定

SNMP 通信をサポートするシステムとの通信時に使用されるデフォルトの SNMP
コミュニティ名。

SNMP トラップ

障害を通信するのに使用するシステムで、SNMP エージェントによって生成される
非同期イベント。

SNMP を使用したシス SNMP MIB-2 規格に準拠するエージェント。
テム情報
Software Distributor

HP-UX 管理ツールセットで、HP-UX オペレーティングシステムとレイヤードソフ
トウェアアプリケーションの配布と管理に使用される。

Storage Management SNIA（Storage Networking Industry Association）によって策定された標準管理イン
Initiative
ターフェイス。SMI-S によって、複数のベンダーのストレージデバイスを管理する
Specification
ための共通インターフェイスが提供され、管理が容易になる。SMI-S は、業界標準
の共通情報モデルと Web-Based Enterprise Management 技術を使用する。
Survey ユーティリテ
ィ

ハードウェアとオペレーティングシステムの設定情報を収集および配信するエー
ジェント（またはオンラインサービスツール）。この情報は、サーバーがオンライ
ンのときに収集される。

System Management
Homepage

HPE の Web 対応システムマネジメントソフトウェアの Hewlett Packard
Enterprise スイートによって使用される統合されたソフトウェア。HTTP および
HTTPS 上の通信用。HPE の Web 対応システムマネジメントソフトウェアに機能
とセキュリティを 1 つにまとめて提供する。

Tomcat

Web サーバーとして HPE Systems Insight Manager が使用する、Java サーブレッ
ト技術と Java サーバーページ技術のオープンソース実装。

type

標準システムタイプとしてシステムを識別するシステムの分類。システムタイプ
は、クライアント、クラスター、ハンドヘルド、プリンター、リモートアクセスデ

用語集

279

バイス、リピータ、ルーター、サーバー、スイッチ、不明、ワークステーション、
およびその他がある。
user

HPE Systems Insight Manager に追加されている中央管理サーバーで有効なログイ
ンがあるネットワークユーザー。

Version Control
Agent。バージョンコ
ントロールエージェン
ト

サーバーにインストールし、サーバーにインストールされている Hewlett Packard
Enterprise 製ソフトウェアを確認するためのエージェント。バージョンコントロー
ルレポジトリマネージャーをポイントするように HPE VCA を設定すると、バージ
ョンを簡単に比較したり、レポジトリからソフトウェアを更新したりできるように
なる。

Version Control
ユーザー定義のレポジトリに保存されている Hewlett Packard Enterprise 製ソフト
Repository Manager。 ウェアを管理する Hewlett Packard Enterprise エージェント。
バージョンコントロー
ルレポジトリマネージ
ャー
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WBEM Services

HPE WBEM Services for HP-UX は、WBEM 標準と DMTF 標準を使用して HP-UX
システムリソースを管理する Hewlett Packard Enterprise 製品。

Web-Based
Enterprise
Management

この業界イニシアチブは、システム、ネットワーク、ユーザー、およびアプリケー
ションを、複数のベンダー環境にまたがって管理できるようにする。WBEM は、シ
ステム管理を簡素化し、WBEM クライアントアプリケーションで読み出すことので
きるソフトウェアデータとハードウェアデータへのアクセス性能を向上させる。

Web-Based
Enterprise Services

システムのダウンタイムを防止または削減するためのツールスイート。

Web 起動対応

Web サーバーを使用して Web ブラウザーで起動するツールの実行タイプ。WLA
ツールは、複数のシステムに対処するように設計できる。

Windows
Management
Instrumentation

ネットワーク内のシステムを管理および制御できるようにする、Windows オペレー
ティングシステム内の API。

X Window システム

プラットフォーム間ウィンドウシステムであり、クライアント/サーバーモデルを使
用して、ネットワーク経由でサービスを配布する。これにより、リモートコンピュ
ーター上でアプリケーションやツールを実行できるようになる。

XML ドキュメント

XML で表現されたデータの集合。

X クライアント

X サーバー上に表示されるアプリケーションまたはツール。X クライアントは、X
アプリケーションとも呼ばれる。

X サーバー

X クライアントの要求を受け入れて、それに基づいて動作するローカルアプリケー
ション。

イベント

管理環境に何か変更があった場合に、特定ユーザーに通知する情報。イベントは
SNMP トラップから生成される。HPE Systems Insight Manager は、重要なイベン
トが発生すると、トラップを受信する。イベントは次のように定義される。
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•

警告:

•

このタイプのイベントは、問題に発展する可能性のある状態を示す。
情報:

•

このタイプのイベントに注意する必要はなく、これらは、便利な情報として提供
される。
正常

•

このイベントは問題ではない。
マイナー

•

このタイプのイベントは、さらに深刻な問題に発展する可能性のある警告ステー
タスを示します。
メジャー

•

このタイプのイベントは、差し迫った障害を表す。
クリティカル
このタイプのイベントは、障害が発生しており、すぐに対処する必要があること
を示す。

イベント概要

製品タイプごとにイベントを要約する表。

イベントを確認済みに
変更

未確認から確認済みにイベントステータスを変更すること。

インストールされたバ
ージョン

サーバーにインストールされている特定の Hewlett Packard Enterprise 製ソフトウ
ェアコンポーネント。

インターネットプロト
コル

ネットワーク上で送受信されるデータグラム（パケット）のフォーマットとアドレ
ス指定スキーマを指定する。ほとんどのネットワークは、送信先と送信元の仮想接
続を確立する TCP（Transmission Control Protocol）と、この IP を組み合わせてい
る。

