CloudSystem Matrix 7.6 ユーザーガイド

摘要
このガイドでは、HPE CloudSystem Matrix 製品の管理とトラブルシューティングの担当者を対象
としています。このガイドの使用には、HPE CloudSystem Matrix システム、オペレーティングシ
ステム、および設定アプリケーションに関する高いレベルの経験が必要です。この HPE
CloudSystem Matrix ユーザーガイドは、ご利用の CloudSystem Matrix 環境の管理要件を満たすた
めに、Hewlett Packard Enterprise サービスによってインストールされた HPE CloudSystem Matrix
インフラストラクチャを変換する作業に役立ちます。このガイドでは、CloudSystem Matrix 環境
で一連のサーバーインフラストラクチャリソースを初めて準備する際に役立つ情報を提供しま
す。また、CloudSystem Matrix インフラストラクチャテンプレートを初めて設計する場合の手順、
およびそのテンプレートを使用したインフラストラクチャサービスの作成（すなわちプロビジョ
ニング）方法についても説明します。CloudSystem Matrix インフラストラクチャの使用を開始す
るとき、通常はこの手順を最初に実行します。
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HPE CloudSystem Matrix の概要
HPE CloudSystem Matrix は、サーバー、ストレージ、およびネットワーク接続で構成される共有インフラス
トラクチャです。CloudSystem Matrix とその管理ソフトウェアを利用すれば、予想に即したインフラストラ
クチャを短時間で、効率よく、しかも低コストでお客様に提供することや業務に導入することができます。
CloudSystem Matrix は、必要に応じてプロビジョニング/再プロビジョニングできる、サーバー、ストレージ、
およびネットワーク接続の共有プールというコンセプトに基づき構築されています。IT アーキテクト（すな
わち、設計者）は、CloudSystem Matrix の GUI 方式の設計エディターを使用して、物理サーバーと仮想サー
バー、ストレージ、およびそれらのコンポーネント間の接続を表すアプリケーションインフラストラクチャテ
ンプレートを作成します。IT アーキテクトがこれらのテンプレートを完成させて、カタログに公開すると、
ユーザーが必要に応じてこのカタログを利用して選択を行えるようになります。このプロセスによって、共有
インフラストラクチャモデル内部でプロビジョニングが標準化されるため、効率的な操作が可能になります。
インフラストラクチャテンプレートが公開されると、CloudSystem Matrix 内部で簡単なセルフサービスポー
タルを利用してそのテンプレートのインスタンスを作成（すなわち、プロビジョニング）できるようになりま
す。ある完全なアプリケーションインフラストラクチャをプロビジョニングする場合、データセンターまたは
IT 組織全体に散在するさまざまなチーム間の調整を伴う手動プロセスでは数週間から数か月を要しますが、
CloudSystem Matrix では同じ作業をわずか数分、長くても数時間で完了できます。図 1: CloudSystem
Matrix のセルフサービスプロセス(10 ページ) に、CloudSystem Matrix のセルフサービスプロセスを示しま
す。

図 1: CloudSystem Matrix のセルフサービスプロセス
CloudSystem Matrix でサーバーインフラストラクチャをプロビジョニングした後、ワークロードキャパシテ
ィを継続的に監視したり、最適化したり、ディザスタリカバリや自動化されたサーバーフェイルオーバーの機
能を使用して保護することができます。これらおよび他の機能を実行する方法については、Enterprise
Information Library（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
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HPE CloudSystem Matrix の概要

CloudSystem Matrix オペレーティング環境の機能
CloudSystem Matrix インフラストラクチャオペレーティング環境は、次の機能を提供します。
•

サービスのオーケストレーションされたプロビジョニング
◦

•

アプリケーションインフラストラクチャ設計コンソールと繰り返し可能なベストプラクティステンプ
レート
◦ インフラストラクチャとワークフローのセルフサービス自動プロビジョニング
◦ インフラストラクチャサービスカタログ
◦ クロスプラットフォームマルチ OS サーバー配備
最適化とライフサイクル管理
◦

•

VMware vCenter、Microsoft System Center、および API を使用した共通エンタープライズ管理ソフト
ウェアによる VM 制御と同期化された統合
◦ 継続的な容量管理
◦ 統合 What-If 分析および比較レポート
◦ 無制限の x2V および x2P ProLiant 移行（x86 サーバー用）
◦ VM を含むインフラストラクチャリソースの高度な仮想化
◦ サーバー用のリモートコンソールとリモートメディア
◦ 電力管理と動的消費電力上限
◦ クリティカルなビジネスサービスを提供するサーバーに直接電力を供給する事前定義電力ポリシー
◦ セキュリティとパッチ管理
◦ VC 集中型の管理
可用性とプロアクティブサポート
◦
◦
◦
◦

ProLiant サーバー用の組み込みディザスタリカバリ管理（物理-仮想-物理、物理-物理、および仮想-仮
想）
スペアサーバーによる自動サーバーフェイルオーバー
ヘルス監視とアラート（サーバー、ネットワーク、およびストレージリソースに関する事前アラートを
含む）
安全なリモート監視、通知/勧告、およびプロアクティブサービスサポート

開始する前
CloudSystem Matrix 環境の管理と拡張を始める前に、CloudSystem Matrix がインストール時に次のように設
定されたことを確認してください。
•
•
•
•
•
•
•
•

HPE SIM CMS が設定されており、管理対象システムを認識できる。
HPE SIM で iLO および Onboard Administrator コンポーネントが設定されている。
HPE SIM で VMware vCenter または Hyper-V SCVMM の設定値が設定されている。
VC ドメインと VC ドメイングループ（VCDG）が少なくとも 1 つずつ作成されている。
物理論理サーバーが少なくとも 1 つ作成されている。
VM ホストが少なくとも 2 つ作成され、それぞれのホストに 1 つ以上の VM が作成されている。
環境（3PAR StoreServ、P6000 EVA Storage System、または既存のストレージシステム）に対応するよ
うに SAN が構成されている。
Boot-from-SAN（BFS）を使用して、プロビジョニング対象のサーバーに対して、HPE Insight Control サ
ーバープロビジョニングまたは Ignite-UX サーバーを通じたオペレーティングシステムの展開が設定され
ている。

このガイドの手順に従う際には、お使いの特定 CloudSystem Matrix 環境に適切な章を選択していることを確
認してください。各章の内容の概要およびユーザーの条件のリストについては、このガイドの使用方法(332
ページ)を参照してください。
ご使用の CloudSystem Matrix 環境の変更を計画する前に、潜在的な問題を最小化するために以下のベストプ
ラクティスを確認してください。

開始する前
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•
•
•
•
•
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ご使用の環境を管理するためのツール
ポートとファイアウォールの管理
CMS のベストプラクティス
プライマリ CMS の FQDN エントリーの確認
新しい論理サーバーやインポートされた論理サーバーの命名

HPE CloudSystem Matrix の概要

CloudSystem Matrix のベストプラクティス
ご使用の環境を管理するためのツール
CloudSystem Matrix 環境では、複数の管理インターフェイスや機能を統合して共有インフラストラクチャを
作成します。以下のインターフェイスがあります。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrix インフラストラクチャオーケストレーション（IO）
Matrix リカバリ管理（Matrix RM）
HPE Matrix OE ビジュアル化
HPE Systems Insight Manager（HPE SIM）
HPE Insight Control 仮想マシン管理
HP Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）
HP Storage Provisioning Manager（SPM）
Virtual Connect
Virtual Machine Management（VMM）
Onboard Administrator
HP iLO

CloudSystem Matrix 環境には以下のインターフェイスが含まれることもあります。
•
•
•

VMWare ESX や Microsoft Hyper-V などのハイパーバイザー
VMware vCenter や VMWare vSphere などのハイパーバイザー管理製品
他社製の管理製品

以下の図に、CloudSystem Matrix 環境での管理ツールの階層を示します。

図 2: Matrix の管理ツール
管理に関する考慮事項
CloudSystem Matrix 環境を変更する際は、以下の項目を考慮してください。
•

CloudSystem Matrix および論理サーバーの構成の管理は、できるだけ図のスタックの最も上の層から行う
ことをおすすめします。たとえば、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで作成した VM に
ストレージを追加する場合は、Matrix OE ビジュアル化や vCenter の代わりにインフラストラクチャオー
ケストレーションインターフェイスを使用します。

CloudSystem Matrix のベストプラクティス
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•

•

スタックの下のほうのレベルで構成を変更すると上の層に反映されないことがあり、反映される場合でも
リアルタイムでは反映されない可能性があります。このため、永続的または一時的に不整合が生じます。
CloudSystem Matrix の管理環境では、多くの操作で、ユーザーが上位レベルの管理機能に影響を及ぼす可
能性がある操作を試みると警告を発する、一連のメカニズムが組み込まれています。たとえば、認証ユー
ザーが VC サーバープロファイルの削除を試みた場合には、Matrix OE に影響を及ぼす可能性があるという
警告メッセージが VCEM によって表示されます。VCEM で手順を続行するには、警告メッセージに対して
応答する必要があります。
CloudSystem Matrix では、HPE SIM の RBAC 機能を使用して、異なるレベルの権限を管理ユーザーに割
り当てることをおすすめします。VCEM など、下位レベルの設定ツールの使用権限は熟練管理者だけに与
えてください。

ポートとファイアウォールの管理
ファイアウォールが原因で、HPE SIM が管理対象システムと通信できなくなることがあります。管理対象シ
ステムにファイアウォールがインストールされている場合や HPE SIM CMS と管理対象システムの間にファ
イアウォールがある場合は、管理通信を許可するように設定する必要があります。CMS は、管理対象システ
ムに要求を行い管理対象システムからの応答を受け取ることができなければなりません。また、管理対象シス
テムは、CMS にアラートを送信できなければなりません。
各管理対象システムで、次のインバウンドポートを開く必要があります。

表 1: インバウンドポート
ポートの機能

ポート

プロトコル 注記

ping 検出（ICMP）

ICMP

ICMP

使用法は HPE SIM で設定されます。デフォルトで
は、ICMP エコーが使用されます。

ping 検出（TCP）

TCP 80

HTTP

使用法は HP SIM で設定されます。デフォルトでは、
ICMP エコーが使用されます。

SSH ポート

TCP 22

SSH

ポート 22 を開くには、OpenSSH をインストールす
る必要があります。

SNMP Agent

UDP 161

SNMP

HPE SMH Web サーバー

TCP 2301 HTTP

システムが HPE SIM から管理されていない場合は、
ブラウザーが SMH にアクセスできるように、ポート
2301 および 2381 のみを設定する必要があります。

HPE SMH セキュア Web サ TCP 2381 HTTPS
ーバー

システムが HPE SIM から管理されていない場合は、
ブラウザーが SMH にアクセスできるように、ポート
2301 および 2381 のみを設定する必要があります。

WBEM/WMI Mapper セキュ TCP 5989 HTTPS
アポート

Windows システムでポート 5989 および 50004 を開
くには、WMI Mapper をインストールする必要があり
ます。

管理対象システムと CMS との間の通信を許可するには、次のアウトバウンドポートを開く必要があります。
管理対象システム上の一部のファイアウォールは、アウトバウンド要求をブロックしません。
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ポートとファイアウォールの管理

表 2: アウトバウンドポート
ポートの機能

ポート

プロトコル 注記

SNMP トラップ

UDP 162

SNMP

WBEM/WMI Mapper セキュ TCP
アポート+
50004

HTTPS

Windows システムでポート 5989 および 50004 を開
くには、WMI Mapper をインストールする必要があり
ます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE Systems Insight Manager ユーザーガイ
ド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
ポートについて詳しくは、Matrix OE のドキュメント（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照し
てください。

CMS のベストプラクティス
CMS は、HPE SIM、および Matrix Operating Environment などの Insight Management を実行する、管理ドメ
イン内のシステムです。HPE SIM および Insight Management のすべての操作は、このシステムから開始され
ます。
CMS の設定および管理では、次のベストプラクティスをおすすめしています。
•
•
•
•
•

•

CMS は VM ではなく物理サーバーにインストールします。これは必須です。
CMS は SAN から起動するように設定します。SAN から起動させる場合もローカルストレージから起動
させる場合も、CMS のブートボリュームを RAID などを利用して冗長化することをおすすめします。
CMS を論理サーバーとしてライセンス付与することや管理することは避けてください。
CMS、管理対象システム（ESXi/vSphere ホストを含む）、vCenter の間で、同期を取るしくみを実装しま
す。同期が取れていないと、vCenter と Insight Management の両方でエラーが発生することがあります。
DNS/DHCP、vCenter など、ほかの管理サーバーは CMS とは別のサーバーマシンにインストールします。
大規模な環境や将来の拡張に対応するため、Insight Control サーバープロビジョニングサーバーとデータ
ベースサーバーは異なるサーバーに配置することをおすすめします。
冗長性、可用性、負荷分散、およびフェイルオーバー機能の実現のために、CMS 用に高可用性環境を用意
します。詳しくは、Installing and Upgrading HPE Insight Management 7.5 on Windows Server 2012
Failover Clusters ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。

プライマリ CMS の FQDN エントリーの確認
重要:
プライマリ CMS の FQDN エントリーが正しいことを SIM で確認してください。エントリーが正しく
ない場合は、DELETE CMS ボタンをクリックしてエントリーを削除します。次に、以下の手順を完了
して正しいエントリーを追加します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

プライマリ CMS において、SIM で、オプション > 連携 CMS 構成…の順に選択します。
CMS の追加…をクリックします。
CMS 名にプライマリ CMS の FQDN を入力し、次へをクリックします。
リモート CMS 証明書を確認で、証明書を確認して、次へをクリックします。
リモート CMS を構成で、SIM のユーザー名およびパスワードを入力します。
終了をクリックします。

ホストサーバーの命名
HP SIM で管理対象ノードのホスト名を指定する場合は、名前が以下の要件を満たすことを確認してくださ
い。

CMS のベストプラクティス
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•
•
•
•

ホスト名には、英数字（a～z、0～9）およびハイフンを使用してください。
ホスト名は 63 バイトを超えてはなりません。
FQDN（ホスト名とドメイン名）は、255 バイトを超えてはなりません。FQDN は、各ラベルの後にピリ
オドが続く一連のラベルです。
ドメイン名の各ラベルには、ホスト名と同じ制限があります。

新しい論理サーバーやインポートされた論理サーバーの命名
論理サーバーを作成またはインポートするとき、ご使用の環境内の別のホストと同じ名前を割り当てないでく
ださい。論理サーバー管理は、ユーザーが HPE SIM 内の既存のシステムの名前を使えないようにしますが、
論理サーバーの作成またはインポート後にその名前のホストが検出されると、論理サーバーの情報が上書きさ
れ、その論理サーバーは Matrix OE ビジュアル化で表示されなくなります。
注記: CMS ホスト名、ストレージ管理サーバー名、およびハイパーバイザーの名前は、Matrix リカバリ
管理構成内のサイトで一意でなければなりません。
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連携 CMS 環境の設定
連携 CMS の概要
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのスケーラビリティは、連携 CMS 構成によって拡張する
ことができます。連携 CMS 構成には、1 つのプライマリ CMS（HPE Insight Management が完全にインスト
ールされている）と最大 4 つのセカンダリ CMS（Insight Management はインストールされているが Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションはインストールされていない）が含まれます。Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションプロビジョニングはプライマリ CMS によって管理され、連携 CMS 環境のす
べての CMS にわたって実行されます。
連携 CMS 構成で Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが正常に動作するには、参加する CMS
の DNS 検索が必要です。DNS は、CMS ホスト名を IP アドレスに解決するために使用されます。プライマリ
CMS では、各セカンダリ CMS に対して正引きおよび逆引き DNS 検索が動作する必要があります。DNS 検
索は、各システムの FQDN を使用して解決できる必要があります。
連携 CMS 構成では、プライマリ CMS とセカンダリ CMS が、Insight Control サーバープロビジョニングサー
バーまたは Ignite-UX サーバーの場合のように、同じデプロイメントサーバーを共有します。デプロイメント
サーバーは、プライマリ CMS に登録される必要があり、物理および仮想デプロイメントを有効にするため
に、それぞれが、物理ブレードサーバーがアクセスできる独自のデプロイメントネットワークを持つ必要があ
ります。デプロイメントサーバーをプライマリ CMS に登録するには、これらのサーバー間のネットワークア
クセス（デプロイメント LAN または管理 LAN 経由など）が必要です。
連携 CMS 環境での Matrix リカバリ管理のためのガイドライン：
•

IO サービスの DR 保護
◦

•

連携環境では、Matrix リカバリ管理による IO サービスの DR 保護は、優先サイトとセカンダリサイト
の両方で、プライマリ CMS でのみサポートされます。
◦ DR 保護されたすべての IO サービスは、プライマリ CMS に存在する必要があります。IO サービステ
ンプレートをプロビジョニングしてそれが復旧可能であるときは、プライマリ CMS でサーバープール
を使用することにより、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでこれを制御できます。
IO サービスの基盤となる論理サーバーの DR 保護

◦

•

Matrix リカバリ管理を使用して、プライマリまたはセカンダリの連携 CMS で、IO サービスの基盤とな
る論理サーバーを DR 保護することができます。

– Matrix リカバリ管理は、優先サイトおよびセカンダリサイトのセカンダリ連携 CMS にインストール
する必要があります。
– Matrix リカバリ管理は、それがインストールされているのと同じ CMS 上に存在する論理サーバーの
み保護できます。
IO サービスの一部でない論理サーバーの DR 保護
◦

Matrix リカバリ管理を使用して、プライマリ連携 CMS またはセカンダリ連携 CMS 上の論理サーバー
を DR 保護できます。
– Matrix リカバリ管理は、優先サイトおよびセカンダリサイトのセカンダリ連携 CMS にインストール
する必要があります。
– Matrix リカバリ管理は、インストールされている場所の同じ CMS 上に存在する論理サーバーのみを
保護できます。

連携 CMS 環境について詳しくは、HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレー
ションユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。
IO サービスの基盤となる論理サーバーの DR 保護について詳しくは、HP Matrix Operating Environment 7.5
リカバリ管理ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。
連携をセットアップするには、プライマリ CMS の設定を完了し、すべてのセカンダリ CMS を登録する必要
があります。セカンダリ CMS からホストされるリソースをプライマリ CMS で設定するには、まず連携を確
立する必要があります。

連携 CMS 環境の設定
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連携の設定
連携 CMS 環境は、次のいずれかのタイミングで設定できます。
•
•

新しい Insight Management のインストール時に、連携 CMS が自動的に有効になった後。
新しい Insight Management のインストール後に、連携 CMS を手動で有効にした後。
注記: 連携が確立された後では、セカンダリ CMS をプライマリ CMS に変換したり、プライマリ CMS
をセカンダリ CMS に変換したりすることができません。プロビジョニングされたすべてのサービスが
削除されるまで、セカンダリ CMS をプライマリ CMS から分離できません。
重要:
連携 CMS 環境では、参加している CMS の FQDN を変更できません。CMS の IP アドレスを変更する
場合は、各セカンダリ CMS の信頼リストを再設定してください。

連携を設定するには、以下の手順に従ってください。
1. 以下を確認してください。
• 連携のすべてのメンバーが、Matrix OE のサポートされるバージョンを実行している。
• 連携のすべてのメンバーのクロックが正しく設定されている。
2. セカンダリ CMS を設定します。
a. プライマリ CMS において、SIM で、オプション > 連携 CMS 構成…の順に選択し、CMS の追加...をク
リックします。
b. CMS 名で、セカンダリ CMS の FQDN を入力し、次へをクリックします。
c. リモート CMS 証明書を確認で、証明書を確認して、次へをクリックします。
d. リモート CMS を構成で、SIM のユーザー名およびパスワードを入力し、終了をクリックします。
e. 各セカンダリ CMS について、手順 b～d を繰り返します。
この手順により、プライマリ CMS で SIM 連携 CMS リストが構成され、プライマリ CMS とセカンダリ
CMS の間で証明書が交換され、セカンダリ CMS でプライマリ CMS が信頼済みとして構成され、新しく
追加された CMS が SIM に表示されます。
3. 論理サーバー管理層を設定してメモリ割り当てを増やします。
プライマリまたはセカンダリ CMS が 1000 を超えるノードを管理する場合は、論理サーバー管理 JVM の
ヒープサイズを増やしてください。
a. 1000 を超えるノードを管理するように設定する各 CMS において、ディレクトリ C:\Program Files
\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa にアクセスします。
b. テキストエディターを使用して hp_lsa_service.conf ファイルを開きます。
c. ファイルを編集して、wrapper.java.maxmemory=1024 を wrapper.java.maxmemory=2048 に変
更します。
d. ファイルを保存します。
4. 各セカンダリ CMS で、影響を受けるサービスを再起動します。
a. Windows Server 2008 では、セカンダリ CMS のデスクトップで、スタート > 管理ツール > サービスを
選択します。
Windows Server 2012/2012 R2 および 2016 では、サーバーマネージャーでツール > サービスを選択し
ます。
b. HP Global Workload Manager Central Management Server を選択し、操作 > 再起動を選択します。
c. HP Logical Server Automation を選択し、操作 > 再起動を選択します。
d. 各セカンダリ CMS について、手順 a～c を繰り返します。
5. 連携に追加された CMS について Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに通知します。
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a. プライマリ CMS で、コマンドプロンプトを開きます。
b. 連携に追加した各 CMS について、ioexec add cms –C <CMS の FQDN> を入力します。ここで、
<CMS の FQDN>は、手順 1b で指定したセカンダリ CMS FQDN と一致します。
6. クラスター化された HA の連携 CMS 環境の場合：
a. <Matrix インフラストラクチャオーケストレーションディレクトリパス>\hpio.conf ファイルで、
wrapper.java.additional.15 プロパティのコメントを外します。
b. 各 CMS に複数の IP アドレスが存在する場合があり、CMS 名がコンピューター名と異なることがあり
ます。次のプロパティのコメントを外し、CMS の<FQDN または IP アドレス>を指定します。
wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=[FQDN or IP]
7.

ホスト名およびプライマリ CMS の FQDN を確認します。
a. プライマリ CMS で、コマンドプロンプトウィンドウを開きます。
b. mxgethostname と入力して、返されるホスト名を書き留めます。
c. SIM で、オプション > 連携 CMS 構成…の順に選択します。
プライマリ CMS の FQDN は、mxgethostname によって返される FQDN と同じである必要がありま
す。

セカンダリ CMS でのリソース設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロビジョニングはプライマリ CMS によって管理され、
連携 CMS 環境のすべての CMS にわたって実行されます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンコンソールはプライマリ CMS で実行され、そこでリソースの管理に使用されます。
セカンダリ CMS では以下のリソースを設定する必要があります。
•

•

•

ストレージプール：連携 CMS 環境では、各 CMS はそれぞれのストレージプールを管理します。各 CMS
で、その CMS が管理しているポータビリティグループに関して、ストレージプールエントリーを作成す
る必要があります。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、サービステンプレートのスト
レージ定義からストレージプールエントリーを自動生成し、SPM を介して要求を満たすように設定されて
いる場合は、セカンダリ CMS でテンプレートを作成する必要があります。
詳しくは、ストレージプールの使用 および 連携 CMS 環境の設定を参照してください。
VM テンプレート：Hyper-V VM を含むサービスのデプロイに SCVMM のネイティブテンプレートを使用し
ない場合は、Hyper-V VM 用の Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成する必要があります。こ
の設定は、VM テンプレートを作成する Hyper-V VM ホストを管理する CMS で実行する必要があります。
Hyper-V VM ホストがセカンダリ CMS によって管理される Hyper-V VM ホストである場合は、そのセカン
ダリ CMS で Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成する必要があります。連携 CMS 環境で
は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービステンプレートおよびサービスはプライマ
リ CMS で作成され、管理されます。
Matrix リカバリ管理：Matrix リカバリ管理を使用して、セカンダリ CMS で実行可能な論理サーバー（オ
プションで、IO サービスの一部として）を DR 保護する場合は、Matrix リカバリ管理をインストールし、
適切に設定する必要があります。たとえば、マッピング文字列を使用して、リカバリグループを定義し、
プロパティファイルを更新する必要があります。
注記: セカンダリ CMS で実行される IO サービスの DR 保護はサポートされません。IO サービスは、
プライマリ CMS でのみ DR 保護できます。基盤となる論理サーバーは、プライマリ CMS またはセ
カンダリ CMS で DR 保護できます。

セカンダリ CMS での Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションユーザーグループの作成
すべてのセカンダリ CMS で、次の Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーグループを手
動で作成する必要があります。

セカンダリ CMS でのリソース設定
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•
•
•

HPIO_Administrators
HPIO_Architects
HPIO_Users

セカンダリ CMS でこれらのユーザーグループを作成するには、次の手順に従ってください。
1. Windows Server 2008 では、スタート > 管理ツール > コンピューターの管理を選択します。
Windows Server 2012/2012 R2/2016 では、サーバーマネージャーでツール > コンピューターの管理を選
択します。
2. ローカルユーザーとグループを展開します。
3. 3 つのユーザーグループを追加します。
a. グループを右クリックして、新しいグループを選択し、HPIO_Administrators グループを作成します。
b. 手順 a を繰り返し、HPIO_Architects グループと HPIO_Users グループを作成します。
注記: ユーザーは必ず、連携 CMS 環境のすべての CMS 上のユーザーアカウントが同期されていること
を確認します。プライマリ CMS とセカンダリ CMS で同じユーザーアカウントを作成してください。
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CloudSystem Matrix の役割認証の設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザー
グループ
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには 3 つのクラスのユーザーがあり、以下の Windows ユ
ーザーグループとして表されます。
•

HPIO_Users：ユーザーは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの Self Service Portal
（https://<CMS の IP アドレス>:51443/hpio/portal）にログインして、公開済みテンプレートを使用してプロ
ビジョニングのリクエストを開始できます。これらのリクエストには、HPIO_Administrator の承認が必要
です。
• HPIO_Architects：ユーザーは、HPIO_Users グループの権限を持ち、Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションデザイナー（https://<CMS の IP アドレス>:51443/hpio/designer）にアクセスして、テン
プレートを作成、修正、および公開できます。
• HPIO_Administrators：ユーザーは、HPIO_Architects グループの権限を持ち、以下のタスクを実行する
ことができます。
◦
◦
◦
◦
◦
◦

HP SIM を介して Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールにアクセスする
承認の必要のないリクエストを開始する
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション設定を変更する
ネットワークとプールを設定する
ユーザーに既存のリソースへのアクセスを許可する
リクエストを承認、拒否、続行、またはキャンセルする
注記: HP SIM の監査ログにアクセスする必要があるユーザーを作成する場合、HPIO_Administrator はユ
ーザーにログ表示の認証を付与する必要があります。
注記: マルチテナント機能は、各個別組織（テナント）間でデータセンターリソースを動的かつ安全に
共有することを可能にします。各組織は、異なるユーザーおよび管理者のグループを持つことができま
す。マルチテナント機能のグループについて詳しくは、
「マルチテナント機能の設定」を参照してくださ
い。

Matrix OE のユーザー役割
Matrix OE では、2 つの主要なユーザー役割が定義されています。
•
•

上級管理者：ユーザーは、ユーザー認証の変更、システムへのライセンス適用など、CMS のセキュリティ
設定を必要とするタスクを実行できます。
HPIO_Administrators のメンバー：ユーザーは、読み取り専用モードで VCEM を使用できます。ユーザ
ーは、Virtual Connect または VCEM の設定を変更することはできません。

HPIO_Administrators の役割を持つユーザーは、以下のツールにアクセスする必要があります。
HPIO_Administrators を確認または追加する際に、すべての管理対象システムと CMS でこれらのツールを選
択してください。
•
•
•
•
•
•
•

Capacity Advisor
DR ツール
完全な権限
HPIC
iLO ツール
移行ツール
パフォーマンス管理ツール

CloudSystem Matrix の役割認証の設定
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•
•
•

電力管理ツール
システムセットアップ
システムユーティリティ
注記: VMware または Hyper-V ハイパーバイザーベースの Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションサービスとともに Matrix リカバリ管理を使用して、ディザスタリカバリのソリューションを計画
する場合、プライマリサイトとリモートサイトの両方のホストが一致するように適切に計画する必要が
あります。ホストは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスが使用する複製され
たボリュームで認識されている必要があり、DR サイトで複製サービスをアクティブ化するために使用
できる必要があります。DR サイトのホストでは、元の Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンサービスが作成されたプライマリサイトのホスト以降のバージョンを実行している必要がありま
す。たとえば、プライマリ Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスが ESXi 5.5 ホ
ストで作成された場合、複製されたデータストアがマッピングされている DR サイトの ESXi ホストで
は、ESXi 5.5 以降を実行している必要があります。

役割認証の確認
これらのユーザーグループの役割認証を確認するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HP SIM にログインします。
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。
認証タブを選択します。
認証リストで、ユーザーグループを選択します。
名前の選択リストで、適切なユーザーグループを選択します。
各ユーザーグループの役割認証を確認します。

役割認証の変更
これらのユーザーグループの役割認証を変更するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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HP SIM にログインします。
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。
認証タブを選択します。
認証リストで、ユーザーグループを選択します。
名前の選択リストで、適切なユーザーグループを選択します。
新規...をクリックして、ユーザーグループの新しい認証を追加します。

役割認証の確認

管理対象システムでの検出の準備
この章では、Matrix 環境内でのデプロイメントの準備として、管理対象システムのコンポーネントが管理ソフ
トウェアとやり取りできるようにそれらのコンポーネントを設定するのに必要な手順について説明します。
管理対象システムで検出の準備をするには、必要な管理エージェントソフトウェアをインストールし、HP 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を設定する必要があります。詳しくは、HPE
Systems Insight Manager ユーザーガイド（http://www.hpe.com/jp/hpsim）を参照してください。

エージェントの設定および修復ツール
管理対象システムは、管理を行うソフトウェアがそれらのシステムにコマンドを送信できるように、HPE SIM
CMS とステータスをやり取りできなければなりません。管理対象システムが CMS と通信できるようにする
には、一般的な構成と信頼関係をセットアップ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に
より、Windows、Linux、または HP-UX のエージェントを設定または修復できます。
エージェントの設定および修復ツールには、以下の機能が用意されています。
•

•

•

•

•

v7.3 以降のエージェントがインストールされている場合、ツールを使用すると、SNMP 設定および HPE
SIM とターゲットシステム間の信頼関係を修復できます。v7.2 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、
HP 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。
このツールを使用して、HPE 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、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 WBEM インディケーションを送信できます。
HP-UX システムの WBEM 証明書を構成することができ、また、HPE Insight Management WBEM Provider
for Windows Server 2008、Windows Server 2012、または Windows Server 2016 がインストールされた
Windows システムの WBEM/WMI ユーザーを構成できます。
Windows の CMS では、ツールを使用して、Windows OS を実行する ProLiant または Itanium ベースのシ
ステムにエージェントおよびプロバイダーをインストールできます。

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。
•
•
•
•
•

Agentless Management Service (AMS)
HPE Insight Management WBEM Provider for Windows Server 2008、Windows Server 2012、および
Windows Server 2016
OpenSSH
HP バージョンコントロールエージェント for Windows
HPE Insight マネジメントエージェント for Windows

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、HP SIM のオンラインヘルプを参照してください。

HP SIM 管理用の Windows サーバーの設定
HP SIM による完全な管理を実現するには、Windows で動作する HPE ProLiant サーバーに HPE Insight マネ
ジメントエージェントまたは HP WBEM プロバイダー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（SPP）に含まれています。HP SIM の UI を使用してエージェントおよ
びプロバイダーをインストールする方法については、HP SIM のオンラインヘルプを参照してください。これ
らのエージェントは、通常の OS デプロイメント手順の一部としてインストールされるように設定することも
できます。
業界標準の他社製サーバーでは、HP SIM が必要な情報を取得できるように、WMI および SNMP を OS で有
効にする必要があります。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
りの構成を HP SIM の UI を使用して完了できます。

管理対象システムでの検出の準備
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Windows 用のエージェントを構成または修復するには、次の手順に従ってください。
手順
1.
2.

3.

4.
5.

HP SIM の UI を開いて、設定 > エージェントの設定および修復の順に選択します。
Windows、Linux または ESX を実行する HP ProLiant Gen8 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 OS のすべてのデータを iLO4 ファームウェアに送
信します。
Linux SPP または ESX エージェントのインストールを選択して、Linux SPP および ESX エージェント
をインストールします。このエージェントは、管理対象システムから情報を収集するために HP SIM で使
用する一連の SNMP エージェントです。
Windows 用 WBEM / WMI プロバイダー（HPE 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（HPE Insight マネジメントエージェント）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。

6.
7.

HPE Insight マネジメントエージェントにより、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。
Windows 用のバージョンコントロールエージェント（VCA）のインストールを選択して、HP VCA を
Windows 管理対象システムにインストールします。

8.

VCA により、システムにインストールされている Hewlett Packard Enterprise ソフトウェアを表示し、ソ
フトウェアアップデートをレポジトリで入手できるかどうかを確認できます。VCA は、バージョンコン
トロールレポジトリマネージャー（VCRM）とともにインストールされ、管理対象システム上の ProLiant
ソフトウェアおよびファームウェアの管理を有効にします。VCA により、システムにインストールされ
ている Hewlett Packard Enterprise ソフトウェアを表示し、ソフトウェアアップデートをレポジトリで入
手できるかどうかを確認できます。VCA は、バージョンコントロールレポジトリマネージャー（VCRM）
とともにインストールされ、管理対象システム上の ProLiant ソフトウェアおよびファームウェアの管理
を有効にします。
VMware ESXi/vSphere、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。
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. 現在インストールされ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再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、デフォルトでは無効にな
っています。）
b. インストール後に再起動する場合は、必要に応じてインストール後システムを再起動を選択します。
c. インストール後エージェントを設定する場合は、強制的に再起動を選択します。

9.

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、設定前に初期化できます。
d. 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、HP 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。
注記: HP SIM は、システムタイプ、サブタイプ、および OS 詳細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。ターゲットシステムが正しく識別されていな
い場合は、システム > 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完全な OS 詳細を入力します。例：Microsoft Windows
Server 2008、x64 Enterprise Edition、Service Pack 1。

注記: インストールと再起動には、約 8 分を要します。
10. 次へをクリックします。
ステップ 3：エージェントの構成および修復ページが開きます。
注記: このページが更新され、インストールされているプラグインで使用可能な構成オプションが
表示されます。
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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開きます。
12. ターゲットシステムのアクセス認証情報を入力します。
指定する認証情報は、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
ン管理者の認証情報を使用することをおすすめします。HP SIM は、ここで入力する認証情報を保存しま
せんが、この認証情報はスケジュール済みタスクを後で実行するときに使用されます。
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。
•

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用である必要があります。サイン
イン認証オプションを使用できるのは、次のいずれかのオプションをプロバイダーとエージェント
のインストールページで選択した場合です。
– Windows 用の WBEM/WMI プロバイダー（Insight Management WBEM Provider）のインストー
ル
– SNMP エージェント（Insight マネジメントエージェント）のインストール
– Linux SPP または ESXi/vSphere エージェントのインストール
– Windows 用の HP バージョンコントロールエージェントのインストール
注記: 以下を選択した場合、サインイン認証を使用オプションは使用できません。
– OpenSSH のインストール
– VM ホストの登録

•

次の認証を使用
すべてのシステムに以下の認証を使用します。
◦
◦
◦
◦

ユーザー名ボックスにシステム管理者名を入力します。
パスワードボックスにシステム管理者のパスワードを入力します。
パスワードの確認ボックスに、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）ボックスに 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開きます。エージェントの設定および修復のタスク結果の表に、タスク結果ページに
表示される情報を示します。
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 HP SIM ツールと同様に、スケジュ
ールに従って自動的に、またはいつでも手動で実行するようにエージェントの設定および修復を構成すること
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。

管理対象システムでの検出の準備
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表 3: エージェントの設定および修復のタスク結果
フィールド、タブ、またはボタン

説明

ステータスフィールド

タスクインスタンス内の各ターゲットシステムに関する詳細を表示し
ます。

終了コードフィールド

実行可能プログラムの成否を示します。戻り値が 0（ゼロ）または正
の値の場合、プログラムは正常に終了しました。戻り値が負の値であ
る場合は、プログラムの実行は失敗しています。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。

ターゲット名フィールド

ターゲットの名前または IP アドレスを表示します。

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

プログラムでエラーが発生した場合に情報が表示されます。

印刷可能なレポートの表示ボタン

選択しているターゲットシステムのレポートまたはタスクインスタン
スに関連しているすべてのターゲットシステムのレポートを印刷でき
ます。
レポートを印刷するには、次のように操作します。
1. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。
別のウィンドウに、レポートが表示されます。 オプションメッセ
ージボックスが開きます。
2. レポートを印刷するには、印刷をクリックします。
3. 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。

HP SIM で管理される HP-UX サーバーのセットアップ
HP-UX では、HP SIM の必要な機能に応じて以下の最小推奨ソフトウェアがインストールされていることが必
要です。これらのソフトウェアは、HP-UX 11i v2 および 11i v3 オペレーティング環境ではデフォルトでイン
ストールされますが、比較的古い HP-UX バージョンでは、インストールまたは更新が必要です。
•
•

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

•
•

この WBEM Services バンドルには、HP SIM のプロパティページに表示される基本システム装置が用意さ
れており、HP 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。HP SIM のプ
ロパティ、インベントリ、およびイベントについて詳しくは、http://www.hpe.com/jp/hpsim を参照し、
最新の WBEM Services バンドルについて確認してください。
OpenSSL
B9073BA バージョン 08.01.01 iCAP for HP-UX（iCap 情報も必要な場合のみ）

1. 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 bundle T1471AA B8465BA 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、プロバイダーごとに、次のようなコマンドを実行します。
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$ swlist -l bundle LVMProvider WBEMP-LAN-00 SysMgmtWeb SysFaultMgmt OnlineDiag
2. まだシステムにインストールされていない場合は、管理対象システムのソフトウェアを取得してインスト
ールします。
SSH および WBEM バンドルは、HP-UX Operating Environment and Application Release メディア、およ
び HP SIM HP-UX デポ（http://www.hpe.com/jp/hpsim からダウンロード可能）に収録されています。
WBEM プロバイダーについては、http://www.hpe.com/jp/hpsim を参照してください。
ソフトウェアを含むデポを入手してから、デポをインストールする管理対象システムから次のコマンドを
実行します。
$ swinstall –s <depot_location> OpenSSL
注記:
B8465BA および B9073BA バージョン 08.01.01 の前に、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> <WBEM providers>

HP SIM で管理される Linux サーバーのセットアップ
HP 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 が必要です。Insight Management Advisor エージェントは、ProLiant Support Pack に収録されていま
す。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。
エージェントの設定および修復を使用してエージェントをリモートから構成するには、次の手順に従ってくだ
さい。
1. HP SIM の UI で、Linux SPP 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：エージェントの構成および修復ページが開きます。
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管理対象システム追加のための Insight Managed
System Setup Wizard の使用
この章では、管理対象システムを追加して CloudSystem Matrix インフラストラクチャを拡張する方法につい
て説明します。HP SIM およびそのプラグインアプリケーションで管理するシステムの分析、設定、およびラ
イセンス付与には、HPE Insight Managed System Setup Wizard を使用できます。
この章の手順に従い、新しいシステムを CloudSystem Matrix の CMS で管理できるようにできます。

前提条件の確認
ソフトウェアを設定する前に、まず、以下の確認作業を行います。
1. ハードウェアが正しく設定されていることを確認します。
環境に新しいサーバーブレードを組み込むには、ブレードの LOM または FlexibleLOM が BladeSystem
c7000 エンクロージャーのベイ 1 およびベイ 2 の Virtual Connect モジュールの機能に対応しているかど
うかをチェックします。FC SAN アップリンクとの互換性を確保するには、VC FlexFabric モジュールをブ
レードサーバー上の FlexFabric CNA（LOM または FlexibleLOM）とペアにする必要があります。ブレード
サーバーにサポートされるメザニンカードが搭載され、ベイ 3、4 以上の VC モジュールのファブリックタ
イプ（Flex-10、FlexFabric、FC）に対応しているかどうかを確認してください。
2. ご使用のシステム構成にファームウェアバージョンが対応していることを確認します。
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/matrixcompatibility）の HPE CloudSystem
Matrix 互換性チャートや他のドキュメントを参照してください。互換性チャートで公開されている
CloudSystem Matrix ハードウェアおよびソフトウェアのバージョンと一致しないファームウェアバージョ
ンは、修正してください。ファームウェアを正しいバージョンにアップグレードするには、ファームウェ
アの更新手順に従ってください。
以下のツールを使用して、エンクロージャーおよびストレージのファームウェアバージョンのインベント
リを作成し、ファームウェアアップデートの要件の評価およびアップグレードされたファームウェアの監
査を行います。
OA GUI（ラックのファームウェア）

サーバーブレード ROM、サーバーブレードの iLO
ファームウェア、および OA ファームウェアのバー
ジョンを表示します。

VCM GUI（ファームウェアの管理）

Virtual Connect モジュールのファームウェアバー
ジョンを表示します。

P6000 Command View ソフトウェア

Hewlett Packard Enterprise ストレージのファーム
ウェアバージョンを表示します。

3PAR MC/IMC

3PAR ストレージのファームウェアバージョンを表
示します。

3. 実行中のシステムの OS バージョンを確認します。
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/matrixcompatibility）の HPE CloudSystem
Matrix 互換性チャートを参照し、OS のバージョンが CloudSystem Matrix でサポートされていることを確
認します。
システムの設定または管理機能を変更する必要がある場合は、このウィザードを実行し直してシステムに変更
を加えることができます。また、このウィザードを設定の問題の診断に使用することもできます。
Integrity ブレードのライセンス
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Integrity ブレードの場合、Matrix OE for HP-UX ライセンスは HP-UX OE に付属しており、ライセンスキーを
手動で CMS に入力することはありません。ただし、各 CMS には、Matrix OE for HP-UX スイート for Integrity
の 10 ユーザー、90 日間デモライセンスが付属しています。Integrity ベアメタルブレードで Insight Managed
System Setup Wizard を実行する場合は、適用される永続ライセンスキーはありません。代わりに、デモライ
センスが自動的に Integrity ベアメタルブレードに適用されます。Integrity ブレードを HP-UX OE に取り付け
た場合、Integrity ブレードを再び検出する必要があります。OS ノードが検出された後で、Insight Managed
System Setup Wizard はサーバーの ID-VSE ライセンスをスキャンし、永続ライセンスとして管理します。
Integrity ブレードを HP-UX OE に取り付けた後、Integrity ブレードで Insight Managed System Setup Wizard
を実行することを強くおすすめします。ベアメタル Integrity ブレードは、どのライセンスも利用しない場合で
も、HPE Matrix OE ビジュアル化に正しく表示されます。

チェックリスト
次のチェックリストを確認して、ターゲットシステムで HP Insight Managed System Setup Wizard（MSSW）
による分析および設定の準備ができていることを確認してください。
•

ターゲットシステムが完全に検出されている。

•
•

システムが既存の検出タスクに含まれていない場合は、検出タスクを作成してシステムを検出する必要が
あります。手順については、「検出および認証情報の設定」を参照してください。
ターゲットシステムの有効な認証情報が HP SIM に保存されている。
すべてのターゲットシステムについて、HP SIM の検出と識別が正常に完了している。
注記: Windows 2012 サーバーから、Internet Explorer 10 を使用して Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションにアクセスする予定の場合、Windows のプログラムと機能でデスクトップエクスペリ
エンス機能をアクティブにする必要があります。デスクトップエクスペリエンス機能により、Adobe
Flash Player が有効になります。

Insight Managed System Setup Wizard の使用
HP SIM では、一度に実行できる Insight Managed System Setup Wizard のインスタンスは 1 つだけです。
HP SIM では、サポートされる最小画面解像度は 800×600、256 色です。パフォーマンスを最適化するには、
画面解像度を少なくとも 1280×1024 ピクセルにする必要があります。
注記: ご使用の Web ブラウザーを設定して、HP SIM がポップアップウィンドウを開けるようにする必
要があります。行わない場合は、Insight Managed System Setup Wizard は、新しいウィンドウで起動で
きません。

ウィザードのステップ
ウィザードを使用して管理対象システムを選択および設定するには、以下の手順に従ってください。
手順
1. SIM で管理対象システムを選択します。
a. すべてのシステムを選択して、ウィザードの実行で使用可能なすべてのシステムのリストを表示しま
す。
b. ウィザードを使用して設定しないシステムの選択を解除します。
CMS のライセンスが Matrix のインストールに付属していた場合のみ、ウィザードに対して CMS を選
択します。CMS を論理サーバーとしてライセンス付与することや管理することは避けてください。

チェックリスト
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注記: Integrity ブレード（HP-UX はインストールされていない）のみを搭載するエンクロージャーを
使用しており、デモライセンスによってそれらのブレードにライセンスを適用したくない場合は、エ
ンクロージャーをウィザードのターゲットとして選択してください。

ヒント: 大規模な環境では、ウィザードをシステムの異なる部分で個別に実行する方が容易です。た
とえば、すべての管理対象システムを選択する代わりに、1 つの実行で VM ホストと vCenter だけを
選択し、別の実行でベアメタルサーバーとインフラストラクチャハードウェアを選択できます。
2. ウィザードを起動します。
a. HP SIM のメインウィンドウで、設定 > Managed System Setup Wizard を選択します。
新しいウィンドウが開いて、ウィザードの概要が表示されます。
b. 次へをクリックします。
•
•

ウィザードの開始前に HP SIM でシステムを選択した場合、ウィザードはそれらの選択済みシステム上
で動作します。
ターゲットシステムが選択されていない場合は、HP SIM のターゲットシステムの選択ウィンドウおよ
びターゲットシステムの確認ウィンドウを使用してシステムを選択します。

3. 管理機能を選択および設定します。
選択したすべてのシステムの機能を選択します。ウィザードは現在の構成を分析し、依存関係を選択し、
選択されているシステムに適合しない機能を除外します。
または、システムごとに機能を選択できます。Matrix Operating Environment のような最上位の機能を選択
すると、一部のコンポーネントが個々のシステムに必要かどうかをウィザードが判断できなくなる場合が
あります。
a. 機能の選択画面で、選択したシステムに対して設定する管理機能を指定します。
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注記: Matrix Operating Environment を選択することをおすすめします。これにより、デフォルト
で、VCEM と Insight Control 仮想マシン管理（検出されたサーバーに仮想化プラットフォームが
含まれている場合）も選択されます。HP Insight Control の下にある Insight Control 電力管理を選
択することもおすすめします。

I.