インフラストラクチャ
サービス

マルチティア Web アプリケーションなど、ビジネスアプリケーションを実行する
ように設計されたサービスで、インフラストラクチャリソースを実際に稼動するよ
うに構成したもの。「サービス」「サービスインスタンス」とも呼ばれる。

エージェント

ユーザーの介在なしに、情報を定期的に収集したり、その他のサービスを実行した
りするプログラム。HPE Systems Insight Manager エージェントでは、ハードウェ
アとソフトウェアの詳細情報、およびサブシステムのステータスが、HPE Systems
Insight Manager と多数のサードパーティ製管理アプリケーションに提供される。
「マネジメントエージェント」も参照

エージェント設定のレ
プリケート

Web ベースエージェント設定をシステムのグループにコピーするツール。

エージェントの設定お
よび修復

SNMP 設定の認証情報や、HPE Systems Insight Manager とターゲットシステムの
間の信頼関係を修正できる HPE Systems Insight Manager の機能。7.1 以前のエー
ジェントがインストールされているターゲットシステム上の Web エージェントパ
スワードを更新することもできる。

オペレーター権限があ
るユーザー

中央管理サーバーを設定する機能が制限されているユーザー。オペレーター権限
があるユーザーには、すべてのレポートと自分自身のツールの作成、修正、削除を
行う権限がある。

外部サイト

他社製アプリケーションの URL。

確認済みステータス

イベントが確認されたことを示すステータス状態。

カスタムツール

カスタムツールは、ユーザーが作成して中央管理サーバー上またはターゲットシス
テム上で実行できるツールである。例：

用語集
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•

リモートツール

•

選択したターゲットシステム上で実行されるツール。ファイルをターゲットシ
ステムにコピーしたり、ターゲットシステム上で特定の X-Window アプリケー
ションを実行したりすることができる。ユーザーはこのツールのスケジュール
を設定できる。
CMS ツール

•

CMS で動作するツール。通常、スクリプトかバッチファイルで、環境変数を渡
すことができる。このツールは、自動イベント処理を使用してイベントの受信時
に実行されるように設定できる。ユーザーはこのツールのスケジュールを設定
できる。
Web ページツール
Web URL を起動するツール。URL は、CMS 上の別のブラウザーウィンドウで
起動する。このツールのスケジュールは設定できない。
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監視ツールツールボッ
クス

管理対象システムの状態を表示するツールが含まれるが、管理対象システムの状態
を変更するツールが含まれないデフォルトツールボックス。

管理 LAN

システム管理に必要な通信専用の LAN。一般的に、帯域は中程度（10/100 BaseT）
であり、アクセス制限によって安全になっている。

管理機器

システムで動作し、HTTP または SNMP プロトコルの管理情報を提供するエージェ
ント。

管理サービス

自動検出、データ収集、システムとイベント情報の中央レポジトリ、イベント管
理、基本通知、およびセキュアアクセスなどの機能のコアセット。この機能は、
Hewlett Packard Enterprise、マネジメントソリューションパートナー、および HPE
Systems Insight Manager ユーザーからのアドインによって使用される。

管理者

HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションコ
ンソールを介してユーザー、リソースプール、およびセルフサービスリクエストを
管理するユーザー。

管理者権限があるユー
ザー

中央管理サーバーを含むすべてのシステムですべてのツールツールボックスを使
用する権限を持つユーザー。このタイプのユーザーには、HPE Systems Insight
Manager ソフトウェアを管理する、特別な権限が与えられる。

管理情報ベース

SNMP/SNMP v3 プロトコルを使用して情報を送信するためのデータ仕様。HPE
MIB は、ネットワーク管理プロトコルによってアクセスされる管理対象オブジェク
トのデータベースでもあります。

管理スコープ

HPE Systems Insight Manager が管理する、検出されたすべてのシステムのセット
内にあるシステムセット。

管理対象システム

サーバー、デスクトップ、ストレージシステム、リモート Insight ボード（RIB）な
ど、HPE Systems Insight Manager によって管理されるシステム。

管理タスク

システムまたはイベントの検索を設定する手続き。

管理ドメイン

管理対象システムと呼ばれるリソースの集合であり、HPE Systems Insight
Manager の制御下に置かれる。それぞれの中央管理サーバーが、管理ドメインを制
御する。管理対象システムは、複数の管理ドメインに属すことができる。

管理プロトコル

検出されたシステムとの通信を確立する WBEM、HTTP、または SNMP/SNMPv3
などのようなプロトコルのセット。
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キーストア

キーのリストを保管するデータベース。キーストアには、自分のプライベートキー
を入れることができる。また、証明書に公開されているパブリックキーのリストを
入れることもできる。

共通情報モデル

Desktop Management Task Force（DMTF）によって定義されたオブジェクト指向
スキーマ。CIM は、エンタープライズワイドで管理情報を説明および共有する情報
モデルガイドである。CIM は、使用される管理環境単位で拡張できるように設計さ
れている。

共通情報モデルオブジ
ェクトマネージャー

CIMOM は、Web-Based Enterprise Management（WBEM）プロバイダーと管理ア
プリケーション（HPE Systems Insight Manager など）の間の通信のインターフェ
イスとして機能する。SMI-S プロバイダー用のインターフェイスを提供する
CIMOM は、SMI CIMOM と呼ばれることがある。

クライアント

Hewlett Packard Enterprise のデスクトップシステム、ポータブルシステム、および
ワークステーションシステム。

クラスター

独立した多くのシステムで構成され、1 つの統一コンピューティングリソースを形
成するパラレルまたは分散コンピューティングシステム。機能、複雑さ、そして目
的に応じて、クラスターの最適な構成は異なる。

クラスター IP アドレ
ス

クラスターの IP アドレス。

クラスター監視

HPE Systems Insight Manager の中心的なコンポーネント。クラスター監視では、
マルチノードクラスターの監視と管理ができる。また、クラスター監視は、異機種
環境で複数のクラスタープラットフォームを管理する。

クラスター監視リソー
ス

クラスター内でクラスター化されたノードの監視または管理機能を提供するプロ
グラム。

クラスターシステム識
別

クラスターシステムに関する情報。この情報はデータベースに格納される。

グラフィカルユーザー
インターフェイス

コンピューターのグラフィック機能を利用して、プログラムを簡単に使用できるよ
うにするプログラムインターフェイス。HPE Systems Insight Manager の GUI は、
Web ブラウザー内で動作する。

クリティカルステータ
ス

HPE Systems Insight Manager が管理対象システムとやり取りできないときに生成
される状態。

警告

特定イベントが発生したとき、HPE Systems Insight Manager のシステムステータ
スパネルに表示される、ユーザーが設定可能な通知。たとえば、監視されている項
目が変更された場合、警告はユーザーに変更が発生したことを通知する。
トラップ、イベントも参照。

権限

ユーザー、ツールボックス、システム、システムグループ間の関係のマップ。

検索条件

要求されている情報のサブセットを HPE Systems Insight Manager データベース
から定義するために使用される変数（情報）のセット。

検出

ネットワークオブジェクトを検索および識別する管理アプリケーションの機能。
Hewlett Packard Enterprise の管理アプリケーションでは、検出により、指定したネ
ットワーク範囲にあるすべての Hewlett Packard Enterprise 製システムが検索およ
び識別されます。

用語集
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検出テンプレート

検出テンプレートは、自動検出によって使用されるファイルであり、自動検出- 一
般設定ページの包括範囲を ping フィールドや除外範囲フィールドにアドレスを直
接入力する代わりとなる。また、自動検出の範囲を迅速に変更するための方法とし
て設計されている。

検出フィルター

ユーザーが、特定システムタイプのデータベースへの追加を許可したり禁止したり
できるようにする。

構成情報収集

システムやイベントのグループを作成するための方法。

コマンドラインインタ
ーフェイス

sh、csh、ksh などのコマンドシェルや Microsoft Windows CMD シェルから実行で
きるテキストベースのアプリケーション。

コンプレックス

複数のハードウェアパーティションがサポートされているコンピューターシステ
ムは、コンプレックスと呼ばれている。たとえば、HPE Integrity Superdome シス
テムでは、単一コンプレックス内で、複数のハードウェアパーティションがサポー
トされる。

サーバーブレード

一般的に、電源装置、ファン、スイッチ、およびその他のコンポーネントを他のサ
ーバーブレードと共有するために、ラックマウント可能なエンクロージャーに簡単
に挿入できる、マイクロプロセッサー、メモリ、およびネットワーク接続を含む高
密度なサーバーシステムである。サーバーブレードは、コスト効率が高さ、デプロ
イの高速性、および拡張に対する適応度において優れており、これまでのラックマ
ウントやタワー型のサーバーとは異なる。
エンクロージャーも参照。

サーバーブレードの図
による位置の特定

各エンクロージャーおよびラック内の、ProLiant BL e-Class、p-Class、および cClass サーバーを視覚的に表示する機能。
エンクロージャーも参照。

作業領域

ツールが表示される GUI の一部分。

サブネット

TCP/IP ネットワークで、IP アドレスのプレフィックスが同じシステムの集まり。
たとえば、10.10.10.で始まる IP アドレスを持つすべてのシステムが、同じサブネ
ットに含まれる。

しきい値

その値に達したり、値を超えたりしたときにイベントを生成するあらかじめ設定さ
れた制限値。

識別

検出ではシステムが探し出されるが、識別ではシステムタイプの判別が試みられ
る。さらに、グローバルプロトコルの設定ページの認証情報を使用して、システム
がサポートする管理プロトコルが特定され、ロードされているオペレーティングシ
ステムの種類やバージョンと、システムに関するその他の基本的な属性の取得も試
みられる。識別は、最後に、システムが別のシステムと関連付けられているかどう
かを確認する。たとえば、サーバー内の管理プロセッサー。