管理機能の選択ドロップダウンリストをシステムごとに変更し、各システムで適切なオプションが
選択されていることを確認します。
適用予定のライセンスを考慮します。たとえば、インフラストラクチャシステムは、Matrix
Operating Environment の設定やライセンスが不要の場合があります。
機能を展開して、正しく選択されていることを確認します。たとえば、Hyper-V ホストおよび
Matrix Operating Environment を選択した場合、ウィザードはホストに OpenSSH をインストール
しようとします。Hyper-V ホストの管理には、OpenSSH は不要です。HP SIM、リモートコマンド
実行の順に展開し、名前を確認してその Hyper-V ホストの選択を解除してください。
注記: CMS 上のシステムリソース使用量を減らすために、主な管理対象システム用の Insight
Control パフォーマンス管理機能のみを構成することをおすすめします。

管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用
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II. 次へをクリックします。
b. オプションの選択画面で、選択した管理機能のオプションを適切に選択します。これらのオプション
は、デフォルトの設定や以前の設定を上書きします。
次へをクリックします。

c. システムの解析画面で、各システムを分析して、選択した管理機能を使用できるようにするためにライ
センス、エージェントなどの設定タスクが必要かどうかを確認します。
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分析の結果として、それぞれ、次のステータスのいずれかが表示されます。
•
•
•
•

成功：選択した管理機能に対してシステムが正しく構成されています。
構成が行われます：現在、システムが構成されていないため、ウィザードが次のステップで設定し
ます。
警告：システムは正しく設定されているが、管理のレベル、容易さ、完成度を高めるために、関連
する設定の一部の変更が可能です。
失敗：分析を完了できなかったか、システムにウィザードが訂正できない問題があります。
分析に失敗する一般的な問題は、次のとおりです。
◦
◦
◦
◦

I.

システムの検出が適切でない。
認証情報が間違っている。
ファイアウォールがシステムとの通信を妨げている。
Hewlett Packard Enterprise マネジメントエージェントがシステム上に見つからない。
システム操作が失敗した場合は、訂正します。
エラーが発生した場合は、エラーを訂正するか、システムの選択を解除しないと、続行できませ
ん。分析でエラーステータスが表示されたシステムを削除しますが、そのシステムが必要ない場合
や、システムでその機能が必要ない場合だけにしてください。
重要:
ウィザードからシステムを削除すると、削除したシステムに依存する管理機能がある場合、
その機能は他のシステムからも削除されます。
OK をクリックします。

管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用

33

II. 再解析をクリックし、エラーが訂正されたことを確認して、次へをクリックします。
d. ライセンスの選択画面で、以下の手順に従います。
I.
II.

管理機能を有効にするために管理対象システムで必要な製品ライセンスオプションを選択しま
す。
ライセンスの追加...をクリックして、新しいライセンスキーを追加します。
詳しくは、HPE Insight Managed System Setup Wizard スタートガイド（http://www.hpe.com/
info/insightcontrol/docs）を参照してください。
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III.
次へをクリックします。
e. 証明書のタスク画面で、管理対象システムに対して設定タスクを実行するのに必要な認証情報がまだ
HP SIM に入力されていない場合（たとえば、管理対象システムに SSH が設定されていない場合）は、
認証情報を入力します。
I.
II.

認証情報の表示方法：リストで、オペレーティングシステムのタイプまたはシステム名を選択し
ます。
適切なテキストボックスに、各設定タスクの認証情報を入力します。

管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用
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III.
次へをクリックします。
f. サマリー画面で操作の概要を確認します。ここで説明する操作を実行すると、選択した管理機能が有効
になり、管理対象システムの設定を開始できます。
実行をクリックします。
選択した管理機能が各システムに保存され、ライセンスが適用され、エージェントがインストールされ
ます。また、その他の構成タスクも実行されます。
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g. 結果画面で、手順 f で実行された設定タスクについて HP SIM の結果を確認します。
閉じるをクリックします。
注記: SIM で、タスク＆ログ > タスク結果の表示の順に選択して、ウィザードの結果を確認しま
す。

管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用

37

38

管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用

Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンによる ProLiant ブレードでのデプロイメン
トの準備
Matrix Operating Environment は Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの拡張機能で、セルフサ
ービスポータルを使用して共有リソースプールからインフラストラクチャサービスを迅速にプロビジョニン
グし、リパーパスします。この章では、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用する前に、
ProLiant ブレードおよびインフラストラクチャサービスの設定の準備をする方法について説明します。

準備の概要
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次の Hewlett Packard Enterprise アプリケーションを
中心に構築されたマルチノード、マルチティアのインフラストラクチャサービスを対象とし、高度なテンプレ
ートを使用した設計、プロビジョニング、および継続的な操作を提供します。
•
•
•

Insight Control
Virtual Connect Enterprise Manager
Matrix Operating Environment

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、物理および仮想サーバーのグループのライフサイクル
管理を実現します。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションには、以下の機能があります。
•
•
•
•
•
•
•

IT アーキテクト、管理者、IT サービスのユーザーという主要なロールをサポートする設計、リソース管
理、セルフサービスツール
サービスで使用されるサーバーをプロビジョニングするための計画を定義するときに使用できるテンプレ
ート設計環境
ユーザーに対して割り当てられたリソースプールからのリソース割り当てを自動化することで実現され
る、効果的なリソース利用率
ブレードハードウェア、VM の構成、SAN ブートのサポート、OS の導入、OS のカスタマイズを含む、仮
想サーバーと物理サーバーのプロビジョニングの自動化
カスタマイズ可能な HPE Operations Orchestration ワークフローを使用して、承認、OS の導入、ストレ
ージのプロビジョニングといった既存の IT プロセスを統合
プロビジョニングされたインフラストラクチャの継続的な管理による、インフラストラクチャサービスの
向上、スタンバイモードの開始、または操作の再開
プロビジョニングされ使用可能なインフラストラクチャサービスの監視とメンテナンスのための、Matrix
Operating Environment との統合

詳しくは、HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド
（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
CloudSystem Matrix 環境をインストールした後、以下の設定タスクを完了する必要があります。
•
•
•
•

HP SIM を設定して VMware vCenter と通信できるようにする。
「VMware vCenter および Microsoft
System Center Virtual Machine Manager 設定の指定」を参照してください。
VM ネットワークスイッチの設定。
「vCenter 仮想マシンネットワークスイッチの設定」を参照してくださ
い。
VM ネットワーク論理スイッチの設定。
「SCVMM の論理スイッチと標準スイッチのセットアップ」を参照
してください。
次を使用したサーバー配備のカスタマイズ。
◦

•

Insight Control サーバープロビジョニングソフトウェア。「Insight Control サーバープロビジョニン
グ」を参照してください。
CloudSystem Matrix の役割認証の設定。「CloudSystem Matrix の役割認証の設定」を参照してください。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる ProLiant ブレードでのデプロイメントの準備
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これらの設定を確認し、必要に応じて変更することをおすすめします。

VMware vCenter および Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 設定の指定
VMware vCenter または Microsoft System Center Virtual Machine Manager は、CMS とは別のサーバーに設定
することをおすすめします。vCenter または SCVMM が CMS と同じサーバー上でホストされる構成はサポ
ートされていません。同様に、vCenter または SCVMM サーバー用に同じ CMS または Insight Control サーバ
ープロビジョニングメディアサーバーを使用する構成はサポートされていません。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションまたは論理サーバーを使用するには、vCenter または
Microsoft SCVMM サーバーと通信するように HPE SIM を設定する必要があります。
HPE Insight Management のすべての操作は、HPE SIM および Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションのユーザーアカウントと認証を使用して管理されます。

仮想ストレージ用の論理サーバーアクセス権の確認
論理サーバーで仮想ストレージを使用するには、ユーザーは、VMware vSphere のデータストア参照権限セッ
トを持っている必要があります。
権限を確認するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.

vCenter で、インベントリ > データストアおよびデータストアクラスタの順に選択します。
vCenter サーバーを右クリックして、権限の追加を選択します。
割り当てられたロールリストで、割り当てられている役割を選択します。
すべての権限 > データストア > データストアの参照の順に選択します。
注記: 追加された vCenter または SCVMM サーバーがある場合は、設定値を指定する前にそのサーバー
を検出する必要があります。vCenter または SCVMM サーバーの検出タスクを作成する方法について
は、「検出および認証情報の設定」を参照してください。

HP SIM の構成
VME 設定を確認または変更し、新しい vCenter または SCVMM 認証情報を追加するには、以下の手順に従っ
てください。
1.
2.
3.
4.

HP SIM で、vCenter または SCVMM サーバーを探して選択します。
オプション > VME オプション > VME 設定の参照の順に選択します。
ターゲットシステムとして vCenter または SCVMM サーバーを選択します。
VME 認証の追加または編集ウィンドウで、以下の手順に従います。
a. プロトコルメニューから、vcenter または scvmm を選択します。
b. vCenter または SCVMM サーバーのポート、ユーザー名、およびパスワード情報を入力します。
c. OK をクリックします。
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5. オプション > VME オプション > VME 設定の参照の順に選択し、VME 設定を検証します。

vCenter 仮想マシンネットワークスイッチの設定
この項では、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを介してプロビジョニングされる VM で使用
するための仮想ネットワークスイッチを設定する方法について説明します。
注記: VMware ESXi/vSphere では、管理トラフィックで使用される VM カーネルポートのデフォルト名
は、Management Network です。この名前を vCenter クライアントユーザーインターフェイスで変更し
ないでください。変更すると、以下の結果になります。
•

•

論理サーバーをアクティブにしようとすると、ESXi/vSphere ホストが Rejected Target ホストとして
表示され、ホストが vCenter に含まれていないかまたは VM 管理が VM ホストの vCenter 情報を取得
できないことを示すエラーが発生します。
ホストと vCenter との関連付けが SIM に認識されません。

仮想ネットワークスイッチを設定するには、以下の手順を実行してください。
1. VMware Infrastructure Client を開いて、vCenter サーバーの IP アドレスと認証情報を入力し、ログインを
クリックします。
2. vSphere Client ウィンドウで、ESXi クラスター内の各 VM ホストに対して以下の手順を実行します。
a. 左側のナビゲーションペインで、VM ホストを選択します。
b. 構成タブをクリックします。
c. ハードウェアで、ネットワークを選択します。
現在のネットワーク構成が表示されます。

vCenter 仮想マシンネットワークスイッチの設定
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d. ウィンドウの上部にあるネットワークの追加をクリックします。
e. 接続タイプとして仮想マシンを選んで、次へをクリックします。
f. VM ホストのネットワーク構成に合わせて、既存の仮想スイッチを選択するかまたは仮想スイッチの作
成を選択して、次へをクリックします。

g. ポートグループのプロパティのネットワークラベルで、ネットワークの名前を入力し、VM ホストのネ
ットワーク設定に合わせて VLAN ID を入力します。
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Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、入力された名前を基にしてネットワークを識別
します。このネットワークを Virtual Connect に追加する場合は、Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションが同じネットワークとしてネットワークを認識するように、名前を同一にする必要があり
ます。
h. 次へをクリックします。
i. 終了をクリックします。
3. ネットワークごとに、手順を繰り返します。

SCVMM の論理スイッチと標準スイッチのセットアップ
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、SCVMM 2012 SP1、SCVMM 2012 R2、および
SCVMM 2016 の論理スイッチと標準スイッチをサポートしています。分離した VM ネットワークと分離して
いない VM ネットワークがサポートされます。分離した VM ネットワークは自動的に検出され、ネットワーク
インベントリに表示されます。トランクが構成され、SCVMM VLAN ID に関連付けられると、分離していな
いネットワークを使用できるようになります。

SCVMM の分離した VM ネットワークの設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは分離した SCVMM VM サブネットを検出し、インフラス
トラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブでそれらをネットワークとして表示します。
管理者は、SCVMM のガイドラインに従って、ネットワークを設定する必要があります。
ネットワーク名に関する以下の考慮事項が適用されます。
•

•

SCVMM VM サブネット名は、ネットワークタブ上で検出されたサブネットをマージするために使用され
ます。同じ名前を持つ複数のサブネットがインフラストラクチャオーケストレーションで検出された場
合、それらはすべて同じものとして表示されます。このため、インフラストラクチャオーケストレーショ
ンが常に設定済みの SCVMM VM ネットワークを使用してホストのサーバーをプロビジョニングするよう
に、1 つのホストで一意の VM サブネット名を設定することをおすすめします。
複数の SCVMM VM ネットワークで同じスイッチに同じ VM サブネット名が存在する場合、インフラスト
ラクチャオーケストレーションは最初に検出されるサブネットを選択します。設計者やユーザーは、サー
バーをプロビジョニングする特定の SCVMM VM ネットワークを選択するように、ユーザー定義プロパテ
ィ機能を設定することができます。

次の図は、クラスター iow2k12r2 clust でインフラストラクチャオーケストレーションによって検出された分
離したネットワーク subnet-10 の設定を示しています。

SCVMM の論理スイッチと標準スイッチのセットアップ
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管理者は、CLI コマンド get vmhost を使用して SCVMM の設定についての詳細な情報を取得できます。こ
のコマンドは、ホストに接続されているすべての VM ネットワークや、ネットワークが SCVMM 論理スイッ
チまたは標準スイッチのどちらであるか、ネットワークのサブネット ID、およびネットワークが分離してい
るかどうか、といった情報を返します。
たとえば、次の部分には、前の図で subnet-10 に関連付けられた VM ネットワーク情報が表示されています。
VM Network:
Name: VMNetwork-single
Isolated: Yes
Subnet IDs: subnet-10
Logical Switch:
Name: SwitchName
Port Classifications: [Host
Management]

SCVMM の分離していない VM ネットワークの設定
分離していない VM ネットワークは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは表示されませ
ん。分離していない VM ネットワークを使用するには、管理者は論理スイッチまたは標準スイッチをトランク
として設定し、SCVMM VLAN ID と設定が有効な子ネットワークにそれを関連付ける必要があります。
たとえば、次の部分は、論理スイッチ LS02 内で VMNet-NonIsolated という名前の分離していない VM ネッ
トワークを検出する get vmhost コマンドの実行結果を示しています。
VM Network:
Name: VMNet-NonIsolated
Isolated: No
Subnet IDs:
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Logical Switch:
Name: LS02
Port Classifications: [Medium bandwidth]
次の図は、論理スイッチ LS02 がトランクネットワークとして設定されており、Sub-no-isolation が子であ
る、トランク/子モデルを使用した関連付けを示しています。

サービスの SCVMM 属性のカスタマイズ
サービスの作成時に、ユーザーは、ユーザー定義プロパティを設定することによって、SCVMM の VM ネット
ワークやポートの分類と、ネットワークインターフェイスが接続されている論理スイッチまたは標準スイッチ
を選択できます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、次のプロパティを条件として使用し
て、VM をデプロイする VM ホストを選択します。プロパティはオプションであり、一緒または個別にサービ
スのサブネットに追加できます。
ScvmmVmNetwork
選択した VM ネットワークの名前
LogicalSwitch
選択した論理スイッチの名前
StandardSwitch
選択した標準スイッチの名前
PortClassification
選択したポートの分類
選択されたプロパティが正しくないか、インフラストラクチャオーケストレーションによってどのホストも必
要な構成と一致しない場合、リクエストは失敗し、メッセージがリクエストの履歴に表示されます。
次の図は、インフラストラクチャオーケストレーション Designer のテンプレートにある subnet-13 という名
前のネットワークに接続されているユーザー定義プロパティを示します。

サービスの SCVMM 属性のカスタマイズ
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注記: Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、1 つの物理ネットワークアダプターにつ
き、分離されていない VM ネットワークを 1 つのみ構成できます。論理スイッチと標準スイッチが同時
に使用されている場合、各スイッチは分離されていない VM ネットワークを同じホスト上で 1 つ使用で
きます。同じホスト上の分離されていない VM ネットワークが標準スイッチに複数ある場合、デプロイ
メントの問題が発生します。

仮想マシンテンプレートの作成
仮想マシンを使用して Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスをデプロイする前に、VM
テンプレートを作成する必要があります。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは以下を使用
します。
•
•

ESXi/vSphere VM のデプロイメントターゲットとして VMware テンプレートを使用します。
Hyper-V VM のデプロイメントターゲットとして、SCVMM テンプレートライブラリ、または Hyper-V VM
から作成された仮想マシン管理テンプレートを使用します。

VM テンプレートを作成するには、以下の項を参照してください。
•
•

VMware 仮想マシンのテンプレート
Hyper-V 仮想マシンのテンプレート
注記: サービステンプレートから作成されたサービスで MAC アドレスが重複しないようにするには、
VM テンプレートを使用する際に、VM テンプレート内のネットワークアダプターで MAC アドレスが静
的に設定されていないことを確認してください。
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VMware 仮想マシンのテンプレート
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ESXi/vSphere のデプロイメントターゲットとして
VMware テンプレートを使用します。ESXi/vSphere の VMware テンプレートは vCenter で作成します。

VM ゲストの確認
VMware Virtual Infrastructure Client ツールを使用して vCenter に接続するには、以下の手順に従ってくださ
い。
1. VMM テンプレートのソースとして使用する予定の VM ゲストが VMware Tools を正常に実行しているこ
とを確認します。以下の手順に従ってください。
a. VM 名とサマリタブの表示を選択します。
b. ゲストの OS 内部で動作している VMware Tools の出力に対応する 3 つの行で、ステータスが OK にな
っていることを確認します。
c. 他の 2 つの行で正しい IP アドレスと DNS 名が示されていることを確認します。

2. 全般ペインで、ゲスト OS が正しく示され、具体的なバリエーションやバージョンが含まれていることを
確認します。
3. VM のリソース（たとえば、メモリや CPU の割り当て）を確認し、今後のデプロイメントに適しているこ
とを確認します。
注記: ESXi から修復可能な論理サーバーをプロビジョニングするには、VMware Tools がインストー
ルされていることを確認します。VMware クラスターが設定されている場合は、VMware インフラス
トラクチャサーバーウィンドウのクラスター設定領域で、Enable HA オプションが選択されている
ことを確認します。

ESXi/vSphere VM テンプレートの作成
1. vCenter で、テンプレート作成の対象にする VM を選択します。
2. VM の電源を切ります。
注記: VM の電源を切らないと、予想外の結果が発生することがあります。
3. VM を右クリックし、テンプレート > テンプレートとしてクローン作成の順に選択します。

VMware 仮想マシンのテンプレート
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仮想マシンのクローン作成ウィンドウが開きます。
4. テンプレートを作成するための手順に従います。
ヒント: わかりやすいテンプレート名を VM に指定します。これは、セルフサービスポータルのテン
プレートタブで顧客に表示される名前です。

Hyper-V 仮想マシンのテンプレート
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Hyper-V VM を仮想マシン管理テンプレートを作成す
るためのソース情報として利用できます。修復可能な論理サーバーをプロビジョニングするには、Windows
クラスターに Hyper-V VM をデプロイします。詳しくは、Windows のドキュメントを参照してください。
注記:
スナップショットを含む VM から作成された Hyper-V 仮想マシン管理テンプレートを使用しないでく
ださい。スナップショットを使用して作成された Insight Control 仮想マシン管理テンプレートは、
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのソフトウェアタブに表示されないた
め、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートを正しく作成できなくなります。
Hyper-V 仮想マシン管理テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.

内蔵ツールがまだインストールされていない場合は、仮想マシン管理テンプレートに使用したい VM にイ
ンストールします。
仮想マシン管理テンプレートに使用する VM の電源を切ります。
ハイパーバイザーの電源切断コマンドを使うのではなく、VM にアクセスして OS をシャットダウンして
VM の電源を切るのが正しい方法です。

3.
4.
5.
6.
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テンプレートの作成時に VM が一時停止状態であると、カスタマイズ中にプロビジョニングが失敗し、エ
ラーメッセージ（VM must be powered off for customization）が表示されます。
HP SIM で、展開 > 仮想マシン > テンプレート > 仮想マシンテンプレートの作成の順に選択します。
ソース仮想マシンの選択ウィンドウが開きます。
収集タブで VM を選んで、適用をクリックします。
ソース VM を確認して、次へをクリックします。
収集を選択するか、特定のターゲットを検索することで、ターゲットを追加します。ソース VM を選択し
た後で、適用をクリックし、次へをクリックします。

Hyper-V 仮想マシンのテンプレート

7.

名前ボックスで、テンプレートの名前を入力し、テンプレートの位置を指定します。
ヒント: わかりやすいテンプレート名を VM に指定します。これは、セルフサービスポータルのテ
ンプレートタブで顧客に表示される名前です。

8.

ターゲットフォルダーで、参照を選択し、VM フォルダーを選択して、仮想マシン管理テンプレートを保
存します。
9. 次へをクリックします。
10. 実行をクリックします。
タスク結果が表示されます。
VMM テンプレートの作成は、完了するまで最大 30 分かかります。
Hyper-V の Linux VM のプロビジョニング
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Hyper-V での Linux VM のプロビジョニングをサポー
トしますが、VM を個別設定することはありません。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは
DHCP または静的 IP についてホスト名の設定、または NIC の設定を行いません。プロビジョニングの後で、
Linux VM を個別設定する必要があります。
Hyper-V での Linux VM のプロビジョニングを有効にするには、以下の手順を実行します。
1. \Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf にある
hpio.properties ファイルで、次の行が true に設定されていることを確認します。
allow.skip.os.customization = true
この場合、デザイナーで、Hyper-V での Linux VM に合わせた OS カスタマイズをスキップするために使用
できるチェックボックスが有効になります。デザイナーで、値が false になっている場合は true に設定し、
サービステンプレートのチェックボックスを選択します。
注記: skip.linux.on.hyperv.template.personalization は非推奨です。
2. プロビジョニングの後で、Linux VM を個別設定します。
それには、Operations Orchestration ワークフローを記述することができます。または、オープンソースの
PowerShell スクリプトを使用することができます。Linux VM を Hyper-V にプロビジョニングし、個別設
定しないときに、基本テンプレートに静的 IP アドレスが設定されている場合、IP アドレスが重複する場合
があります。パーソナライズせずに、ベース OS VM を DHCP で設定している場合は、予期した静的 IP ア
ドレスを取得できません。

SCVMM テンプレートの使用
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、Microsoft SCVMM テンプレートライブラリを使用
したサービスのデプロイをサポートしています。SCVMM が Insight Control 仮想マシン管理で正常に登録さ
れると、SCVMM テンプレートが Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのソフトウ
ェアタブに表示されます。
注記: SCVMM サーバーは、サーバープールを表すものではなく、デプロイのターゲットとしてライセン
スされません。
SCVMM は、Hyper-V デプロイに必要ありません。SCVMM テンプレートデプロイは、Insight Control 仮想マ
シン管理 Hyper-V テンプレートのデプロイと共存するオプションです。
SCVMM テンプレートの使用には、以下の制限があります。
•
•

SCVMM 2008 R2 SP1、2012、2012 SP1、2012 R2、SCVMM 2016 がサポートされています。2012 のコ
メントはすべて 2012 SP1、2012 R2、および 2016 にも適用されます。
SCVMM 2012 および SCVMM 2016 の VM テンプレートを Matrix OE で正しく表示するには、以下の手順
に従ってください。

SCVMM テンプレートの使用
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◦
◦
•

SCVMM サーバーで、Matrix SCVMM サービスがインストールされ実行されていることを確認します。
Virtualization platform が Microsoft Hyper-V に対して設定されている場合は、VHD/VHDX または VM
テンプレートをソースとして選択するようにしてください。
SCVMM テンプレートの一部が Matrix インフラストラクチャオーケストレーションインベントリに含ま
れます。
◦
◦
◦

•

•

単一の VM を含む Hyper-V テンプレートは含まれます。
ESXi/vSphere およびその他のハイパーバイザーの種類は含まれません。
マルチサーバー（SCVMM サービス）テンプレートは含まれません。

テンプレートがビューからフィルターされるときに、明示的な通知はありません。
Windows 2012 テンプレートで SCVMM 2012 を使用する場合は、テンプレートに CDKEY を追加する必要
があります。 sysprep ファイルに新しいキーを追加している場合は、カスタマイズプロセスで CDKEY を
変更できます。SCVMM が仮想管理環境（VME）として登録されている場合、Insight Management は、
SCVMM のみを使用してテンプレートをデプロイします。Hyper-V ホストに対する他のすべての操作は、
SCVMM を介してではなく、Insight Management が直接行います。
SCVMM テンプレートをカスタマイズ不要オプションで作成します。Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションは、独自のカスタマイズで SCVMM のカスタマイズパラメーターを上書きします。
SCVMM の一部のカスタマイズパラメーターは Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのカ
スタマイズ後も持続し、混乱が生じることがあります。

Insight Control サーバープロビジョニング
Insight Control サーバープロビジョニングは、ProLiant サーバーのインストールおよび設定に使用される仮想
アプライアンスです。Insight Control サーバープロビジョニングは、OS ビルドプランのようなリソースやス
クリプトを使用して Insight Control サーバープロビジョニング展開ジョブを実行します。Insight Control サ
ーバープロビジョニングは、Insight Control のコンポーネントであり、独立したライセンスは不要です。アプ
ライアンスの設定、使用、および管理について詳しくは、HPE Insight Control サーバープロビジョニングイン
ストールガイドおよび HPE Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイド（http://www.hpe.com/
info/insightcontrol/docs）を参照してください。
Insight Control サーバープロビジョニングは、CloudSystem Matrix に推奨される ProLiant 展開ツールです。
注記: この章では、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスを単に「アプライアンス」
と呼びます。
Insight Control サーバープロビジョニングを使用すると、以下の機能を実行できます。
•

ProLiant サーバーに Windows、Linux、および ESXi/vSphere をインストール。
◦

•
•
•

•
•
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クラスター構成の完全自動化は、Insight Control サーバープロビジョニングとサーバーの拡張カスタマ
イズ、または vSphere Auto Deploy を使用して実行することがます。
◦ Insight Control サーバープロビジョニングを使用して、ESXi を手動でデプロイすることもできます。
◦ Insight Control サーバープロビジョニングは、HYPER-V 役割を有効にした Windows のインストールを
サポートします。Insight Control サーバープロビジョニングは、スタンドアロン HYPER-V バージョン
のインストールをサポートしません。
オペレーティングシステムを VM にデプロイ。
アプライアンスと展開 NIC に IPv6 アドレスを割り当て、IPv6 iLO アドレスを使用してサーバーを追加。
Service Pack for ProLiant（SPP）を使用して ProLiant サーバーでドライバー、ユーティリティ、およびフ
ァームウェアを更新。

ファームウェアの更新は、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスから実行する必要が
あります。OS 展開で SPP ドライバーおよびユーティリティを展開する、カスタマイズした OS ビルドプ
ランを作成できます。
ProLiant システムハードウェア、iLO、BIOS、Smart アレイ、およびファイバーチャネル HBA を設定。
OS のインストール時またはインストール後に、一度に 1 つまたは複数のサーバーでネットワーク設定を
構成。

Insight Control サーバープロビジョニング

•

•
•
•
•

PXE を使用せずにターゲットサーバーをデプロイ（ProLiant Gen8 以降）。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Gen8 以降のサーバーに関して、HP Intelligent
Provisioning を使用した PXE なしのブートをサポートします。この機能はデフォルトで有効ですが（ブー
ト時間の短縮やセキュリティの向上を実現）、無効にすることもできます。
複数のサーバーに対して同時にデプロイメントジョブを実行。
使いやすいブラウザーベースのインターフェイスを使用して ProLiant デプロイメントをカスタマイズ。
カスタマイズしたビルドプランを作成して実行し、OS 展開の前または後に追加の構成タスクを実行
REST API コールを使用して、Insight Control サーバープロビジョニング UI から利用可能なすべての機能
を実行

Matrix 環境に Insight Control サーバープロビジョニングがインストールされておらず、追加サーバーのプロビ
ジョニングにこのツールを使用する場合は、Insight Control サーバープロビジョニング情報の入手を参照し、
インストールおよびその他の関連情報について確認してください。

Insight Control サーバープロビジョニング情報の入手
表 4: Insight Control サーバープロビジョニング情報の入手先
項目

情報の入手先

リリースノート

Insight Control リリースノート（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）
の Insight Control サーバープロビジョニングの項を参照してください。

サポートマトリックス

Insight Management サポートマトリックス（http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs）の Insight Control サーバープロビジョニングの項を参照し
てください。

初めてアプライアンスを HP Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイド（http://
ダウンロードしてセット www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）を参照してください。
アップする方法
開始するには

オンラインヘルプのクイックスタートの項に、Insight Control サーバープロビジ
ョニングを使用してサーバーのプロビジョニングなどの重要なタスクを行う方
法が記載されています。
タスクの一覧と、さまざまなタスクを実行するための詳細な手順については、オ
ンラインヘルプの「方法」に関する項を参照してください。

オンラインヘルプ

アプライアンスのオンラインヘルプの内容を参照してください（オンラインヘル
プは http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs から単体でも入手できま
す）。

管理者タスク

一般的な使用法、オプションの手動構成手順、およびセキュリティ、バックアッ
プ、リストアなどの管理作業手順の概要については、Insight Control サーバープ
ロビジョニング管理者ガイド（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）
を参照してください。いくつかの主な API も、このドキュメントに記載されてい
ます。

OS ビルドプランの詳細

Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプラン、スクリプト、構成ファイル、パ
ッケージ、および主要なカスタム属性の詳細な説明については、Insight Control
サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド（http://
www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）を参照してください。このリファレン
スガイドには、ビルドプランの変更点に関する情報も含まれています。

用語

Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイドにある Insight
Control サーバープロビジョニングの用語集を参照してください。

表は続く

Insight Control サーバープロビジョニング情報の入手
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項目

情報の入手先

トラブルシューティング オンラインヘルプのトラブルシューティング索引は、Insight Control サーバープ
および既知の問題と制限 ロビジョニングの開発者によって提供される、すべての問題と推奨に関する情報
事項
のレポジトリです。
Insight Control リリースノート（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）
の Insight Control サーバープロビジョニングの項を参照してください。
Insight Management サポートマトリックス（http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs）の Insight Control サーバープロビジョニングの項を参照し
てください。
ユーザーインターフェイ オンラインヘルプの一般的な方法に関する項で、ユーザーインターフェイスの案
ス
内のトピックを参照してください。
HP Insight Control サー
バー配備からの移行

Data Migration from Insight Control server deployment to Insight Control server
provisioning ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）
を参照してください。

ホワイトペーパー

各種項目に関するホワイトペーパーは、http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs に掲載されています。

Insight Control サーバープロビジョニングのアップデート
Insight Control サーバープロビジョニングを以前のバージョンから 7.6 にアップデートする方法について詳し
くは、HPE Insight Control サーバープロビジョニング 7.6 インストールガイド（http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs）を参照してください。

Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーテ
ィリティの使用
この項では、Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティを使用
して、メディアサーバーを作成する手順について説明します。HPE Insight Control サーバープロビジョニング
インストールガイド（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）に記載されているメディアサーバー
に関する注意事項と要件を必ず確認してください。このガイドの「メディアサーバーのセットアップ」には、
メディアサーバーおよびメディアサーバーセットアップユーティリティに固有の情報が記載されています。
注記: Linux システムにメディアサーバーを構成することはできますが、メディアサーバーセットアップ
ユーティリティを使用して構成することはできません。Windows および Linux の両方のシステムにメ
ディアサーバーを手動でセットアップする手順は、HPE Insight Control サーバープロビジョニング管理
者ガイド（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）に記載されています。
以下の手順に従って、Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリテ
ィを使用します。
手順
1.

2.
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設定 > メディアサーバーの編集画面から Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバー
セットアップユーティリティをダウンロードをクリックして、Insight Control サーバープロビジョニング
メディアサーバーセットアップユーティリティをダウンロードします。
メディアサーバーセットアップユーティリティ（ICsp-mediaserver-setup.exe）は、アプライアン
スに同梱された製品の ZIP ファイルおよびメディアからも入手できます。
Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティの実行可能
ファイル（ICsp-mediaserver-setup.exe）を、Windows メディアサーバーマシンのローカルフォル
ダーに保存します。

Insight Control サーバープロビジョニングのアップデート

3.
4.

環境変数 TEMP を、Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリ
ティのログファイルである serverdeployment.log を保存する場所に設定します。
メディアサーバーセットアップユーティリティを起動します。
管理者認証情報が必要です。ようこそ画面が表示されます。

5.

6.
7.

8.

インストールパッケージダイアログから、インストールを選択します。
Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティは一時フォル
ダーに自己展開し、必要条件画面を表示します。
前提条件を確認し、すべての前提条件が満たされていれば続行をクリックします。
フォルダーの参照ダイアログから、メディアサーバー用の最上位フォルダーを選択し、OK をクリックし
ます。
これは、OS ディストリビューションと SPP を保存する場所です。以前に Insight Control サーバープロ
ビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティを実行した場合、ここではデフォルトで前回
の選択が使用されます。
インストールするコンポーネントの選択画面から、メディアサーバーにインストールしたいディストリビ
ューションを選択し、インストールをクリックします。
リストされている OS ディストリビューションと SPP は、実行している Insight Control サーバープロビ
ジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティのバージョンでサポートされているものです。
デフォルトでは、まだインストールされていないディストリビューションが選択されます。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる ProLiant ブレードでのデプロイメントの準備
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注記: Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティは、
メディアを選択的にインストールしたり、障害が発生したメディアインストールを修正するために、
何度でも実行できます。
9.