自己署名の証明書

記載者と認証機関が同じであるなど、認証機関を証明する証明書。
証明書、認証機関も参照。

システム
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TCP/IP を介して通信するネットワーク上のノード。システムを管理するには、あ
るタイプの管理プロトコル（SNMP、WBEM など）がシステムに存在する必要があ
る。システムの例としては、サーバー、ワークステーション、デスクトップ、ハン
ドヘルド、ルーター、スイッチ、ハブ、およびゲートウェイがある。

システム概要レポート

HPE Systems Insight Manager を初めて起動したときに取得されるシステムのステ
ータスを示すレポート。システム検索結果には、HPE Systems Insight Manager デ
ータベースに登録されているシステム数が含まれる。システムは、それらのステー
タス条件によってグループ化されている。列の各番号はシステムの詳細情報リス
トへのハイパーリンクで、概要における番号に対応したシステムを表示する。

システムグループ

システム収集（システムグループが作成された時点でのソース収集の静的なスナッ
プショット）に基づくシステムグループ。ユーザー認証に使用する。

システム検索

HPE Systems Insight Manager データベース内の情報に基づいてシステムを論理グ
ループに分類すること。検索を定義すると、システムビューページに結果を表示
し、管理タスクに関連付けることができる。

システム検索結果

システム検索の結果。

システム識別

システムに関する情報を識別すること。この情報はデータベースに格納される。
以下の情報が識別される。
•
•
•

システム情報

システムの管理プロトコルタイプ（SNMP/SNMP v3、WBEM、HTTP、および
SSH）
Hewlett Packard Enterprise システムタイプ（サーバー、クライアント、スイッ
チ、ルーターなど）
システムのネットワーク名

システムタブのシステムページで提供される情報。システム情報は、以下のとお
り。
•
•
•
•
•
•

ネットワークアドレス
ネットワーク名
説明
連絡先
位置
システムリンク

システムステータスパ
ネル

画面の左側にある GUI セクションで、ステータス情報とシステムまたはイベント警
告を表示する。

システムタイプ

12 のタイプが提供されている。これらのタイプの 1 つをもとに独自のタイプを追
加できる。たとえば、Server タイプを使用して MyServer タイプを作成する。この
タイプは依然としてサーバーであり、同じ方法でレポートされるが、独自の指定を
持っている。

システムタイプ管理

HPE SIM で不明として検出されたシステムに対してユーザーが特定の属性を設定
できるユーティリティ。このユーティリティを使用して、ユーザーはシステムオブ
ジェクト識別子に基づき SNMP ルールを構成し、SNMP からの応答に基づいてシ
ステムタイプ、サブタイプ、およびユーザー定義のモデルを設定できる。HPE
Systems Insight Manager はシステムの検出および識別を行い、プライマリルール
セットとして指定されたルールセットに不明システムが一致するとき、新しい情報
を適用する。さらに、新しいシステムタイプを作成すると、システムリンクページ
が提供され、システムエージェントまたは SNMP の通信プロトコルから戻される情
報が表示される。

システムプロパティ

単一のシステムに対して、または同時に複数のシステムに対して設定できるプロパ
ティ。システム名、システムタイプ、システムサブタイプ、オペレーティングシス
テムバージョン、資産管理番号、および連絡先情報や、検出プロセスによってシス
テムプロパティが変更または更新可能かどうかなどのオプションがある。

用語集
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システムヘルスステー
タス

ターゲットシステムでサポートされるすべてのステータスソース（SNMP/SNMP
v3、WBEM、HTTP など）の統計ステータス。最も深刻なステータスが表示され
る。表示される各種システムヘルスステータスは、以下のとおり。
•

クリティカル

•

HPE Systems Insight Manager がシステムと通信できなくなった。このシステ
ムは以前検出されていましたが、現在は ping できません。システムが停止して
いるか、電源が切れているか、ネットワークの問題のためにネットワーク経由で
アクセスできない。
メジャー

•

このシステムに、重大な問題が発生している。このステータスにはすぐに対処す
る必要がある。Insight マネジメントエージェントを実行しているシステムの場
合、一部のコンポーネントが故障している。システムが正常に動作しておらず、
データが消失している可能性がある。
マイナー

•

このシステムに、軽度の問題がある。Insight マネジメントエージェントを実行
しているシステムの場合、一部のコンポーネントが故障しているが、システムは
まだ機能している。
警告

•

システムに潜在的な問題が存在するか、問題が発生する可能性のある状態になっ
ている。
正常

•

システムは正常に稼動している。
無効

•

監視機能から見るとシステムは無効になっているが、必ずしも電源が切られてい
るわけではない。
不明

•

HPE Systems Insight Manager が、システムに関する管理情報を取得できない。
情報
システムの状態が変化しているところか、またはエラーではない状態が発生して
いる。

システムリンク

管理エージェントを搭載する特定のシステムの概要情報ページ。

自動検出

HPE Systems Insight Manager が、ネットワーク上のシステムを検出および識別し、
その情報を使ってデータベースを作成するプロセス。データの収集およびシステ
ムヘルスステータスの追跡を行うには、最初にシステムを検出する必要がありま
す。自動検出のプライマリソースは、自動検出タスクページで設定される ping 検
出。他のソースとして、不明システムから、またはサーバーに関する情報を持つ管
理プロセッサーからの受信イベントが使用される場合もある。識別は、検出された
システムについて自動的に実行される。

収集の編集

既存の収集を修正し、検索条件の追加や削除を行うこと。

手動検出方法

次のタスクの完全検出を省略できるようにするプロセス。
•
•
•
•
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1 つのシステムの追加
システムの編集
HPE Systems Insight Manager データベース hosts ファイルの作成またはイン
ポート
一般 hosts ファイルの作成またはインポート

使用できるソフトウェ
ア

バージョンコントロールエージェント（HPE VCA）が参照するように設定されてい
るレポジトリ内の利用可能なソフトウェアコンポーネントの一覧。HPE VCA に直
接アクセスすると、これらの追加コンポーネントを選択してインストールできま
す。

証明書

被認証者のパブリックキーおよび被認証者についての識別情報を含む電子文書。
証明書は、認証機関（CA）によって署名され、キーと対象識別情報を結合します。
認証機関も参照。

証明書キー

暗号法で、単体または暗号デコーダ（対応するパブリックまたはプライベートキ
ー）と一緒に使用される値。従来のプライベートキー暗号法では、お互いがメッセ
ージを暗号化および解読できるように、キーまたは暗号キーが通信者によって共有
されている。このシステムには、ある人がキーをなくすとシステムが破綻するとい
うリスクがある。パブリックキー暗号法では、プライベートキーはパブリックキー
と関連するため、システムの各人が共有されない自分独自のプライベートキーを所
有している。

シングルサインオン

管理対象システムごとに認証を受けなくても HPE Systems Insight Manager 内か
ら任意の管理対象システムにアクセスできるように、HPE Systems Insight
Manager にアクセスする認証済みユーザーに与えられる権限。HPE Systems
Insight Manager は最初の認証ポイントであり、他の管理対象システムには HPE
Systems Insight Manager からアクセスする必要がある。

シンプルネットワーク
マネージメントプロト
コル

HPE Systems Insight Manager がサポートする管理プロトコルの 1 つ。従来の管理
プロトコルは、ネットワーキングシステムとほとんどのサーバーで広範に使用され
ています。TCP/IP ベースのインターネットのネットワーク管理用の管理情報ベー
ス（MIB-II）は、すべてのベンダーに一貫して提供されている標準情報。

ステータスタイプ

ステータスメッセージ（クリティカル、メジャー、マイナー、正常、警告、および
不明）の分類。

ステータスメッセージ
リスト

クラスター管理リソースが作成するリスト。クラスター監視ページの左下の領域
に、検出されたエントリーが収集され、異常な状態のクラスター属性が通知され
る。

ステータスメッセージ
概要ヘッダー

リストヘッダーでは、リスト内のステータスメッセージの総数、および調査されな
かったステータスメッセージの数が、括弧内にまとめられている。

ストレージシステム

ストレージシステムには、SAN に接続されたファイバーチャネルディスクアレイ、
スイッチ、テープライブラリ、ホスト（ファイバーチャネルホストバスアダプター
搭載）などがある。

スプーフィング

別の Web サイトを装い、機密情報の収集、データトランザクションの変更、不正
データや誤解を招くデータの表示を行うこと。

すべてのイベント収集

すべてのシステムで発生したすべてのイベントを表示する。

すべてのツールツール
ボックス

権限があるシステムかシステムグループのすべてのツールに完全にアクセスでき
る、デフォルトのツールボックス。

すべてのディスクしき
い値の削除

HPE Systems Insight Manager によって提供されるタスクであり、関連収集に載っ
ているシステムのディスクしきい値を削除する。このタスクでは、HPE Systems
Insight Manager によって設定されるディスクしきい値、または Web エージェント
の直接参照によって設定されるディスクしきい値だけが削除される。ディスクし
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きい値を含む Windows 32 用の HPE Systems Insight Manager によって設定され
たしきい値は、このタスクでは削除されない。
制御タスク

イベントの削除、ディスクしきい値の削除、ディスクしきい値の設定、およびデバ
イスアクセスコミュニティ名の設定など、検索やイベントに関連する命令のシーケ
ンス。

セキュアシェル

ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコマンドを実行
するプログラム。また、SSH を使用すると、あるシステムから別のシステムにファ
イルを移動でき、安全でない経路でも安全な認証と通信を提供する。

セキュアタスク実行

管理対象システムから安全にタスクを実行する HPE Systems Insight Manager の
機能。STE 機能では、タスクを要求するユーザーに適切なタスク実行権があること
が保証され、要求が暗号化されてデータが保護される。