パラメーター画面から、以下の情報を指定します。
a. Windows ファイル共有名
Windows ファイル共有用に使用したい名前を指定します。この単一ファイル共有名は、任意のキャプ
チャーイメージを含めて、メディアサーバー上のすべてのメディアにアクセスするために使用されま
す。Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティを以前
に実行していた場合は、この値は自動的に設定されます。
ファイル共有名とユーザー名に次の予約済み文字列を含めることはできません：
< > : " / \ | ? * [ ] ; = , + & ~（ヌル） 。また、先頭または末尾にスペースを含めることもできません。
パスワードを（ヌル）にすることはできません。また、パスワードに先頭のスペースまたは末尾のス
ペースまたは"を含めることはできません。
注記: \（バックスラッシュ）は、ユーザー名を指定するときに、ドメイン\ユーザー名の形式を
使う場合にのみ許されます。
b. 認証された Windows ユーザー
提供されるスペースに、既存の有効な Windows ユーザー名を指定します。これで、ファイル共有への
アクセスは、そのユーザー名とパスワードに制限されます。
c. ファイル共有への書き込みアクセスを許可してください（Windows イメージキャプチャーに必要で
す）
このチェックボックスは、ファイル共有アクセスが読み取り専用か、書き込みも許可するかを決定し
ます。Insight Control サーバープロビジョニングを使用して Windows イメージをキャプチャーする
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場合は、ファイル共有の書き込みアクセスが必要です。書き込みアクセスは、メディアサーバーログ
ファイルのすべての更新にも必要です。
d. IIS の HTTP 仮想ディレクトリ名
これは、すべてのメディアが保存される下位レベルフォルダーを指し示す HTTP 仮想ディレクトリで
す。この下位レベルフォルダーは、指定した最上位ディレクトリの下に Media という名前で作成され
ます。これで、メディアにアクセスするための Web アドレスは、http://<メディアサーバーの IP
アドレス>/<仮想ディレクトリ>になります。
デフォルトで、このディレクトリは読み取り専用として作成され、フォルダー参照権限だけが有効で
す。デフォルトの動作を変更するには、Microsoft IIS マネージャーを使用してください。
注記: セキュリティを強化するため、キャプチャーイメージは HTTP 経由ではアクセスできませ
ん。

インストールをクリックすると、メディアサーバーのインストールセットアッププロセスが開始します。
10. セットアップ情報を指定します。ディストリビューションごとに、独自のセットアップ画面があります。
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a. 次の情報を指定します。
•

必要条件

•

必要条件は自動的に確認されます。メディアの前提条件が満たされていない場合は、エラーが表示
され、セットアップが中断します。
オプション
この領域の項目は、インストールしているメディアによって変化します。一般に、ディストリビュ
ーションの位置を提供します。これは、OS ディストリビューションファイルが非圧縮形式でコピ
ーされる最上位フォルダーです。アーカイブ形式と ISO イメージはサポートされていません ディ
ストリビューション:の情報は、メディアサーバーでディストリビューションがコピーされる場所
です。
OS ディストリビューションファイルは、そのディストリビューション用のマジック（署名）ファ
イルを使用して検証されます。

56

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる ProLiant ブレードでのデプロイメントの準備

注記: OS ディストリビューションファイルまたは SPP の位置を提供しないことを選択する
こともできます。Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップ
ユーティリティでは警告が表示されますが、そのまま必要なフォルダー構造を作成し、ファ
イル共有をセットアップします。後で、OS ディストリビューションファイルまたは SPP を
手動でこの位置にコピーできます。
b. インストールをクリックしてメディアインストールを開始します。
ログ出力が画面の一番下に表示され、ファイル<TEMP>:\serverdeployment.log に書き込まれま
す。ここで、TEMP は、一時ディレクトリを指し示す Windows システムの環境変数です。ログにはタ
イムスタンプが付き、.log ファイルに追加されます。
c. セットアップが完了したら、閉じるをクリックします。
Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティは、セット
アップするメディアがさらにある場合、次のメディアのセットアップを自動的に開始します。
11. ログファイルを確認し、各インストールのステータスを確認します。
すべてのメディアがインストールされると、インストールするコンポーネントの選択画面に各インストー
ルの成功（緑色）、警告（黄色）、または失敗（赤色）ステータスが表示されます。
12. インストールするコンポーネントの選択画面から閉じるをクリックして、Insight Control サーバープロビ
ジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティを終了します。
13. メディアサーバーのセットアップ後に、アプライアンス UI の設定 > メディアサーバーの編集画面でメデ
ィアサーバーの位置情報を入力します。
14. ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランを実行して、メディアサーバーのセットア
ップを検証し、デプロイメントネットワークとターゲットサーバーからメディアサーバーにアクセスでき
ることを確認します。このビルドプランは、稼動 OS をメンテナンスまたは実行中の、Windows または
Linux のいずれかのターゲットサーバー上で実行できます。
メディアサーバーをセットアップしたり更新したりするときは、設定を確認するために、このビルドプラ
ンを Windows ターゲットで 1 回、Linux ターゲットで 1 回実行できます。このビルドプランはターゲッ
トサーバーでブート操作を実行しません。これは、稼動 OS またはサービス OS のいずれかをすでに実行
中のターゲットサーバー上で実行する必要があります。
ProLiant SW — Validate Media Server Settings Build Plan について詳しくは、Insight Control サーバープ
ロビジョニングオンラインヘルプの「Set Media Source」ステップ、およびメディアサーバーのトラブル
シューティング」トピックを参照してください。

Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティで
Web サーバーに加える変更
Insight Control サーバープロビジョニングメディアサーバーセットアップユーティリティは、Linux および
ESXi の OS ディストリビューションファイルにアクセスできるように、Microsoft Internet Information
Services（IIS）に以下の変更を行う必要があります。これらの変更は、ツールが作成する仮想ディレクトリに
対してのみ行われます。
•
•
•

IIS が Linux RPM ファイルを処理できるように、未知の MIME タイプのファイルを処理できるようにする。
ファイル名に+を使用できるように、DoubleEscaping 機能を有効にする。
IIS が Linux RPM ファイルを処理できるように、未知のファイル拡張子にアクセスできるようにする。

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスの設定の変更
CloudSystem Matrix 環境を維持するために変更が必要ないくつかの Insight Control サーバープロビジョニン
グの設定があります。
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（オプション）プロダクトキーの追加
1. Insight Control サーバープロビジョニングの設定ページを参照して、プロダクトキー設定を編集します
（
）。
2. プロダクトキーの作成をクリックして新しいキーを追加します。
3. 該当する OS バージョンを選択します。
4. 値フィールドにプロダクトキーを入力します。
新しいプロダクトキーを作成する場合、xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx の形式にする必要があり、
0、1、5、A、E、I、O、U、L、N、S、Z の文字を含めることはできません。
5. OK をクリックします。
6. すべてのプロダクトキーについて、上記の手順 2～5 を繰り返します。
7. OK をクリックしてプロダクトキーの編集を閉じます。

（オプション）施設のカスタム属性
カスタム属性は、お客様の施設またはインストール環境に関連したさまざまなパラメーターを把握するために
作成し使用することができます。これらのカスタム属性は、単純な名前と値のペアで設定されます。
1. Insight Control サーバープロビジョニングの設定ページを参照して、ファシリティカスタム属性設定を編集
）。
します（
2. ファシリティカスタム属性の作成をクリックします。
3. 次の情報を入力します。
•

名前

•

属性を参照するときに使用される一意の名前。
値

カスタム属性に関連付けられた値。
4. OK をクリックします。
5. 上記の手順 2～4 を繰り返して、その他のファシリティカスタム属性を追加します。

（オプション）アプライアンスの全般設定の編集
アプライアンスの IP アドレスまたは DNS 設定を変更する必要がある場合、アプライアンスの全般設定で編集
できます。
重要:
最初に一度設定したアプライアンスの展開 IP アドレスの変更はお勧めできません。
1. ブラウザーからアプライアンスにログインします。
2. 設定ページを参照して、OS 展開設定を編集します（

）。

（オプション）ユーザーアカウントの追加
Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスにアクセスできるユーザーを作成します。
手順
1.
2.
3.
4.

58

インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。
メインメニューからユーザーおよびグループを選択します。
アクション > 追加の順に選択します。
ユーザーを追加画面で、新しいアカウントのユーザー情報を入力します。

（オプション）プロダクトキーの追加

5. 追加または追加+をクリックして、変更内容を保存して、新しいユーザーアカウントを作成します。
6. 追加をクリックするとユーザーを追加画面が閉じますが、追加+をクリックした場合は画面は開いたままで
他のユーザーを追加できます。

CloudSystem Matrix 用の Insight Control サーバープロビジョニングの OS ビル
ドプランの作成
HP Insight Control サーバープロビジョニングには、プロビジョニング用の標準の OS ビルドプランテンプレ
ートが用意されています。CloudSystem Matrix ユーザーとその環境のニーズを満たすために、次の標準ビル
ドプランの適切な Windows または Linux バリエーションを組み合わせることで、OS ビルドプランをカスタ
マイズする必要があります。
•
•

ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN on Bladeserver
ProLiant OS - <OS 名とバージョン> Scripted Install
例：

•

◦ ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Scripted Install
◦ ProLiant OS - RHEL 7.1 x64 Scripted Install
ProLiant SW—Install <OS>SPP
例:
◦
◦

ProLiant SW – Install Windows SPP
ProLiant SW – Install Linux SPP

CloudSystem Matrix 用の他のカスタマイズされた OS ビルドプランを作成するガイドラインとなるサンプル
の「コンボ」ビルドプランについては、Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンス
ガイドの「サンプルビルドプラン：Combination Hardware, Windows Scripted Install, and SPP」（http://
www.hpe.com/info/insightcontrol/docs）を参照してください。
OS ビルドプランを扱う方法およびビルドプランをカスタマイズしてさまざまな使用状況を処理する方法に
ついては、Insight Control サーバープロビジョニングのオンラインヘルプで OS ビルドプランのトピックを参
照してください。
注記: Matrix 環境では、以下の操作を実行した場合にのみ、OS ビルドプランの実行時に Active Directory
へのサーバーの接続を試みることができます。
（詳しくは、OS をインストールする前のネットワーク情
報のカスタマイズを参照してください）。
•

サーバーのネットワークをあらかじめ構成する。

•

および
インストール後のネットワークのカスタマイズ手順をスキップする。

これらの両方とも true でない場合、インストール後のカスタマイズ手順は失敗し、次のエラーが表示さ
れます。
<ターゲット UUID>により実現した論理サーバー<論理サーバー名>をカスタマイズ中にエラーです
OO ワークフローを使用して新しくプロビジョニングされたサーバーへの接続も可能ですが、お勧めで
きません。すべてのコンピューターを信頼されるホストとして追加する必要があるためです。

拡張されたサーバーのカスタマイズの使用
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使った配備サーバーのカスタム属性の設定
一部の配備サーバー（Server Automation、Insight Control サーバープロビジョニング）は、カスタム属性の使
用をサポートしています。カスタム属性は、配備サーバー上の OS ビルドプラン（OSBP）内からアクセスで
きる変数です。Windows 2012 R2 Standard Edition の Microsoft プロダクトキーを指定する
ProductKey_Win2012R2-Std-x64 や、ProLiant ドライバーの位置を指定する SystemDrive など、一部のカス
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タム属性はよく知られています。他のカスタム属性はユーザーによって定義され、配備サーバー上での手順ま
たはスクリプトの変更によってのみ使用できます。
注記: Ignite-UX はカスタム属性をサポートしません。
カスタム属性は、サーバーグループの構成ウィンドウプロパティタブの Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションテンプレート内のユーザー定義プロパティから作成されます。以下の例では、Windows 2012
R2 x64 Standard を配備するときに、カスタム属性のデフォルトのプロダクトキーがプロダクトキーのユーザ
ー定義プロパティに置き換わります。

重要:
ユーザー定義のプロパティは、要求 XML に含められ、Operations Orchestration ワークフローに渡され
ます。カスタム属性に機密情報を含める前に、セキュリティを考慮してください。Hewlett Packard
Enterprise は、機密情報を間接的に示すよう提案します。たとえば、外部のシステム認証情報を指定す
る代わりに、認証情報をスクリプトに保存して、サーバーの FQDN または IP アドレスで推定すること
ができます。次のような擬似コードをご検討ください。
IF ip=’11.22.33.44’ THEN password = ‘Secret123!’
ELSE IF ip=’55.66.77.88’ THEN password =’DontTell123!’
カスタム属性の名前は、大文字と小文字が区別され、サイズが 1024 バイトに制限されます。詳細情報が必要
な場合、Hewlett Packard Enterprise は、カスタム属性をメディアサーバー上のファイルへのポインターとし
て使用するか、その情報を複数のカスタム属性に分割するよう提案します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによってカスタム属性を作成する機能により、OS のイン
ストール中とインストール後の両方でのサーバーのカスタマイズの可能性が大きくなります。カスタム属性
の名前と可能な値はテンプレートの設計者の制御下にあることに注意してください。設計者は、特定のユーザ
ー定義のプロパティを、サービス作成時にユーザーによって提供される値でカスタマイズ可能として指定でき
ます。カスタマイズできないユーザー定義のプロパティの場合、サーバーグループ内のすべてのサーバーに、
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ユーザー定義のプロパティから定義された同じカスタム属性があることになりますが、サーバーグループが異
なれば、ユーザー定義のプロパティで定義されるカスタム属性が異なることがあります。

OS をインストールする前のネットワーク情報のカスタマイズ
Insight Control サーバープロビジョニングを使った Windows IPv4 および IPv6 ネットワ
ークの事前構成
注記:
•
•
•

Linux については、「Insight Control サーバープロビジョニングを使った Linux IPv4 および IPv6 ネ
ットワークの事前構成」を参照してください。
ESXi については、Matrix infrastructure orchestration: Automated ESXi Provisioning ホワイトペーパ
ー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
Windows の場合は、HP Matrix Operating Environment 7.6 リリースノート（http://www.hpe.com/
info/matrixoe/docs）を参照してください。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる Insight Control サーバープロビジョニングは、ター
ゲットオペレーティングシステムのネットワーク情報の事前構成をサポートしています。この機能により、
OS のインストール前に Windows の unattend.xml ファイルの構成が可能になります。このプロセスはデ
フォルトのプロセスとは異なります。デフォルトのプロセスでは、OS がインストールされ、後でネットワー
クが別のステップで構成されます。この機能を使用するためには、既存の OS ビルドプランを作成または変更
する必要があります。
ヒント: 既存の OSBP を変更する場合は、ステップ 1 をスキップしてステップ 2 に進みます。

1. Insight Control サーバープロビジョニングで新しい OSBP を作成します。
a. 既知の良好な既存の Windows OSBP から始めます。
（例：ProLiant COMBO - BFS + Windows 2012 R2
+ SPP）
b. OSBP を新しい名前で保存します。
（例：HPIO - PreConfig COMBO - BFS + Windows 2012 R2 + SPP）
2. Insight Control サーバープロビジョニングで OSBP スクリプトのステップを変更します。
このステップは、サーバーの登録時に作成されたネットワーク情報のカスタム属性を OSBP で使用するの
に必要です。
a.
b.
c.
d.
e.
f.

新しい OSBP で、ステップ > 編集の順に選択します。
X ボタンをクリックして、ステップ Inject Personalization Settings を削除します。
ステップの追加をクリックします。
スクリプトで、Inject Multi-NIC Personalization Settings スクリプトを選択します。
追加をクリックします。
Inject Required Unattend.xml Settings ステップのすぐ下に新しい Inject Multi-NIC Personalization
Settings スクリプトを移動します。

OK はまだクリックしないでください。
3. Insight Control サーバープロビジョニングで OSType のカスタム属性を変更します。
このステップは、OSBP がネットワークの事前構成情報を使用するように構成されていることを Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションが認識するのに必要です。
a. 歯車の形をしたボタンをクリックして、OSType のカスタム属性を編集します。
b. PreConfig（大文字と小文字が区別されます）というテキストを値に追加します。
（例：Windows 2012
PreConfig）
c. OK をクリックします。
4. CMS の構成

OS をインストールする前のネットワーク情報のカスタマイズ
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Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでインストール後のネットワークのカスタマイズ手順
をスキップできる必要があります。
a. hpio.properties で、OS のカスタマイズのスキップが有効になっていることを確認します。
allow.skip.os.customization=true
この値が false の場合は、true に変更します。
重要:
allow.skip.os.customization プロパティが hpio.properties で設定されていない場合
は、インストール後の値によってインストール前の値が上書きされ、Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションサービスエラー、未設定の IPv6 の値、IP の値の競合などの未定義の動作
の原因になります。このプロパティを有効にすると（デフォルト）、ソフトウェアタブの Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションデザイナーのサーバーグループ構成の編集ダイアログ
でチェックボックスコントロールが有効になり、任意のサーバーグループのインストール後のカ
スタマイズを省略できるようになります。
プロパティが true に設定されたことを確認するチェックボックスが存在することを確認します。
b. 新しい OSBP が表示されない場合は、ソフトウェアリストを更新します。
c. 必要な数のネットワークインターフェイスと上記の変更された OSBP ソフトウェアエントリーを使用
して、テンプレートを作成または変更します。
デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって、配備サーバーに登録されてい
るすべてのサーバーで 1 つ以上のカスタム属性が定義されます。これらのカスタム属性は、Inject MultiNIC Personalization Settings スクリプトによって読み取れられ、OS のインストール時に使用される
unattend.xml ファイルの変更に使用されます。
一度 OSBP が上記のように変更されると、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、カスタマ
イズ後の手順をスキップします。Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer では、
「PreConfig」テキストが OSType で検出されても OS のカスタマイズをスキップチェックボックスがチェック
されていない場合、警告が表示されます。PreConfig が変更された OSBP を使用する既存のテンプレートは変
更の必要がなく、新しい機能を変更なしで使用します。ただし、推奨されるベストプラクティスは、PreConfig
として識別される OS ビルドプランの OS のカスタマイズをスキップコントロールを常にチェックすること
です。事前設定が可能であると識別される OS ビルドプランは、Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションのソフトウェアタブの詳細にテキスト「PreConfig」を表示します。

ネットワークは OS ビルドプランの実行時に構成されるため、ユーザーは Windows Active Directory ドメイン
への接続を含む多数の新機能を使用できます（Windows Active Directory ドメインへの接続を参照してくだ
さい）。これらの機能は、PreConfig 以外の OS ビルドプランを使用してもサポートされません。
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Windows Active Directory ドメインへの接続
Active Directory ドメインにターゲット Windows サーバーを追加するには、Insight Control サーバープロビジ
ョニングで以下の変更を実装します。
手順
1. 前のセクション「Insight Control サーバープロビジョニングを使った Windows IPv4 および IPv6 ネット
ワークの事前構成」のステップに従います。
2. ステップ Add Windows Server to Domain を OSBP 内の目的の位置に追加し（よくわからない場合は末
尾に追加します）、その後に Reboot のステップを続けます。
3. Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスで OS ビルドプランの以下のカスタム属性を定
義します。この手順の使用について詳しくは、Insight Control サーバープロビジョニングのドキュメントを
参照してください。
a. DomainFQDN
b. DomainName
c. DomainUser
d. DomainPassword
e. EncryptedDomainPassword
f. Key
注記: DomainPassword、または EncryptedDomainPassword と Key のカスタム属性の組み合わせを
指定する必要があります。
•
•

DomainPassword は、プレーンテキストとして保存されます。これはビルドプランの完了時に削
除できます。
EncryptedDomainPassword は、Key カスタム属性で指定されたキーを使用して生成される暗号化
パスワードを保存します。

暗号化したドメインパスワードの使用をおすすめします。
例
カテゴリ

例

DomainFQDN

<mydomain.net>。ドメインの FQDN

DomainName

ドメインの NETBIOS 名

DomainUser

<aduser>。ワークステーションをドメインに参加させる権限がある
AD ユーザー

DomainPassword

<supersecret>。DomainUser の暗号化されていないパスワード

EncryptedDomainPassword

<SuperSecret12345!>。DomainUser の暗号化されたパスワード

Key

<supersecretpasswordworks>。EncryptedDomainPassword を生成す
るために使用するキー

Insight Control サーバープロビジョニングを使った Linux IPv4 および IPv6 ネットワーク
の事前構成
RHEL 6.x 以降のネットワークの事前構成がサポートされています。プロセスを実装するには、Insight
Control サーバープロビジョニングを使った Windows IPv4 および IPv6 ネットワークの事前構成で定義され
ているのと同じプロセスに従いますが、以下の点が異なります。
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•
•

•

Windows OSBP の代わりに、既知の良好な RHEL 7.0 OSBP を選択します。
OSBP のステップを変更するときに、Inject Multi-NIC Personalization Settings の代わりにステップ
Inject Multi-NIC Kickstart Personalization Settings を追加し、既存のステップ Inject Required
Kickstart Settings に従ってすぐにそのステップを移動します。
OSType のカスタム属性に、Windows ではなく PreConfig と Linux を含めます。

Insight Control サーバープロビジョニングを使った VMware ESXi ホストのプロビジョニング
手動配備や VMware Auto Deploy を使用した自動化に加えて、Insight Control サーバープロビジョニングを使
用して VMwae ESXi ホストをプロビジョニングできるようになりました。Insight Control サーバープロビジ
ョニングは、VMware ESXi 5.5 を配備するスクリプトを含みます。詳しくは、Matrix infrastructure
orchestration: ESXi OS Deployment ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照し
てください。
VMware Auto Deploy または Insight Control サーバープロビジョニングのいずれかを使用して、ESXi のプロビ
ジョニングを自動化する HPE Operations Orchestration ワークフローが提供されます。詳しくは、HPE Matrix
infrastructure orchestration: Automated ESXi Provisioning ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs）を参照してください。

Insight Control サーバープロビジョニング展開用のターゲットサーバーの構成
手順
1. すべてのサーバープロビジョニングについて、ターゲットサーバーのサーバー BIOS で Virtual Install Disk
（VID）が無効になっていることを確認します。VID は新しいサーバーではデフォルトで無効になっていま
す。
VID 設定を無効にするには、サーバープロビジョニングを開始する前に、以下の手順に従ってください。
a. サーバーを起動して、F9 キーを選択し、ROM ベースセットアップユーティリティにアクセスします。
b. アドバンストオプション > アドバンストシステム ROM オプションを選択します。
c. 仮想インストールディスクを選択し、無効に設定します。
d. ROM ベースセットアップユーティリティを終了します。
2. FCoE または Boot from SAN、あるいはその両方を使用して NC551i/NC551m with FlexFabric ネットワー
クアダプターを備えるターゲットに展開する場合は、電力プロファイルを最大パフォーマンスに設定する
ことも必要です。
a. システム起動時に F9 キーを押して、RBSU に入ります。
b. 電力管理オプションを選択します。
c. 電力プロファイルを選択します。
d. 最大パフォーマンスを選択します。
e. 保存して RBSU を終了します。
注記: Emulex LPe1205 HBA を備えたターゲットノードへの Windows 2008 の展開の場合、オープンゾ
ーニングを設定しないでください。
すべてのドライブを表示するとき、SLES11 SP2 がマルチパス SAN を適切に処理しません。OS が正常
に展開されたが、稼動 OS が起動した後に、マルチパスの重複ドライブが表示されます。
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ヒント: Insight Control サーバープロビジョニングがサーバーの動作を制御するために使用する特定の
コマンドに対して、iLO が応答しなくなることがあります。これにより、「boot build plan」のステップ
が「--serviceOS」パラメーターで指定したサービス OS から起動できなくなり、以後の「wait for HP SA
agent build plan」のステップが失敗します。このような場合、以下のステップに従って iLO をリセット
します。
1. iLO との SSH 接続を確立します。
2. iLO 認証情報を使用してログインします。
3. iLO プロンプトで、reset map1 と入力します。
iLO がリセットされると、SSH 接続は切断されます。

VM ゲスト展開用の OS ビルドプランの作成
Insight Control サーバープロビジョニングに付属する OS インストールのビルドプランは、ProLiant ハードウ
ェアで動作するよう設計されています。これらのいずれかを使用して、仮想マシンにインストールしようとす
ると、ビルドプランが失敗します。このセクションでは、VM に対して実行可能な、ビルドプランに加えるこ
とのできる変更について説明します。
要件と制限事項を含め、この機能について詳しくは、HP Insight Control サーバープロビジョニング 7.6 オン
ラインヘルプを参照してください。
次の手順に従って、VM ゲスト上に Windows または Linux を展開する OS ビルドプランを作成します。
手順
1. OS ビルドプラン画面で、アクション > 名前を付けて保存の順に選択して、Windows または Linux の
ProLiant OS スクリプト式インストールビルドプランのコピーを作成します。
2. 新しい名前で OS ビルドプランを保存します。
3. 以下のステップを削除して、新しい OS ビルドプランを編集します。
a. Check iLO Service
b. Install and boot into local WinPE（Windows スクリプトインストールの場合）
c. ProLiant Drivers for <OS>（高速展開の場合のオプション）
ProLiant Drivers for <OS>を削除する場合は、–s /tmp/dud/.:/を削除して Embed Files のパラメー
ターも編集します。
注記: Windows ビルドプランに Embed Files のパラメーターは含まれていません。Windows ビ
ルドプランを使用する場合は、Embed Files の編集を無視できます。
d. Verify Supported Boot Modes（高速展開の場合のオプション）
e. Prepare Disks on ProLiant Gen8（高速展開の場合のオプション）
4. OK をクリックして、OS ビルドプランを保存します。
OS ビルドプランは、VM ゲスト上で展開する準備ができています。

Matrix Operating Environment への Insight Control サーバープロビジョニングア
プライアンスの接続
重要:
これらのステップは、CloudSystem Matrix の後に HP Insight Control サーバープロビジョニングをイン
ストールした場合にのみ必要です。
CloudSystem Matrix CMS から、以下のステップを実行して、CloudSystem Matrix を Insight Control サーバー
プロビジョニングアプライアンスに接続します。

VM ゲスト展開用の OS ビルドプランの作成
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手順
1. CMS で System Insight Manager サービスを停止します。
a. Windows 2008 では、サーバーマネージャーで
構成 > サービスに移動します。
b. Windows 2012/2012 R2 および Windows 2016 では、サーバーマネージャーで
ツール > サービスに移動します。
2. Insight Control サーバープロビジョニングの展開 IP アドレスを探します。
a. ブラウザーから、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスにログインします。
b. 設定ページを参照して、アプライアンス設定を表示します。
3. Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスから opswclient.jar ファイルをダウンロー
ドして保存します。
a. ブラウザーを開き、https://<ICsp Deployment IP アドレス>/twister/opswclient.jar を入
力します。
注記: 必ず<ICsp Deployment IP address>を Insight Control サーバープロビジョニングアプライ
アンスの展開 IP アドレスに置き換えてください。アプライアンスの IP アドレスまたはメディア
サーバーの IP アドレスは使用しないでください。
b. Systems Insight Manager ライブラリのディレクトリにこのファイルを保存します。デフォルトの場所
は C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\lib です。
c. 既存のファイルを上書きします。
重要:
名前を変更する場合でも、古い jar ファイルをディレクトリに残さないでください。
d. HP SIM サービスを開始します。
4. CMS のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。
mxnodesecurity – a – p dsc_sas-c MatrixUser:<パスワード> -n <展開 IP アドレス>
ここで、<パスワード>は 6 文字以上で 50 文字以下に収める必要があり、CloudSystem Matrix への接続に
は「MatrixUser」という展開ユーザー名だけで使用されます。このユーザーは、Insight Control サーバープ
ロビジョニングアプライアンスにアクセスできません。

HP Server Automation を使用したデプロイメント
CloudSystem Matrix は、HP Server Automation を介して OS のデプロイメント、OS のカスタマイズ、および
アプリケーションのデプロイメントを実行できます。HP Server Automation について詳しくは、（https://
hpln.hpe.com/group/cloud-service-automation-csa）を参照してください。ログインして Cloud Service
Automation を選択します。
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Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンによる HP-UX デプロイメントの準備
Matrix Operating Environment は Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの拡張機能で、セルフサ
ービスポータルを使用して共有リソースプールからインフラストラクチャサービスを迅速にプロビジョニン
グし、リパーパスします。この章では、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用する前に、
Integrity ブレードおよびインフラストラクチャサービスの設定の準備をする方法について説明します。

準備の概要
swlist Ignite-UX コマンドを使用して、システムに現在インストールされている Ignite-UX（存在する場
合）のバージョンを判別します。HPE CloudSystem Matrix 互換性チャート（http://www.hpe.com/info/
matrixcompatibility）に示されているバージョンである必要があります。そうでない場合は、本章の説明に
従って、HP-UX OE DVD から Ignite-UX をインストールします。
Ignite-UX サーバーが最新のバージョンの場合は、サーバーがデプロイメントネットワーク上に存在すること
を確認します。Ignite-UX サーバーがシステムおよびソフトウェア要件のすべての要件を満たしていることを
確認したら、以下の項で、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションデプロイメント用のサーバーを
準備する方法に関する説明を参照してください。
•
•
•
•

Ignite-UX デプロイメントサーバーを Matrix インフラストラクチャオーケストレーション用に設定できる
ことの検証
ゲストキットによる vPar または VM ゲスト OS ゴールデンイメージの作成
自動デプロイメント用の DHCP サーバーの設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションデプロイメント用のカスタマイズ

詳しくは、Ignite-UX のドキュメント（http://www.hpe.com/info/ignite-ux-docs）を参照してください。

Ignite-UX サーバー設定
システムとソフトウェアの要件
オペレーティング環境およびパッチ
サポートされるバージョンの HP-UX OS、HP-UX vPars and Integrity VM ソフトウェアに関する最新情報と、
必要なパッチについては、HPE CloudSystem Matrix 互換性チャート（http://www.hpe.com/info/
matrixcompatibility）を参照してください。

システム要件の確認
注記: HP-UX vPars and Integrity VM 6.x ソフトウェアがインストールされている HP-UX ホストは
Virtualization Services Platform（VSP）と呼ばれます。
VSP で、次の swlist コマンドを入力して、CloudSystem Matrix 互換性チャートに記載されているすべての
バージョンとパッチがインストールされていることを確認してください。
# swlist | grep -E "OE|Integrity V"
# swlist | grep -E "patch|numbers"
# cimprovider -l -s | grep Virt
必要な AVIO ドライバーがインストールされていることを確認します。
# swlist | grep -i avio
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Ignite-UX ソフトウェアのインストール
Ignite-UX ソフトウェアをサーバーにインストールまたはアップデートするには、HP-UX OE の DVD からイ
ンストールします。
注記: Ignite-UX のサポートされているバージョンについては、最新の CloudSystem Matrix 互換性チャー
トを参照してください。

Ignite-UX デプロイメントサーバーを Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ション用に設定できることの検証
Ignite-UX がバンドルされた HP-UX を、デプロイメントネットワーク上の HPE BladeSystem サーバー（また
は他の Integrity サーバー）にインストールしたら、次のタスクを実行して、そのサーバーが Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションデプロイメント用に設定できることを確認します。
•

bdf コマンドを使用して、複数の HP-UX リリースのインストールをサポートするために、/opt ディレク
トリに 2 GB 以上の空きディスク容量があることを確認します。
# bdf /opt

•

bdf コマンドを使用して、OE デポを保存するために、/var ディレクトリに十分なディスク容量があるこ
とを確認します。OE セットの DVD ごとに約 4.5 GB 必要です。
# bdf /var

Ignite-UX サーバーへの HP-UX OE デポのインストール
手順
1. OE セットのすべての DVD に対して以下の make_depots コマンドを入力することで、core_media とい
う名前の HP-UX OE デポを作成します。必ず、正しいデバイスファイル名を使用してください。
# /opt/ignite/bin/make_depots -s /dev/disk/disk3 \
-d /var/opt/ignite/depots/Rel_B.11.31/core_media
2. サーバーに HP-UX OE デポをインストールします。
注記: make_depots コマンドは、完了までに 10～15 分かかる場合があります。コマンドが正常に完了
した段階では、メッセージは表示されませんが、すべてのメッセージが/var/opt/ignite/depots/
Rel_B.11.31/swagent.log ファイルにコピーされます。コマンドがすぐにエラーなしで完了した場
合は、デポがすでにシステムに存在しています。

Ignite-UX サーバーでの HP-UX OE 構成の作成
注記: 1 つの HP-UX バージョンで複数の構成を使用できるようにするには、このステップ 1 で作成する
設定ファイルとステップ 2 で作成および変更する設定節に対して、構成ごとに一意の名前を付ける必要
があります。
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手順
1. core_media という名前のこの HP-UX OE デポを説明するために、core_media_cfg という設定ファイ
ルを作成します。OE ごとに 1 つのデポを作成することをおすすめします。次の例では、HP-UX 11i v3（B.
11.31）を使用します。
# /opt/ignite/bin/make_config -s
/var/opt/ignite/depots/Rel_B.11.31/core_media \
-c /var/opt/ignite/data/Rel_B.11.31/core_media_cfg
注記: Ignite サーバーに複数のネットワークがある場合は、core_media_cfg ファイルの
sd_server 属性に正しいデプロイメントサブネットを使用してください。
core_media_cfg ファイルを表示するには、/var/opt/ignite/data/Rel_B.11.31 ディレクトリに
移動します。
通常、設定ファイルの名前は、デポの名前に_cfg を付け加えたものと同じです。
設定ファイルの作成について詳しくは、Ignite-UX Custom Configuration Files の「デポを説明する設定フ
ァイルの作成」（http://www.hpe.com/info/ignite-ux-docs）を参照してください。
2. Ignite-UX の/var/opt/ignite/INDEX ファイルに設定情報を追加します。
注記: manage_index コマンドでは、INDEX ファイルを指定しないと、デフォルトの/var/opt/
ignite/INDEX になります。
設定情報を追加および更新するには、以下の手順に従ってください。
a. デフォルト設定をコピーします。
# /opt/ignite/bin/manage_index -x -c "B.11.31 From OE Media"
デフォルトの B.11.31 設定節（HP-UX B.11.31 Default）が、B.11.31 From OE Media と呼ばれる新しい
節にコピーされます。
b. 新しい設定情報を追加します。
# /opt/ignite/bin/manage_index -n "HP-UX B.11.31 Default" \ -c "B.11.31 From
OE Media"
# /opt/ignite/bin/manage_index -a \ -f /var/opt/ignite/data/Rel_B.11.31/
core_media_cfg \ -c "B.11.31 From OE Media"
ステップ 1 で作成した core_media_cfg ファイルが、B.11.31 From OE Media 節に追加されます。
c. B.11.31 From OE Media 設定節の説明がコピーしたデフォルトの HP-UX B.11.31 Default 節と同じであ
ることを確認します。
d. 説明を意味のある内容に変更します。
# /opt/ignite/bin/manage_index -c "B.11.31 From OE Media" -y "IO HPUX OE"
minimalist 設定節の作成について詳しくは、Ignite-UX Custom Configuration Files（http://www.hpe.com/info/
ignite-ux-docs）を参照してください。
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Ignite-UX サーバーとしてのシステムの設定
手順
1. setup_server -n コマンドを実行して/var/opt/ignite/clients ディレクトリをエクスポートす
ると、サーバーからインストールプロセスを制御し、設定ファイルと manifest 情報をサーバーに保存でき
ます。
# /opt/ignite/lbin/setup_server -n
コマンドが正常に完了すると、Program completed successfully というメッセージが表示されま
す。
2. bootpd および tftpd デーモンが有効になっていることを確認します。
a. /etc/inetd.conf ファイルを編集します。
# vi /etc/inetd.conf
b. 必要に応じて、bootpd および tftpd 行からコメント文字（#）を削除します。
bootpd dgram udp wait root /usr/lbin/bootpd bootpd
tftpd dgram udp wait root /usr/lbin/tftpd tftpd
c. /etc/inetd.conf ファイルを保存し、終了します。
:wq
d. inetd デーモンで再び/etc/inetd.conf を読み込みます。
# inetd -c
3. instl_adm-d 出力を確認します。次のように出力されます。
$ instl_adm -d
# instl_adm defaults:
# NOTE: Manual additions between the lines containing "instl_adm defaults"
#
and "end instl_adm defaults" will not be preserved.
server="10.10.10.18"
netmask[]="255.255.255.0"
route_gateway[0]="10.10.10.1"
route_destination[0]="default"
# end instl_adm defaults.
4. HP-UX ネットワークインストール用の追加のパラメーターを設定します。
a. 既存のパラメーターを一時ファイルにエクスポートします。
# instl_adm -d > /tmp/instl_adm_config
b. 一時ファイルを編集します。
# vi /tmp/instl_adm_config
c. route_destination[0]の後に新しいプロパティ env_vars を追加します。
env_vars+="TERM=vt100"
d. ファイルを保存して終了します。
:wq
e. 変更された構成パラメーターをインポートします。

70

Ignite-UX サーバーとしてのシステムの設定

# instl_adm -f /tmp/instl_adm_config
f. inetd デーモンを再起動します。
# inetd -c
5. instl_adm-d 出力を確認します。次のように出力されます。
$ instl_adm -d
# instl_adm defaults:
# NOTE: Manual additions between the lines containing "instl_adm defaults"
#
and "end instl_adm defaults" will not be preserved.
server="10.10.10.18"
netmask[]="255.255.255.0"
route_gateway[0]="10.10.10.1"
route_destination[0]="default"
env_vars+="TERM=vt100"
# end instl_adm defaults.

ゲストキットによる vPar または VM ゲスト OS ゴールデンイメージの作成
vPar または VM ゲストを含むサービスを展開するときに HP-UX vPars and Integrity VM が Integrity ゲストキ
ットを自動的にインストールするようにするには、ゲストキットを使用してゲスト OS ゴールデンイメージを
作成することをおすすめします。ゴールデンイメージは、既存の vPar および VM ゲストで作成する必要があ
ります。ゲストが設定されていない場合は、vPar または VM 論理サーバーの作成 を参照して新しいゲストを
作成し、この項の説明に従ってゴールデンイメージを作成してください。
ゴールデンイメージの作成について詳しくは、Ignite-UX Administration Guide（http://www.hpe.com/info/
ignite-ux-docs）を参照してください。
Ignite-UX サーバーでのゴールデンイメージの作成
手順
1.

2.

3.

イメージを作成する HP-UX vPar and Integrity VM システムを準備します。ゲストキットソフトウェア
をインストールし、必要に応じて他のソフトウェアやパッチをインストールします。
必要なパッチのリストについては、システムとソフトウェアの要件を参照してください。
Ignite-UX が HP-UX vPar and Integrity VM ソースマシンにインストールされていない場合は、必ず/opt/
ignite/data/scripts/make_sys_image スクリプトを Ignite サーバーから/tmp にコピーしてくだ
さい。
イメージを取り出すとき、/tmp は無視されます。
Ignite サーバーで、イメージを保存する新しいディレクトリを作成します。次に例を示します。
# mkdir –p /var/opt/ignite/data/golden_images

4.
5.

HP-UX vPar and Integrity VM ソースマシンが/.rhosts ファイルを使用して Ignite サーバーに remsh
アクセスできるようにします。
HP-UX vPar and Integrity VM ソースマシンで次のコマンドを入力して、ゴールデンイメージを作成しま
す。
# /tmp/make_sys_image -d /var/opt/ignite/data/golden_images -s my_igniter

6.

Ignite サーバーで、ゴールデンイメージ設定テンプレートを次の新しいディレクトリにコピーします。
# cp /opt/ignite/data/examples/B.11.31.golden_image.cfg \ /var/opt/ignite/
data/golden_images/core_archive.cfg

ゲストキットによる vPar または VM ゲスト OS ゴールデンイメージの作成
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7.

次の設定ファイルを変更して、ゴールデンイメージの設定をカスタマイズします。/var/opt/ignite/
data/golden_images/core_archive.cfg
a. イメージに合わせて、sw_source、sw_sel、description、および archive_path タグを変更し
ます。
b. 次のコマンドを実行して、必要な impact 構文を生成します。
# /opt/ignite/lbin/archive_impact -t -g *.gz

8.

9.

c. 次に、設定ファイル内の impact 行をステップ b で生成された impacts 行で置き換えます。
Ignite サーバーの/var/opt/ignite/data/INDEX ファイルにゴールデンイメージ用の新しい構文を
追加します。これには、新しい/var/opt/ignite/data/golden_images/core_archive.cfg ファ
イルが含まれます。
構文チェックで、新しい構成ファイルの変更を確認します。
# instl_adm -T

10. /var/opt/ignite/data パスが Ignite サーバーから読み取り専用としてエクスポートされた NFS で
あることを確認します。
ゲストのイメージデプロイメント中の/etc/nsswitch.conf の保存
1. Ignite サーバーで、mkdir コマンドを実行して/opt/ignite/data/scripts/os_arch_post_l ファイ
ルを次のディレクトリにコピーします。
/var/opt/ignite/data/scripts
2. /var/opt/ignite/data/scripts/os_arch_post_l ファイルを編集します。
a. /etc/nsswitch.conf file というセクションを探します。
b. save_file /etc/nsswitch.conf 行のコメントを外します。
#
# /etc/nsswitch.conf file
#
If you want this file to be put in place from the archive, uncomment
#
the following line. By default, the file will be overwritten during
#
the install and then removed at the end of the installation.
#
##Matrix: uncomment save_file /etc/nsswitch.conf
save_file /etc/nsswitch.conf
3. post_load_script 行を次のように変更することによって、アーカイブ設定ファイルを編集します。
/var/opt/ignite/data/scripts/os_arch_post_l

自動デプロイメント用の DHCP サーバーの設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる完全に自動化された HP-UX プロビジョニングを実
現するには、PXE ネットワーク上に DHCP サーバーが必要です。
注記:
Ignite-UX サーバーとともに HP Insight Control サーバープロビジョニング（または Insight Control サー
バー配備）をデプロイメントサーバーとして使用している場合は、HP Insight Control サーバープロビジ
ョニング（または Insight Control サーバー配備）と Ignite-UX とでデプロイメントネットワークを分け
て使用することをおすすめします。ネットワークごとに DHCP サーバーを設定してください。
Ignite-UX サーバーで DHCP サーバーを設定するには、以下の手順を実行します。
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手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

root として Ignite-UX サーバーにログオンします。
System Management Homepage（SMH）を起動します。
N を押します - ネットワーキングと通信
S を押します - ネットワークサービス設定
B を押します - 起動デバイス
B を押します - このサーバーからの DHCP デバイスグループの起動
Action > Enable Boot Server > Add DHCP Group の順に選択し、DHCP Address Range を指定します。
DHCP で指定されたアドレスは、PXE ブートでのみ使用されます。Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションを介してデプロイされる HP-UX サーバーでは使用されません。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションデプロイメント用のカスタマイ
ズ
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール中に、Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションが使用するデプロイメントサーバー用にホスト IP アドレスと認証情報を入力する必要があり
ます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール後にデプロイメントサーバーを追
加するには、以下の手順を実行します。
1. HP SIM で、Ignite-UX サーバー用の検出タスクを作成します
手順については、検出および認証情報の設定を参照してください。
2. 管理者として CMS サーバーにログインし、次のコマンドを入力します。
# mxnodesecurity -a -p dsc_ignite -c username:password -n
<IP address of deployment server>

3. インストールするクライアントによっては、コンソールでキーボード言語が要求されることがあります。
この状態が発生しないようにするには、/var/opt/ignite/config.local ファイルに次の行を追加し
て編集します。
_hp_keyboard="PS2_DIN_US_English"
以下の設定を変更することもできます。
•
•
•
•
•

timezone="GMT0BST"
ntpdate_server="<有効な NTP サーバー IP アドレス>"
dns_domain="<ドメイン名>"
dns_nameserver[0]="<メイン DNS の IP アドレス>"
root_password="</etc/passwd から暗号化された文字列をコピーする>"
注記:
/usr/lib/tztab にすべてのタイムゾーンが含まれています。
重要:
ntpq -s コマンドを使用して NTP サーバーの妥当性を検証します。インフラストラクチャ内の
すべてのシステムが共通の NTP サーバーにアクセスできないと、異なるサーバーのログファイル
のタイムスタンプが一致しなくなる可能性があります。トラブルシューティングセッションが影
響を受ける場合があり、サーバー間の時間のオフセットにより、Cookie および証明書に関する問
題が発生する場合があります。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションデプロイメント用のカスタマイズ
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詳しくは、Ignite-UX Administration Guide（http://www.hpe.com/info/ignite-ux-docs）を参照してください。

HP-UX vPars and Integrity VM 6.x VSPs の作成
この項では、ロックディスクのクォーラムメカニズムを使用して、VSPs の 2 ノードクラスターを作成する手
順について説明します。これらの手順は、サポートされる他の VSP バージョンやネットワーククォーラムサ
ーバーに適応させることができます。VSPs には、サポートされるバージョンの HP-UX 11.31 VSE-OE と
Serviceguard 11.20 キットが必要です。
（システムとソフトウェアの要件を参照してください）。また、HP-UX
11.31 DC-OE は、SG 11.20 キットを含むホストにもインストールできます。Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションでは、HP-UX 11i v3 を含む Integrity ゲストのみがサポートされます。
詳しくは、HPE vPars and Integrity Virtual Machines Administrator Guide（http://www.hpe.com/info/hpuxhpvm-docs）を参照してください。
注記: 1 つの VSP または 3 つ以上の VSPs を含む SG クラスターを設定することができます。以下の手
順を適切に適合させてください。
クラスタ化した VSPs を作成するには、この章で詳しく説明されている以下のタスクを実行します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 つの VSPs 用の VC プロファイルの作成。
SAN ディスクの作成（VSPs に提供します）。
VSPs でのソフトウェアのインストール。
VSPs の設定。
VM ゲスト用の共有 LVM ボリュームを作成するための Serviceguard の設定。
共有 LVM ボリュームグループの設定（VM ゲスト用）。
物理ディスクのプロビジョニングのための VSP の設定。
HP vPars and Integrity VM 設定の検証（HPE SIM を使用します）。

2 つの VSPs 用の VC プロファイルの作成
以下の手順を実行して、作成する予定の 2 つの VSPs 用の VC プロファイルを作成します。
手順
1.
2.
3.
4.
5.