セキュリティロール

管理者が、ユーザーごとかグループごとにシステムアクセスと管理アクセスを制限
できるようにする機能。システム管理者は、この機能により、高度な機能や危険な
機能にアクセスできないようにして、スタッフにタスクを委任できる。システム管
理者は、別の組織や顧客が所有するシステムにアクセスできないようにして、特定
の組織や顧客にシステムの管理を委任することもできる。

設計者
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HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーション
（グラフィカルデザイナー）を使用してマルチシステムインフラストラクチャテン
プレートを作成し公開するユーザー。他のユーザーはこのテンプレートを使用し
てインフラストラクチャサービスを作成する。

設定履歴レポート

サーバーの設定を表示するレポートを含み、設定履歴ファイルを比較して差異を発
見する調査ユーティリティ。

属性

管理情報フォーマット（MIF）ファイルの属性。属性は、管理可能な製品またはコ
ンポーネントの 1 つの特性を説明する。関連する属性の組み合わせは、グループを
構成する。たとえば、プロセッサーチップのクロック速度は、そのチップを説明す
るグループの属性である。管理情報フォーマットも参照。

ソフトウェアインベン
トリ

バージョンコントロールエージェントがインストールされているシステムにイン
ストールされている Hewlett Packard Enterprise のソフトウェアの一覧。

ソフトウェアの更新

リモートサイトからソフトウェアやファームウェアを更新するタスク。

ソフトウェアの全体的
なステータス

このセクションは、バージョンコントロールエージェントをインストールしたサー
バー上のソフトウェアに、監視するように設定されたレポジトリ内に利用できる更
新があるかどうかを示す。

対称鍵

メッセージの送信側と受信側が共有し、メッセージの暗号化と解読に使用する共通
のキー。

タスク

特定セットの引数を使用して、1 つ以上のシステムにおいて実行される、HPE
Systems Insight Manager ツールのインスタンス。

タスクスケジューリン
グ

ポーリングタスク、コントロールタスク、および通知タスクをスケジューリングす
るための主要スケジューリングツール。

単一システム対応

マルチシステム操作をサポートしない実行タイプ。この実行タイプのツールでは、
ツールが動作しているノードのみが認識される。

用語集

注意

中央管理サーバー
（CMS）

その指示に従わなければ、装置の損傷や情報の消失を引き起こす恐れがある注意事
項を示す。
HPE Systems Insight Manager ソフトウェアを実行する、管理ドメイン内のシステ
ム。HPE Systems HPE Insight Manager 内での全ての集中操作は、すべてこのシス
テムから開始されます。

通信プロトコル

管理プロトコルを参照。

ツール

HPE Systems Insight Manager がタスクを行うために 1 つ以上のシステムで実行す
るアプリケーション、コマンド、スクリプト。

ツールボックス

データベース管理やソフトウェア管理などの特定タスクにユーザーが必要とする
ツールの定義済みセット。各 HPE Systems Insight Manager ツールボックスは、ツ
ールセットおよび認証に関連付けられている。

ディスクしきい値の設
定

HPE Systems Insight Manager により提供されるタスク。関連収集のシステムのデ
ィスクしきい値を設定するには、このタスクを使用する。このしきい値は、ターゲ
ットシステム上のすべてのディスクボリュームに設定される。

データ収集タスク

管理対象システムグループから情報を収集し、データベースに格納する手順。HPE
Systems Insight Manager では、ハードウェアステータスポーリングおよびデータ
収集タスクが使用されてデータ収集が実装される。

データ収集レポート

データ収集レポートは、検出したシステムの情報を単一インスタンスのレポートま
たは時系列変動解析レポートに含む。HPE Systems Insight Manager では、既存デ
ータセットを上書き（詳細解析用）（Insight マネージャー 7 の単一インスタンスデ
ータ収集タスク）および新規データセットを追加（時系列変動解析用）がサポート
される。既存データセットを上書き（詳細解析用）オプションでは、単一インスタ
ンスでシステムからデータが収集される。新規データセットを追加（時系列変動解
析用）では、システムの履歴を詳述するデータが収集される。

デジタル署名

トランザクション送信者の確認に使用される技術。この技術では、プライベートキ
ーが使用されてデータが電子的に署名され、パブリックキーが使用されて送信者が
確認される。

テンプレート

サーバーグループ、ネットワーク、ストレージについて、インフラストラクチャサ
ービスの要件を指定するツール。リクエストの実行時に HPE Operations
Orchestration ワークフローを使用するカスタマイズポイントを含む。

テンプレートファイル

HPE Systems Insight Manager が複数の自動検出タスクを持つ前に使用されていた
概念。現在では使用されないが、テンプレートファイルによって、検出 IP 包括範囲
に入力されるものと同じデータ範囲（IP 範囲など）を作成することができる。自動
検出タスクは、入力として、1 つまたは複数のテンプレートファイルを持つことが
できる。ただし、テンプレートファイルをネストすることはできない。

ドメインネームサービ
ス

ドメイン名を IP アドレスに変換するサービス。

トラップ

イベントが発生したことを示すマネジメントエージェントによって生成される非
要求メッセージ。たとえば、監視項目は設定しきい値または変更されたステータス
を超えていることなど。以前は、アラームと呼ばれていた。
イベントも参照してください。