CMS 上の HP SIM にログインします。
ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise Manager の順に選択します。
サーバープロファイルタブをクリックし、New...をクリックします。
Virtual Connect Domain Group リストからドメイングループを選択します。
プロファイル情報ウィンドウで、次の Ethernet ネットワーク情報を入力します。
a. HP-UX デプロイメントネットワーク（PXE ブートを有効にする）
b. HP-UX vPars and Integrity VM ネットワーク（管理ネットワーク）
c. 実務ネットワーク
d. Virtual Connect プライベートネットワーク（オンライン移行およびプライマリ Serviceguard ハートビ
ート用）
6. FC SAN 構成の場合、各ファブリックに 1 つずつ、合計 2 つのポートを追加します。

HBA WWN が割り当てられます。
7. FC ブートパラメーターとして、プライマリブート用にポート 1 を設定し、セカンダリブート用にポート 2
を設定します。
8. プロファイルを適用するドメインとブレードを選択します。

SAN ディスクの作成
HP-UX vPars and Integrity VM には、次に示すいくつかの SAN ディスクが必要です。これらのディスクは、
ハイパーバイザーホストで作成および提供されます。
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これらのディスクの作成および提供については、P6000 Command View ソフトウェアによる Vdisk LUN の
ホストへの提供 または 3PAR StoreServ Storage による仮想ボリュームのホストへの提供 および SAN スイ
ッチでのストレージプールエントリー用のゾーンの作成を参照してください。
•

VSP ブートディスク：VSP ごとに 1 つの 60 GB ブートディスクを作成します（2 つの Integrity VM ホスト
に対して 2 つの 60 GB ディスクを作成します）。VSP ブートディスクは、一方の VSP に提供する必要があ
ります。
注記:
VSP に提供する vPars または VM ブートディスクは、共有 LVM ボリュームグループの設定の手順を
使用して SLVM ボリュームグループとして構成する必要があります。Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションは、LUN 全体を使用する動的な vPar または VM ゲスト生成をサポートしませ
ん。

•
•

クラスターロックディスク：2 ノードクラスターに対して 1 つの 1 GB クラスターロックディスクを作成し
ます。ロックディスクは、両方の VSPs に提供してください。
ゲストディスク：ゲストごとに 1 つの 30 GB SAN ディスクを作成します。ディスク数は、両方のホスト
上に作成するゲスト数と同じでなければなりません。ゲストディスクは、両方の VSPs に提供してくださ
い。

HP-UX vPars and Integrity VM サイズについては、Hardware Consolidation with Integrity Virtual Machines ホ
ワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/VM-SizingGuide-WP）を参照してください。1 台のホスト当た
りのゲスト数サイズを CPU 数で決定するには、Integrity Virtual Machines インストール/構成/管理ガイド
（http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs）を参照してください。

VSPs でのソフトウェアのインストール
Ignite-UX サーバーを使用して、サポートされるバージョンの HP-UX 11.31 および SG 11.20 をインストール
します。（システムおよびソフトウェア要件を参照してください）。HPSIM-HP-UX は選択しないでください。
重要:
HP-UX vPars and Integrity VM ソフトウェアとの互換性がないため、OE インストールの一環として HP
SIM（HPSIM-HP-UX）をインストールしないでください。SIM がインストールされている場合は、次の
コマンドを入力して削除します。
# swremove -x autoreboot=true -x autoselect_dependents=true HPSIM-HP-UX
HP-UX vPars and Integrity VM ソフトウェアをインストールする前に、http://www.hpe.com/support/hpesc
から必要なパッチをダウンロードしてインストールします。ソフトウェアおよびパッチについては、システム
およびソフトウェア要件を参照してください。

VSPs の設定
仮想スイッチの設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、仮想スイッチ名が Virtual Connect ネットワーク名と
一致している場合に、使用可能なデプロイメントネットワークを識別します。したがって、仮想スイッチ名
は、VSP に割り当てられた Virtual Connect ネットワーク名と一致している必要があります。
注記: 仮想スイッチ用のネットワークは、Virtual Connect プロファイルで示される 2 番目のネットワー
クです。設定中の VSPs 上でインスタンス番号が 1（通常は lan1）であることを確認します。

VSPs でのソフトウェアのインストール
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以下のコマンドを使用して、すべての VSPs で仮想スイッチを設定します。
# hpvmnet -cS <VC ネットワーク名> -n 1
# hpvmnet -bS <VC ネットワーク名>

DIO ネットワークの構成
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、DIO ネットワークポートが HPVM DIO プールに割り
当てられ、ネットワーク名でラベルが付けられている場合に、使用可能な DIO ネットワークを識別します。
手順
1. VSP 上で利用できる DIO ハードウェアパスを表示するには、次のコマンドを入力します。
# hpvmhwmgmt -p dio -l
DIO ハードウェアパスのリスト例：
H/W Path

Class

Owner

Description

Level

Label

0/0/0/3/0/0/0

lan

host

HP Dual Port CNA
10Gb

BL8

device

0/0/0/3/0/0/1

lan

host

HP Dual Port CNA
10Gb

BL8

device

0/0/0/4/0/0/0

lan

host

HP Dual Port CNA
10Gb

BL8

function

0/0/0/4/0/0/1

lan

host

HP Dual Port CNA
10Gb

BL8

function

2. DIO ハードウェアパスを HPVM DIO プールに追加するには、次のコマンドを入力します。
# hpvmhwmgmt -p dio -a 0/0/0/4/0/0/0 -L Dio1
3. DIO ハードウェアパスが HPVM DIO プールに追加されたかどうか判別するには、次の hpvmhwmgmt コマ
ンドを再入力します。
# hpvmhwmgmt -p dio -l
DIO ハードウェアパスのリスト例には、1 つの DIO ネットワークポートを持つ Dio1 として Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーション内の新しいネットワークが示されています。
H/W Path

Class

Owner

Description

Level

Label

0/0/0/3/0/0/0

lan

host

HP Dual Port CNA 10Gb

BL8

device

0/0/0/3/0/0/1

lan

host

HP Dual Port CNA 10Gb

BL8

device

0/0/0/4/0/0/0

lan

hpvm

HP Dual Port CNA 10Gb

BL8

function
Dio1

0/0/0/4/0/0/1

lan

host

HP Dual Port CNA 10Gb

BL8

function

DIO デバイスには DLA と FLA の 2 つのタイプがあります。DLA デバイスの場合、Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションで使用されることを示すラベルは 1 つのハードウェアパスにしか付けられません。
たとえば、上記のリストでは、DIO ハードウェアパス 0/0/0/3/0/0/0 は DLA タイプのものなので、0/0/0/3/0/0/0
または 0/0/0/3/0/0/1 だけにラベルを付けて使用する必要があります。
FLA デバイスの場合、すべての DIO ハードウェアパスを Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
で使用できます。
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DLA デバイスと FLA デバイスについて詳しくは、hpvmhwmgmt のマンページを参照してください。
注記: VSP 仮想スイッチと DIO カードのラベルに同じ名前は付けられません。同じホスト内または異
なるホスト間で同じラベルを複数の DIO カードに付けることはできます。また、DIO ネットワークは
OS プロビジョニングをサポートしません。

VM ゲスト用の共有 LVM ボリュームを作成するための Serviceguard の設定
HP Serviceguard は、システムで SLVM を使用する場合にのみ必要です。ただ 1 つの VSP しかない場合でも、
SLVM を設定する前に 1 ノードクラスターとして Serviceguard を設定する必要があります。
クラスターを作成する前に、HP Serviceguard リリースノートで最新のパッチを確認してください。
HP Serviceguard は、システムで SLVM を使用する場合にのみ必要です。ただ 1 つの VSP しかない場合でも、
SLVM を設定する前に 1 ノードクラスターとして Serviceguard を設定する必要があります。
SG の root レベルアクセスを設定するには、以下の手順を実行します。
手順
1. ホスト間で SSH キーを交換し、known-host ファイルに保存します。
次のコマンドをインフラストラクチャに適合させてください（ホスト名およびクラスターノード数）。
a. SSH キーを交換するには、次のコマンドを入力します。

HPVMBay1# secsetup HPVMBay8 HPVMBay1# secsetup HPVMBay1
b. 1 番目のノードで、手順 a で加えた変更を検証し、yes と入力することによって known-host ファイル
に保存して、次の手順に進みます。
-hpvm-migr サフィックスがついている 2 つの追加のノードは、オンライン VM 移行用のプライベー
トネットワークインターフェイスに対応します。詳しくは、vPars and Integrity Virtual Machines
Administrator Guide（http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs）を参照してください。
重要:
SSH でパスワード入力なしで localhost と通信できることを確認します。必要に応じて、
secsetup localhost コマンドを発行し、警告やエラーを無視してください。もう一度、
「ssh
localhost date」を使用してテストして、パスワードが不要であることを確認してください。
以下のどのコマンドでもパスワードが不要なことを確認し、コマンドをインフラストラクチャのカスタ
ム名に適合させます。
HPVMBay1#
HPVMBay1#
HPVMBay1#
HPVMBay1#
HPVMBay1#
HPVMBAY1#

ssh
ssh
ssh
ssh
ssh
ssh

localhost date
HPVMBay1 date
HPVMBay8 date
HPVMBay1-hpvm-migr date
HPVMBay8-hpvm-migr date
<HPVM ベイ 8 の IP アドレス> date

c. 2 番目のノードで、上記の手順 b を繰り返します。

HPVMBay8# ssh localhost date
HPVMBay8# ssh HPVMBay1 date
HPVMBay8# ssh HPVMBay8 date
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HPVMBay8# ssh HPVMBay1-hpvm-migr date
HPVMBay8# ssh HPVMBay8-hpvm-migr date
HPVMBAY8# ssh <HPVM ベイ 1 の IP アドレス> date
ホスト間の SSH を適切に設定しないと、仮想論理サーバーをオンラインで移行することができず、ソ
ースホスト上の/var/opt/hpvm/common/command.log ファイルにエラーメッセージが記録されま
す。
Check ssh setup between this host and the remote host.
2. クラスターファイルを準備します。
a. 管理ファイルで発生する可能性のある変更をプレビューするには、次のコマンドを実行します。

# cmpreparecl -t -n HPVMBay8 -n HPVMBay1
b. 加える変更を確認し、-t オプションを指定せずにコマンドを再入力します。

# cmpreparecl -n HPVMBay8 -n HPVMBay1
注記: 変更を加える前に、cmpreparecl コマンドを実行して/etc/cmcluster/sgeasy/backup/
ディレクトリにファイルをバックアップします。
3. クラスターロックディスクを設定します。
a. プライマリ VM ホストで、両方のホストに提供するディスクを選択してロックディスクとして設定しま
す。
以下のコマンドをご使用のディスク名に適合させます。

#
#
#
#
#
#

pvcreate
vgcreate
lvcreate
vgchange
vgexport
vgchange

/dev/rdisk/disk19
/dev/vgclu /dev/disk/disk19
-L 1000 /dev/vgclu
-a n vgclu
-v -p -s -m /tmp/vgclu.map vgclu
-a y vgclu

b. プライマリ VM ホストで、VG マップファイルをセカンダリ VM ホストにコピーします。

# scp /tmp/vgclu.map root@2 番目の VM ホスト:/tmp/vgclu.map
c. セカンダリ VM ホストで、ロックディスクをインポートします。

# vgimport -v -N -s -m /tmp/vgclu.map vgclu
4. クラスター設定ファイルを作成します。
a. プライマリ VM ホストで、次のコマンドを入力して初期のクラスター設定ファイル/etc/cmcluster/
HPVMBay_cluster.conf を生成します。

# cmquerycl -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf -n HPVMBay1 -n
HPVMBay8
例 1: 初期のクラスター設定ファイルの作成
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check_cdsf_group, no cdsf group specified.
Looking for other clusters ... Done
Gathering storage information
Found 27 devices on node HPVMBay1
Found 25 devices on node HPVMBay8 Analysis of 52 devices should take
approximately 6 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 2 volume groups on node HPVMBay1
Found 2 volume groups on node HPVMBay8
Analysis of 4 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Note: Disks were discovered which are not in use by either LVM or VxVM.
Use pvcreate(1M) to initialize a disk for LVM or,
use vxdiskadm(1M) to initialize a disk for VxVM.
Gathering network information
Beginning network probing
Completed network probing
共有 LVM を使用するようにクラスターが設定されています。VM ゲストパッケージは不要ですが、後
で、永続共有モードで SLVM VG を有効にするために Serviceguard パッケージを設定します。
b. 設定ファイル/etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf のコピーを保存します。
c. 設定ファイル/etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf を編集して、設定が正しいことを確認しま
す。
以下の表の情報を使用して、設定ファイルのパラメーターを確認または変更します。

表 5: クラスター構成ファイル
ネットワーク名（VC プロファイル IP type
から）

IP_MONITOR

SG ハートビート（Virtual Connect プライマリ HEARTBEAT_IP
プライベートネットワーク）

オフ

VM オンライン移行ネットワーク
セカンダリ HEARTBEAT_IP
（Virtual Connect プライベートネッ
トワーク）

OFF

ホストネットワーク

STATIONARY_IP

ON

VM ネットワーク（vSwitch）

STATIONARY_IP

ON

重要:
プライマリ HEARTBEAT_IP は、VC プライベートネットワークでなければなりません。設定ファ
イルの最初にリストされていることを確認します。設定ファイルのプライマリ/セカンダリ
HEARTBEAT_IP の順序を変更しなければならないことがあります。
d. 設定ファイルを調べ、必要に応じて、CLUSTER_NAME を変更します。
SG メンバーが複数のエンクロージャーに存在する場合は、ハートビートネットワークでエンクロージ
ャースタッキングケーブルが使用されていることを確認します。
5. クラスター設定を確認します。

# cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
例 2: クラスター設定の確認

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる HP-UX デプロイメントの準備

79

Begin cluster verification...
Checking cluster file: /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
Checking nodes ... Done
Checking existing configuration ... Done
Gathering storage information
Found 2 devices on node HPVMBay1
Found 2 devices on node HPVMBay8
Analysis of 4 devices should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 2 volume groups on node HPVMBay1
Found 2 volume groups on node HPVMBay8
Analysis of 4 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Gathering network information
Beginning network probing (this may take a while)
Completed network probing Begin file consistency checking
WARNING: /etc/hosts is different across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmclfiles2check is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
etc/hosts has different content on nodes HPVMBay8, than on nodes HPVMBay1
/etc/hosts has timestamp "Jan 17 13:52" on nodes HPVMBay8, "Jul 1 11:13" on
nodes
HPVMBay1
/etc/nsswitch.conf is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/services is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmignoretypes.conf is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmknowncmds is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
/etc/cmcluster/cmnotdisk.conf is the same across nodes HPVMBay1 HPVMBay8
Differences were found in one or more files listed in /etc/cmcluster/
cmclfiles2check
To fix this, either make all files consistent or remove the files with
differences
from /etc/cmcluster/cmclfiles2check.
Maximum configured packages parameter is 300.
Configuring 0 package(s).
Creating the cluster configuration for cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay1 to cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay8 to cluster HPVMBay1_cluster
cmcheckconf: Verification completed with no errors found.
Use the cmapplyconf command to apply the configuration.
6. クラスターを適用します。

# cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
例 3：クラスターの適用
Begin cluster verification...
Checking cluster file: /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
check_cdsf_group, no cdsf group specified.
Checking nodes ... Done
Checking existing configuration ... Done
Gathering storage information
Found 2 devices on node HPVMBay1
Found 2 devices on node HPVMBay8
Analysis of 4 devices should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 2 volume groups on node HPVMBay1
Found 2 volume groups on node HPVMBay8
Analysis of 4 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Gathering network information Beginning network probing (this may take a
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while)
Completed network probing Begin file consistency checking
...
Creating the cluster configuration for cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay1 to cluster HPVMBay1_cluster
Adding node HPVMBay8 to cluster HPVMBay1_cluster
Marking/unmarking volume groups for use in the cluster
Completed the cluster creation
#
7. クラスターを起動します。

# cmruncl -v
例 4: クラスターの起動
cmruncl: Validating network configuration...
Gathering network information
Beginning network probing (this may take a while)
Completed network probing
cmruncl: Network validation complete
cmruncl: Validating cluster lock disk .... Done
Waiting for cluster to form .... done
Cluster successfully formed.
クラスター内のすべてのノード上で syslog ファイルをチェックして、起動中に警告がないことを確認し
ます。
8. すべてのクラスターホストについて、起動時の自動起動を有効にします。

HPVMBay1# ch_rc -a -p AUTOSTART_CMCLD=1 HPVMBay8# ch_rc -a -p
AUTOSTART_CMCLD=1
9. クラスターが動作していることを確認します。

# cmviewcl
CLUSTER STATUS HPVMBay1_cluster up NODE STATUS STATE HPVMBay1 up running
HPVMBay8 up running

共有 LVM ボリュームグループの設定
手順
1.
2.
3.

いずれかの VM ホストを選択し、ログインします。
この手順で、これはプライマリ VM ホストと呼ばれます。
VM ホスト用の共有 LUN（例：/dev/disk/disk15）を識別します。
ストレージが各 VM ホストからアクセスできることを確認して、共有 LUN が他の VM ホスト間で共有さ
れていることを確認します。
a. このディスクの名前は他のホストでは異なることがあるため、固有の WWID 番号を使用してを識別し
ます。
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ioscan -P wwid コマンドを使用して、最後のフィールドに LUN WWID を表示します。
# ioscan -P wwid /dev/disk/disk15
Class I H/W Path wwid
disk 15 64000/0xfa00/0xb 0x600508b4000157f000020000027c0000
注記: 物理ボリュームでは、SAN ディスクの作成で以前に作成したディスクのいずれかを使用し
てください。
4.

b. ストレージがすべての共有 LUN からアクセスできることを確認します。
共有 LUN ごとに物理ボリュームを作成します。
# pvcreate -f /dev/rdisk/disk15

5.

Physical volume "/dev/rdisk/disk15" has been successfully created.
#
LVM バージョン 2.1 以降を使用して、共有 LUN ごとに SLVM VG を作成します。
-s および-S パラメーターの値をインフラストラクチャに適合させます。
vgcreate パラメーター

説明

–s（小文字）

物理拡張のサイズ

–S（大文字）

VG の最大サイズ

# vgcreate -V 2.2 -s 4 -S 30g /dev/slvm_dsk1 /dev/disk/disk15
# vgchange -a n /dev/slvm_dsk1
6.

SLVM VG マップをセカンダリ VSP にコピーします。
すべての SLVM VG について繰り返します。
a. プライマリホストで、SLVM VG マップを作成します。SLVM VG にクラスターで共有可能とマーク
し、SLVM VG をアクティブにします。
# vgexport -s -p -m /tmp/slvm_dsk1.map slvm_dsk1
# vgchange -S y -c y /dev/slvm_dsk1
# vgchange -a s /dev/slvm_dsk1
b. slvm_dsk1.map ファイルをセカンダリ VM ホストにコピーします。
# scp /tmp/slvm_dsk1.map root@<2 番目の VM ホスト>:/tmp/
slvm_dsk1.map
c. セカンダリ VM ホストで、SLVM VG をインポートします。
# vgimport -N -m /tmp/slvm_dsk1.map -s slvm_dsk1
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d. プライマリ VM ホストで、SLVM VG に合わせて、クラスター設定ファイルに
HPVM_VOLUME_GROUP エントリーを追加します。
# cat >> /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
HPVM_VOLUME_GROUP /dev/slvm_dsk1
^D
e. 変更を確認して、クラスターに適用します。
# cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
# cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/HPVMBay_cluster.conf
7.

SLVM VG を永続モードでアクティブ化するために、マルチノードパッケージ（MNP）を作成します。
共有アクティブ化は、ホストの再起動時に自動的に実行されます。パッケージ設定ファイルを作成しま
す。
# mkdir /etc/cmcluster/hpvm_vgshared
# cd /etc/cmcluster/hpvm_vgshared
# cmmakepkg -m sg/multi_node -m sg/volume_group > hpvm_vgshared.conf

8.

パッケージ構成ファイルを編集します。
a. パッケージの名前を指定します（例：hpvm_vgshared）。
package_name hpvm_vgshared
b. 行 366 の近くにある共有モードの vgchange_cmd “vgchange -a s”エントリーのコメントを外
します。
c. 行 374 の近くにあるデフォルトの vgchange_cmd “vgchange -a e”エントリーをコメントアウ
トします。
d. 行 448 の近くにある SLVM VG エントリーの名前を追加します。
vg slvm_dsk1
e. クラスター内の一部のノードに SLVM VG が含まれている場合は、node_name 属性を使用して各ノー
ドを識別します。すべてのノードが SLVM VG を実行できる場合は、この属性値をアスタリスク（*）
のままにしておきます（行 138 の近く）。
f. ファイルを保存し、パッケージ設定を確認して、エラーがなければ更新された設定を適用します。
# cmcheckconf -P /etc/cmcluster/hpvm_vgshared/hpvm_vgshared.conf
# cmapplyconf -v -P /etc/cmcluster/hpvm_vgshared/hpvm_vgshared.conf
Attempting to validate hpvm_vgshared.
...
Modify the package configuration ([y]/n)? y
Completed the cluster update
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g. パッケージを実行します。
# cmrunpkg hpvm_vgshared
h. VG がアクティブであり、すべてのクラスターノード共有されていることを確認します。
# vgdisplay -v /dev/slvm_dsk1 | grep Status
VG Status available, shared, server
9.

両方のホスト上の HP-UX vPars and Integrity VM デバイス管理データベースに SLVM VG を追加します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと Matrix OE 論理サーバー管理で論理ボリュームを
使用してこれらのボリュームグループ上に仮想ディスクを作成するには、最初にグループを HP-UX
vPars and Integrity VM デバイス管理データベースに追加する必要があります。VIRTPTYPE および
PRESERVE 属性を変更した次のコマンドを使用して、vPars および VM ゲスト用のすべての SLVM ボリ
ュームグループを追加します。
# hpvmdevmgmt -a\
gdev:/dev/slvm_dsk1:attr:\
VIRTPTYPE=container_volume_SLVM,PRESERVE=YES

# hpvmdevmgmt -l gdev | grep slvm
10. SLVM VG の基礎となる物理制限デバイスによって HP-UX vPars and Integrity VM デバイス管理データ
ベースを更新します。
SLVM VG を含む物理デバイスへの直接アクセスを防止するために、制限デバイス（rdev）レコードを
デバイス管理データベースに追加する必要があります。 hpvmhostrdev コマンド内の更新スイッチ（u）によって、対応するレコードが自動的に挿入されます。
# hpvmhostrdev -u
# hpvmdevmgmt -l rdev | grep disk15
/dev/rdisk/disk15:CONFIG=rdev,EXIST=YES,DEVTYPE=DISK,SHARE=NO,AUTORDEV=YES:
:0x01.0x00.00x03.0x600508b4000157f000020000027c0000

注記: hpvmdevmgmt -a および hpvmhostrdev -u コマンドがすべてのクラスターノードに対し
て実行されることを確認してください。

物理ディスクのプロビジョニングのための VSP の設定
Integrity ゲストで物理ディスクをプロビジョニングするように VSP を設定するには、以下の手順を実行しま
す。
手順
1. NPIV でサポートされる FC デバイスのリストを表示します。
a. 使用可能な FC デバイスのリストを表示します。
# ioscan -funC fc
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Class I

H/W パス

fc

0
fcd
0/0/0/5/0/0
/0

Driver

S/W
State

H/W のタイプ Description

CLAIMED

INTERFACE

HP 451871-B21 8Gb
Dual Port PCIe Fibre
Channel Mezzanine
(FC Port 1)

b. FC デバイスが NPIV でサポートされているかどうかを検出します。
# fcmsutil /dev/fcd0 | grep NPIV
NPIV Supported = YES
2. FC デバイスを HPVM リソースに追加します。
# hpvmdevmgmt -a gdev:/dev/fcd0:attr:FABRIC=MYSANFabriC,PRESERVE=YES

HP vPars and Integrity VM 設定の検証
作成した 2 つの VSPs を HP SIM を使用して管理する前に、VM を検出する必要があります。次に、Insight
managed system setup wizard を使用してライセンスを適用し、HP Integrity Virtual Service Manager にホス
トを登録し、他のシステム設定を実行します。
手順
1. SIM で、2 つの VSPs 用の検出タスクを定義します。
a. オプション > 検出...の順に選択します。
b. 新規をクリックします。
c. システムのグループ単位での検出を選択します。
d. 名前を指定します（例：Integrity VM VSPs）
。
e. 毎回、自動的に検出を実行：チェックボックスのチェックを外します。
f. すべてのホストの IP アドレスを追加します。
g. CMS で nslookup コマンドを、ホストで hostname コマンドを使用して、IP アドレス、それらの IP
アドレスの DNS レコード、およびホスト名が一貫して使用されていることを確認します。
h. 認証…をクリックします。
i. サインインタブで、両方のホストの適切な root 認証情報を入力し、OK をクリックします。
j. エージェントの設定および修復をクリックします。
k. 新しく管理対象システムを設定するチェックボックスを選択します。
l. サインイン認証を使用をクリックします。
m. WBEM イベントへのサブスクリプションを作成するチェックボックスを選択します。
n. 読み込みコミュニティ名の設定チェックボックスを選択して、コミュニティ名を入力します。
o. HP Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップの設定チェックボックスを選
択します。
p. セキュアシェル（SSH）アクセスの設定チェックボックスを選択します。
q. ホストベースの認証をクリックします。
r. 信頼関係の設定チェックボックスを選択します。
s. OK をクリックします。
t. 保存をクリックします。
u. 実行をクリックします。
タスク結果が表示され、検出が正常に完了したことが示されます。
注記: 検出操作のステータスがすべてのホストについて緑色になっていることを確認します。な
っていない場合は、先に進む前に、検出プロセス中に検出された問題を修正します。
2. HP SIM ですべてのシステム収集を展開し、新しく検出された 2 つの VSPs を見つけます。
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a. 両方のホストを選択します。
b. HP SIM のトップメニューから設定 > Manage System Setup Wizard...を選択し、Insight managed
system setup wizard を起動します。
c. Managed System Setup Wizard で、Matrix Operating Environment を選択します。
注記のダイアログが表示され、依存関係として Integrity Virtual Server Manager 機能が選択されている
ことが示されます。

d. ウィザードが終了するまで、Insight managed system setup wizard の手順に従います。
ウィザードが正常に終了した後で、Serviceguard の観点になっている HPE Matrix OE ビジュアル化タ
ブに、以下の画面が表示されます。

3. 3 番目のアイコン（スクリーンショットで示されています）をクリックし、Integrity Virtual Machine
Manager を起動して、VM ホスト設定を検証します。
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ストレージプールの使用
Matrix Operating Environment では、ストレージ管理者がストレージプールを使用して、ストレージの需要予
測に基づいてストレージを事前定義できます。

ストレージプールの概要
ストレージプールは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用するリソースプールの一種で
す。ストレージプールは、物理サーバーのブートディスクまたはデータディスクとして使用できる、利用可能
な LUN を定義します。
ストレージプールエントリーの作成
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サービステンプレートに示されたストレージニーズに
基づいてストレージプールエントリーを自動的に生成し、SPM を通じてそのエントリーに対処することがで
きます。あるいは、管理者は、ストレージプールエントリーを手動で作成し、オプションで SPM を通じてそ
のエントリーに対処することができます。ストレージプールエントリーの手動作成は、論理サーバーを手動で
作成する場合や、ストレージプールエントリーの自動生成に使用するアルゴリズムが Matrix 環境のニーズに
合わない場合に必要です。たとえば、ブートボリュームとプライベートデータボリュームで別々のストレージ
プールエントリーを保有する必要がある場合です。
ストレージプールエントリーの自動または手動による作成
自動生成のストレージプールエントリーは、サービステンプレートに定義された論理ディスクストレージの要
件に基づいて作成され、SPM の使用、複数のボリュームの同一ストレージプールエントリーへの結合、SAN
ファブリックの選択など、いくつかの規約に従います。特定のストレージ構成がこれらの規則に従わないもの
である場合は、手動作成のストレージプールエントリーが適しています。次に、この例を示します。
•
•
•
•
•
•
•

SPM を使用しない
他のプライベートデータボリュームに属する別のエントリー内にブートボリュームがある
プライベートディスクと共有ディスクを NPIV なしで併用する
異なるファブリック上に複数の非冗長ディスクがある
ディスクへの冗長パスが一般的でないファブリックの組み合わせをまたいでいる
冗長ボリュームと非冗長ボリュームが混在する
Virtual Connect モジュールが複数の SAN ファブリックに接続されている

VM が Raw LUN アクセス（ESXi/vSphere 内の Raw デバイスマッピング（RDM）または Hyper-V でのディス
クパススルー）を必要とする場合を除いて、Matrix インフラストラクチャオーケストレーション VM 用のスト
レージプールエントリーの作成は不要であり、おすすめできません。
ストレージプールエントリーのニーズへの対処
手動作成の場合であっても自動生成の場合であっても、ストレージプールエントリーのニーズは、SPM によ
って、事前プロビジョニングボリュームまたはオンデマンドプロビジョニングを使用して対処されます。この
ニーズへの対処は、SPM ストレージテンプレートや CloudSystem Matrix に付属のデフォルトテンプレート、
または、予想されるストレージリクエストに適切なストレージポリシーを適用するためにストレージアーキテ
クトまたは管理者によって作成されたストレージテンプレートを使用して実行されます。
連携 CMS に関する考慮事項
連携 CMS 環境のすべての CMS は、それぞれのストレージプールを管理します。このため、各 CMS で、そ
の CMS が管理しているポータビリティグループに関して、ストレージプールエントリーを作成する必要があ
ります。この章の手順は、プライマリ CMS とセカンダリ CMS に適用されます。
重要:
連携 CMS 環境では、各ストレージボリュームはただ 1 つの CMS 上で定義する必要があります。同じボ
リュームを複数の CMS が認識できるようにすると、異なる論理サーバーによる使用のために割り当て
ることが可能になり、セキュリティおよびデータ破壊に関する問題が発生する可能性があります。
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ストレージプール管理
各ストレージボリュームは、1 つの CloudSystem Matrix CMS 上でのみ定義する必要があります。同じボリュ
ームを複数の CMS が認識できるようにすると、異なる論理サーバーによる使用のために割り当てることが可
能になり、セキュリティおよびデータ破壊に関する問題が発生する可能性があります。
ストレージプールを作成および管理するための容量管理プロセスを作成することをおすすめします。十分な
容量と多様性を備えた一連のストレージプールエントリーを常に計画的に作成し維持しておけば、デプロイメ
ントを中断なく進めたり、SPM によるオンデマンドプロビジョニングを使用したりすることが確実に可能に
なります。
ストレージプールの管理について詳しくは、HP Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガ
イドおよび HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド
（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
DR 保護付きのストレージ
バージョン 7.5 以降、Matrix OE では、ディザスタリカバリ（DR）保護付きのストレージで役立つ 2 つの新し
いストレージプールエントリーフラグが導入されました。これらのフラグは、Matrix OE ビジュアル化のスト
レージプールエントリー画面のチェックボックスまたは lsmutil コマンドのフィールドを介して有効にす
ることができます。これらのフラグは、明示的にストレージの複製意図を取得し、Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションおよび Matrix リカバリ管理でガイダンスを提供できるようにします。
バージョン 7.5 以降、Matrix OE では、次の 2 つの新しいストレージプールエントリーフラグが導入されまし
た。
•

Disaster Recovery が有効
◦

•

Disaster Recovery が有効フラグにより、ストレージプールエントリー内のストレージは、複製がサポ
ートされているものとして識別されます。
◦ Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって、DR 保護付きサービステンプレートのサ
ーバーで使用するストレージプールエントリーが自動生成されると（Designer の修復可能チェックボッ
クス）、そのストレージプールエントリーの Disaster Recovery が有効が自動的に設定されます。
◦ 必要なストレージ設定が SPM によって自動的に実行されると、ストレージプールエントリーによって
Disaster Recovery が有効が自動的に設定されます。SPM は、SPM で定義されたストレージテンプレー
ト（Matrix サービステンプレートで選択）のリモートコピー要件を介して、HP 3PAR StoreServ ストレ
ージの複製設定を自動化できます。
◦ Disaster Recovery が有効フラグは、ストレージプールエントリー内のすべてのストレージボリューム
に適用されます。個々のボリュームの準備が完了し、複製できるよう適切に設定されていることを示す
場合は、別々の Disaster Recovery が有効フラグを使用します。
◦ Disaster Recovery が有効のストレージプールエントリーは、ストレージプールエントリー内のすべて
のボリュームで Disaster Recovery が有効が設定されるまで使用できません。
Disaster Recovery レディ
◦
◦

◦

Disaster Recovery レディフラグにより、ボリュームは、複製できるように設定され、使用の準備がで
きているものとして識別されます。
Disaster Recovery レディフラグは、必要なストレージ設定が SPM によって自動的に実行されると（リ
モートコピー要件を含む SPM ストレージテンプレートと HP 3PAR StoreServ Storage を使用）、自動
的に設定されます。SPM の複製に DR 設定のセカンダリサイトでのジョブ実行のエラーなどの問題が
ある場合、フラグは設定されず、ストレージプールエントリーにエラー（赤色の X）が表示されます。
Disaster Recovery レディフラグは、適切なストレージ設定の完了後に、管理者によって手動で設定さ
れます。

次のスクリーンショットでは、Disaster Recovery が有効チェックボックスがストレージプールエントリ
ーの最上部に、Disaster Recovery レディチェックボックスがボリュームの横に表示されています。ボリ
ュームごとにチェックボックスがあります。
注記: このガイドの残りの部分に載せられているストレージプールエントリーのスクリーンショット
は更新されていないので、新しいチェックボックスは表示されていません。
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ディザスタリカバリのフラグを使用する場合の留意事項を以下に示します。
•
•

•
•
•

•

ストレージプールエントリー内では、すべてのボリュームに SPM テンプレートのリモートコピー要件があ
るか、すべてボリュームにその要件がないかのどちらかです。
Matrix リカバリ管理によって DR 保護されているなどして修復可能なサービスでは、ディザスタリカバリ
が有効なストレージプールエントリーを使用する必要があります。Matrix リカバリ管理で、論理サーバー
レベルで DR 保護する予定の IO サービスのストレージプールエントリーでは、Disaster Recovery が有効
を設定しないでください。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サービスが修復可能でない場合、リモートコピー
要件のある SPM ストレージテンプレートの使用をブロックします。
修復可能なサービスでは、手動複製または自動複製による Disaster Recovery が有効のストレージプールエ
ントリーを使用する必要があります。
セカンダリサイトの Matrix リカバリ管理のリカバリグループタブで、インポートされたリカバリグループ
はインポート後にメンテナンスモードになります。リカバリグループでメンテナンスモードを無効にでき
るのは、Disaster Recovery が有効フラグが設定されているリカバリグループのすべてのサービスまたは論
理サーバーで、そのすべてのボリュームに Disaster Recovery レディも設定されている場合だけです。有効
になっている必要のあるボリュームの準備が完了していない場合は、インポートジョブに Completed –
Storage Configuration Required が示され、それらのボリュームの Disaster Recovery レディチェックボ
ックスをチェックする前に手動による設定が必要です。
サービスに修復可能のマークが付いている（Matrix リカバリ管理を使用して DR 保護される）場合、Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションで自動生成されるのは、Disaster Recovery が有効が設定され
ているストレージプールエントリーだけです。論理サーバーレベルで DR 保護を行う場合、Disaster
Recovery が有効のストレージプールエントリーは自動生成されません。それらの論理サーバーで使用す
るために作成するストレージプールエントリーでは、手動で Disaster Recovery が有効を設定しないでくだ
さい。

これらの DR フラグについて詳しくは、HP Matrix Recovery Management User Guide（http://www.hpe.com/
info/matrixoe/docs）を参照してください。
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ストレージプールエントリーのタイプ
Matrix OE ビジュアル化では、次のストレージプールエントリータイプを使用できます。
•

•

SAN ストレージエントリー：アウトバンドのストレージプロビジョニングからストレージニーズとストレ
ージ詳細に関して手動で入力された情報を使用する標準タイプのストレージプールエントリー。SPM ス
トレージ機能を利用しません。
SAN カタログストレージエントリー：以下を使用して、SPM ストレージカタログによってストレージリ
クエストに対処します。
◦
◦

•

SPM による事前プロビジョニングボリューム
SPM によるオンデマンドプロビジョニングボリューム

Brocade スイッチを使用する場合、SPM は自動的にイニシエーター WWM にボリュームを提供し、SAN
スイッチゾーニングを実行します。
事前設定された SAN カタログストレージエントリー：SPM の外部で作成および提供されてからカタログ
にインポートされたストレージを使用して、SPM ストレージカタログによってストレージリクエストに対
処します。SPM は、このボリュームの提供を変更しませんが、事前設定されたイニシエーターおよびター
ゲット WWN が、ストレージプールエントリーにおいて CloudSystem Matrix によって使用されます。
事前設定されたカタログストレージは、論理サーバーを手動で作成する（Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションを使用しない）場合に便利です。この場合、LUN マスキングとホストモードの変更の
自動化は許可されません（これらは、一度だけセットアップする必要があり、決して変更されません）。
事前設定されたカタログストレージを使用するために、ボリュームがすでに提供されています。サーバー
WWN がまだ VCEM で使用されていないことを確認してください。プレゼンテーション用の WWN を取
得するには、lsmutil -reserve <ドメイングループ名> <予約する WWN の数>コマンドを使用します。
詳しくは、HPE Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイド（http://www.hpe.com/
info/matrixoe/docs）を参照してください。

以下の項では、P6000 EVA Storage System および 3PAR StoreServ Storage 用に SPM のあるストレージプー
ルエントリーと SPM のないストレージプールエントリーを作成する方法について詳しく説明します。この
ドキュメントでは、SPM の使用については、主に SAN カタログストレージプールエントリーの作成を扱いま
す。下記の手順には、事前設定された SAN カタログストレージプールエントリーを作成する手順は含まれて
いません。
注記: HPE XP P9000 Storage System 環境もサポートされていますが、このガイドでは説明していませ
ん。

SPM を使用するかどうかの判断
次のフローチャートを使用すると、SPM を使用してストレージを管理できるかどうかを判断できます。
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図 3: SPM を使用するかどうかの判断

SPM を使用しない EVA ストレージ用のストレージプールエント
リーの作成
SPM で作成されていないストレージプールエントリーで論理サーバーを使用できるようにするには、次の条
件が満たされていることを確認してください。
•
•
•
•

正しい WWN と LUN ID を使用して Matrix OE ビジュアル化でストレージプールエントリーが作成されて
いること。
ホストが正しい WWN を使用してストレージアレイに作成されていること。
ストレージアレイにボリュームが作成され、正しいホストにマッピングされていること。
ホスト WWN が、ストレージアレイにゾーニングされていること。

ストレージアレイ、ゾーニング、およびストレージプールエントリーの構成は、任意の順序で実行できます。
例として、ストレージプールエントリーを作成してから、そのストレージプールエントリーで生成される
WWN で P6000 EVA Storage System を設定します。
ストレージプールエントリーを作成する前に特定の WWN を持つストレージアレイを設定する予定の場合
は、事前に割り当てられた WWN を使用したストレージプールエントリーの作成を参照してから先に進んで
ください。
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SAN ストレージエントリーのストレージプールエントリーの作成
SAN ストレージエントリーのストレージプールエントリーは、すべての情報が手動で入力されるため、SPM
を使用する必要がありません。HP SIM を使用して EVA システムのストレージ検証を実行し、アレイ上に作
成されたボリュームに関する稼動情報を収集することができます（この機能は 3PAR StoreServ Storage では
サポートされていません）。
SAN ストレージエントリーのストレージプールエントリーを作成するには、以下の手順に従ってください。
手順
1.
2.

HP SIM で、ツール > Matrix OE ビジュアル化 > 変更 > 論理サーバーストレージプール...を選択します。
ポータビリティグループを選択します（ALL 以外）。

このポータビリティグループ内の論理サーバーは、作成するストレージプールエントリーを使用すること
ができます。
3. （オプション）プロビジョニングの際に特定のストレージプールエントリーを選択するときに、使用する
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートについてタグを作成します。Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションのテンプレート作成では、SAN ストレージ構成で使用するタ
グを指定します。
a. タグの管理をクリックして、ストレージタグの管理ウィンドウを表示し、新しいストレージタグを作
成します。
作成したタグは、タグフィルターメニューに表示されます。
b. タグをストレージプールエントリーに関連付けるには、次のいずれかを実行します。
•
•

4.

タグリストテーブル（ストレージプールエントリー： SAN ウィンドウ）でタグを選択します。
ストレージプールのエントリーの変更ウィンドウで、既存のストレージプールエントリーを変更し
ます。
ストレージタイプの選択リストで、SAN ストレージエントリーを選択します。

5.

エントリーの追加をクリックして、ストレージプールエントリーを作成します。
ストレージプールエントリーの追加ウィンドウが開きます。
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6.

ストレージプールエントリーを定義します。
a.（オプション）ストレージエントリーの名前ボックスに、ストレージプールエントリーの名前を入力し
ます。
命名規則を使用して、各ストレージプールエントリーに一意のデフォルト名を提供します。たとえば、
Matrix_<WIN|LIN>_SP<##>。
b.（オプション）ストレージエントリーの説明ボックスに、ストレージプールエントリーの説明を入力し
ます。
説明を入力してエントリーをストレージプールに挿入すると、その説明はストレージ設定の変更タブ
およびストレージ設定の作成画面のプールエントリーの選択メニューに表示されます。
c. ストレージエントリーのオペレーティングシステムリストからオペレーティングシステムを選択しま
す。
d.（オプション）共有の最大数ボックスで、このストレージプールエントリーの共有を許可する論理サー
バーの最大数を指定して、共有の最大数を更新をクリックします。

論理サーバーがストレージプールエントリーを共有する状況では、ポート単位でサーバー WWN が 1
つ割り当てられます。
7. （オプション）タグリストテーブルで、ストレージプールエントリーに接続するストレージタグを選択し
ます。
8. （オプション）ポートを定義します。
ストレージプールエントリーの追加ウィンドウで、ポート選択テーブルを使用すると、このストレージプ
ールエントリーにアクセスするために論理サーバーによって使用されるサーバー HBA ポートを定義で
きます。SAN ストレージとの通信は、サーバーの FC HBA ポートを使用します。ポートは順番に追加さ
れ、SAN でこの FC ポートを識別するために使用するサーバー WWN を自動的に割り当てられます。ス
トレージ管理者は、LUN を提供するときに、これらのポートへのアクセス権を付与します。
注記:
複数のポートを使用すると、冗長性が確保され、フェイルオーバー機能が使えるようになるため、
パフォーマンスが強化され、信頼性が高まります。冗長性を有効にするには、ポート選択テーブル
で 2 つのポート（プライマリポートとセカンダリポート）を定義する必要があります。これらのポ
ートは同じタイプでなければなりません。両方とも FCoE、または両方とも FC ポートのいずれか
です。
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この手順を使用して、1 つまたは複数のサーバーポート（物理 HBA ポート）の論理ポートを定義します。
a. ポートの追加をクリックして、ポート選択テーブルに行を追加します。
b. ファブリックリストからファブリックを選択します。
これは、通信に使用する予定の FC 接続ベイに対応します。
c. 速度リストから速度を選択します。
これは、ポートの速度です。
d. オプションで、ストレージプールエントリーの各ポートに対して、手順 a～c を繰り返します。

e. テーブルに最後に追加したポートを削除するには、最後のポートの削除をクリックします。

9.

ボリュームとパスを定義します。
ストレージボリュームをコントローラーポートにマッピングすると、SAN 内部で LUN という形式でアド
レスを指定できます。
ストレージボリュームを定義するには、このストレージプールエントリー用のボリュームの属性を入力す
るためにボリュームおよびパスの選択テーブルを使用します。

a. すべてのボリュームに冗長性を組み込む場合は、この論理サーバーのすべてのストレージボリューム
に対して冗長を使用するチェックボックスを選択します。
b. ボリュームの追加をクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルにボリュームを追加します。
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c. ボリュームに冗長性を組み込む場合は、そのボリュームの横の冗長性チェックボックスを選択します。
d. ブートリストから、ボリュームがブートボリュームの場合ははいを選択し、ボリュームがデータボリ
ュームの場合はいいえを選択します。

e.
f.
g.

h.

指定するストレージボリュームが複数の場合、ブートボリュームにできるボリュームは 1 つだけです。
デフォルトでは、最初に追加されるボリュームの場合ははい、2 回目以降に追加されるボリュームの
場合はいいえです。
サイズ（GB）ボックスには、ストレージボリュームのサイズ（GB 単位）を入力します。
RAID レベルリストからストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
上記の手順 c でストレージボリュームに対して冗長性を選択した場合、プライマリおよびセカンダリ
ブートパスのアレイコントローラーのポート番号を割り当てます（たとえば、プライマリ：
Controller 1、Port 1 WWN; セカンダリ：Controller 2、Port 2 WWN）。
選択したボリュームに対して、ボリュームへのアクセスに使用されるアレイコントローラーポートの
LUN と WWN を入力します。

この情報は、P6000 Command View ソフトウェア、3PAR 管理コンソール、3PAR StoreServ 管理コ
ンソールなどのアプライアンスストレージソフトウェア、またはストレージ管理者から入手できます。
この情報がすぐに利用できない場合は、このストレージエントリーを保存し、後で変更 > 論理サーバ
ー...でストレージの値を追加します。論理サーバーをアクティブ化するには、事前に、ストレージポ
ート WWN および LUN 識別子を入手しておく必要があります。
10. （オプション）有効性確認ステータスを検証します。
検証を有効にするには、CMS 上の HP SIM で、SAN ストレージ検証を構成します。
注記:
P6000 EVA ストレージシステムのみ検証をサポートします。HPE XP P9000 Storage System また
は 3PAR StoreServ Storage の場合は、この手順を省略できます。
11. サーバー WWN をチェックし、管理します。
サーバー WWN の管理テーブルを使用して、ストレージプールエントリーに対応するサーバー WWN を
管理できます。

ストレージプールエントリーの各ポートに割り当てられたサーバー WWN の数は、共有の最大数フィー
ルドにより指定された許可共有数に基づいて決まります。許可される各共有について、ポート当たり 1
つのサーバー WWN が割り当てられます。論理サーバーがこのプールエントリーを共有する状況では、
ポート単位でサーバー WWN が 1 つ割り当てられます。
割り当て済みまたは SAN ゾーン構成済み（lsmutil によってなど）の WWN がある場合は、ここに独
自のサーバー WWN を入力します。
a. 割り当て済みのサーバー WWN を入力します。
それらのサーバー WWN がすでに VCEM で使用されている場合は、ストレージプールエントリーから
エラーが返り、新しいサーバー WWN を求められます。
b. 各サーバー WWN の横の準備完了チェックボックスを選択して、ストレージがアクセス用に適切にゾ
ーニングされていることを CloudSystem Matrix に示します。
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ストレージが作成され、コントローラーポートにマッピングされ、提供されていても、まだゾーニン
グされていない場合は、ゾーニングが実行されるまで、準備完了チェックボックスを選択解除したま
まにしておく必要があります。
c. ストレージプールエントリーの設定が完了したら、保存をクリックします。
12. （オプション）ストレージプールエントリーを確認します。
変更 > 論理サーバーストレージプール...ページから以下の手順を実行します。
a. フィルターオプションリストから値を選択し、環境に関連するストレージプールエントリーだけを表
示します。
b. プールエントリーの取得/更新をクリックして、既存のストレージプールエントリーを表示します。
c. 表示、変更、および削除ボタンを使用して、エントリーを操作します。
複数のユーザーが同時に同じストレージプールエントリーを変更しようとした場合、以降のユーザーは変
更および削除ボタンは使用できません。
削除対象のストレージプールエントリーを選択すると、確認ダイアログボックスが表示されます。

P6000 Command View ソフトウェアを使用した Vdisk LUN の作成
この手順では、ストレージプールエントリー用の Vdisk LUN を作成する方法について説明します。Vdisk プー
ルをすでに用意している場合は、手順 4 までの手順を省略します。
手順
1. P6000 Command View ソフトウェアでは、仮想ディスクフォルダーを選択します。

2. 仮想ディスクフォルダーに新しいフォルダー（たとえば、MATRIX_Vdisks）を作成します。
3. 新しいフォルダーを開いて、仮想ディスクの作成をクリックします。
4. 仮想ディスクの作成ウィンドウで、これらのパラメーターの情報を入力します。
•
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名称—ベストプラクティスは、SPM を付けるか、付けないかの 2 種類の命名規則を使い分けることで
す。たとえば、SPM を使用して迅速にボリュームをインポートする場合は、MatrixSPM_VDISK_<##>
のような 1 つの標準プレフィックスを使用するか、またはストレージテンプレートごとにカスタムの

P6000 Command View ソフトウェアを使用した Vdisk LUN の作成

SPM プレフィックスを設定できます。SPM を使用しない場合は、Matrix_<WIN/LINUX/HPUX>_VDISK_<##>のようなプレフィックスを使用します。
•

サイズ—サイズは、お客様のシステムの要件で決まります。

•
•
•

◦ Windows ブートディスクの場合、40 GB 以上が必要です。
◦ HP-UX ブートディスクの場合、30 GB 以上が必要です。
◦ Linux ブートディスクの場合、20 GB 以上が必要です。
冗長性—Vraid レベルを選択します。
提供—ディスクをホストに提供しないでください。
必要に応じて、詳細設定を指定します。
◦
◦

優先パス—優先パスなし
必要に応じて他の詳細設定を指定します。

作成する各 Vdisk LUN について、手順を繰り返します。

P6000 Command View ソフトウェアによるホストエントリーの作成
手順
1. P6000 Command View ソフトウェアにログオンし、Hosts フォルダーを選択します。
2. ホストフォルダーで、新しいフォルダー（たとえば、Matrix_hosts）を作成します。
3. 新しいフォルダーを開いて、ホストの追加をクリックします。

P6000 Command View ソフトウェアによるホストエントリーの作成
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4. ホストの追加ウィンドウで、これらのパラメーターの情報を入力します。
a. 名称—Matrix_<WIN|LIN>_HOST_<##>たとえば、Matrix_WIN_HOST_01
b. ポート WWN—ストレージプールエントリーの作成で生成されたサーバー WWN を入力するか、または
lsmutil からの SAN ゾーニング済みサーバー WWN を使用します。
c. オペレーティングシステム—ストレージを作成するホストが使用する OS を選択します。通常、ストレ
ージにアクセスするサーバーの OS と一致します。Windows 2008 に SCSI 拡張が不要な場合は、標準
の Windows モードを使用できます。
重要:
必ず、正しいオペレーティングシステムを選択してください。
d. タイプ—ファイバーチャネルまたは FCoE から適切なものを選択します。

5. 新しいホストの詳細を確認して、ホストの追加をクリックします。
ホスト名または IP を入力していない場合、ポップアップメッセージが表示されることがあります。
6. 続行をクリックします。
7. ホストの追加の結果ページで OK をクリックします。
8. 他のホストについて、手順 1～7 を繰り返します。

P6000 Command View ソフトウェアによる Vdisk LUN のホストへの提供
ホストへの提供を計画している Vdisk ごとに、以下の操作を行います。
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手順
1.
2.
3.
4.
5.

仮想ディスクフォルダーを開きます。
Vdisk を選択します。
提供タブをクリックします。
提供をクリックします。
仮想ディスクの提供ウィンドウで、ホストの一覧から、該当するホストを選択し、選択の確認をクリック
します。

6. ホスト選択の確認ウィンドウで、各ホストの LUN ID を選択します。これがホストに提供される最初の
LUN である場合、デフォルトの LUN ID は 1 になるはずです。
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7. 提供の結果で OK をクリックします。

SAN スイッチでのストレージプールエントリー用のゾーンの作成
手順
1.
2.
3.
4.
5.

ストレージプールエントリーからサーバー WWN とストレージ WWN を入手します。
SAN スイッチに、管理者でログオンします。
Zone Admin を選択します。
Alias タブをクリックしてから、New Alias をクリックします。
エイリアスを作成します。「a_」のようなプレフィックスを付けて、エイリアスであることを示します
（たとえば、a_MatrixIO_WIN_01）
。
6. Add Other をクリックして、サーバー WWN を設定します。
7. ストレージプールエントリーの作成時に割り当てられたサーバー WWN を入力します。
8. ストレージコントロールポート情報を使用して手順 5～7 を繰り返し、ストレージ WWN のエイリアス
（この例では「a_3PAR_cntlrA_port1」と呼ばれる）を作成します。
9. Zone タブをクリックします。
10. 「z_」など、ゾーンであることを示すため文字をプレフィックスにして、ゾーンを作成します（たとえ
ば、z_Matrix_WIN_01）。
11. Add Member>>をクリックしてホストエイリアスとストレージシステムエイリアスを追加します。同じ
ゾーンに追加したいストレージプールエントリーがある場合は、その情報を追加します。
12. Zone Config タブをクリックします。
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13. Add Member>>をクリックして、適切なゾーン構成に新しいゾーンを追加します。
14. Save Config をクリックして作業が完了するまで待ちます。ウィンドウの下にあるステータスバーを確
認してください。
15. Enable Config をクリックして作業が完了するまで待ちます。ウィンドウの下にあるステータスバーを
確認してください。
16. 他のゾーンについて、手順 1～15 を繰り返します。
Emulex ドライバーに関する注意事項
FlexFabric コンバージドネットワークアダプター（NC551i、NC553i、NC551m、NC553m など）を NPIV 構
成で使用する場合、Windows 用の Emulex ドライバーに関する既知の問題が存在します。このドライバーは、
物理イニシエーターポートと VPort が同じターゲット WWPN 経由で LUN にアクセスすることを許可しませ
ん。この問題を解決するには、物理イニシエーターポートの LUN と VPort の LUN を異なるディスクアレイコ
ントローラーポートでゾーニングします。たとえば、物理イニシエーターポートをコントローラー A のポー
ト 1、VPort をコントローラー A のポート 2 またはコントローラー B にゾーニングします。この解決方法を使
用しない場合は、VPort で設定されたディスクが Windows オペレーティングシステムに提供されません。
Linux システム用の Emulex ドライバーには、この問題は存在しません。Linux システムの場合は、必ず、
Emulex ドライバーの NPIV モードが有効になっていることを確認してください。
自動ストレージプロビジョニング
CloudSystem Matrix は、静的 SAN における自動 OS プロビジョニングをサポートしています。サーバーに対
する LUN の可視性の優先順位付けは、物理 HBA ポートと 1 つまたは複数の仮想 HBA ポート（VPort）にわ
たる提供を分離することによって実現できます。この方法を使用する場合は、サーバーのブート LUN 用に単
一のストレージプールエントリーが作成されます。ブート LUN はイニシエーター WWPN に提供され、ゾー
ニングされます。このイニシエーター WWPN は、ストレージプールエントリーに記録され、物理イニシエー
ターポート用の WWPN としてサーバーに割り当てられます。
サーバーデータ LUN 用に 1 つまたは複数の追加ストレージエントリーが作成されます。「データ LUN」スト
レージプールエントリーは、それぞれ、異なるイニシエーター WWPN に割り当てられます。ストレージプー
ルエントリーで定義されているすべてのデータ LUN は、ストレージプールエントリーで記録されている
WWPN に提供され、ゾーニングされます。OS プロビジョニングの後に、CloudSystem Matrix は、この追加
WWPN を自動的にサーバーに割り当てます。その結果、VPort が作成されます。サーバーは、起動すると、
VPort 経由でデータ LUN にアクセスします。Emulex ドライバーによって課される他の制限として、ブート
LUN を、同じサーバーが使用しているデータ LUN とは異なるディスクアレイコントローラーポート上に提供
し、ゾーニングしなければならないという要件があります。
このタイプの分離を確実に実現する 1 つの方法として、アレイ上のポートを起動やデータアクセスといった特
定の機能専用にすることがあります。2 つのコントローラーと 4 つのポートを持つストレージシステムでは、
Emulex ドライバーが現時点で必要としている分離を実施するために次の割り当てを使用できます。
•

コントローラー A

•

◦ ポート 1 - ブート LUN
◦ ポート 2 - データ LUN
コントローラー B
◦
◦

ポート 1 - ブート LUN
ポート 2 - データ LUN

CloudSystem Matrix 環境でのマルチイニシエーター NPIV について詳しくは、ホワイトペーパー HP Matrix
Operating Environment – Automated Storage Provisioning: Static SAN volume automation via multi-initiator
NPIV（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照し、「static」で検索してください。

ストレージプールエントリーを使用可能にする
SAN ストレージにボリュームとホストを作成してマッピングし、ストレージプールエントリーのゾーニング
が完了したら、ストレージプールエントリーに「論理サーバーで使用可能」マークを付けます。
ストレージプールエントリーに準備完了としてマークを付けるには、以下の手順に従ってください。

ストレージプールエントリーを使用可能にする
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1. HP SIM から、ツール > Matrix OE ビジュアル化 > 変更 > 論理サーバーストレージプール... > アクション
に移動します。
2. ご使用のストレージプールエントリーを見つけて、変更をクリックします。
3. サーバー WWN の管理で、各サーバー WWN の準備完了チェックボックスを選択して、ストレージがアク
セス用にゾーニングされていることを示します。
ストレージがまだゾーニングされていない場合は、ゾーニングが完了するまで準備完了チェックボックス
を選択しないでください。
4. 変更を保存するには、保存をクリックします。
ストレージプールエントリーのマーク付けについて詳しくは、
「DR 保護付きのストレージ」を参照してくだ
さい。

3PAR StoreServ Storage 用の SPM を使用しないストレージプ
ールエントリーの作成
SPM で作成されていないストレージプールエントリーで論理サーバーを使用できるようにするには、次の条
件が満たされていることを確認してください。
•
•
•
•

正しい WWN と LUN ID を使用して Matrix OE ビジュアル化でストレージプールエントリーが作成されて
いること。
ホストが正しい WWN を使用してストレージアレイに作成されていること。
ストレージアレイにボリュームが作成され、正しいホストにマッピングされていること。
ホスト WWN が、ストレージアレイにゾーニングされていること。

ストレージアレイ、ゾーニング、およびストレージプールエントリーの構成は、任意の順序で実行できます。
例として、ストレージプールエントリーを作成してから、そのストレージプールエントリーで生成される
WWN で 3PAR StoreServ Storage を構成します。
ストレージプールエントリーの前に特定の WWN を持つストレージアレイを構成する予定の場合は、事前に
割り当てられた WWN を使用したストレージプールエントリーの作成を参照してから先に進んでください。

SAN ストレージエントリーのストレージプールエントリーの作成
SAN ストレージエントリーのストレージプールエントリーは、すべての情報が手動で入力されるため、SPM
を使用する必要がありません。HP SIM を使用して EVA システムのストレージ検証を実行し、アレイ上に作
成されたボリュームに関する稼動情報を収集することができます（この機能は 3PAR StoreServ Storage では
サポートされていません）。
SAN ストレージエントリーのストレージプールエントリーを作成するには、以下の手順に従ってください。
手順
1.
2.

HP SIM で、ツール > Matrix OE ビジュアル化 > 変更 > 論理サーバーストレージプール...を選択します。
ポータビリティグループを選択します（ALL 以外）
。

このポータビリティグループ内の論理サーバーは、作成するストレージプールエントリーを使用すること
ができます。
3. （オプション）プロビジョニングの際に特定のストレージプールエントリーを選択するときに、使用する
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートについてタグを作成します。Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションのテンプレート作成では、SAN ストレージ構成で使用するタ
グを指定します。
a. タグの管理をクリックして、ストレージタグの管理ウィンドウを表示し、新しいストレージタグを作
成します。
作成したタグは、タグフィルターメニューに表示されます。
b. タグをストレージプールエントリーに関連付けるには、次のいずれかを実行します。
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•
•

4.

タグリストテーブル（ストレージプールエントリー： SAN ウィンドウ）でタグを選択します。
ストレージプールのエントリーの変更ウィンドウで、既存のストレージプールエントリーを変更し
ます。
ストレージタイプの選択リストで、SAN ストレージエントリーを選択します。

5.

エントリーの追加をクリックして、ストレージプールエントリーを作成します。
ストレージプールエントリーの追加ウィンドウが開きます。

6.

ストレージプールエントリーを定義します。
a.（オプション）ストレージエントリーの名前ボックスに、ストレージプールエントリーの名前を入力し
ます。
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命名規則を使用して、各ストレージプールエントリーに一意のデフォルト名を提供します。たとえば、
Matrix_<WIN|LIN>_SP<##>。
b.（オプション）ストレージエントリーの説明ボックスに、ストレージプールエントリーの説明を入力し
ます。
説明を入力してエントリーをストレージプールに挿入すると、その説明はストレージ設定の変更タブ
およびストレージ設定の作成画面のプールエントリーの選択メニューに表示されます。
c. ストレージエントリーのオペレーティングシステムリストからオペレーティングシステムを選択しま
す。
d.（オプション）共有の最大数ボックスで、このストレージプールエントリーの共有を許可する論理サー
バーの最大数を指定して、共有の最大数を更新をクリックします。
論理サーバーがストレージプールエントリーを共有する状況では、ポート単位でサーバー WWN が 1
つ割り当てられます。
7. （オプション）タグリストテーブルで、ストレージプールエントリーに接続するストレージタグを選択し
ます。
8. （オプション）ポートを定義します。
ストレージプールエントリーの追加ウィンドウで、ポート選択テーブルを使用すると、このストレージプ
ールエントリーにアクセスするために論理サーバーによって使用されるサーバー HBA ポートを定義で
きます。SAN ストレージとの通信は、サーバーの FC HBA ポートを使用します。ポートは順番に追加さ
れ、SAN でこの FC ポートを識別するために使用するサーバー WWN を自動的に割り当てられます。ス
トレージ管理者は、LUN を提供するときに、これらのポートへのアクセス権を付与します。
注記: 複数のポートを使用すると、冗長性が確保され、フェイルオーバー機能が使えるようになる
ため、パフォーマンスが強化され、信頼性が高まります。冗長性を有効にするには、ポート選択テ
ーブルで 2 つのポート（プライマリポートとセカンダリポート）を定義する必要があります。これ
らのポートは同じタイプでなければなりません。両方とも FCoE、または両方とも FC ポートのい
ずれかです。
この手順を使用して、1 つまたは複数のサーバーポート（物理 HBA ポート）の論理ポートを定義し
ます。
a. ポートの追加をクリックして、ポート選択テーブルに行を追加します。
b. ファブリックリストからファブリックを選択します。
これは、通信に使用する予定の FC 接続ベイに対応します。
c. 速度リストから速度を選択します。
これは、ポートの速度です。
d. オプションで、ストレージプールエントリーの各ポートに対して、手順 a～c を繰り返します。
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e. テーブルに最後に追加したポートを削除するには、最後のポートの削除をクリックします。

9.

ボリュームとパスを定義します。
ストレージボリュームをコントローラーポートにマッピングすると、SAN 内部で LUN という形式でアド
レスを指定できます。
ストレージボリュームを定義するには、このストレージプールエントリー用のボリュームの属性を入力す
るためにボリュームおよびパスの選択テーブルを使用します。

a. すべてのボリュームに冗長性を組み込む場合は、この論理サーバーのすべてのストレージボリューム
に対して冗長を使用するチェックボックスを選択します。
b. ボリュームの追加をクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルにボリュームを追加します。
c. ボリュームに冗長性を組み込む場合は、そのボリュームの横の冗長性チェックボックスを選択します。
d. ブートリストから、ボリュームがブートボリュームの場合ははいを選択し、ボリュームがデータボリ
ュームの場合はいいえを選択します。
指定するストレージボリュームが複数の場合、ブートボリュームにできるボリュームは 1 つだけです。
デフォルトでは、最初に追加されるボリュームの場合ははい、2 回目以降に追加されるボリュームの
場合はいいえです。
e. サイズ（GB）ボックスには、ストレージボリュームのサイズ（GB 単位）を入力します。

ストレージプールの使用
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f. RAID レベルリストからストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
g. 上記の手順 c でストレージボリュームに対して冗長性を選択した場合、プライマリおよびセカンダリ
ブートパスのアレイコントローラーのポート番号を割り当てます（たとえば、プライマリ：
Controller 1、Port 1 WWN; セカンダリ：Controller 2、Port 2 WWN）。
h. 選択したボリュームに対して、ボリュームへのアクセスに使用されるアレイコントローラーポートの
LUN と WWN を入力します。
この情報は、P6000 Command View ソフトウェア、3PAR 管理コンソール、3PAR StoreServ 管理コンソ
ールなどのアプライアンスストレージソフトウェア、またはストレージ管理者から入手できます。この情
報がすぐに利用できない場合は、このストレージエントリーを保存し、後で変更 > 論理サーバー...でスト
レージの値を追加します。論理サーバーをアクティブ化するには、事前に、ストレージポート WWN お
よび LUN 識別子を入手しておく必要があります。
10. （オプション）有効性確認ステータスを検証します。
検証を有効にするには、CMS 上の HP SIM で、SAN ストレージ検証を構成します。
注記: P6000 EVA ストレージシステムのみ検証をサポートします。HPE XP P9000 Storage
System または 3PAR StoreServ Storage の場合は、この手順を省略できます。
11. サーバー WWN をチェックし、管理します。
サーバー WWN の管理テーブルを使用して、ストレージプールエントリーに対応するサーバー WWN を
管理できます。

ストレージプールエントリーの各ポートに割り当てられたサーバー WWN の数は、共有の最大数フィー
ルドにより指定された許可共有数に基づいて決まります。許可される各共有について、ポート当たり 1
つのサーバー WWN が割り当てられます。論理サーバーがこのプールエントリーを共有する状況では、
ポート単位でサーバー WWN が 1 つ割り当てられます。
割り当て済みまたは SAN ゾーン構成済み（lsmutil によってなど）の WWN がある場合は、ここに独
自のサーバー WWN を入力します。
a. 割り当て済みのサーバー WWN を入力します。
それらのサーバー WWN がすでに VCEM で使用されている場合は、ストレージプールエントリーから
エラーが返り、新しいサーバー WWN を求められます。
b. 各サーバー WWN の横の準備完了チェックボックスを選択して、ストレージがアクセス用に適切にゾ
ーニングされていることを CloudSystem Matrix に示します。
ストレージが作成され、コントローラーポートにマッピングされ、提供されていても、まだゾーニン
グされていない場合は、ゾーニングが実行されるまで、準備完了チェックボックスを選択解除したま
まにしておく必要があります。
c. ストレージプールエントリーの設定が完了したら、保存をクリックします。
12. （オプション）ストレージプールエントリーを確認します。
変更 > 論理サーバーストレージプール...ページから以下の手順を実行します。
a. フィルターオプションリストから値を選択し、環境に関連するストレージプールエントリーだけを表
示します。
b. プールエントリーの取得/更新をクリックして、既存のストレージプールエントリーを表示します。
c. 表示、変更、および削除ボタンを使用して、エントリーを操作します。
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複数のユーザーが同時に同じストレージプールエントリーを変更しようとした場合、以降のユーザーは変
更および削除ボタンは使用できません。
削除対象のストレージプールエントリーを選択すると、確認ダイアログボックスが表示されます。

3PAR StoreServ Storage による仮想ボリュームの作成
手順
1. 3PAR 管理コンソールを起動します。
2. CPG がすでに存在し、CPG に仮想ボリュームを作成する予定の場合は、手順 3 に進んでください。そう
でない場合は、以下の手順に従って CPG を作成してください。
a. 一番上のメニューから、Action > Provisioning > CPG > Create CPG の順に選択します。
b. System—CPG を作成するストレージシステムを選択します。
c. Domain—CPG を作成するドメインを選択します。
d. Name—CPG の名前を入力します。ベストプラクティスは、SPM を付けるか、付けないかの 2 種類の
命名規則を使い分けることです。
たとえば、SPM を使用していない場合は、「Matrix_」などのプレフィックスを使用します。SPM を
使用している場合は、MatrixSPM_<##>などの 1 つの標準プレフィックスを使用するか、またはスト
レージテンプレートごとにカスタムの SPM プレフィックスを設定できます。
e. 必要に応じて、Allocation Warning、Growth Warning、および Growth Limit を有効にし、設定しま
す。
f. Device Type（FC または NL）を選択します。
g. 適宜、Device RPM、RAID Type、および Set Size を選択します。

3PAR StoreServ Storage による仮想ボリュームの作成
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h. 次へをクリックしてから、完了をクリックします。
3. 一番上のメニューから Action > Provisioning > Virtual Volume > Create Virtual Volume…を選択し、仮
想ボリュームを作成するための手順に従ってください。
注記: SPM のオンデマンドプロビジョニングを使用している場合は、この手順はオプションです。
a. System—仮想ボリュームを作成するストレージシステムを選択します。
b. Domain—仮想ボリュームを作成するドメインを選択します。
c. Name—ボリューム名を入力します。

d.
e.
f.
g.

ベストプラクティスは、SPM を付けるか、付けないかの 2 種類の命名規則を使い分けることです。た
とえば、SPM を使用しない場合は、Matrix_<WIN/LINUX/HP-UX>_VV_<##> のようなプレフィック
スを使用します。SPM を使用してボリュームを迅速にインポートする場合は、MatrixSPM_VV_<##>
のような標準のプレフィックスを使用します。
Template—テンプレートを使用する場合は、テンプレート名を入力します。
Comments—ボリュームに関する任意のコメントを入力します。
Size—ボリューム上のユーザースペースのサイズを指定します。
Provisioning—環境に適したプロビジョニングタイプを選択します。
注記: 完全にプロビジョニングされたボリュームは、CPG または物理デバイス上に作成すること
ができます。シンプロビジョニングされたボリュームは、CPG 上に作成することができます。
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h. CPG を選択します。CPG を選択しない場合、ボリュームは、物理ディスク上に作成されます。
4. Next をクリックします。
5. 仮想コピーを作成する予定がある場合または後でボリュームの容量を拡張する予定がある場合は、Copy
Space を選択します。
6. 必要に応じて Allocation Warning および Allocation Limit を選択します。
7. 次へをクリックします。

3PAR StoreServ Storage によるホストエントリーの作成
注記: ホストセットに含まれる 3PAR StoreServ Storage 上にホストを作成しないでください。
3PAR StoreServ Storage を使用してホストエントリーを作成するには、以下の手順に従ってください。
手順
1.
2.
3.
4.

3PAR 管理コンソールを開いて、ログオンします。
ホストを作成する 3PAR StoreServ Storage を選択します。
メニューバーから、Action > Hosts > Create Host の順に選択します。
Create Host ウィンドウで、次の手順を実行します。

3PAR StoreServ Storage によるホストエントリーの作成
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a. Domain リストから、ホストが存在するドメインを選択します。
b. ホスト名を Name に入力します。
c. Persona リストから、ホストの Persona を選択します。
d.（オプション）ホストの説明を Descriptors に入力します。
e. Next をクリックします。

5. ホストイニシエーターポートの WWN にホストを割り当てます。まだ電源が投入されていないシステムに
ついては、新しい WWN に入力します。次へをクリックします。
6. 物理サーバーでは iSCSI はサポートされないため、Next をクリックしてこの画面をスキップします。
7. Summary 画面で、Finish をクリックします。

3PAR StoreServ Storage による仮想ボリュームのホストへの提供
手順
1. 3PAR 管理コンソールにログオンします。
2. 仮想マシンの提供元となる 3PAR StoreServ Storage を選択します。
3. 左側のナビゲーションパネルで、Provisioning を選択して、ストレージアレイを展開して、Virtual
Volumes を選択します。
4. 右のパネルで Virtual Volumes タブを選択してから、エクスポートする仮想ボリュームを右クリックして
Export を選択します。
5. エクスポートウィザードの指示に従います。
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注記:
左側のナビゲーションパネルで仮想ボリュームを展開し、Exported または Unexported ボリューム
アイコンを選択することによって、エクスポートした仮想ボリュームとエクスポートしていない仮想
ボリュームを素早く確認します。

SAN スイッチでのストレージプールエントリー用のゾーンの作成
手順
1.
2.
3.
4.
5.

ストレージプールエントリーからサーバー WWN とストレージ WWN を入手します。
SAN スイッチに、管理者でログオンします。
Zone Admin を選択します。
Alias タブをクリックしてから、New Alias をクリックします。
エイリアスを作成します。「a_」のようなプレフィックスを付けて、エイリアスであることを示します
（たとえば、a_MatrixIO_WIN_01）。
6. Add Other をクリックして、サーバー WWN を設定します。
7. ストレージプールエントリーの作成時に割り当てられたサーバー WWN を入力します。
8. ストレージコントロールポート情報を使用して手順 5～7 を繰り返し、ストレージ WWN のエイリアス
（この例では「a_3PAR_cntlrA_port1」と呼ばれる）を作成します。
9. Zone タブをクリックします。
10. 「z_」など、ゾーンであることを示すため文字をプレフィックスにして、ゾーンを作成します（たとえ
ば、z_Matrix_WIN_01）。
11. Add Member>>をクリックしてホストエイリアスとストレージシステムエイリアスを追加します。同じ
ゾーンに追加したいストレージプールエントリーがある場合は、その情報を追加します。
12. Zone Config タブをクリックします。

13. Add Member>>をクリックして、適切なゾーン構成に新しいゾーンを追加します。
14. Save Config をクリックして作業が完了するまで待ちます。ウィンドウの下にあるステータスバーを確
認してください。
15. Enable Config をクリックして作業が完了するまで待ちます。ウィンドウの下にあるステータスバーを
確認してください。
16. 他のゾーンについて、手順 1～15 を繰り返します。

SAN スイッチでのストレージプールエントリー用のゾーンの作成
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Emulex ドライバーに関する注意事項
FlexFabric コンバージドネットワークアダプター（NC551i、NC553i、NC551m、NC553m など）を NPIV 構
成で使用する場合、Windows 用の Emulex ドライバーに関する既知の問題が存在します。このドライバーは、
物理イニシエーターポートと VPort が同じターゲット WWPN 経由で LUN にアクセスすることを許可しませ
ん。この問題を解決するには、物理イニシエーターポートの LUN と VPort の LUN を異なるディスクアレイコ
ントローラーポートでゾーニングします。たとえば、物理イニシエーターポートをコントローラー A のポー
ト 1、VPort をコントローラー A のポート 2 またはコントローラー B にゾーニングします。この解決方法を使
用しない場合は、VPort で設定されたディスクが Windows オペレーティングシステムに提供されません。
Linux システム用の Emulex ドライバーには、この問題は存在しません。Linux システムの場合は、必ず、
Emulex ドライバーの NPIV モードが有効になっていることを確認してください。
自動ストレージプロビジョニング
CloudSystem Matrix は、静的 SAN における自動 OS プロビジョニングをサポートしています。サーバーに対
する LUN の可視性の優先順位付けは、物理 HBA ポートと 1 つまたは複数の仮想 HBA ポート（VPort）にわ
たる提供を分離することによって実現できます。この方法を使用する場合は、サーバーのブート LUN 用に単
一のストレージプールエントリーが作成されます。ブート LUN はイニシエーター WWPN に提供され、ゾー
ニングされます。このイニシエーター WWPN は、ストレージプールエントリーに記録され、物理イニシエー
ターポート用の WWPN としてサーバーに割り当てられます。
サーバーデータ LUN 用に 1 つまたは複数の追加ストレージエントリーが作成されます。「データ LUN」スト
レージプールエントリーは、それぞれ、異なるイニシエーター WWPN に割り当てられます。ストレージプー
ルエントリーで定義されているすべてのデータ LUN は、ストレージプールエントリーで記録されている
WWPN に提供され、ゾーニングされます。OS プロビジョニングの後に、CloudSystem Matrix は、この追加
WWPN を自動的にサーバーに割り当てます。その結果、VPort が作成されます。サーバーは、起動すると、
VPort 経由でデータ LUN にアクセスします。Emulex ドライバーによって課される他の制限として、ブート
LUN を、同じサーバーが使用しているデータ LUN とは異なるディスクアレイコントローラーポート上に提供
し、ゾーニングしなければならないという要件があります。
このタイプの分離を確実に実現する 1 つの方法として、アレイ上のポートを起動やデータアクセスといった特
定の機能専用にすることがあります。2 つのコントローラーと 4 つのポートを持つストレージシステムでは、
Emulex ドライバーが現時点で必要としている分離を実施するために次の割り当てを使用できます。
•

コントローラー A

•

◦ ポート 1 - ブート LUN
◦ ポート 2 - データ LUN
コントローラー B
◦
◦

ポート 1 - ブート LUN
ポート 2 - データ LUN

CloudSystem Matrix 環境でのマルチイニシエーター NPIV について詳しくは、ホワイトペーパー HP Matrix
Operating Environment – Automated Storage Provisioning: Static SAN volume automation via multi-initiator
NPIV（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照し、「static」で検索してください。

ストレージプールエントリーを使用可能にする
SAN ストレージにボリュームとホストを作成してマッピングし、ストレージプールエントリーのゾーニング
が完了したら、ストレージプールエントリーに「論理サーバーで使用可能」マークを付けます。
ストレージプールエントリーに準備完了としてマークを付けるには、以下の手順に従ってください。
1. HP SIM から、ツール > Matrix OE ビジュアル化 > 変更 > 論理サーバーストレージプール... > アクション
に移動します。
2. ご使用のストレージプールエントリーを見つけて、変更をクリックします。
3. サーバー WWN の管理で、各サーバー WWN の準備完了チェックボックスを選択して、ストレージがアク
セス用にゾーニングされていることを示します。
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ストレージがまだゾーニングされていない場合は、ゾーニングが完了するまで準備完了チェックボックス
を選択しないでください。
4. 変更を保存するには、保存をクリックします。
ストレージプールエントリーのマーク付けについて詳しくは、「DR 保護付きのストレージ」を参照してくだ
さい。

事前に割り当てられた WWN を使用したストレージプールエン
トリーの作成
Matrix OE ビジュアル化で作成されたストレージプールエントリー用の特定の WWN セットを使用したい場
合や、ストレージプールエントリーを作成する前に一連の WWN を予約しておきたい場合があります。
lsmutil CLI を使用すると、ストレージプールエントリーの作成用に特定の WWN または WWN のグループ
を予約することができます。予約された WWN は、Matrix Operating Environment で新しいストレージプール
エントリーを作成するために使用できません。
これは手動で作成した論理サーバー（Matrix OE ビジュアル化）に使用できますが、Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションで作成した論理サーバーには使用できません。
重要:
この手順は、基本的な Matrix インストールサービス中にはおすすめしません。
事前提供ストレージを使用する場合は、次の手順を実行します。
手順
1. CMS で、コマンドプロンプトウィンドウを開きます。
2. コマンドプロンプトで、次のような lsmutil コマンドを使用して VC の WWN を予約します。
lsmutil -reserve -WWN [WWN | ドメイングループ名（半角スペース）WWN の数]
3. 手順 2 でコマンドによって返された WWN を書き留めます。
4. ストレージアレイにボリュームとホストを作成します。作成したホストに予約済み WWN を割り当てま
す。ストレージアレイ内のホストにボリュームを提供します。
5. ストレージプールエントリーを作成する場合は、必ず、管理サーバー WWN テーブルに事前定義 WWN を
含めてください。

SPM によるストレージの管理
図 SPM を使用するかどうかの判断のフローチャートを使用すると、ストレージプールエントリーのボリュー
ムのプロビジョニングに SPM を使用すべきかどうかを容易に判断できます。Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションで自動生成されるストレージプールエントリー、検索可能ストレージカタログ、プレゼ
ンテーションスやゾーニングなどの自動ストレージ操作、およびオンデマンドプロビジョニングを利用するに
は、SPM を使用する必要があります。
次の 3 つの主要な使用モデルがあります。
•

•

オンデマンドプロビジョニングモデルでは、ストレージ管理者は、SPM カタログでアレイ、ストレージプ
ール、およびネットワークを指定して、それらのプールのアクセス権をセットアップします。その後、コ
ンシューマーは、ストレージサービスを使用して、既存のプールから新しいボリュームをプロビジョニン
グします。プロビジョニングポリシーは、ストレージアーキテクトにより、テンプレート要件を使用して
制御されます。
オンデマンドプロビジョニングには、3PAR StoreServ の自動ストレージ複製設定を含めることもできま
す。
事前プロビジョニングモデルでは、ストレージ管理者は、SPM カタログで、ストレージサービスを実行す
るために使用されるアレイ、ストレージプール、ボリューム、ネットワーク、およびゾーニングを指定し
て、それらのボリュームのアクセス権をセットアップします。その後、コンシューマーは、ストレージサ
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•

ービスを介してストレージをリクエストし、SPM が、既存のボリュームに対応するサービスの候補のリス
トを返します。ボリューム選択ポリシーは、ストレージアーキテクトにより、テンプレート要件を使用し
て制御されます。
リクエストベースのモデルでは、サーバー管理者は、ストレージが SPM によってインポートまたは作成さ
れる前に、ストレージをリクエストします。その後、ストレージアーキテクトまたは管理者は、アレイや
ボリュームを追加して、そのサービス内の要件に対処します。

どのモデルも、他のモデルの任意の組み合わせとともに使用できます。
注記: このガイドでは、ストレージアレイ、プール、ボリューム、およびネットワークを SPM にインポ
ートする方法の概要についてのみ説明します。SPM によってインポートされたボリュームは、プロビジ
ョニング用に Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに表示できます。このガイドでは、
SPM テンプレートの作成やオンデマンドプロビジョニングの設定については取り扱いません。
CloudSystem Matrix 環境での SPM の使用について詳しくは、Faster storage provisioning in the Matrix and
Matrix Operating Environment: Use of the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled
storage operations ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/insightmanagement/docs）を参照してく
ださい。

BNA ソフトウェアのインストールおよび設定
SPM を使用し、その環境で HP B-Series または Brocade ファイバーチャネルスイッチのみで構成されるファ
ブリックを使用する場合は、HP B-Series SAN Network Advisor で使用できる SMI エージェントをインストー
ルすることをおすすめします。サポートされるバージョンについては、HPE CloudSystem Matrix 互換性チャ
ート（http://www.hpe.com/info/matrixcompatibility）を参照してください。
この SMI エージェントは、SPM が Brocade ネットワークを管理するために必要であり、BNA 用のフルイン
ストールパッケージの一部です。BNA インストールの構成段階で、完全な BNA 機能または SMI エージェン
トのみを有効にするオプションを選択します。これは、下記の 2 に示されています。
完全なバージョンの BNA がインストールされている場合は、ライセンスが必要です。初期のインストール後
は、75 日間の試用ライセンスが提供されます。
注記: Brocade の Web サイトで入手できるスタンドアロンの SMI エージェントは使用しないでくださ
い。これは、古いスイッチで使用するための従来のエージェントです。
•

ご使用の環境に BNA ソフトウェアがすでにインストールされている場合は、どのバージョンがインストー
ルされているか確認してください。コントロールパネル > プログラム > プログラムと機能の順に選択す
ると、BNA のバージョンを確認できます。SPM でサポートされる BNA のバージョンについては、HPE
CloudSystem Matrix 互換性チャート（http://www.hpe.com/info/matrixcompatibility）を参照してくださ
い。
注記: BNA で SPM 自動ゾーニング機能を使用する場合は、履歴データ収集を無効にして、BNA が
SPM に対して適切なパフォーマンスを提供するようにできます。履歴データ収集を無効にするに
は、BNA の UI で、Monitor > Performance > Historical Data Collection > Disable の順に選択しま
す。

•

BNA ソフトウェアがまだインストールされていない場合は、以下のインストールの手順を実行してくださ
い。
注記: メモリおよび CPU に関する要求が大きいため、BNA ソフトウェアパッケージ全体を専用のサーバ
ーにインストールすることをおすすめします。BNA SMI Agent のみのソフトウェアパッケージを CMS
にインストールすることができますが、インストール時にすべてのポート競合を解決する必要がありま
す。

B-Series SAN Network Advisor のすべてのバージョンをインストールして設定するには、以下の手順に従って
ください。
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1. BNA ソフトウェアがダウンロードされているディスクのファイル保存場所にアクセスし、BNA インストー
ラーをダブルクリックして起動します。インストールが完了したら、Launch B-series SAN Network
Advisor Configuration ボックスを選択して、Done をクリックします。

2. BNA 構成の Package 画面で、インストールするソフトウェアパッケージを選択します。
•
•

SAN with SMI Agent—BNA のフルライセンス
SMI Agent Only—無償の BNA SMI エージェントのみ

Next をクリックして、選択に基づいた適切な手順を続行します。
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SAN with SMI Agent の場合：
1.