トラップカテゴリ

イベントタイプ単位で検出されるイベント収集システム。HPE Systems Insight
Manager が、機能に従って論理グループに分類した SNMP/SNMP v3 トラップ。
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トラップ通知アドレス

HPE Systems Insight Manager システムによって通知されるトラップ通知を受信す
るために指定されたシステムの IP アドレス。

認証

ユーザー名とパスワードに基づいて、個人を識別するプロセス。ユーザー認証は、
ログインしたユーザーが実際にその人物であるかどうかを確認するプロセスであ
り、「権限」とは異なる。

認証機関

電子署名とパブリック-プライベートキーペアを作成するために使用される電子証
明書を発行する信頼された第三者機関または企業。このプロセスでの認証機関の
役割は、証明書の所有者が本人であることを保証することにある。

ネットワーククライア
ント

ネットワークに接続されており、HPE Systems Insight Manager GUI に接続するた
めの互換ブラウザーを備える任意のコンピューターシステム。

バージョンコントロー
ル

Windows および Linux ProLiant システムでは、Windows システムにインストール
されたバージョンコントロールレポジトリマネージャーと呼ばれ、HP-UX オペレー
ティングシステムでは、ソフトウェアディストリビューターと呼ばれる。管理対象
のすべての ProLiant または Integrity システムのソフトウェアステータスの概要を
提供し、それらのシステム上であらかじめ設定された条件に基づいて自動的にシス
テムソフトウェアとファームウェアのアップデートを行うことができる。バージ
ョンコントロールは、古いシステムソフトウェアを実行しているシステムを識別し
て、アップグレードを利用できるかどうかを示し、アップグレードの理由を提供す
る。HP-UX システムでは、1 つまたは複数のインストール済み HP-UX に対してソ
フトウェアディストリビュータを HPE Systems Insight Manager 中央管理サーバ
ーから起動することができる。

バナー

画面最上部に表示される GUI の一部分。ユーザー名が表示され、ホームページにア
クセスしたり、サインアウトしたりするためのリンクがある。

標準エラー

システムがエラーメッセージを書き出す、デフォルトの場所。デフォルトは、端末
ディスプレイ。

標準出力

プログラムが出力を書き出す、デフォルトの場所。デフォルトは、端末ディスプレ
イ。

不明ステータス

HPE Systems Insight Manager が、SNMP/SNMP v3 を使用して、システムに関す
る管理情報を取得できない。管理関連情報は取得できませんが、システムに対して
ping は実行できます。コミュニティ名またはセキュリティの設定が間違っている
可能性がある。

プロビジョニング

テンプレートに基づいてサービスを作成するプロセス。ユーザーは、インフラスト
ラクチャオーケストレーション Self Service Portal またはインフラストラクチャオ
ーケストレーションコンソールを介して、サービスの作成リクエストを発行する。
これに対し、HPE Insight Orchestration コントローラーはコントローラーのインベ
ントリを検索して、テンプレート内のすべての論理リソース定義に演算リソースを
割り当てる。

分散型コンポーネント
オブジェクトモデル

コンポーネントオブジェクトモデル（COM）の拡張機能であり、COM コンポーネ
ントが、同一ネットワーク上のクライアントとサーバー間でやり取りできるように
する。

分散タスクファシリテ
ィ

管理対象システムにおける、タスクのリモート実行を管理する管理アプリケーショ
ン。

用語集

ヘルスステータス

ステータスは、デバイスヘルスステータスの情報源（SNMP、WBEM、および
HTTP）すべてのステータスを集約して表示します。いずれかの問題がある場合に
は最もクリティカルなステータスが表示されます。
システムヘルスステータスも参照。

マイナーステータス

システムから収集されたステータス情報であり、監視対象サブシステムの 1 つ以上
が正しく動作せず、システムに影響を与えていることを示す。これ以上のエラーが
発生することを回避するために、できるだけ早く対処する必要がある。

マネジメント HTTP サ HPE の Web 対応システムマネジメントソフトウェアの Hewlett Packard
ーバー
Enterprise スイートによって使用される統合されたソフトウェア。HTTP および
HTTPS 上の通信用。HPE の Web 対応システムマネジメントソフトウェアに機能
とセキュリティを 1 つにまとめて提供する。このバージョンは、ProLiant Support
Pack 7.10 以前で利用できる。
マネジメントエージェ
ント

管理対象システムで動作するデーモンまたはプロセス。管理対象システムにおい
て、中央管理サーバーから要求を受信して実行する。

マルチシステム対応

マルチシステム操作をサポートする実行タイプ。この実行タイプのツールは、分散
タスクファシリティを使用する代わりに、内部メカニズムを使用して、ターゲット
システムで動作する。MSA 実行タイプでは、分散タスクファシリティが使用され
て、1 つのシステムでツールが起動されてから、その他の管理対象システムと関連
するツールが起動される。

未確認のイベントステ
ータス

深刻度が、クリティカル、メジャー、マイナー、正常、または情報になっており、
確認もデータベースからの削除も行われていないイベント。イベントは、データベ
ースから削除しなくても、イベントの確認メニューオプションを使用して消去でき
る。
•

クリティカル

•

障害が発生し、すぐに対応する必要がある。
メジャー

•

近いうちに障害が発生する。
マイナー

•

さらに深刻な問題に発展する可能性のある警告ステータス。
正常

•

このイベントは問題ではない。
情報
注意する必要はない。これは便利な情報として提供される。

メール通知

HPE Systems Insight Manager の通知タスクの 1 つ。メールで通知を送信する。

メジャーステータス

システムから収集されたステータス情報であり、監視対象サブシステムの 1 つ以上
が正しく動作せず、システムに影響を与えていることを示す。このステータスには
すぐに対処する必要がある。

ユーザーアカウント

HPE Systems Insight Manager へのサインインに使用するアカウント。これらのア
カウントは、ローカル Windows ユーザーアカウントまたはドメインアカウントを
HPE Systems Insight Manager 内の権限レベルとポケベル属性に関連付ける。

ユーザーグループ

HPE Systems Insight Manager に追加されている、中央管理サーバーオペレーティ
ングシステム上で定義されているユーザーグループ。オペレーティングシステム
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のユーザーグループのメンバーは、HPE Systems Insight Manager にサインインで
きる。
ユーザー権限があるユ
ーザー

中央管理サーバーを設定できないユーザー。ただし、ユーザーは、中央管理サーバ
ーとすべての管理対象システムに関する定義済みレポートの表示と実行ができる。

ラック

相互に通信するために配線されたコンポーネントのセット。ラックはエンクロー
ジャーのためのコンテナーである。

リソースプール

HPE Matrix Operating Environment で管理される物理および仮想リソースのグルー
プ。管理者は、リソースプールへのユーザーアクセスを許可することで、リソース
の利用を管理します。

リファレンス Support バージョンコントロールエージェントがレポジトリ内で参照するように設定でき
Pack
る Hewlett Packard Enterprise のソフトウェアのバンドルされたベースライン製
品。この設定を行うことにより、ユーザーは所有するすべてのソフトウェアについ
て、特定のサポートパックレベルを維持するように指定できる。
リモートウェイクアッ
プ

Wake-On-LAN（WOL）と呼ばれることもある。常駐 WOL ネットワークカードに
よって、リモートサイトからシステムの電源を入れること。その場合、ROM また
は F10 キー（セットアップ）からのシステムの「ウェイクアップ」が有効になって
いる必要がある。
HPE Systems Insight Manager は、この機能に依存して、スケジュールされたソフ
トウェア更新やエージェント設定のレプリケートのシステムをオンに切り替える。
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ルールセット

システム情報に適用するステータス、ポリシー、または条件で、どのようなシステ
ムかを決定する。

レポジトリ

ProLiant Support Pack または Integrity Support Pack、および Smart コンポーネン
トを含むディレクトリ。

用語集

サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセ
ス
•

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセス
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 サイトにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報
•
•
•
•
•
•
•
•

テクニカルサポート登録番号（該当する場合）
製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
オペレーティングシステム名およびバージョン
ファームウェアバージョン
エラーメッセージ
製品固有のレポートおよびログ
アドオン製品またはコンポーネント
他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
•

•

一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセ
スするためのメカニズムが提供されます。製品のドキュメントを確認し、推奨されるソフトウェアアップ
デートの方法を特定します。
製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/
hpesc

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダ http://www.hpe.com/support/
ウンロード
downloads
Software Depot
•
•

http://www.hpe.com/support/
softwaredepot

eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
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

サポートと他のリソース
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重要:
一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスす
るときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。関連する権利付与情報を使って HPE パス
ポートをセットアップしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身
で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できる
よう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。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。
ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。
リモートサポートおよびプロアクティブケア情報
HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE プロアクティブ ケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja

HPE プロアクティブケアサービス：サポートされ http://www.hpe.com/services/
ている製品のリスト
proactivecaresupportedproducts（英語）
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス： http://www.hpe.com/services/
サポートされている製品のリスト
proactivecareadvancedsupportedproducts
プロアクティブケアカスタマー情報
プロアクティブケアセントラル

http://www.hpe.com/services/proactivecarecentral

プロアクティブケアサービスのアクティブ化 http://www.hpe.com/services/
proactivecarecentralgetstarted

保証情報
ご使用の製品の保証を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手できるサーバー、
ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
追加保証情報
HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション http://www.hpe.com/support/ProLiantServersWarranties
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HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServersWarranties

HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

カスタマーセルフリペア（CSR）

HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサーバ
ー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
規定に関する追加情報
Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/reach
RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについて
は、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/ecodata
社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報
については、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメ
ントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございました
ら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子メールに
は、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載
ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの
版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。

規定に関する情報
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Web サイト
全般的な Web サイト
Hewlett Packard Enterprise Information Library http://www.hpe.com/info/EIL
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide http://www.hpe.com/assistance
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/e-updates-ja
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

カスタマーセルフリペア

http://www.hpe.com/support/selfrepair

Insight Remote Support

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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