構成するインストールタイプを選択し、Next をクリックします。

2.

FTP Server ウィンドウで、FTP サーバーに関して Internal または External のどちらか適切なものを選
択し、Next をクリックします。
Server IP Configuration ウィンドウで、Server IP Configuration リストでサーバー通信 IP アドレスを
選択します。

3.
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SPM と同じサブネット上の IP アドレスを選択して、SPM が Brocade のネットワークデバイス管理ソフ
トウェアに接続して通信できるようにします。
Next をクリックします。

4.

Server Configuration ウィンドウで、B-Series SAN Network Advisor で必要なポートのポート番号を入
力します。
重要:
デフォルトの Web サーバーポート 80 の使用は避けることを強くおすすめします。このポート番
号は、多くの場合、サーバー上の他のツールと競合します。
a. SSL Enabled チェックボックスにチェックを入れます。
b. デフォルトのままにするか、これらのポートのそれぞれのポート番号を入力します。
•
•
•

Web Server Port #（デフォルト = 80）
Database Port #（デフォルト = 5432）
Starting Port #（デフォルト = 24600）

サーバーには、Starting Port #の番号からの連続した 16 の空きポートが必要です。
• Syslog Port #（デフォルト = 514）
• SNMP Port #（デフォルト = 162）
c. Next をクリックします。
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5.

6.

SMI Agent Configuration ウィンドウで、次の手順を実行します。
a. Enable SMI Agent チェックボックスを選択します。
b. Enable SLP チェックボックスを選択します。
c. Enable SSL チェックボックスを選択します。
d. SMI Agent Port #（デフォルト = 5989）にポート番号を入力します。
e. Next をクリックします。
SAN Networks Size ウィンドウで、ご使用の SAN 環境に適合する次のいずれかのオプションを選択しま
す。
•
•
•

Small（最大 2000 のスイッチポート、1～20 のドメインを管理）
Medium（最大 5000 のスイッチポート、21～60 のドメインを管理）
Large（最大 9000 のスイッチポート、61～120 のドメインを管理）

7.
8.

Next をクリックします。
Server Configuration Summary ウィンドウで、構成情報を確認して、Next をクリックします。
Start Server ウィンドウで、次の手順を実行します。

9.

a. 必要に応じて、Start SMI Agent チェックボックスを選択します。
b. 必要に応じて、Start SLP チェックボックスを選択します。
c. 必要に応じて、Start Client チェックボックスを選択します。
d. Finish をクリックします。
Log In ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力して、Login をクリックします。

デフォルトのログインは Administrator であり、デフォルトのパスワードは password です。
10. Network Advisor Login バナーで、OK をクリックします。
SMI Agent only の場合：
1.

Server IP Configuration ウィンドウで、Server IP Configuration リストでサーバー通信 IP アドレスを
選択します。
SPM と同じサブネット上の IP アドレスを選択して、SPM が Brocade のネットワークデバイス管理ソフ
トウェアに接続して通信できるようにします。
Next をクリックします。
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2.

Server Configuration ウィンドウで、B-series SAN Network Advisor で必要なポートのポート番号を入
力します。
重要:
デフォルトの Web サーバーポート 80 の使用は避けることを強くおすすめします。このポート番
号は、多くの場合、サーバー上の他のツールと競合します。
a. SSL Enabled チェックボックスにチェックを入れます。
b. デフォルトのままにするか、これらのポートのそれぞれのポート番号を入力します。
•
•
•

Web Server Port #（デフォルト = 80）
Database Port #（デフォルト = 5432）
Starting Port #（デフォルト = 24600）

サーバーには、Starting Port #の番号からの連続した 16 の空きポートが必要です。
• Syslog Port #（デフォルト = 514）
• SNMP Port #（デフォルト = 162）
c. Next をクリックします。
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3.

SMI Agent Configuration ウィンドウで、次の手順を実行します。

4.
5.
6.

a. Enable SSL チェックボックスを選択します。
b. SMI Agent Port #（デフォルト = 5988）にポート番号を入力します。
c. Next をクリックします。
Server Configuration Summary ウィンドウで、情報を確認して、Next をクリックします。
Start Server ウィンドウで、Start Client チェックボックスを選択して、Finish をクリックします。
Log in ダイアログボックスで、認証情報を入力して、Login をクリックします。

7.

デフォルトのログインは Administrator であり、デフォルトのパスワードは password です。
Network Advisor Login バナーで、OK をクリックします。

8.
9.
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Configure SMI Agent...をクリックします。
SMI エージェントにログオンします。デフォルトのログインは Administrator であり、デフォルトの
パスワードは password です。
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10. Fabric Discovery をクリックします。

11. 新規インストールの場合は、Add をクリックして、新しいファブリックを追加します。
すでにインストールされている場合は、インポートされたファブリックを確認します。
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注記: 使用するファブリックの各スイッチについて、認証情報が正しく入力され、スイッチの横に
緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。緑色のチェックマークが表示されてい
ない場合は、スイッチを選択して、Edit をクリックし、認証情報を変更します。
注記: SPM がエンドポイントを認識するには、BNA が管理するすべてのスイッチで、SNMP 登録が
正しく設定されていなければなりません。
12. すべてのウィンドウを閉じて、「SPM の設定」に進みます。

SPM の設定
注記:
このクライアントは、Microsoft Silverlight を必要とします。Silverlight がシステムにインストールされて
いない場合は、インストールすることを求められます。Silverlight は、Google Chrome バージョン 42 以
降ではサポートされていません。
手順
1. SPM を起動します。インターネットブラウザーを使用する場合は、https://servername:8000 を入力
します。ここで、servername は、CMS の名前です。
2. ログイン認証情報を指定します。
SPM は、ログインとアクセス制御の管理の両方で、既存の Windows 認証情報を受け入れます。入力する
認証情報を、SPM サービスを実行するサーバーが認識する必要があります。サーバーが Microsoft
Windows Active Directory ドメインに参加している場合は、ドメインの認証情報も使用できます。最初にロ
グインできるのは、サーバー固有のローカル管理者グループのメンバーのみです。
SPM のユーザー手順について詳しくは、HPE Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイドおよび
Faster storage provisioning in the Matrix and Matrix Operating Environment: Use of the HP Storage
Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations テクニカルホワイトペーパー（http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。

連携 CMS 環境におけるセカンダリ CMS 用のカタログパーミッションの設定
プライマリ CMS では、カタログパーミッションは自動的に構成されます。プライマリ CMS とセカンダリ
CMS でカタログパーミッションを確認して、存在しない場合や正しくない場合は、これらのパーミッション
を設定してください。
連携 CMS 環境では、SPM および LSM は、各セカンダリ CMS 上で対応するペアとして動作します。Matrix
用の Windows グループはセカンダリ CMS 上で手動で作成されるため、この Windows グループを SPM に手
動で追加する必要があります。セカンダリ CMS でのユーザーグループの手動追加について詳しくは、「セカ
ンダリ CMS での Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーグループの作成」に進んでく
ださい。
連携 CMS 環境の各セカンダリ CMS で、Matrix User、Matrix Architect、および Matrix Administrator 役割に適
切なユーザーが含まれていることを確認してください。次の手順は、例として、HPIO_Users、
HPIO_Architects、および HPIO_Administrators グループを追加する方法を示しています。プライマリ CMS と
一致するように、各セカンダリ CMS 上に同じユーザーアカウントと HPIO グループを作成する必要がありま
す。
カタログのパーミッション設定を指定するには、以下の手順に従ってください。
手順
1. SPM で、管理 > 役割 > Matrix Administrator > 役割アクション > 役割の編集の順に選択します。
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2. ユーザーとグループタブで、追加をクリックします。
3. ユーザーまたはグループの選択ダイアログボックスで、名前検索用語:ボックスに HPIO_Administrators
と入力し、検索をクリックします。

4. HPIO_Administrators グループを選択し、OK をクリックします。
5. ユーザーとグループタブで、OK をクリックします。
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6. 手順 1～5 を繰り返して、次のようにグループを追加します。
•
•

HPIO_Architects Windows グループを Matrix Architect 役割に追加
HPIO_Users Windows グループを Matrix User 役割に追加
重要:
Matrix Service 役割から MatrixService1 ユーザーを削除しないでください。
注記: SPM を使用してストレージプールエントリーを作成する必要のある Administrator および
HPIO_Administrators のメンバー以外のユーザーを用意している場合は、そのユーザーを
HPIO_Administrators と同じパーミッションで既存の Matrix の役割に追加します。

ストレージのインポート
オンデマンドで作成されるボリュームを別にすると、ストレージサービス要件に対処するために使用されるの
は、SPM カタログにインポートしたストレージおよびネットワークだけです。SPM は、オンデマンドプロビ
ジョニングの機能を持つアレイ上にインポートされたストレージプールから、ボリュームを自動的にプロビジ
ョニングできます。ストレージプールをカタログにインポートするには、まず、アレイをインポートします。
事前プロビジョニング使用モデルを使用している場合は、オプションで、ボリュームをインポートできます。
注記:
3PAR StoreServ Adaptive Optimization を使用する場合は、適切なストレージプールをすべてインポート
するようにしてください。

管理対象アレイのインポート
SPM は、3PAR StoreServ Storage、P6000 EVA Storage System、および HPE XP P9000 Storage System に
関する自動ボリュームインポートをサポートします。これらのアレイは、管理対象アレイと見なされます。ボ
リュームをインポートするには、または SPM によるオンデマンドプロビジョニングを可能にするには、アレ
イおよびストレージプールを SPM にインポートする必要があります。
注記: 3PAR StoreServ OS バージョンを確認するには、3PAR StoreServ OS SSH にログインして次のよ
うに入力します。showversion -a -b
サポートされる 3PAR OS バージョンについては、Insight Management サポートマトリックス（http://
www.hpe.com/info/insightmanagement/docs）を参照してください。
管理対象アレイをインポートするには、以下の手順に従ってください。
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手順
1. 左側のナビゲーションペインから、アレイを選択します。
2. ウィンドウの下部にあるアレイのインポートをクリックします。 アレイのインポートウィザードが表示
されます。
3. アレイタイプの選択ページで、インポートするアレイのタイプを選択して、次へをクリックします。

4. 接続情報の提供ウィンドウで、選択したアレイタイプに応じて接続情報を入力します。
•

•

•

3PAR StoreServ Storage の場合は、ホスト名または IP アドレス、ポート、ユーザー名、およびパス
ワードを入力します。
IP アドレスとポートは、SMI-S プロバイダーの位置に対応し、ログイン情報はマネジメントプロバイダ
ーのログイン情報に対応します。デフォルトのポート番号は「5989」です。
P6000/EVA Disk Arrays の場合は、管理サーバーのホスト名または IP アドレス、ユーザー名、および
パスワードを入力します。
デフォルトのポート番号は「2372」です。P6000 Command View ソフトウェアが CMS 上にある場合
は、このポート番号が異なっている可能性があります。
HPE XP P9000 Disk Arrays の場合は、管理サーバーのホストポート、ユーザー名、およびパスワード
を入力します。

5. 次へをクリックします。アレイのリストが更新され、表示されるのには、数分かかります。
6. アレイのインポートページで、インポートするストレージシステムを選択して、次へをクリックします。
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注記: 各 3PAR StoreServ Storage System 仮想ドメインが、独立したアレイとして表示され、選択で
きます。アレイの名前は、（<アレイ><仮想ドメイン名>）という形式で表示されます。例：
vslisf400a（財務）。必ず、適切なアレイと仮想ドメインを選択します。
7. アレイのプロパティページで、次の手順を実行します。
a. インポートされたアレイに適用するタグを選択または入力します。タグを入力するには、タグ名をタイ
プして、+アイコンをクリックします。
b. Matrix User Security Group を選択します。
c. ストレージプールを正常にインポートしますを選択します。
d. 次へをクリックします。
8. 概要ページで、設定を確認します。変更する場合は、戻るをクリックすると、前のウィザードページに戻
ります。 完了後にストレージプールのインポートウィザードを起動を選択したままの状態で、完了をクリ
ックします。

ストレージプールのインポート
SPM は、オンデマンドプロビジョニング（アレイ上のボリュームの作成、LUN としての提供、Brocade SAN
環境におけるゾーニング）を実行できますが、アレイ上にストレージプールを作成することはできません。ス
トレージプールは、手動で作成して、SPM にインポートする必要があります。3PAR StoreServ Storage を使
用している場合、SPM は、具体的なプールまたは容量プランニンググループ（CPG）をインポートできます
が、CPG の使用をおすすめします。
既存のストレージプールをアレイから SPM にインポートするには、以下の手順に従ってください。
手順
1. ストレージプールのインポートウィザードが自動的に起動している場合は、手順 3 に進みます。そうでは
なく、ボリュームのインポートウィザードを手動で起動する場合は、次の手順を実行します。
a. 左側のナビゲーションペインで、ストレージプールを選択します。
b. ストレージプールのインポートをクリックします。
ストレージプールのインポートウィザードが開きます。
2. アレイの選択ウィンドウで、ストレージプールのインポート元となるアレイを選択し、次へをクリックし
ます。
3. ストレージプールのインポートウィンドウで、インポートするディスクグループ（P6000 Storage
System）または容量プランニンググループ（3PAR StoreServ）を選択して、次へをクリックします。
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4. ストレージプールのプロパティウィンドウで、次の手順を実行します。
a. インポートされたストレージプールに適用するタグを選択または入力します。タグを入力するには、タ
グ名をタイプして、+アイコンをクリックします。
b. Matrix User Security Group を選択します。
c. ストレージプールを正常にインポートしますを選択します。
d. 次へをクリックします。
5. 概要ウィンドウで、次の手順を実行します。
a. 設定を確認します。
変更する場合は、戻るをクリックすると、前のウィザードページに戻ります。
b. 事前プロビジョニングボリュームがある場合は、完了後にボリュームのインポートウィザードを起動を
選択したままの状態にしておきます。オンデマンドプロビジョニングのみを使用する場合は、完了後に
ボリュームのインポートウィザードを起動の選択を解除します。
c. 完了をクリックします。

ボリュームのインポート
SPM は、ボリュームのインポートウィザードを使用してストレージシステムからボリュームをインポートし
ます。ボリュームは自動的に検出され、管理対象ストレージシステムからインポートできるようになります。
ボリュームのインポートは、事前プロビジョニング使用モデルでのみ必要です。オンデマンドプロビジョニン
グのみを使用する場合は、既存のボリュームをインポートする必要はありません。
注意:
事前に提供済みのストレージボリュームをインポートする場合は、ボリュームが使用中でないことを確
認してください。使用中のボリューム、他のシステムまたはサービスで使用する予定のボリューム、ま
たは他の SPM インスタンスにインポート済みのボリュームは、インポートしないでください。使用中
のストレージボリュームを意図しないコンシューマーに提供すると、データが消失する場合があります。
SPM にインポートされるすべてのストレージボリュームが、Matrix Operating Environment のような
SPM コンシューマーが要求するストレージサービスに対処するために提供されるため、事前に提供済み
のボリュームを SPM にインポートするときは特に注意してください。この SPM インスタンスによっ
てサービスされるストレージリクエストに対処するためのストレージボリュームのみをインポートして
ください。
（独立構成または連携構成で）複数の SPM インスタンスがある場合は、各インスタンスで異
なるストレージアレイプールまたは完全に異なるアレイを管理したい場合があります。
管理対象アレイからボリュームをインポートするには、以下の手順に従ってください。
手順
1. ボリュームのインポートウィザードが自動的に起動している場合は、手順 3 に進みます。
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ボリュームのインポートウィザードを手動で起動する場合は、次の手順を実行します。
a. 左側のナビゲーションペインで、ボリュームを選択します。
b. ボリュームのインポートをクリックします。
ボリュームのインポートウィザードが開きます。
2. ストレージプールの選択ウィンドウで、ボリュームのインポート元となるストレージプールを選択して、
次へをクリックします。

3. ボリュームのインポートウィンドウで、SPM カタログにインポートするボリュームを選択します。
ボリュームリストを名前でソートすると、MatrixSPM というプレフィックスを付けて作成したすべてのボ
リュームが 1 つのセクションに表示されます。次のようにインポートするものすべてを選択し、次へをク
リックします。
重要:
3PAR StoreServ Autonomic Groups および Peer Motion もサポートしますが、オペレーターの介入を
必要とします。Storage Provisioning Manager (SPM) 3PAR Peer Motion Technical White Paper
（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
SPM は、3PAR StoreServ Storage の Peer Persistence 機能とは互換性がありません。Peer
Persistence と SPM を同じ構成内で使用しないでください。

注記: ボリュームはアレイからプロビジョニングされ、サービスグループに所属できるようになりま
す。P6000 EVA Storage System で新しく作成したボリュームは、ボリュームのリストに表示される
までに 10～30 分かかります。
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4. ボリュームのプロパティウィンドウで、次の手順を実行します。
a. インポートされたボリュームに適用するタグを入力します。
タグを入力するには、タグ名をタイプして、+アイコンをクリックします。ボリュームは、所属するア
レイとサービスグループの両方からタグとセキュリティ設定を継承します。
b. Matrix User Security Group を選択します。
c. 次へをクリックします。

5. 概要ウィンドウで、次の手順を実行します。
a. 設定を確認します。
変更する場合は、戻るをクリックすると、前のウィザードページに戻ります。
b. 完了をクリックして、ボリュームのインポートを完了します。
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ネットワークのインポート
SPM では、ネットワークという用語は SAN ファブリックを表します。Brocade SAN の場合、SPM は、SMIS インストルメンテーションを使用して、定義されたネットワークに関する情報を収集します。
BNA を使用しない SAN ファブリックの場合または Brocade ファイバーチャネルスイッチのみで構成されて
いない SAN ファブリックの場合、SPM は、非管理対象の SAN もサポートします。非管理対象の SAN のファ
ブリック情報は XML ファイルによって示され、ゾーニングは手動で実行されます。非管理対象の SAN XML
ファイルの設定について詳しくは、HPE Storage Provisioning Manager （SPM）ユーザーガイド（http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
ネットワークを SPM にインポートするには、以下の手順に従ってください。
手順
1. 左側のナビゲーションペインで、リソース > ネットワークの順に選択して、ネットワークのインポートを
クリックします。
ネットワークのインポートウィザードが開きます。
2. ネットワークタイプの選択ウィンドウで、インポートする Brocade Storage Network タイプを選択しま
す。
Brocade Network Advisor を使用する場合は、ファブリック接続に関連してストレージシステムのエンドポ
イントが自動的に入力されます。非管理対象 SAN の XML ファイルを使用する場合は、ストレージシステ
ムのエンドポイントを XML ファイルで示す必要があります。
次へをクリックします。

3. 接続情報の提供ウィンドウで、次の手順を実行します。
a. SAN スイッチのホスト名または IP アドレス、ポート、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
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ホスト名とポートは、ネットワークデバイスマネージャーの位置に対応し、ログイン情報はネットワー
クデバイスマネージャーのログイン情報に対応します。
b. SSL チェックボックスにチェックを入れます。
c. 次へをクリックします。
4. ネットワークのインポートウィンドウで、インポートするネットワークを選択し、次へをクリックします。
注記: インポート用には、ファブリックのみが表示されます。FC SAN/LSAN タイプの構造のインポ
ートは、サポートされていません。
5. ネットワークのプロパティページで、次の手順を実行します。
a. インポートされたネットワークに適用するタグを入力します。タグを入力するには、タグ名をタイプし
て、+アイコンをクリックします。
b. Matrix User Security Group を選択します。
c. ネットワークを正常にインポートしますを選択します。
d. 次へをクリックします。
6. 概要ウィンドウで、設定を確認します。
a. 変更する場合は、戻るをクリックすると、前のウィザードページに戻ります。
b. 完了をクリックします。

ストレージテンプレートの準備
SPM は、ストレージテンプレートを定義する機能を提供します。Storage Provisioning Manager ユーザーガ
イド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
Matrix Operating Environment には、Default Matrix Storage Template が付属しています。このテンプレート
は、サービステンプレートに論理ディスク情報を定義するアーキテクトやストレージプールエントリーを定義
する管理者のような手動で指定するすべてのストレージ情報に使用されます。このデフォルトテンプレート
を編集して次のように構成することが可能です。プロビジョニング済みのストレージを使用する、オンデマン
ドプロビジョニングを有効にする、Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer で参照され
る追加の SPM ストレージテンプレートを作成する、およびより厳密なストレージ制御を提供する。
デフォルトストレージテンプレートの編集、または SPM ストレージテンプレートの作成について詳しくは、
Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: Use of the Storage Provisioning Manager
Storage Catalog with Controlled Storage Operations ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs）
（SPM ストレージテンプレートに関する項）を参照してください。SPM テンプレートの設定とオンデ
マンドプロビジョニングは、基本的な Matrix サービスに含まれません。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでストレージを自動生成すると
きのファブリックの選択
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでストレージを自動生成するときに、選択対象となるファ
ブリックのペアが複数存在する場合は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが使用するペアを
決定します。ストレージの自動生成時に使用するファブリックの優先リストを設定するには、
lsa.properties ファイルに SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS プロパティを追加します。
手順
1. C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa\lsa.properties を開きま
す。
2. 次のコマンドを追加します。
SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS=<FabricA>,<FabricB>,<FabricC>:<FabricD> （この
<FabricA>、<FabricB>、<FabricC>、<FabricD>は、ユーザー定義のファブリック名に置き換えます）。
":"で区切ったファブリックは、冗長ペアリングです。
非冗長ストレージの場合、リスト内のすべてのファブリックが表示順に試されます。冗長ストレージの場
合、冗長ファブリックペアリングのみがリストに表示される順序で試されます。
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•

非冗長ストレージでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが FabricA、FabricB、
FabricC、FabricD を順に検索します。
• 冗長ストレージでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが FabricC/FabricD のペアリ
ングを検索します。
• このリストで定義されたファブリックを検索してもストレージプールエントリーが見つからない場合、
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは事前に定義されたルールに基づいて、すべての既
知のファブリックを検索します。
3. lsa.properties を保存して、ファイルを閉じます。
注記:
このプロパティにリストされているファブリックは、その CMS の Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションで、すべての自動生成ストレージによって使用されます。一部のユーザーまたは一部の
組織のみで使用するように設定することはできません。このリストに定義したファブリックをすべて検
索してもストレージが見つからない場合、すべての既知のファブリックが試されます。

SPM を使用した SAN ストレージプールエントリーの作成
この項では、SPM で処理するために手動でストレージプールエントリーを作成する手順について詳しく説明
します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、サービステンプレートに示されたストレージニーズに
基づいてストレージプールエントリーを自動的に生成し、SPM を通じてストレージニーズに対処することが
できます。あるいは、管理者は、引き続き手動でストレージプールエントリーを定義し、オプションで SPM
を通じてエントリーに対処することができます。ストレージプールエントリーの手動での作成は、論理サーバ
ーを手動で作成した場合のほか、ブートボリュームとプライベートデータボリュームで別々のストレージプー
ルエントリーを保有するなど、ストレージプールエントリーの自動生成に使用されるアルゴリズムがニーズに
合わない場合に必要です。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションにはストレージタブがあり、ここに、ストレージプールエ
ントリーに関する情報、および CloudSystem Matrix で使用するために SPM で使用できるが、まだストレー
ジプールエントリーに関連付けられていないストレージボリュームに関する情報が表示されます。修復可能
のマークが付いている DR 保護付きの IO サービスの場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンで自動生成されるのは、DR が有効なストレージプールエントリーだけです。詳しくは、DR 保護付きのス
トレージ（ストレージプールの概要）を参照してください。
SPM による処理は、SAN カタログストレージエントリーを作成することで行なわれます。リクエストに対処
するために使用するボリュームは、事前プロビジョニング（アウトバンドで作成し、SPM カタログにインポ
ート）したり、オンデマンドプロビジョニング（ボリュームが必要なときに SPM で作成）したりすることが
できます。オンデマンドプロビジョニングを有効にする方法については、Faster storage provisioning in an
CloudSystem Matrix and Matrix Operating Environment: Use of the Storage Provisioning Manager storage
catalog with controlled storage operations ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/
insightmanagement/docs）に記載されています。
SPM で対処されるストレージプールエントリーを作成するには、以下の手順に従ってください。
手順
1.
2.

3.
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HP SIM で、ツール > Matrix OE ビジュアル化 > 変更 > 論理サーバーストレージプール...を選択します。
ポータビリティグループリストで、新しいストレージプールエントリーを作成する前に（ALL 以外の）
ポータビリティグループを選択します。
作成したストレージプールエントリーは、指定したポータビリティグループ内の論理サーバーで使用でき
ます。
ストレージタイプの選択リストで、SAN カタログストレージエントリーを選択します。

SPM を使用した SAN ストレージプールエントリーの作成

4. （オプション）新しいストレージタグを作成するには、タグの管理をクリックしてストレージタグの管理
ウィンドウを開きます。

5.
6.

作成したタグは、タグフィルターリストに表示されます。タグをタグリストテーブル（ストレージプール
エントリー： SAN ウィンドウ）で選択するか、ストレージプールのエントリーの変更ウィンドウで既存
のストレージプールエントリーを変更することによって、タグをストレージプールエントリーと関連付け
ます。
エントリーの追加をクリックして、新しいストレージプールエントリーを作成します。
ストレージプールエントリーの定義を入力します。
a.（オプション）ボックスに異なる名前を入力して、ストレージプールエントリーの名前を変更します。
各ストレージプールエントリーには、一意のデフォルト名が付与されています。プールエントリー名
として、命名規則（例：IO_<WIN|LIN>_SP<##>）を選択します。
b.（オプション）ストレージプールエントリーの説明を入力します。
説明を入力してエントリーをストレージプールに挿入すると、その説明はストレージ設定の変更タブ
およびストレージ設定の作成ウィンドウのプールエントリーの選択リストに表示されます。
c. メニューからストレージエントリーオペレーティングシステムを選択します。
d.（オプション）共有の最大数（このストレージプールエントリーの共有を許可する論理サーバーの最大
数）を変更し、共有の最大数を更新をクリックします。

論理サーバーがこのストレージエントリーを共有する状況では、各論理サーバーにポート単位で固有
のサーバー WWN が 1 つ割り当てられます。
7. （オプション）タグ選択テーブルから、このストレージプールエントリーに割り当てるタグを選択します。
タグリストテーブルでは、ストレージタグを選択して、ストレージプールエントリーに関連付けることが
できます。
注記: SPM ベースのストレージプールエントリーでタグを使用すると、そのタグは SPM で使用で
きるストレージを検出するためのフィルターとして使用されます。SPM でボリュームやストレー
ジプールにタグが関連付けられていない場合、SPM は候補を返しません。
タグを照合するときに、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションまたはストレージプー
ルエントリーでタグが指定されていない場合、SPM からのストレージタグと一致します。タグがな
いことは、タグ要件が存在しないことを意味します。タグがないことをタグ要件とするものではあ
りません。
メニューからストレージタグを選択します。選択したタグは強調表示されます。
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8.

ポート定義を入力します。
ポート選択テーブルを使用すると、このストレージプールエントリーにアクセスするために論理サーバー
によって使用されるサーバー HBA ポートを定義できます。SAN ストレージとの通信は、すべて、サーバ
ーの FC HBA ポートから開始されます。ポートは、順番に追加されます。ポートごとに、メニューから
ポートが通信するファブリックを選択する必要があります。各ポートは、自動生成されて割り当てられる
サーバー WWN を使用して作成されます。この WWN は、NIC に対する MAC アドレスと同じように、
SAN に対してこの FC ポートを一意に識別するのに使用されます。ストレージ管理者は、LUN を提供す
るときに、これらのポートへのアクセス権を付与します。
（オプション）1 つまたは複数のサーバーポート（物理 HBA ポート）の論理ポートを定義します。
a. ポートの追加をクリックして、ポート選択テーブルにポートを追加します。
最大 2 つのポートを追加できます。
b. ファブリックリストから値を選択します。
ファブリックは、通信に使用する予定の FC 接続ベイに対応します。
c. 速度リストから値を選択します。
速度は、使用するポートの速度に対応します。
d. このストレージプールエントリーの各ポートに対して、手順 a～c を繰り返します。

9.

e. テーブルに最後に追加したポートを削除するには、最後のポートの削除をクリックします。
ボリュームとパスの定義を入力します。
注記: 複数のポートを用意すると、冗長性が確保され、フェイルオーバー機能が使えるようになる
ため、パフォーマンスが強化され、信頼性が高まります。冗長性を有効にするには、ポート選択チ
ェックボックスで 2 つのポート（プライマリポートとセカンダリポート）を定義する必要がありま
す。作成された 2 つのポートは同じタイプ（FC または FCoE）でなければならず、別々にはできま
せん。
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ボリュームとは、SAN 内のディスクアレイの固定ディスクドライブのことで、コントローラーポートに
マッピングされていない場合もあります。ストレージボリュームをコントローラーポートにマッピング
すると、SAN 内部で LUN という形式でアドレスを指定できるようになります。
ボリュームおよびパスの選択テーブルでは、このストレージエントリーまたはストレージプールエントリ
ーのストレージボリューム属性を入力できます。

a. すべてのボリュームに冗長性を組み込む場合は、この論理サーバーのすべてのストレージボリューム
に対して冗長を使用するチェックボックスを選択します。
b. ボリュームの追加をクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルにボリュームを追加します。
c. 特定のボリュームに冗長性を組み込む場合は、そのボリュームの横の冗長性チェックボックスを選択
します。
d. マスクチェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しない場合、ボリュームは
WWN を持つサーバーがブート中に隠されるデータディスクとなります。
注記: 最初は、必ずマスクを選択してください。データボリュームが OS のデプロイで認識され
ないようにするために、選択を解除することができます。
e. ブートリストから値を選択します。
ボリュームがブートボリュームの場合は、はいを選択します。データボリュームの場合は、いいえを
選択します。指定するストレージボリュームが複数の場合、ブートボリュームにできるボリュームは
1 つだけです。デフォルトでは、最初に追加されるボリュームの場合ははい、2 回目以降に追加され
るボリュームの場合はいいえです。
f. ストレージボリュームのサイズ（GB）を入力します
g. ストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
h. このストレージボリュームに対して冗長を選択した場合は、プライマリおよびセカンダリブートパス
のアレイコントローラーポート番号を割り当てます。例：プライマリ：Controller 1, Port 1
WWN; セカンダリ：Controller 2, Port 2 WWN
i. （オプション）SPM テンプレートドロップダウンリストから、ストレージプロビジョニングに使用す
るテンプレートを選択します。テンプレートを指定しない場合は、デフォルトで Matrix デフォルトス
トレージテンプレートになります。
j. ボリュームを選択し、候補の表示をクリックして、SPM にインポートされたボリュームの中から選択
します
候補のリストには、SPM に以前インポートされたボリュームと、ユーザー用にオンデマンドで作成で
きるボリュームの両方が含まれます。オンデマンドの候補は、そのボリュームが作成されるアレイお
よびストレージプールを示します。
ストレージプールエントリーに適したボリュームを選択します。ボリュームは適合性に基づく順序で
表示されるので、通常、最初の候補が最適であり、これは Matrix インフラストラクチャオーケストレ
ーションがストレージプールエントリーを自動生成し、SPM を通じて対処するときに使用されるボリ
ュームです。
10. （オプション）設定を確認します。
これらのタスクは、変更 > 論理サーバーストレージプール...ページから実行できます。

ストレージプールの使用
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a. フィルターオプションリストから値を選択し、環境に関連するストレージプールエントリーだけを表
示します。
b. プールエントリーの取得/更新をクリックして、既存のストレージプールエントリーを表示します。
表示、変更、および削除ボタンを使用して、エントリーを操作します。複数のユーザーが同時に同じ
ストレージプールエントリーを変更しようとした場合、2 番目以降のユーザーの変更および削除ボタ
ンは表示されません。削除するストレージプールエントリーを選択する場合は、確認画面が表示され
ます。
注記: VM 用の Raw LUN をプロビジョニングするのに SPM が使用される場合、マスキング/アンマスキ
ング操作はサポートされず、UI のチェックボックスは無効になります。
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論理サーバーの使用
HP Matrix Operating Environment は、CloudSystem Matrix の中心をなすコンポーネントで、論理サーバー管
理における高度な柔軟性を導入しているためユーザーはベースになっているテクノロジーを意識することな
く論理サーバーを移動できます。Matrix OE の機能について詳しくは、Matrix Operating Environment お使い
になる前に（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。この章は、論理サーバーの作
成および使用について説明します。

論理サーバーの概要
「論理サーバー」とは、設定情報の組み合わせを意味し、ユーザーは物理マシンと仮想マシンを対象にこの組
み合わせを作成して、アクティブ化し、移動します。論理サーバーには、サーバーのコンピューティングリソ
ース（CPU コアの数、メモリ容量など）、サーバーのストレージファブリックやネットワークへの接続など、
論理サーバーの定義と説明が含まれます。アクティブ化された論理サーバーは、ハイパーバイザーベースのソ
フトウェアを使用して VM の作成に適用されるか、または Virtual Connect テクノロジーを使用してベアメタ
ルサーバーブレードに適用されます。ユーザーは、複数のテクノロジーに対応した論理サーバーを利用するこ
とで、イメージ移動が実際にどのように行われているかを意識することなく、ご使用の環境にとって意味のあ
るサーバー構成を選ぶことができます。
論理サーバーは、HPE Matrix OE ビジュアル化で論理サーバーの作成ウィザードを使用して定義される場合
も、既存のサーバーブレードまたは VM のインポートを使用して作成し、アクティブ化される場合もありま
す。
Matrix リカバリ管理を設定している場合、ディザスタリカバリ保護付き（DR 保護付き）サーバーブレード論
理サーバーと VM ベースの論理サーバーを作成するプロセスは異なります。これは、複製されたストレージ
LUN をリカバリサイトの論理サーバーに提供するためです。DR 保護付き論理サーバーの作成について詳し
くは、Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs）を参照してください。
注記:
インストールされるすべてのシステムについて、小文字のホスト名を使用することを強くおすすめしま
す。
VM 論理サーバーのアクティブ化には VM ホスト、物理論理サーバーのアクティブ化にはベアメタル Virtual
Connect ブレードを用意する必要があります。
論理サーバーの手順について詳しくは、Matrix Operating Environment 論理サーバー管理ユーザーガイド
（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。

Matrix Operating Environment の確認
一部の機能を試し、診断ツールの結果を調べて、Matrix OE の機能が動作していることを確認します。
Matrix OE ビジュアル化を確認します。
手順
1. SIM のホームページから、ツール > Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。
2. ライセンスが適用されたブレードがすべて表示されることを確認します。
3. 以前に作成したすべての論理サーバーについて黄色のレンチまたはコンピューター画面インジケーターの
周囲に赤色の矢印が表示されていることを確認します。
4. VMware ESXi および Hyper-V ホストサーバーがそのエンクロージャー内に正しく表示されることを確認
します。VM ゲストを作成した後で、関連付けられたホストの中に表示されることを確認します。通常、
これらの領域の表示に問題がある場合、管理対象ホストの WBEM 認証情報または SNMP 設定が間違って
います。
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5. VSP サーバーがそのエンクロージャー内に正しく表示されることを確認します。VM ゲストを作成した後
で、関連付けられたホストの中に表示されることを確認します。通常、これらの領域の表示に問題がある
場合、管理対象ホストの WBEM 認証情報または SNMP 設定が間違っています。
6. Capacity Advisor のデータ収集は、サーバーがライセンスを受けてから 10 分以内に自動的に開始されま
す。ライセンス設定が終了してから少なくとも 10 分待って、ビジュアル化ですべてのホストに正しいリソ
ースメーターが表示され、CPU、MEM、LAN、または DISK メーターに黄色の警告三角形が付いていない
ことを確認します。問題がある場合は、メーターの値を使用して、関連する原因を見つけます。
24 時間のデータ収集後、分析タブを選択して、分析に使用可能なデータがシステムにあることを確認しま
す。Capacity Analysis について詳しくは、Capacity Advisor ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs）を参照してください。

ProLiant ブレード用の Virtual Connect 論理サーバーの作成
手順
1.
2.

3.
4.

ナビゲーションペインからすべての Matrix OE リソースを選択するか、ツール > Matrix OE ビジュアル
化の順に選択して、Matrix OE ビジュアル化を開始します。
Matrix OE ビジュアル化でツール > 論理サーバー > 更新…を選択して、Matrix OE と VCEM の同期を取
ります。 Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)チェックボックスを選択して、更新をクリック
します。
Matrix OE ビジュアル化で、作成 > 論理サーバーの順に選択します。
論理サーバーの識別情報を指定します。

a. 論理サーバーの名前と説明を入力します。
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ヒント: ポータビリティグループで一意の短くてわかりやすい文字列を使用します。説明フィ
ールドには、さらに情報を表示できます。論理サーバーの名前には、小文字を使用し最後に_ls
を付けることを強くおすすめします。この名前は、DNS によって解決可能であってはなりませ
ん。
DNS によって名前が解決されるのを望まない場合は、ほとんどの DNS サーバーがアンダースコ
アを解決しないため、名前の中にアンダースコア（_）を使用するとよいでしょう。ただし、
IETF 規格では、ホスト名にアンダースコアを使用しません。
b. ポータビリティグループリストで、クラスタイプとして VCDOMAINGROUP を含むグループを選択し
ます。
c. 論理サーバーのアーキテクチャーリストで ProLiant を選択します。
d. 論理サーバーのオペレーティングシステムリストで、このブレードに適切な OS を選択します。
注記: Virtual Connect 論理サーバーでは、オペレーティングシステムのバリエーションリストは
使用されません。
e. 管理対象リソース名ボックスで、管理対象リソースの名前を入力します。
ヒント: VM の名前を選択します。このフィールドで、意味のある命名規則を確立することをお
すすめします。ユーザーがここに名前を入力しない場合、論理サーバーのマネジメントツールが
論理サーバーの名前に基づき自動的に名前を作成します。実際にネットワーク上に配置するま
で、DNS によって解決できる名前を使用しないでください。名前の例：Med_Exchange。
5.

f. 次へをクリックします。
この論理サーバーのコンピューティングリソースを指定します。
CPU とメモリの最小要件がない場合は、デフォルトをそのまま採用できます。
注記:
ブートモードで UEFI を選択した場合、この論理サーバーは Gen9 ブレードにのみ展開できます。

6.

この論理サーバーのストレージ構成を指定します。ブートボリュームの場合は、次のように操作します。
a. プールエントリーの選択リストで、論理サーバーで使用するストレージプールエントリーを選択しま
す。
ストレージプールエントリーの作成について詳しくは、ストレージプールの使用を参照してください。

7.

b. プールエントリーの挿入をクリックし、ウィンドウのストレージ割り当てセクションでエントリーを
確認します。
c. 次へをクリックします。
この論理サーバーのネットワーク構成を指定します。

論理サーバーの使用
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a. ネットワークの追加をクリックします。
2 つのネットワーク（管理ネットワークと実務ネットワーク）を追加します。該当するすべてのネッ
トワークを追加して冗長接続を確立することをおすすめします。
注記: Gen8 以降のサーバーの PXE なしのブートで Intelligent Provisioning を使用する場合を除
き、最初に必ずデプロイメントネットワークを指定し、PXE ブート用のネットワークを有効に
してください。

8.

b. ネットワーク名リストで、実務ネットワークの名前を選択し、説明を加えます。
c. ネットワーク名リストでは、管理ネットワークの名前を選択し、説明を加えます。
d. ネットワークをさらに追加するには、ネットワークの追加をクリックします。
e. すべてのネットワークを追加して確認したら、次へをクリックします。
新しい論理サーバーサマリーを確認します。
a. 間違いがあれば訂正します。
b. 終了をクリックします。
注記: アクティブ化の際には、前の章で作成したストレージプールエントリーが Matrix OE ビジュ
アル化で使用されます。ストレージプールエントリーの提供およびゾーニングを行っていない場合
は、使用開始をクリックする前に実行してください。Storage Provisioning Manager は、プレゼン
テーションおよび Brocade SAN 環境でのゾーニングの自動化に使用できます。ストレージプール
エントリーの自動生成は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが物理論理サーバー
をプロビジョニングしているときにのみ利用でき、手動で定義される論理サーバーには利用できま
せん。

9.

論理サーバーが正常に作成されたことを確認して、論理サーバーを割り当てます。
a. この論理サーバーのブレードを選択します。
b. この時点で、OS をプロビジョニングする準備が整っていない場合を除き、VM あるいは Virtual
Connect が実装されているサーバーの電源オンチェックボックスは有効にしたままにします。
c. 論理サーバーをターゲットブレードに割り当てるには、使用開始をクリックします。
10. 確認をクリックして、アクティブ化を開始します。
11. 論理サーバーにデプロイする OS を選択します。
アクティブ化の実行中に、ブレードが構成され、電源が入ります。
a. Matrix OE ビジュアル化のレポートタブから、論理サーバーのアクティブ化ジョブのステータスを監
視します。
アクティブ化が完了したら、ブレード iLO のコンソールを開きます。
b. ブレードを Insight Control サーバープロビジョニングから、PXE ブートに設定します。
注記: また、Matrix は、ProLiant Gen8 以降のサーバーで Intelligent Provisioning を介した PXE
なしのブートをサポートしています。PXE なしのブートについて詳しくは、HPE Matrix
Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド（http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
I.

II.
III.
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ブレードが Insight Control サーバープロビジョニングを PXE ブートするように設定されてい
る場合、デプロイメントの準備ができると次のメッセージが表示され停止します。
/# Starting up the HPSA OGFS agent. Server is in maintenance mode.
iLO コンソールにメッセージが表示された後、Insight Control サーバープロビジョニングページ
のサーバータブにハードウェアが表示されます。
表示されたサーバーを選択し、アクション > OS ビルドプランの実行の順に進みます。作成さ
れた OSBP を追加し、OK をクリックします。

論理サーバーの使用

Integrity ブレード用の Virtual Connect 論理サーバーの作成
この項では、Virtual Connect 論理サーバー（「物理論理サーバー」とも呼ばれます）を手動で作成する手順を
説明します。Virtual Connect 論理サーバーは、ベアメタル Integrity ブレード上でアクティブ化することが意
図されています。そのような論理サーバーが正常に作成されることにより、基礎となるハードウェアインフラ
ストラクチャの有効性を確認できます。
注記: 1 つ以上のストレージプールエントリーが存在し、この Virtual Connect 論理サーバーの OS のた
めに使用できることを確認してください。このストレージプールエントリーを作成するために使用され
た方法は、重要ではありません。CloudSystem Matrix によるストレージ管理について詳しくは、ストレ
ージプールの使用を参照してください。
手順
1.

ビジュアル化タブで、ツール > 論理サーバー > 更新…を選択して、HPE Matrix OE ビジュアル化と VCEM
の同期を取ります。次に、Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)チェックボックスを選択しま
す。更新をクリックしてください。

2.
3.

ビジュアル化タブで、作成 > 論理サーバーの順に選択します。
論理サーバーの識別情報を指定します。

a. 論理サーバー名と論理サーバーの説明に値を入力します。

Integrity ブレード用の Virtual Connect 論理サーバーの作成
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ヒント: ポータビリティグループで一意の短くてわかりやすい文字列を使用します。説明フィ
ールドには、さらに情報を表示できます。論理サーバーの名前の最後に「_ls」を付けることを
おすすめします。この名前は、DNS によって解決可能であってはなりません。DNS によって名
前が解決されるのを望まない場合は、ほとんどの DNS サーバーがアンダースコアを解決しない
ため、名前の中にアンダースコア（_）を使用するとよいでしょう。ただし、IETF 規格に従っ
て、ホスト名にはアンダースコアを使用しないでください。
b.
c.
d.
e.

ポータビリティグループをクラスタイプとして Virtual Connect を含むグループに設定します。
論理サーバーのアーキテクチャーを Integrity に設定します。
必要に応じて仮想マシンのタイプを Integrity VM または Integrity vPar に設定します。
論理サーバーのオペレーティングシステムを HP-UX に設定します。
注記: Virtual Connect 論理サーバーでは、オペレーティングシステムのバリエーションフィール
ドは使用されません。

4.

f. 管理対象リソース名に値を入力します。このフィールドで、意味のある命名規則を確立することをお
すすめします。ユーザーがここに名前を入力しない場合、Matrix Operating Environment が論理サーバ
ーの名前に基づき自動的に名前を作成します。
g. 次へをクリックします。
この論理サーバーのコンピューティングリソースを指定します。CPU とメモリの最小要件がない場合
は、デフォルトをそのまま採用できます。
注記: HP-UX OS が正常に動作するには、2048 MB 以上のメモリが必要です。

5.

6.
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この論理サーバーのストレージ構成を指定します。ブートボリュームの場合は、次のように操作します。
a. プールエントリーの選択メニューで、使用するプールエントリーを選択します。

b. ストレージ割り当てセクションでエントリーを確認してプールエントリーの挿入をクリックします。
c. 次へをクリックします。
この論理サーバーのネットワーク構成を指定します。

論理サーバーの使用

a. ネットワークの追加をクリックします。
2 つのネットワークポートが追加されます。次の 2 つのネットワークを追加します。
•
•

管理
実務

該当するすべてのネットワークを追加して冗長接続を確立することをおすすめします。
注記: まず、管理ネットワークを指定し（デプロイメント用）、PXE ブートを有効にします。

7.

b. メニューから実務ネットワーク用の適切なネットワーク名を選び、説明を加えます。
c. ネットワークの追加をクリックして、管理ネットワークについて同じ操作を行います。
d. 次へをクリックします。
新しい論理サーバーサマリーを確認します。
a. 間違いがあれば訂正します。
b. 終了をクリックします。
注記: アクティブ化の実行中、ストレージの実装中に以前作成したストレージプールエントリー
が使用されます。ストレージプールエントリーでストレージボリュームの提供およびゾーニン
グを行っていない場合は、使用開始をクリックする前に実行してください。Storage
Provisioning Manager は、ストレージのプレゼンテーションおよび Brocade SAN 環境でのゾー
ニングの自動化に使用できます。HPE Storage Provisioning Manager を備えた Matrix OE は、オ
ンデマンドプロビジョニングをサポートしているため、事前プロビジョニングストレージおよび
事前ゾーニングストレージは不要です。

8.

論理サーバーが正しく作成されたことを確認して、使用開始： 論理サーバーのターゲットホストへの割
り当てをクリックします。
a. この論理サーバーに適合するブレードを選択します。
b. この時点で OS をプロビジョニングする準備が整っていない場合を除き、VM あるいは Virtual
Connect が実装されているサーバーの電源オンは有効にしたままにします。
c. アクティブ化をクリックします。
9. 確認をクリックして、アクティブ化を開始します。
10. 論理サーバーにデプロイする OS を選択します。アクティブ化の実行中に、ブレードが構成され、電源が
入ります。
a. 論理サーバーのアクティブ化ジョブのステータスを監視します。アクティブ化が完了したら、Telnet
または SSH を使用してブレード iLO を開きます。
b. ブレードが EFI シェルから起動し、ユーザー入力を待ちます。
c. lanboot コマンドを使用して、Ignite-UX が存在するネットワークを指定します。
d. クライアントが Ignite-UX に接続したら、インストールする HP-UX のバージョンを指定し、インスト
ールを実行します。

論理サーバーの使用
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注記: まれにですが、iLO の電源がリセットされた後で、Virtual Connect が OA から有効なサーバー
シリアル番号を読み込めない場合があります。ブレードを取り付けなおしたり、e-fuse をリセット
したり、プライマリ AC 電源をリセットしたりすると、iLO 電源がリセットされます。iLO の電源
は、通常のサーバーブレードの電源投入イベント中はリセットされません。このエラーが発生する
と、VCM はサーバーシリアル番号に対して INVALIDDATA00 を表示します。これにより、Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションと Matrix OE および論理サーバー管理が、影響を受ける
ブレードに論理サーバーをデプロイする機能に影響することがあります。
訂正処置：
a. VCEM を使用して、影響を受ける Virtual Connect ドメインをメンテナンスモードに入れます。
b. VCM を使用して、VCM をリセットします。
c. VCEM を使用して、影響を受ける Virtual Connect ドメインをメンテナンスモードから出します。
VCM をリセットした後では、iLO の電源が再びリセットされない限り、影響を受けるブレード
の問題は再発しないはずです。
11. この段階で、Virtual Connect 論理サーバーの作成およびアクティブ化の確認は完了です。オプションで、
新しい論理サーバーの管理(159 ページ)に示されているタスクを実行して、この論理サーバーを完全に管
理できます。
12. ユーザー独自のテストを実行し（必要な場合）、完了したら、この論理サーバーを非アクティブ化して、
削除します。ツール > Matrix OE ビジュアル化 > ツール > 論理サーバー > 使用停止...の順に進み、ツー
ル > 削除 > 論理サーバーの削除...の順に進みます。
13. このテストで使用したストレージプールエントリーは、必要に応じて、維持することも任意のタイミング
で削除することもできます。

オペレーティングシステム構成の終了
各 OS およびハイパーバイザーには、独自のインストールおよび設定要件があります。必ず、必要な手順を完
了し、ネットワーク上でハイパーバイザーにアクセスでき、ハイパーバイザーが稼動していることを確認しま
す。必要に応じて、ホスト名を更新します。
ヒント: 論理サーバーのホスト名を作成するときは、そのホスト上のオペレーティングシステムまたは
アプリケーションに関連付けられた名前を選択します。大文字と小文字が混在すると問題があるため、
すべて小文字を使用することをおすすめします。Windows では、ホスト名がドメインに追加されるとき
に大文字に変換され、ホスト名に記号や区切り文字は使用できません。また、ホスト名にアンダースコ
アを使用できません。例：winpayroll

ハイパーバイザー以外のオペレーティングシステム（Windows および Linux）
以前に作成した Insight Control サーバープロビジョニングジョブの OS ビルドプランのような展開ソリュー
ションを介して OS をデプロイする場合は、Hewlett Packard Enterprise マネジメントエージェントがインス
トールされ、ファイアウォールが無効になるため、追加の設定は必要ありません。
Windows または Linux を実行する ProLiant Gen8 以降のサーバーに Agentless Management Service をイン
ストールしたい場合は、最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Systems Insight
Manager > Agentless Management Service の順に選択します。
OS のデプロイメントに Insight Control サーバープロビジョニングを使用しない場合（CloudSystem Matrix の
インストールでは推奨されません）は、OS のデプロイメント完了後、ファイアウォールが無効になっている
ことと Hewlett Packard Enterprise マネジメントエージェントがインストールされていることを確認してか
ら次の手順に進んでください。

Microsoft Hyper-V
次のチェックリストを使用して、ご使用の環境の設定要件を判定します。
•
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Microsoft フェイルオーバークラスターの一部として仮想マシンホストをセットアップする。
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•

Microsoft Hyper-V の Quick Migration 機能を使用するには、VM ホストは Microsoft フェイルオーバークラ
スターの一部でなければなりません。また、VM は高可用性に設定されている必要があります。このため、
クォーラムディスクの提供、仮想ネットワークの設定など、MSCS の設定を完了しておく必要があります。
Hyper-V 機能を再び有効にしてホスト設定を完了する。
sysprep に基づく何らかのメカニズムを使用してデプロイされた Hyper-V ホストの場合は、次のように入
力して Hyper-V 機能を再度有効にすることでホスト設定を完了する必要があります。

•

◦ bcdedit /set {current} hypervisorlaunchtype auto
◦ sc config vds start=auto
◦ net start vds
ホストの FQDN を追加する。
Hyper-V ホストをサーバーコアインストールオプションを使用して（グラフィカルユーザーインターフェ
イスなしで）インストールした場合、次の各コマンドを使用してホストの FQDN を明示的に追加しなけれ
ばならないことがあります。
◦
◦

•

netdom computername hostname /Add:hostname.mydomain.com.
netdom computername hostname /MakePrimary:hostname.mydomain.com

ここで、hostname には実際の Hyper-V ホストの名前、mydomain.com には構成済みのドメインを使用し
てください。新しいプライマリ名を有効にするには、サーバーを再起動する必要があります。これらのコ
マンドについて詳しくは、Rename a Domain Controller Using Netdom（https://
technet.microsoft.com/en-us/library/cc816601(WS.10).aspx を参照してください。
リカバリオプション用のクラスター VM ホストを展開する。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで仮想サーバーグループに対して修復可能オプション
を使用する場合は、Hyper-V VM ホストを Windows クラスターにデプロイする必要があります。
重要:
Windows Server 2008 では、NIC チーミングのために NCU を Hyper-V とともに使用する場合は、NCU
と Hyper-V のインストールの順序が重要です。まず、Hyper-V 役割をインストールして、次に、HP NCU
をインストールしてください。
よく見られる間違いは、OS と SPP（NCU が含まれています）をデプロイした後に Hyper-V 役割を追加
することです。これにより、サーバー上のネットワークスタックが不安定になります。
Hyper-V サーバーが不適切に構築されている場合、信頼できる唯一の修正方法は、OS スタック全体を
正しい方法で再インストールすることです。
この方法は、Windows Server 2012 または Windows Server 2016 には適用されません。

VMware ESXi/vSphere
VMware の論理サーバーを使用するシステムでは、次の留意事項が適用されます。
•
•

VMware ESXi/vSphere ホストでは、VM データストアストレージをここで提供および設定する必要があり
ます。
VMware 社から直接入手した ESXi/vSphere ソフトウェア上で実行される VMware ホストには、ESXi サー
バー用の ESXi Offline Bundle をインストールする必要があります。
このバンドルには、最新の CIM プロバイダーが含まれます。これらのプロバイダーは、次の情報を含む、
数多くの重要なシステムパラメーターを収集します。
◦
◦

Smart Array Provider - Smart アレイコントローラー、外付けストレージエンクロージャー、内蔵ドラ
イブケージ、データおよびスペアドライブ、論理ボリューム情報。
Networking Providers - Ethernet ポート、統計情報、ポートリンクステータス、IP アドレス、MAC ア
ドレス。
ESXi/vSphere システムの最新のプロバイダーを、http://www.hpe.com/info/Proliant-VMWare
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からダウンロードして、インストール手順を書き留めます。Compatibility Chart の「Hewlett Packard
Enterprise management agents for VMware ESXi/vSphere」の項を参照して、適切なバンドルバージョ
ン番号を確認してください。
各 ESXi ホストのリモートコンソールに接続して、正しい名前と IP アドレスが表示されることを確認すると
便利です。このチェックリストを使用して、VMware ESXi ホストに必要なすべての作業を完了したことを確
認します。
•

VMware ESXi ホストを vCenter に接続する。

•

VMware ESXi ホストを vCenter サーバーに関連付け、Insight Management による管理を可能とする接続
を作成する必要があります。
管理ネットワーク用に設定された仮想ネットワークを追加する。

•

実務ネットワーク用の VM スイッチ（仮想ネットワーク）に加えて、管理ネットワーク用に設定された仮
想ネットワークを追加する必要があります。このネットワークは、以前の Virtual Connect 構成で使用した
ネットワークと同じネットワークです。このネットワークは、入力された名前を基にしてネットワークを
識別する Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを介してプロビジョニングされる VM で必
要です。このため、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがネットワークを同じネットワー
クとして認識するには、仮想ネットワーク名を Virtual Connect ネットワークの名前と一致させる必要があ
ります（ただし、名前が異なる場合でも、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、実際に
は同一の複数のネットワークを提供して、引き続き機能します）。
ホストの時刻ソースが CMS との同期を維持していることを確認する。
すべてのハイパーバイザーホストは、適切なタイムソースを持ち、CMS との適切な同期を維持する必要が
あります。たとえば、VMware ESXi または Hyper-V の各サーバーは、一連の NTP タイムサーバーを指定
できます。NTP プロトコルでは、少なくとも 3 つの異なる NTP サーバーの使用が推奨されています。

• （オプション）各 VM ゲストとそのホストの同期を取る。
VMware Tools の仮想マシンのプロパティの詳細設定で各 VM ゲストの時間をそのホストの時間に合わせ
ることができます。
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•

リカバリオプション用のクラスター仮想マシンホスト。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで仮想サーバーグループに対して修復可能オプション
を使用する場合は、リカバリオプション用のクラスター VM ホストが使用できる必要があり、クラスター
化設定で Enable HA オプションを有効にする必要があります。
修復可能オプションの使用方法について詳しくは、「ProLiant 仮想マシンを含むテンプレートの作成」を
参照してください。

ProLiant 仮想マシン論理サーバーの作成
作成した VM ホスト上に新しい VM 論理サーバーを作成する場合は、まず、新しい論理サーバーの管理の手順
に従い、新しい VM ホストの管理作業を完了してから次に進んでください。
単一の VM 論理サーバーの作成
単一の VM 論理サーバーを作成するには、次の手順に従います。
手順
1. HP SIM で、ツール > Matrix OE ビジュアル化...の順に選択して、ビジュアル化タブを表示します。
2. ツール > 論理サーバー > 更新…の順に選択して、Matrix OE ビジュアル化と最新の VM オペレーションと
の同期が取れていることを確認します。
3. Insight Control 仮想マシン管理（VMM）チェックボックスを選択して、更新をクリックします。
4. VM ホストを含む、エンクロージャーと VC ドメインを表示できることを確認します。
注記: 構成ファイルがハードディスクのデフォルト位置\ProgramData\Microsoft\Windows
\Hyper-V にある Hyper-V VM は、Matrix OE ビジュアル化と論理サーバー管理でサポートされてい
ません。VM の構成ファイルがこの位置にある場合、VM ゲストを論理サーバーとしてインポートで
きません。

ProLiant 仮想マシン論理サーバーの作成
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VM 論理サーバーのインポート
ゲストを含む VM ハイパーバイザーがすでにある場合は、新規作成ではなく、インポート機能を使用します。
1. 稼動中の VM ゲストを選択します。
2. Matrix OE ビジュアル化のウィンドウで、ツール > 論理サーバー > インポートの順に選択します。

3. インポートをクリックします。
4. 論理サーバーが正常に作成されたことを確認して完了をクリックします。
既存の VM のない論理サーバーの作成
まだ作成されていない VM で論理サーバーを作成するには、以下の手順を実行します。
1. Matrix OE ビジュアル化で、作成 > 論理サーバーの順に選択します。
2. 次の操作を行い、論理サーバーの識別情報を指定します。
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a. 論理サーバー名ボックスで、論理サーバーの名前を入力し、論理サーバーの説明ボックスに説明を入力
します。
ヒント: ポータビリティグループで一意の短くてわかりやすい文字列を使用します。 説明フィー
ルドには、さらに情報を表示できます。論理サーバーの名前には、小文字を使用し最後に_ls を付
けることを強くおすすめします。ホスト名と同じかまたは同じになる予定の論理サーバー名は使
用しないでください。この名前は、DNS によって解決可能であってはなりません。例：
BatchHostmktg01_ls
DNS によって名前が解決されるのを望まない場合は、ほとんどの DNS サーバーがアンダースコ
アを解決しないため、名前の中にアンダースコア（_）を使用するとよいでしょう。ただし、IETF
規格では、ホスト名にアンダースコアを使用しません。
b. ポータビリティグループリストで、クラスタイプとして ESXi や Hyper-V などハイパーバイザーを含む
グループを選択します。
c. 論理サーバーのアーキテクチャーリストで ProLiant を選択します。
d. ご使用の環境に合わせて、OS を選択します。
e. OS のバリエーションを選択します。
f. 管理対象リソース名に値を入力します。
ヒント: VM の名前を選択します。このフィールドで、意味のある命名規則を確立することをおす
すめします。ユーザーがここに名前を入力しない場合、Matrix OE ビジュアル化と論理サーバー管
理のツールが論理サーバーの名前に基づき自動的に名前を作成します。実際にネットワーク上に
配置するまで、DNS によって解決できる名前を使用しないでください（解決できない名前の例：
Med_Exchange）。
g.（オプション）VM のバージョンを入力します。
• Hyper-V の場合、バージョンは Generation 1 および Generation 2 です。
• ESX の場合、バージョンは 4、7、8、9、10、および 11 です。
h. 次へをクリックします。
3. この論理サーバーのコンピューティングリソースを指定します。
CPU とメモリの最小要件がない場合は、デフォルトをそのまま採用できます。
4. この論理サーバーに対して次のいずれかのストレージ構成を指定します。ハイパーバイザーからファイル
ベースストレージまたは Raw LUN を使用する物理ストレージと VM。
ハイパーバイザーからのファイルベースストレージの場合：

論理サーバーの使用
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a. ストレージタイプの選択リストで、ファイル（VM）ストレージエントリーを選択します。
b. ストレージエントリーの作成をクリックします。
c. ストレージエントリーの作成ページで、ストレージの追加をクリックします。

d. ストレージサイズボックスで、ご使用の OS に適切なストレージサイズを入力して、保存をクリックし
ます。
ストレージボリュームの下に新しいストレージエントリーが表示されます。
e. データストアを選択します。
•
•

ESXi の場合、データストアは、通常、SAN ベースのデータストアです。VMware vMotion 機能の使
用を予定している場合は、LOCAL データストアは選択しないでください。
Microsoft Hyper-V では、ストレージの選択は、VM がクラスターに含まれるかどうかに左右されま
す。クラスターの場合は、各 VM が独自の MSCS 対応 SAN ベースストレージを備える必要があり
ます。クラスターでない場合、VM は、1 つの SAN ベースストアを共有できます。
注記: 複数のデータストアがサポートされていますが、異なるデータストアに異なるディスク
を勝手に配置するのではなく、実施可能であればディスクを結合することをおすすめします。

f. 次へをクリックして、下の手順 4 に進みます。
Raw LUN を使用する物理ストレージと VM の場合：
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a. SPM を使用しない場合、または SAN カタログストレージエントリーの場合、ストレージタイプの選択
フィールドで、SAN ストレージエントリーを選択します。
注記: SPM は、 Integrity、ESXi、または Hyper-V 仮想マシン（RDM またはパススルーディスク）
で使用する Raw LUN を手動で作成する場合に使用できます。ストレージプールエントリーは、手
動で作成するか、サービステンプレートディスクの情報に基づいて Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションで自動生成できるようにすることができます。このシナリオで SPM を使
用できるようになりましたが（SAN カタログストレージエントリー）、必要がなければ、引き続
きストレージプールエントリーを手動で作成し、ストレージを手動でプロビジョニングできます。
b. 以前にストレージプールで SAN ストレージエントリーを作成している場合（SPM を使用しない SAN
ストレージエントリー、または SPM を使用する SAN カタログストレージエントリー）は、以下の手順
に従ってください。
I.
II.

プールエントリーの選択ドロップダウンで、ストレージプールエントリーを選択します。
プールエントリーの挿入をクリックします。

III.

次へをクリックして、手順 5「この論理サーバーのネットワーク構成を指定します」に進みます。
以前に SAN ストレージエントリーを作成していない場合（SPM を使用しない SAN ストレージ
エントリー、または SPM を使用する SAN カタログストレージエントリー）は、以下の手順に
従ってください。
i.

VM ベースの論理サーバーの物理ストレージを定義する前に、まず LUN を作成して VM
をアクティブにする予定の VM ホストに提供します。SPM のオンデマンドプロビジョニ
ングを使用する場合、論理サーバーを手動で作成するには、ストレージプールエントリー
を作成する必要があります。
ヒント: LUN が正しく作成され VM ホストに提供されていることを確認するには、
vCenter など、ベンダーの管理ユーティリティを起動し、VM ホストで使用できる
ストレージ LUN を確認します。ホストが LUN を認識できない場合、その LUN は
VM 自体でも使用できません。

ii.
iii.

ストレージエントリーの作成をクリックします。
ストレージエントリー名を調整し、必要に応じて、ストレージエントリーの説明を入力し
ます。

論理サーバーの使用
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iv.

v.

vi.

（オプション）ここで定義するストレージエントリーをストレージプールに保存する場合
は、ストレージエントリーをプールに挿入チェックボックスを選択します。
この操作により、この論理サーバーを使い終えたときに、他の論理サーバーでこのストレ
ージエントリーを使用できます。
ポートの追加をクリックします。
ファブリックが定義されていることがあります。使用したい FC ネットワークを表すフ
ァブリックがある場合は、それを選択できます。そうでない場合は、未割り当てのままに
しておくことができます。
すべてのボリュームに冗長性を組み込む場合は、この論理サーバーのすべてのストレージ
ボリュームに対して冗長を使用するチェックボックスを選択します。
注記: ボリュームに対して冗長パスを使用することを指定する予定の場合は、ポー
トを 2 つ追加する必要があります。

vii.

ボリュームの追加をクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルにボリュームを
追加します。
•
•

特定のボリュームに冗長性を組み込む場合は、そのボリュームの横の冗長性チェック
ボックスを選択します。
ブートリストから値を選択します。

•
•
•

ボリュームがブートボリュームの場合は、はいを選択します。データボリュームの場
合は、いいえを選択します。指定するストレージボリュームが 1 つだけの場合、その
ボリュームはブートボリュームでなければなりません。指定するストレージボリュー
ムが複数の場合、ブートボリュームにできるボリュームは 1 つだけです。デフォルト
では、最初に追加されるボリュームの場合ははい、2 回目以降に追加されるボリュー
ムの場合はいいえです。
ストレージボリュームのサイズ（GB）を入力します
ストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
該当する RDM アクセスとして、PHYSICAL または VIRTUAL を選択します。
これにより、ESXi ハイパーバイザーが VM による RDM ボリュームへのアクセスを許
可する方法が制御されます。詳しくは、VMware のドキュメントを参照してください。
注記: RDM アクセスオプションは、Hyper-V ベースの物理（ディスクパススル
ー）ストレージでは使用できません。

•

viii.
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このストレージボリュームに対して冗長を選択した場合は、プライマリおよびセカン
ダリブートパスのアレイコントローラーポート番号を割り当てます。
• 各ストレージボリュームのサーバー WWN に対応するストレージポート WWN と
LUN 識別子を追加します。この情報は、VMware vCenter、P6000 Command View ソ
フトウェア、3PAR 管理コンソール、3PAR StorServe 管理コンソール、またはストレ
ージ管理者から入手できます。
各 VM ホストで、該当するサーバー WWN を選択します。物理ボリュームに接続できる
HBA に関連付けられた WWN を使用してください。この情報は、VMware の vCenter な
ど、ベンダーの管理ユーティリティで発見できます。

ix.
保存をクリックします。
c. データストアを選択します。物理ストレージ（Raw LUN にアクセスできる VM）を使用する場合は、
SAN ベースのデータストアを指定する必要があります。そうしないと、VM の移動を正しく行えませ
ん。
d. 次へをクリックして次の手順（手順 5）へ進みます
5. この論理サーバーのネットワーク構成を指定します。
a. ネットワークの追加をクリックし、2 つのネットワーク（実務ネットワークと管理ネットワーク）を追
加します。
該当するすべてのネットワークを追加して冗長接続を確立することをおすすめします。必ず、まず管理
ネットワークを指定し（デプロイメント用）、PXE ブート用に有効にしてください（Gen8 以降のサー
バーで Intelligent Provisioning と PXE なしのブートを使用する場合を除く）。
b. メニューから実務ネットワーク用の適切なネットワーク名を選び、説明を加えます。
c. Hyper-V VM の場合は、ネットワークごとに、静的または動的な MAC アドレスを選択します。
d. ネットワークの追加をクリックして、管理ネットワークについて同じ操作を行います。
e. 次へをクリックします。
6. 新しい論理サーバーサマリーを確認します。
a. 問題があれば訂正します。
b. 終了をクリックします。
7. 論理サーバーが正しく作成されたことを確認するために、ツール > 論理サーバー > 使用開始をクリック
し、論理サーバーを選択します。使用開始：論理サーバーのターゲットホストへの割り当て画面が表示さ
れます。

論理サーバーの使用
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a. この論理サーバーに適合するホストを選択します。この時点で OS をプロビジョニングする準備が整
っていない場合を除き、VM あるいは Virtual Connect が実装されているサーバーの電源オンは有効に
したままにします。
b. アクティブ化をクリックします。
8. 確認をクリックして、アクティブ化を開始します。
9. 論理サーバーにデプロイする OS を選択します。アクティブ化の実行中に、VM が構成され、電源が入りま
す。
a. 電源投入時にメディアを VM に提供することを予定している場合は、次に進む前に仮想コンソールに接
続するかまたは VM ゲストのプロパティを変更して仮想メディアアクセスをセットアップします。
b. VM のデプロイに Insight Control サーバープロビジョニングを選択している場合は、論理サーバーのア
クティブ化ジョブのステータスを監視します。アクティブ化が完了すると、サーバーページの Insight
Control サーバープロビジョニングコンソールに、新しい VM が VMware–<シリアル番号> という名前
で表示されます。次の手順を実行します。
I.
II.
III.
IV.
V.

サーバーを選択します。
アクションメニューから OS ビルドプランの実行を選択します。
OS ビルドプランの OS ビルドプランの実行ページで追加をクリックします。
ジョブのための OS ビルドプランの選択ダイアログで、目的の OS ビルドプランを選択してから、
追加をクリックして、そのダイアログを閉じて受け入れます。
OK をクリックして OS インストールを開始します。
作成済みのすべての論理サーバーに赤色の矢印インジケーターが表示されることを確認します。

仮想マシンゲストの最終手順
手順
1.（オプション）VM ゲストでホスト名を設定します。
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ヒント: 論理サーバーのホスト名を作成するときは、そのホスト上の OS またはアプリケーションに
関連付けられた名前を選択します。大文字と小文字が混在すると問題があるため、すべて小文字を使
用することをおすすめします。Windows では、ホスト名がドメインに追加されるときに大文字に変
換され、ホスト名に記号や区切り文字は使用できません。また、ホスト名にアンダースコアを使用で
きません。例：winpayroll
2. ESXi VM ゲストでは、ゲスト内部に VMware Tools をインストールして設定します。ゲストにエージェン
トを追加する必要はありません。
Windows ゲストでは、VMware Tools のインストールは完全に自動化されています。一方、Linux ゲストで
は、最終の設定スクリプトを実行する必要があります。VMware のコミュニティで、VMware Tools for
Linux Guests という資料を探してください。
3. VMware Tools が正しくインストールされ稼動していることを確認するには、VMware Virtual Infrastructure
Client を Virtual Center サーバーに接続してゲストを選択します。
ゲストのサマリタブを表示して、VMware Tools のステータスを記述する 3 つの行を探します。3 つの行に
すべて情報が記載され、ステータスが OK になっているはずです。

vPar または VM 論理サーバーの作成
Integrity VM ゲストでアクティブ化する仮想論理サーバーを作成するには、以下の手順を実行します。そのよ
うな仮想論理サーバーが正常に作成されることにより、基礎となる仮想マシンインフラストラクチャの有効性
を確認し、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる自動プロビジョニングの実行時に問題が
発生するリスクを削減することができます。
OS のインストール中に HP-UX vPars and Integrity VM ゲストキットをインストールしなかった場合は、OS
のインストール後に必ずインストールしてください。
前の項で作成したいずれかの VM ホスト上に新しい VM 論理サーバーを作成することをプランニングします。
単一の vPars または VM 論理サーバーを作成するには、以下の手順に従ってください。
手順
1. HP SIM で、ツール > Matrix OE ビジュアル化...の順に選択して、ビジュアル化タブを表示します。
2. ビジュアル化タブで、ツール > 論理サーバー > 更新…の順に選択して、Matrix OE ビジュアル化と最新の
VM オペレーションとの同期が取れていることを確認します。その後、Insight Control 仮想マシン管理
（VMM）チェックボックスを選択してください。
3. VSPs を含む、エンクロージャーと Virtual Connect ドメインを表示できることを確認します。

vPar または VM 論理サーバーの作成
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ゲストを含む VSP がすでに用意されている場合は、作成機能ではなくインポート機能を使用できます。
1.
2.
3.
4.

稼動中のゲスト（vPar または VM）を選択します。
ビジュアル化タブで、ツールメニューを選択します。
論理サーバー > インポートの順に選択します。
論理サーバーが正常に作成されたことを確認します。
インポート機能を使用しなかった場合は、ビジュアル化タブで、作成 > 論理サーバーメニューを選択しま
す。

ゲストに VSP がない場合は、以下の手順を実行してください。
1. 次の操作を行い、論理サーバーの識別情報を指定します。

a. 論理サーバー名と論理サーバーの説明に値を入力します。
論理サーバーの名前の最後に_ls または-ls を付けることをおすすめします。ホスト名と同じかまた
は同じになる予定の論理サーバー名は使用しないでください。
注記: インストールされるすべてのシステムについて、小文字のホスト名を使用することを強くお
すすめします。
b. ポータビリティグループをハイパーバイザーに設定します。論理サーバーのアーキテクチャーフィー
ルドと論理サーバーのオペレーティングシステムフィールドは、それぞれ、
「Integrity」と「HP-UX」に
自動的に設定されます。
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c. 必要に応じて仮想マシンのタイプを Integrity VM または Integrity vPar に設定します。
d. 管理対象リソース名に値を入力します。このフィールドで、意味のある命名規則を確立することをおす
すめします。ユーザーがここに名前を入力しない場合、論理サーバーのマネジメントツールが論理サー
バーの名前に基づき自動的に名前を作成します。
e. 次へをクリックします。
2. この論理サーバーのコンピューティングリソースを指定します。CPU とメモリの最小要件がない場合は、
デフォルトをそのまま採用できます。
注記: HP-UX OS が正常に動作するには、2048 MB 以上のメモリが必要です。
3. この論理サーバーのストレージ構成を指定します。

注記: HP-UX vPars and Integrity VM 仮想論理サーバーは、それぞれのホストによって SLVM VG と
して提供されるデータストアだけにアクセスできるため、プールエントリーの選択ドロップダウンメ
ニューはグレー表示になります。ストレージタイプの選択リストにはファイル（VM）ストレージエ
ントリーが表示されますが、効率的なストレージは共有 LVM ボリュームグループの設定で定義した
SLVM VG に含まれる論理ボリューム（ファイルではない）です。
a. ストレージエントリーの作成をクリックして、1 つ以上のストレージエントリーを作成します。この手
順で入力する情報（名前、サイズ）は、共有 LVM ボリュームグループの設定で定義した SLVM ボリュ
ームグループで論理ボリュームを作成するために使用されます。論理サーバーをアクティブにするに
は、1 つ以上のエントリーが必要です。
b. 自動的に設定されたストレージエントリー名を保持または変更します。説明を入力してください。
c. ストレージの追加をクリックします。
d. ストレージエントリーのサイズを調整します。
e. 保存をクリックします。
f. 画面下部の Integrity VM 固有オプションボックス内にある Integrity VM データストアの選択ドロップ
ダウンメニューで、データストアを選択します。このリストには、以前に、共有 LVM ボリュームグル
ープの設定(81 ページ)で作成され、HP-UX vPars and Integrity VM デバイス管理データベースに追加さ
れた SLVM VG が含まれます。
g. 次へをクリックします。
4. この論理サーバーのネットワーク構成を指定します。

論理サーバーの使用
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注記: ホスト仮想スイッチと VC は、2 つのプラットフォーム間の一貫性のためと管理をしやすくす
るために、同じネットワーク名を使用する必要があります。物理ネットワークと仮想ネットワークの
名前が同じである場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはネットワークの属性を
一度定義して単一のプールを使用することができます。テンプレートで VM と物理マシンを接続す
る場合は、それが動作するように一貫性のあるネットワークを定義する必要があります。
a. ネットワークの追加をクリックします。2 つのネットワークポートが追加されます。
•
•

実務
管理
該当するすべてのネットワークを追加して冗長接続を確立することをおすすめします。
注記: まず、管理ネットワークを指定し（デプロイメント用）、PXE ブートへの対応を有効にし
ます。

b. メニューから実務ネットワーク用の適切なネットワーク名を選び、説明を加えます。
c. Direct I/O ネットワークが必要な場合、Direct I/O の下にある「はい」を選択します。
Direct I/O ネットワークは、ブートネットワークとして機能することはできません。また、PXE を有効
にはできません。
d. ネットワークの追加をクリックして、管理ネットワークについて同じ操作を行います。
e. 次へをクリックします。
5. 新しい論理サーバーサマリーを確認します。
a. 問題があれば訂正します。
b. 終了をクリックします。
6. 論理サーバーが正しく作成されたことを確認するために、使用開始をクリックします。使用開始：論理サ
ーバーのターゲットホストへの割り当て画面が表示されます。
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a. この論理サーバーに適合するホストを選択します。
b. この時点で OS をプロビジョニングする準備が整っていない場合を除き、VM あるいは Virtual
Connect が実装されているサーバーの電源オンは有効にしたままにします。
c. アクティブ化をクリックします。
7. 確認をクリックして、アクティブ化を開始します。
8. 論理サーバーにデプロイする OS を選択します。アクティブ化の実行中に、VM が構成され、電源が入りま
す。
a. 論理サーバーのアクティブ化ジョブのステータスを監視します。アクティブ化が完了すると、Ignite-UX
server: /var/opt/Ignite/clients/の下に新しい VM が論理サーバー名とともに表示されます。
b. 新しい VM がアクティブにされる VSP に進みます。
c. hpvmstatus コマンドを使用して、ゲストが作成されているかどうか確認します。
d. hpvmconsole コマンドを使用して、ゲストの iLO に進みます。
e. コンソールにログインすると、ゲストはユーザー入力を待ちます。

f. 適切な入力を行い、インストールを続行します。

新しい論理サーバーの管理
作成した論理サーバーを管理するには、以下の手順を実行してください。
手順
1. 新しい検出タスクを定義し、IP アドレスまたはホスト名で新しい論理サーバーを検出します。論理サーバ
ーの正引き参照と逆引き参照を含む DNS の設定をおすすめします。
この検出操作の前に、ESXi ホストを vCenter に接続する必要があります。vCenter が新しいサーバーの場
合、vCenter サーバーを検出して HP SIM で新しい vCenter の設定値を指定する必要があります。検出タス
クの作成方法については、検出および認証情報の設定を参照してください。
2. Matrix OE ビジュアル化で、ビジュアル化タブからツール > 論理サーバー > 更新…を使用して論理サーバ
ー HP SIM ノードを更新します。この更新は、1 時間ごとに自動で実行されます。

新しい論理サーバーの管理
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注記: 新しい論理サーバーがハイパーバイザー（ESXi、Hyper-V、VSP など）である場合は、Insight
Control 仮想マシン管理も更新してください。

3. HPE Insight Managed System Setup Wizard を使用して、Insight Management でシステムを管理できるよ
うに設定します。管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用 を参照
してください。新しい管理対象システム用に、次の機能を選択します。
•
•
•

Matrix Operating Environment
Insight Control 電力管理
Insight Control 仮想マシン管理（新しい管理対象システムが VM ホストまたは VM ゲストである場合の
み）
注記: Insight Managed System Setup Wizard を使用してシステムをベアメタルサーバーブレードとし
て設定した場合（論理サーバーとして設定され OS がデプロイされる前の状態）は、最初の Insight
Managed System Setup Wizard セッションで選択した機能が保存されます。機能を展開して、該当する
機能がすべてマークされていることを確認してください。
2 回目の Insight Managed System Setup Wizard セッションでは、最初のセッションで選択した機能によ
っては、他の多くのターゲットが依存ターゲットとして導入される可能性があります。ただし、問題は
ありません。特別なシステム構成は行われません。

論理サーバーの削除と管理解除
ほとんどの状況において、論理サーバーを取り除くための適切な操作は削除です。「削除」は、ご使用の論理
サーバーストレージがストレージプールからストレージプールエントリーとして個別に管理されている場合
に使用する適切な操作であり、論理サーバーの作成と削除、およびサーバーのストレージの作成と再利用の機
能を活用するために推奨される方法です。
もう 1 つの方法として、基礎となるリソースを「削除」とは異なる方法で処理する必要がある場合に、論理サ
ーバーを管理解除できます。論理サーバーがインポートされた場合や、VCEM によって作成されるサーバー
または仮想マシンを、それらの稼動後に論理サーバー管理フレームワークに組み込んだり、フレームワークか
ら削除したりする場合に、「管理解除」は適切な操作です。
「削除」操作では、サーバーが削除され、リソースが返されるのに対して、
「管理解除」では、サーバーが論理
サーバーとしてのみ削除され、基礎となるサーバーおよびリソースはそのまま残されます。詳しくは、以下の
表を参照してください。

160

論理サーバーの削除と管理解除

表 6: 論理サーバーの削除と管理解除の比較
論理サーバーの削除

論理サーバーの管理解除

論理サーバー

管理データベースから削除されま
す。

管理データベースから削除されま
す。

VC プロファイルまたは物理論理
サーバー

削除されます。WWN と MAC は、 論理サーバーがアクティブ化され
未使用プールに返されます。
ている場合は削除されず、プロファ
イルはその WWN と MAC アドレ
スを使用しつづけます。論理サー
バーがまだ一度もアクティブ化さ
れていない場合は、プロファイルが
作成されていない可能性がありま
す。

物理サーバーまたは VM

コンピューティング環境から削除
されます。

変更または削除されません。稼動
中の場合は、稼動を続けます。

ストレージプールエントリー

手動で作成したストレージプール
エントリーは、論理サーバーから切
り離されサーバープールに戻され
て再利用できるようになります。
自動生成されたストレージプール
エントリーは、論理サーバーの削除
の際に削除されます。ストレージ
プールエントリーの内容は消去さ
れません。ディスクの消去につい
ては、「Clean-me-」論理サーバー
をクリーンアップする手動プロセ
ス（物理）を参照してください。

稼動中のサーバーのプロファイル
によって依然として使用されてい
るストレージプールエントリー
WWN は、そのプロファイルととも
に残されます。ストレージプール
エントリーは「操作不能」としてマ
ークされ、準備完了チェックボック
スがグレー表示になります。この
状態では、ストレージプールエント
リーを新しい論理サーバーに割り
当てることができません。

Virtual Connect 論理サーバーを持
つサーバーでは、論理サーバーが、
ストレージプールに挿入されてい
ないストレージエントリーによっ
て作成されたものである場合、論理
サーバーを削除すると、手動で再生
する必要のある孤立したストレー
ジになります。この問題を回避す
るには、論理サーバーのストレージ
定義を変更し、論理サーバーを削除
する前にストレージエントリーを
プールに挿入を選択してください。

表は続く

論理サーバーの使用
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管理

推奨事項

論理サーバーの削除

論理サーバーの管理解除

割り当て済みのすべてのサーバー
リソース（WWN や MAC アドレス
などの固有の論理サーバー識別子
を含む）が放棄されます。将来、こ
の論理サーバーの正確な識別情報
を復元することはできません。

物理サーバーまたは VM は、HPE
SIM を使用して管理しつづけるこ
とができますが、論理サーバーとし
て管理することはできなくなりま
す。

まず、削除する論理サーバーのデー
タをバックアップまたはアーカイ
ブすることをおすすめします。行
わない場合は、論理サーバーを削除
すると、バックアップまたはアーカ
イブしていないすべてのデータが
失われます。

後に、ツール > 論理サーバー > イ
ンポート...メニュー項目を使用し
て、物理サーバーまたは VM をイン
ポートできます。これにより、物理
サーバーまたは VM の論理サーバ
ーとしての管理を再度有効にする
ことができます。
ほとんどの場合、論理サーバーを管
理解除することは適切ではありま
せん。インポートされた論理サー
バーについて、それらを論理サーバ
ーとして管理しない場合に、サーバ
ーを稼動させたままにしたいとき
は、「管理解除」を使用できます。

必ず、「Clean-me-」論理サーバー
を削除してください。
「Clean-me-」
論理サーバーの手動クリーンアッ
プの実行については、
「Clean-me-」
論理サーバーをクリーンアップす
る手動プロセス（物理）を参照して
ください。

「Clean-me-」論理サーバーをクリーンアップする手動プロセス（物理）
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション物理サーバー配備が失敗するか、サービス削除リクエスト
が失敗した場合、サーバーブレードはインフラストラクチャオーケストレーションのメンテナンスプールに移
され、Matrix Operating Environment 論理サーバーの名前はプレフィックス「Clean-me-」を使用して変更さ
れます。サーバープロファイルとブートディスクはそのまま確保されるため、管理者は、このサーバーブレー
ドをユーザープールに戻す前に、失敗の原因を確認し必要なメンテナンスを行うことができます。
今後のプロビジョニングリクエストに備えて、ブートディスクからオペレーティングシステムを完全に消去
し、ストレージからブレードを切り離し、ブレードをインフラストラクチャオーケストレーションサーバープ
ールに戻すには、手動クリーンアッププロセスを実行する必要があります。この場合は、まず、Clean-me 論
理サーバーを削除（管理解除ではない）しなければなりません。
手動クリーンアップを実行するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.
5.

サーバーブレードの電源を入れ、F9 キーを押します。
システムデフォルトオプション > 設定の復元/起動ディスクの消去を選択します。
サーバーブレードを再起動して、もう一度、F9 キーを押します。
NIC を 1 番目のブートデバイスとして選択します。
サーバーブレードの電源が切断されていることを確認します。必要に応じて、サーバーブレードの電源を
手動で切ります。
6. Insight Control サーバープロビジョニングから、サーバーブレードを削除します。Insight Control サーバー
プロビジョニングアプライアンスのサーバーページで、サーバーを選択してアクション > 削除を選択しま
す。
7. この項の最終クリーンアップの手順に進んでください。
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Ignite-UX の場合：
1. サーバーブレードの電源を入れてオペレーティングシステムをブートできるようにします。
2. GUI から HP SIM 検出を実行するか、コマンドプロンプトから次の mxnode コマンドを使用します。
mxnode -a <target IP or DNS name> -w
mxnode コマンドを使用するには、プロビジョニングされたサーバーの root ログインを HP SIM のグロー
バル認証に入力します（オプション > セキュリティ > 認証情報 > グローバル認証）。
3. GUI またはコマンドライン mxagentconfig -a -n <target IO or DNS name> -u root -p
<password> を使用して、HP SIM エージェントをサーバーに展開します。ここで、<IP>は新しく作成す
る HP SIM ノードの IP アドレス、<password>は新しく作成する HP SIM ノードの root パスワードです。
4. CMS から、Windows のコマンドプロンプトに以下のコマンドを入力して mxtool の Ignite Erase
Disks を実行します。
mxexec –t “Ignite Erase Disks” –n <IP> ここで、<IP>は消去中のサーバーの IP アドレスです。
5. クリーンアップが完了したら、手順 2 で mxnode コマンドを使用した場合は、オプション > セキュリテ
ィ > 認証情報 > グローバル認証を使用して、グローバル認証情報を削除します。
6. 以下の最終クリーンアップに進んでください。
HP Server Automation の場合：
1.
2.
3.
4.

サーバーブレードの電源を入れます。
F9 キーを押し、システムデフォルトオプション > 設定の復元/起動ディスクの消去を選択します。
再起動し、再度 F9 キーを押します。次に、NIC を 1 番目のブートデバイスとして選択します。
上記の手順を完了したら、サーバーブレードの電源が切れていることを確認します。場合によっては、ユ
ーザーが手動でブレードサーバーの電源を切る必要があります。
5. サーバーブレードが、サーバーリストに存在する可能性があり、その場合は名前またはその MAC アドレ
スで識別できます（MAC アドレスを表示するには、ハードウェアまたはネットワークビューに切り替えま
す）。
リストから、サーバーブレードを手動で削除してください。
6. この項の最終クリーンアップの手順に進んでください。
最終クリーンアップ
どの場合も、使用中のデプロイメントサーバーで上記の手順を完了した後、以下の手順を実行してストレージ
プールエントリーを今後のプロビジョニングリクエストで選択できるようにします。
1. 関連付けられた Matrix Operating Environment 論理サーバーを非アクティブにします（アクティブの場合）
（Matrix Operating Environment メニューを使用して、ツール > 論理サーバー > 使用停止を選択）。
2. 関連付けられた Matrix Operating Environment 論理サーバーが非アクティブになったら、論理サーバーを
削除します（Matrix Operating Environment メニューを使用して、削除 > 論理サーバーの削除を選択）。
論理サーバーの削除ウィンドウで、「はい」と入力して、この操作を進めます。
注記:
論理サーバーの管理解除オプションは選択しないでください。このオプションを選択すると、論理サ
ーバーのストレージプールエントリーが変更され、提供またはゾーニングとは関係なく新しい WWN
が含まれるようになります。誤って論理サーバーの管理解除オプションを選択した場合は、HP
Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド（http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs の手順に従って、ストレージプールエントリー、FC ゾーン、お
よびディスクアレイの提供を設定してください。
3. VCEM で、プロビジョニングに失敗したサーバーブレードに関連付けられている VC プロファイルが適切
に削除されているかどうか確認します。プロファイルが存在する場合、プロビジョニングに失敗したサー
バーブレードに関連付けられている VC プロファイルの割り当てを解除し VCEM から削除します。
4. サーバーブレードをインフラストラクチャオーケストレーションメンテナンスプールから取り出します。

論理サーバーの使用
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a. インフラストラクチャオーケストレーションコンソール（HPE SIM からアクセス）で、元のサーバー
ブレードプールを選択して、プール修正をクリックします。
b. インフラストラクチャオーケストレーションのメンテナンスプールから失敗したサーバーを取り出し、
自身のサーバーブレードプールに戻してからプールを保存します。

「Clean-me-」論理サーバーをクリーンアップする手動プロセス（仮想）
VM をデプロイする場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは VM がプロビジョニングされ
る場所にディレクトリ構造を作成します。作成されるディレクトリは、次のパターンに従います。<VMFS ボ
リューム>\<サービス名>\<VM 名>。このフォルダーには、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダー
とファイルが含まれます。
VM 論理サーバーを完全に削除するには、このフォルダーとそのすべての内容を削除する必要があります。
ESXi/vSphere の場合：
手順
1. Matrix OE ビジュアル化で、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。
2. 論理サーバー画面で、論理サーバーが存在しないことを確認します。論理サーバーが存在する場合は、削
除 > 論理サーバーの削除の順に選択して論理サーバーを削除します。
3. vCenter クライアントを使用して、ESXi サーバーデータストアを参照します。
4. VM が存在する場合は、VM を削除します。
5. ESXi サーバーのデータストアを参照します。
6. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削除します。
Hyper-V の場合：
1. Matrix OE ビジュアル化で、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。
2. 論理サーバー画面で、論理サーバーが存在しないことを確認します。論理サーバーが存在する場合は、削
除 > 論理サーバーの削除の順に選択して論理サーバーを削除します。
3. Hyper-V ハイパーバイザーに接続します。
4. Hyper-V Manager から VM を削除します。
5. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削除します。
VM のプロビジョニングに、HP SA デプロイメントが使用されている場合：
1.
2.
3.
4.
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上記の手順に従い、ESXi VM や Hyper-V VM を削除します。
SA コアサーバーに接続します。
SA デバイスリスト（All Managed Servers）から、VM を選択します。
非アクティブ化と削除を実行します。

「Clean-me-」論理サーバーをクリーンアップする手動プロセス（仮想）

Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンの設定
この章の設定は、連携 CMS 環境のプライマリ CMS にのみ適用されます（仮想マシン管理テンプレートを除
く）。これらのテンプレートは、Hyper-V ホストを管理する CMS で設定する必要があります。ストレージプ
ールは、連携 CMS 環境のすべての CMS において設定済みである必要があります。

準備
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを設定する前に、次のチェックリストを確認してくださ
い。
•

•

•
•

この章でブレードの物理的な展開に対しカスタマイズする前に、「Insight Control サーバープロビジョニ
ング」の記述に従って、Insight Control サーバープロビジョニングソフトウェアを構成する必要がありま
す。
ProLiant 管理対象システムの場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Microsoft
Sysprep ツールを使用して、デプロイされた Windows システムのカスタマイズを有効にします。カスタマ
イズには、ホスト名の変更、最初の起動時の Windows ライセンスキーの適用、IP アドレスの設定などが
あります。Sysprep の問題および Matrix 環境での設定については、HP Matrix Operating Environment リリ
ースノート（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。Microsoft sysprep 機能に
ついて詳しくは、Microsoft 社の Web サイト http://support.microsoft.com/kb/928386/ を参照してくださ
い。
HP-UX 管理対象システムの場合は、
「Ignite-UX サーバーとしてのシステムの設定」の説明に従って、IgniteUX サーバーを自動デプロイメント用に必ずセットアップしてください。
Virtual Connect ドメイングループ（VCDG）を作成し、VMware vCenter と Microsoft System Center Virtual
Machine Manager の設定値で SIM を設定したことを確認してください。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでサポートされる 3 つの役割に使用するユーザー名を
使用できるようにします。あるいは、3 つのユーザー名（たとえば、IOAdmin、IOArchitect、IOUser）を
提案し、以下の項でそれらのユーザー名を使用します。

通知およびプロパティの設定
インストール後、HPE Operations Orchestration のシステムプロパティがすべて正しく設定されていることを
確認します。インストール時にこれらのプロパティが設定された場合、正しい値が指定されます。
この項の説明に従い、最初にソフトウェアをインストールするときには指定できない電子メールアドレスなど
の通知設定を指定します。システムプロパティ、ならびに電子メール、SMTP サーバー、およびアカウントに
ついての通知設定は、OO（Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの一部としてインストールさ
れます）内部で管理されます。
手順
1. OO を起動するには、スタート > すべてのプログラム > Hewlett-Packard > Operations Orchestration >
Operations Orchestration Studio の順に選択します。ログインプロンプトが表示されます。
2. 次の認証情報を使用して、OO 管理者アカウントにログオンします。
a. ユーザー名：admin
b. パスワード：Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのインストール中に指定した Insight
Management サービスアカウントのパスワード
注記: Insight Management サービスアカウントのパスワードを後で変更した場合、Operations
Orchestration には反映されません。
3. 左側のタブにある Content Management メニューにアクセスします。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定
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4. Content Management ページがロードされたら、最上部のタブにある Configuration Items メニューにア
クセスします。
5. Configuration Items ページがロードされたら、Configuration、System Properties の順に展開します。
表示されているシステムプロパティのいずれかをクリックします。これにより、選択したシステムプロパ
ティの詳細が表示されます。HpioCmsIP プロパティが、CMS の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
（FQDN）に設定されていることを確認します。IP アドレスまたは FQDN が設定されていない場合や正し
く設定されていない場合は、HpioCmsIP プロパティを選択し、編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックし
て、正しい IP アドレスまたは FQDN を入力します。保存ボタンをクリックします。

6.（オプション）電子メールアドレスの設定 HPE Insight Management のインストール処理の中で、すべての
電子メールメッセージについて送信元と送信先の電子メールアドレスフィールドに 1 つ以上の電子メール
アドレスを指定できます。HPE Operations Orchestration のシステムプロパティ画面には、インフラスト
ラクチャオーケストレーション（Hpio*Sender および Hpio*Recipients）によって送信される電子メールの
全種類が表示されます。それぞれを設定して、別のアドレスに届くように設定できます。複数のアドレス
を指定する場合は、セミコロン（;）をアドレスの区切り記号として使用します。
注記: 最後にはセミコロンを使用しません。たとえば、電子メールアドレスを 1 つだけ設定する場合
は、email@address.com と指定します。複数のアドレスを設定する場合は、
email1@address.com;email2@address.com と指定します

仮想マシンプロビジョニングのためのシステム構成
Microsoft Windows sysprep の構成
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、sysprep に依存して Microsoft Windows VM システム
のカスタマイズを可能にします。カスタマイズには、ホスト名の変更、最初の起動時の Windows ライセンス
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キーの適用、IP アドレスの設定などがあります。Windows システムのデプロイを自動化し、Windows ライセ
ンスキーを自動で適用できるようにするには、sysprep.inf ファイルを編集する必要があります。この編集
により、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは手動対話せずに新しい Windows システムをプ
ロビジョニングできます。この編集を行わないと、たとえば、新しくプロビジョニングされるシステムが最初
の起動時に停止して、キーの入力を待つ場合があります。

Microsoft sysprep ファイルの作成
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者は、新しい sysprep.inf ファイルを作成し、サ
ンプルファイルを基に sysprep ファイルを編集して、Windows ライセンスキーなど、Windows VM のカスタ
マイズ項目を追加指定できます。その後、対応する Windows VM での Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションテンプレートの作成中にこれらのファイルを使用できます。
手順
1. Microsoft Windows バージョン用に 1 つの sysprep ファイルを作成し、ご使用の環境によっては必要に応
じて他の sysprep ファイルを作成する必要があります。サンプル sysprep.inf ファイルは次の位置にあ
ります。C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\sysprep
\sysprep_sample.inf
注記: sysprep_sample.inf ファイルは、削除したり名前を変更したりしないでください。
• sysprep_sample.inf を sysprep_w2k3_32bit.inf にコピーします。
• sysprep_sample.inf を sysprep_w2k3_64bit.inf にコピーします。
• sysprep_sample.inf を sysprep_w2k8.inf にコピーします。
• sysprep_sample.inf を sysprep_w2k8r2.inf にコピーします。
2. プロダクトキーおよびファイル内のカスタマイズが必要な他の項目を編集します。
3. 新しい VM を Windows ドメインに参加させるには、以下の手順に従ってください。
a. 暗号化したドメイン管理者の認証情報を sysprep.inf ファイルに追加します。 sysprep.inf ファ
イルに認証情報が記述されていない場合は、ネットワークの編集ダイアログボックスで、なしまたはワ
ークグループを選択します。この場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは自動的に
新しい VM を Windows ドメインに参加させます。
b. 認証情報が sysprep.inf ファイルで指定されていない場合、デプロイメントが完了した後で、ドメイ
ン管理者は手動でシステムをドメインに参加させることができます。
注記: Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Windows VM デプロイメントに対して
sysprep.inf の使用のみをサポートします。
注記: Matrix 7.5 Update 1 では、組織ごとの sysprep ファイルのサポートが追加されます。これにより、
共通のサービステンプレートをさまざまな組織で使用して、組織ごとに別々の sysprep ファイルを使用
できるようになります。詳しくは、HP Matrix Operating Environment 7.5 Update 1 リリースノートを参
照してください。

Microsoft Sysprep ツールのインストール
ご使用の環境によっては、sysprep ファイルを異なる位置に配置する必要があります。sysprep ファイルを格
納する位置を決定するには、以下の表を参照してください。

Microsoft sysprep ファイルの作成

167

表 7: sysprep ツールのインストール
カスタマイズを有効にするシステム

操作

VMware vCenter 5.x

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

vCenter Server が Windows Server 2008 以降に
インストールされており、Windows 2003（または
それ以前）のゲストをプロビジョニングする場合
は、sysprep ツールを C:\ProgramData\VMware
\VMware VirtualCenter\sysprep\<OS>に
インストールしてください。
注記: C:\ProgramData は、隠しフォルダ
ーになっている場合があります。

•

VCenter Server が他の Windows オペレーティン
グシステムにインストールされている場合は、
sysprep ツールを
C:\Documents and Settings\All Users
\Application Data\VMware\VMware
VirtualCenter\sysprep\<OS>にインストー
ルしてください。

ここで、<OS>は、Windows ゲストオペレーティング
システムです。有効な値は、svr2003 および
svr2003-64 です。
注記:
次のゲストをプロビジョニングする場合は、
sysprep ツールをインストールする必要はあり
ません。
•
•
Microsoft Hyper-V（Windows 2003 VM ゲスト）

Windows 2008 以降の VM ゲスト
Linux の VM ゲスト

Microsoft sysprep ツールを CMS の C:\Program
Files\HP\Insight Control virtual
machine management\sysprep\2003 フォルダ
ーにインストールします。

Microsoft Hyper-V（Windows 2008、Windows 2012、 Windows 2008 VM ゲストをプロビジョニングする場
および Windows 2016 VM ゲストのみ）
合、変更は必要ありません。

Windows sysprep ユーティリティのインストール
「ESXi/vSphere VM テンプレート」の説明に従って VM 用の VMware テンプレートを作成する前に、以下の
手順を実行する必要があります。
手順
1. Virtual Center サーバーの UI にログオンします。
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Virtual Center をインストールすると、「allusers」プロファイル内に sysprep コンポーネントを入れる必
要があるディレクトリが作成されます。すべての sysprep バイナリを、Server 2003 VM をクローンする
ための svr2003（Windows 2003 64 ビットの場合は svr2003-64）フォルダーにコピーする必要があり
ます。
2. Windows 2003 iso 1 仮想 DVD をマウントします。
3. \support\tools ディレクトリを開きます。
4. deploy.cab の内容を、Microsoft Sysprep ツールのインストールに示したインストール位置にコピーし
ます。.cab ファイルをコピーするのでなく、必ず.cab からファイルを抽出してください。次の画面に、
生成されるディレクトリを示します。

VM ゲスト用のストレージプロビジョニングからのハイパーバイザーローカルスト
レージとシステムドライブの除外
VM ゲストの場合、そのホストにのみローカルなストレージを使用するのではなく、共有ストレージを使用す
るのが最善です。これにより、VM ゲストを別の VM ホストに移動する際、効率的に移動できます。また、別
のベストプラクティスとして、VM 用のバッキングストレージをハイパーバイザーシステムファイルを含む任
意のストレージとは別のドライブ上に分離することをお勧めします。これによって、より優れたパフォーマン
スを実現でき、ハイパーバイザーで必要な I/O 帯域幅が不足するリスクが低下します。
VM のプロビジョニングに使用するデバイスについて、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサ
ービスを設定することができます。設定しない場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、
ハイパーバイザーホスト上のすべてのボリュームを、VM のプロビジョニングの対象にします。ハイパーバイ
ザーのローカルストレージ、システムドライブ、またはその両方で VM を作成しないようにするには、以下の
手順を実行してローカルストレージが除外されていることを確認する必要があります。
手順
1.
2.

CMS にログオンして、hpio.properties ファイルを変更します。
ファイル C:<install_path>\Matrix infrastructure orchestration\conf
\hpio.properties を編集します。デフォルトのインストールパスを選択した場合は、C:\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties ファイルを編集
します。
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3.

4.
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hpio.properties ファイルで、次のセクションを見つけます。
########################## VOLUMES TO EXCLUDE ##########################
# A semicolon separated list of volumes to be excluded from the list
possible
# for allocation. They can be either VMware or HyperV style volumes:
# e.g. /vmfs/volumes/privateStorage; /vmfs/volumes/NotHere
# or C:;Y:;Z:
# An entry may contain one or more "*" characters which represent a wildcard
# and will match any character.
# comparison are case-insensitive.
# For example, if you had two volumes with Ids of "/vmfs/volumes/storage1"
and
# "/vmfs/volumes/storage2" - you could exclude them both with an entry of
# "/vmfs/volumes/storage*".
# Note:
# This exclusion list applies to all hosts. So any host that is found to
have
# a volume that matches an entry on the exclusion list - the volume will be
# removed and not reported as available to that host.
volume.exclusion.list =
Hyper-V VM ホストでストレージを除外するには、除外するドライブの文字を
volume.exclusion.list プロパティに追加します。例：

5.

volume.exclusion.list = C:;Y:;Z:
VMware VM ホストでストレージを除外するには、除外するデータストアのパスを
volume.exclusion.list プロパティに追加します。例：

6.

volume.exclusion.list =/vmfs/volumes/Storage*
VM ホストを対象に除外が可能なディスク名のリストを調べます。SIM で対象になる VM ホストのシス
テムステータスページにアクセスして、ディスクパーティションをクリックしてリストを展開します。次
のスクリーンショットでは、この操作の例を示します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定

7.

volume.exclusion.list プロパティをファイルに繰り返し記述することはできません。このため、Hyper-V
ホストと VMware ホストの両方のストレージを除外する場合など、複数のドライブを指定する場合は、
ドライブ名をセミコロンで区切ってください。次の例では、最も一般的なデプロイメント構成で HyperV と VMware のシステムドライブを除外しています。
volume.exclusion.list = C:;/vmfs/volumes/Storage*
その他の例を以下に示します。
volume.exclusion.list = C:;Q:;C:\\\\ClusterStorage\\\\Volume1

volume.exclusion.list = /vmfs/volumes/Local*
8. ファイルを保存します。
9. Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを再起動します。
10. Insight Control 仮想マシン管理サービスを再起動します。

物理的なプロビジョニングに対するベアメタルサーバーの構成
手順
1. ターゲットサーバーのサーバー BIOS で Virtual Install Disk（VID）が無効になっていることを確認します。
VID は新しいサーバーではデフォルトで無効になっています。
VID 設定を無効にするには、サーバープロビジョニングを開始する前に、以下の手順に従ってください。
a. サーバーを起動し、F9 キーを押して、ROM ベースセットアップユーティリティ（RBSU）にアクセス
します。
b. アドバンストオプション > アドバンストシステム ROM オプションを選択します。

物理的なプロビジョニングに対するベアメタルサーバーの構成
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c. 仮想インストールディスクを選択し、無効に設定します。
d. RBSU を終了します。
2. FCoE または Boot from SAN、あるいはその両方を使用して NC551i/NC551m with FlexFabric ネットワー
クアダプターを備えるターゲットに展開する場合は、HP 電力プロファイルを最大パフォーマンスに設定し
ます。
a. システム起動時に F9 キーを押して、RBSU に入ります。
b. 電力管理オプションを選択します。
c. HP 電力プロファイルを選択します。
d. 最大パフォーマンスを選択します。
e. 保存して RBSU を終了します。
3. 使用されている ProLiant ブレードがサポートされていることを確認します。
詳しくは、HPE CloudSystem Matrix 互換性チャート（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照
してください。
4. ブレードが最新の SPP で更新されることを確認します。
5. サーバー、エンクロージャー、ネットワークハードウェアなど、使用する予定のすべてのハードウェアが
サポートされていることを確認します。HP Insight Management サポートマトリックス（http://
www.hpe.com/info/insightmanagement/docs）に記載されています。
注記:
•
•

Emulex LPe1205 HBA を備えたターゲットノードへの Windows 2008 の展開の場合、オープンゾー
ニングを設定しないでください。
すべてのドライブを表示するとき、SLES11 SP2 がマルチパス SAN を適切に処理しません。OS が
正常に展開されたが、稼動 OS が起動した後に、マルチパスの重複ドライブが表示されます。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションリソースの
設定
HPIO_Administrators Windows グループのメンバーは、HP SIM 経由で Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションコンソールにログオンできます。次に HPIO_Administrators はリソースをセットアップしてプ
ロビジョニングを許可できます。
注記:
Windows 2012 を実行するサーバーから、Internet Explorer（IE）10 を使用して Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションにアクセスする予定の場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションの各ページを表示するには、Windows のプログラムと機能で「デスクトップエクスペリエンス」
機能をオンにする必要があります。デスクトップエクスペリエンス機能により、Adobe Flash Player が
有効になります。Microsoft Windows Server 2012 R2 は、IE 10 とバンドル版の IE 11 だけをサポートし
ています。ブラウザーの互換性について詳しくは、HPE CloudSystem Matrix 互換性チャートを参照して
ください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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サーバーマネージャーで、管理→役割と機能の追加を選択します。
役割ベースまたは機能ベースのインストールを選択して、次へをクリックします。
サーバープールから該当するサーバーを選択して、次へをクリックします。
次へをクリックして、サーバーの役割の選択ページを省略します。
機能の選択ページで、ユーザーインターフェイスとインフラストラクチャを展開します。
デスクトップエクスペリエンスを選択します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションリソースの設定

7. ポップアップで、機能の追加をクリックします。 次へをクリックして、選択を確認します。ターゲットサ
ーバーの自動再起動を選択します。
8. インストールをクリックします。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールにログオンするには、次の手順に従ってく
ださい。
1. SIM で、ツール→Infrastructure orchestration...の順に選択します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定
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2. ロード中を示す画面が瞬間的に表示された後、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソ
ールが表示されます。
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注記:
リクエストタブを初めて表示する場合、管理者またはユーザーがリクエストを発行し、そのリクエスト
が処理中または完了の状態になるまでリクエストは表示されません。
注記:
テンプレートが Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザー用に表示されるように制
限するには、以下の手順に従ってください。
1. c:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\にある
hpio.properties ファイルを開きます。
2. template.access.restricted 行を「false」から「true」に変更します。
3. ファイルを保存します。
サービスを再起動する必要はありません。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用する前に、Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションコンソールを使用して、サーバープールとネットワークをセットアップし、ユーザー
タブとソフトウェアタブの情報を検証する必要があります。

インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの概要
管理者は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用して、Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションの全体的な動作ならびにそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリソー
スをデプロイ、管理、および監視できます。たとえば、管理者の権限を持つユーザーは、次の操作を行えま
す。
•
•
•
•

完了したリクエストや実行中のリクエストのステータス、進捗状況、および詳細情報の表示
リソースの表示
未決定のリクエストの承認または拒否
プール管理の実行

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールでは、次のタブが表示されます。
ホーム
統計データ、リソースの使用状況、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションタスクへのアクセ
ス用リンクなど、Matrix インフラストラクチャオーケストレーション操作の概要が表示されます。
テンプレート
このタブでは、詳細情報の表示や公開済みのテンプレートからのサービスの作成を実行できます。管理者
およびアーキテクトは、テンプレートを作成、編集、削除することもできます。
リクエスト
サービスのインスタンス化、サービスの削除など、他のタスクを実行しながら、生成されたリクエストを
表示および管理できます。
サービス
サービステンプレートの起動、停止、再開、スタンバイ化、詳細情報の表示、削除を行うことができま
す。
サーバー
リソース名、プールの詳細、サーバーの詳細を含む利用可能なサーバープールが表示されます。サーバー
プールとは、新しいインフラストラクチャサービスを作成するときに表示および利用できるリソースのグ
ループです。また、ここでは、プール内のリソースの最新の利用状況を表示することや、現時点でどのリ
ソースを利用可能かを評価することもできます。

インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの概要
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ストレージ
リソース名、ストレージプールエントリー、LUN 情報を含む Matrix OE ビジュアル化 - ストレージプール
の管理ページの概要が表示されます。この画面から Matrix OE ビジュアル化を起動して、ストレージプー
ルエントリーの作成、更新、または管理を行うことができます。
ユーザー
ユーザーおよびユーザーに割り当てられているツールを表示できます。また、次のセットアップタスクへ
のリンクも用意されています。
•
•
•

Matrix OE 監査メッセージの表示
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーおよびグループの変更
コンソール認証の管理

ネットワーク
使用できるネットワークを表示します。また、このタブからネットワークを設定できます。このタブでの
設定項目は重要であり、サービスインフラストラクチャの作成時に、割り当てについて決定する場合やサ
ーバーを設定する場合に Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコントローラーが使用しま
す。
ソフトウェア
利用可能な Matrix インフラストラクチャオーケストレーションソフトウェアを表示し、ソフトウェアイメ
ージのサイズ、OS とプロセッサーアーキテクチャーの互換性の制約、ノートなどの注釈を追加すること
ができます。
カレンダー
ユーザー、サービス、およびテンプレートの利用情報を、利用方法や競合を図で見ながら検索および表示
できます。カレンダーは、検索コンテキストに関連する内容を表示します。たとえば、あるユーザーを検
索すると、スケジュールタブにはユーザーが所有するサービスが、アベイラビリティタブにはユーザーが
所有するサービスの使用するプールの可用性が、利用率タブにはユーザーが所有するサービスのリソース
利用率がそれぞれ表示されます。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用する前に、Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションコンソールを使用して、サーバープールとネットワークをセットアップし、ユーザータブとソフト
ウェアタブを検証する必要があります。

サーバープールの構成
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサーバープールとは、新しいインフラストラクチャサー
ビスを作成したり、既存のインフラストラクチャサービスへの追加を行ったりするリクエストを発行するのに
使用される、リソースの集合です。最初のリクエストの作成を開始する前に、新しいサーバープールを作成し
てそのプールにユーザーを割り当てる必要があります。Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
の初回起動時には、自動生成されたプールが 2 つ用意されています。
手順
1. 未割当てプールには、Matrix OE によってすでに検出されたすべてのリソースが含まれています。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、HP SIM が識別したリソースを未割当てプールに自
動的に埋め込みます。リソースがプールに割り当てられる前は、構成済みのクラウド容量プールは未割り
当てプールとして表示されます。デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは
15 分ごとの情報を更新します。使用可能なリソースを更新後、リフレッシュをクリックして更新内容を確
認します。

176

サーバープールの構成

注記: Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、VM ホスト、仮想ストレージ、および
仮想ネットワークについてのインベントリに、Insight Control 仮想マシン管理に登録されたハイパー
バイザーホストから収集した情報を格納します。仮想プロビジョニング用のリソースを設定するに
は、1 つ以上のハイパーバイザーホストをインストールして、設定、検出し、仮想マシン管理に登録
する必要があります。事前に VCEM で VCDG が正しく作成されていない場合、物理リソースは使用
できません。
ESXi 容量プールと Cloud 容量プールは、Matrix Operating Environment によって検出された後で、未割当
プールの下でサポートされ、表示されます。
a. サービスプロバイダー管理者ポータルには、Matrix Operating Environment によってすでに検出された
すべてのリソースが含まれています。
b. 組織管理者ポータルには、サービスプロバイダー管理者によって組織に割り当てられたすべてのリソー
スが含まれています。
c. サーバーライセンスの場合、未割当プールにはライセンスが適用されていないサーバーリソースが含ま
れています。検出後、新しく追加されたサーバーは、デフォルトで未割当サーバープールに入ります。
特定のサーバーを任意の他のプールに追加する前に、サーバーにライセンスが適用されていることを確
認してください。
2. メンテナンスプールには、次のようなリソースが含まれます。
a. ハードウェア障害または予定メンテナンスのために、管理者が手動で移動したリソース
b. プロビジョニング中に Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが自動的に移動し、繰り返し
障害が発生するリソース
c. 論理サーバーのアクティブ化が解除された後で解放されたリソース
これらのプールを利用できるのは HPIO_Administrators グループに割り当てられているユーザーだけであり、
インフラストラクチャサービスの作成には使用できません。

重要:
組織への割り当てを行うには、コンピューティングリソースはサービスプロバイダーの未割当プールの
中に存在している必要があり、使用中であってはなりません。
注記: 物理サーバーブレードは、リソースプール内の演算リソースとして表示されます。VM ホストがそ
のサーバーブレードにデプロイされる場合、VM ホストは別の演算リソースとして表示されます。した
がって、VM ホストでもある管理対象サーバーブレードの場合は、サーバーシリアル番号とホスト名に
1 つずつの 2 つのエントリーがあります。
サーバーブレードの詳細には、「Deployed as VM Host <name> at <IP address>」と表示されます。
新しいサーバープールを作成するには、以下の手順に従ってください。
•

サーバータブを選択して、プール作成をクリックします。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定
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•

新しいプール名に、プールを説明する名前を入力します。
ヒント: プール名は、HP SIM 内の他のオブジェクト（ノード）名と競合してはなりません。プール
には、区別するために「_pool」のようなサフィックスを追加して、一意の名前を付けてください。

•

•

プールから演算リソースを選択からプールを選択します。サーバーは任意のプールから選択できますが、
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの初回設定時にリソースを表示するのは未割当てプー
ルだけです。
サーバーを選択するには、左側のリストでサーバーを選択し、>>をクリックします。サーバーが右のリス
トに移動します。
注記: ライセンスが適用されていないサーバーブレードや VM ホストを Unassigned プールから移動
することはできません。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用するためのライ
センスがリソースに適用されるまでは、プールにリソースを移動することはできません。
ヒント: 物理リソースはコンソールのサーバータブのみに表示され、VCEM で Virtual Connect ドメイ
ングループが作成された後で使用可能になります。ご使用の環境に複数の Virtual Connect ドメイン
グループがある場合は、ベストプラクティスとして、サーバープール内のすべてのサーバーが同じ
VCDG に属することを確認してください。

•

プールのリソースを選択したら、保存をクリックします。
サーバータブにプールが表示されます。作成したプールの詳細を表示するには、サーバープールの名前を
クリックします。
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•

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが新しいプールを使用するには、事前にユーザーをプ
ールに割り当てる必要があります。ユーザーを割り当てるには、リストでプールを選択して、ユーザー修
正をクリックします。 プールユーザーの変更ページが表示され、環境内のユーザーのリストが示されま
す。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定
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•

未割り当てユーザーリストでユーザーを選択し、>>をクリックします。プールに割り当てる各ユーザーに
ついて、この手順を繰り返します。保存をクリックします。 サーバーページが再表示されます。
ユーザーがプールに割り当てられていることを確認するには、プールを選択します。割り当てられている
ユーザーのリストが画面の一番下に表示されます。

サーバープールの組織化
サーバーを整理するためのサーバープールが作成されます。この項では、推奨されるサーバープールを説明し
ます。
顧客が管理するプール
各顧客グループが使用する追加プールを作成し、未割当プールからこれらの顧客プールにサーバーを移動し
て、インフラストラクチャオーケストレーションがサーバーを使用してサービスを作成できるようにします。
また、適切なユーザーを追加して、各プールへのアクセスを提供することができます。多くの場合、プールと
顧客グループの比率は 1：1 です。
「使用禁止」プール
プロビジョニングから除外する必要があるサーバーを含んでいる別のプールを作成し、ユーザーがそれらのプ
ールの使用に割り当てられていないことを確認します。デフォルトでは、インフラストラクチャオーケストレ
ーションによって割り当てられていないサーバーは未割当てプールに入り、プロビジョニングの対象になりま
す。サーバーがプロビジョニングに使用してはならない場合は、サーバーを使用禁止プールに移動します。こ
のプールに属する一部のサーバーは、インフラストラクチャオーケストレーションで管理されない VCEM プ
ロファイルを持つ CMS、任意の VDI ホスト、またはブレードです。これらの使用禁止サーバーが多数ある場

180

サーバープールの組織化

合は、複数の使用禁止プールを作成すると、VDI ホストや VCEM で管理のようなわかりやすい分類が可能で
す。
共有オーバーフロープール
顧客間でサーバーリソースを効率的に管理するには、それぞれに割り当てられたプール内のリソースを使い果
たした後ですべての顧客が使用できるオーバーフロープールを作成します。たとえば、開発部門専用の開発プ
ールや財務部門専用の財務プールを作成することができますが、それぞれのプールが空になった後で両方が使
用できる供給プールを作成することもできます。HPE SIM のインフラストラクチャオーケストレーションコ
ンソールとセルフサービスポータルにはサービスの新規作成ダイアログボックスがあり、選択したサーバープ
ールリストで複数のプールを注文することができます。

ストレージプールエントリーの確認
ストレージタブには、サービスプロビジョニングに使用できるストレージプールエントリーのリストおよび
SPM ストレージカタログから使用できる事前プロビジョニングストレージボリュームが含まれます。サービ
スをプロビジョニングする際、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、まず、サービステンプ
レートのニーズを満たす既存のストレージプールエントリーを検索します。適切なストレージが検出されな
くても、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、テンプレートに示されているストレージニー
ズを反映したストレージプールエントリーを自動生成する機能を備えています。Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、ストレージリクエストを HPE Storage Provisioning Manager に発行し、返され
る使用候補からストレージを選択します。SPM から適切な候補が返されず、使用できるストレージプールエ
ントリー候補がない場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはプロビジョニングワークフロ
ーを一時停止し、ストレージを要求する電子メールを送信します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーの確認
ユーザータブには、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの使用を許可されたすべてのユーザー
のリストが表示されます。許可されているはずのユーザーが表示されない場合は、Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションのユーザーグループを参照して、Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンへのアクセス権を与えたいすべてのユーザーが該当するグループのメンバーになっていることを確認しま
す。

ストレージプールエントリーの確認
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このタブで設定変更を行うことはできません。

ネットワークリソースの設定
ネットワークリソースの設定は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールから行いま
す。次の手順を実行します。
手順
1. ネットワークタブをクリックします。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロビジョニングに使用できるのは設定済みのネット
ワークだけです。Matrix OE が、ネットワーク情報を Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
に提供します。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用するネットワークごとに、静的
アドレス範囲を追加する必要があります。
（後で、その非プライマリネットワークを使用してサービステン
プレートを定義するときに IP 割り当てタイプに対するなし/外部を選択してもかまいません）。ご使用の
ネットワークが正しく表示されていない場合は、HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチ
ャオーケストレーションユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してくださ
い。
注記: 仮想ホスト仮想スイッチと VC は、2 つのプラットフォーム間の一貫性のためと管理をしやす
くするために、同じネットワーク名を使用する必要があります。物理ネットワークと仮想ネットワー
クの名前が同じである場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはネットワークの属
性を一度定義して単一のプールを使用することができます。同じサービステンプレートで VM と物
理マシンを接続する場合、ネットワーク定義が一貫性を保つ必要があります。つまり、仮想スイッチ
の名前を Virtual Connect のネットワーク名に対応させます。
2. ネットワークを選択して、ネットワークの編集をクリックします。

3. ネットワークの編集ページで、ネットワークについての情報を追加し、使用できる IP リソースを確認でき
ます。
注記: 設定によっては、一部のフィールドは不要な場合があります。ユーザーインターフェイスに従
って操作してください。

182

ネットワークリソースの設定

ヒント: 表示名フィールドにユーザーにわかりやすいネットワーク名を追加すると便利です。この名
前は、正式なネットワーク名とともに表示されます。

4. DNS タブで、DNS ドメイン（必須）、DNS サーバー、および DNS 検索サフィックス（オプション）を入
力します。

5.（オプション）Windows タブでは、ドメインおよび WINS 情報などの Windows 情報を入力します。ネッ
トワークが HP-UX サーバー専用である場合、この設定は省略できます。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定
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6. ネットワークタブに戻ります。 ネットワークの編集画面の左側のタブ付きエリアに適切な情報を追加し
た後、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが使用する IP 範囲を追加できます。
a. DHCP アドレススペースを追加する場合は、DHCP アドレスエリアの上向き矢印をクリックするか、ま
たは Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで使用できるようにする DHCP アドレスの数
を入力します。

注記: Integrity サーバーのデプロイメントでは、DHCP はサポートされません。 IP 範囲を静的、
自動、または、なし/外部に設定します。
b. 静的アドレススペースを追加する場合は、新規をクリックします。範囲を入力するダイアログボックス
が表示されます。 開始アドレスと終了アドレス（これらも範囲に含まれる）を入力して、OK をクリッ
クします。IP アドレス範囲は、DHCP アドレス範囲に含まれてはなりません。

7. ネットワークのセットアップが完了したら、保存をクリックします。
8. 他のネットワークについて、手順 1～7 を繰り返します。
これで、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでネットワークを使用できるようになります。
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（オプション）Hyper-V VLAN タグ付け用のネットワーク設定
インフラストラクチャオーケストレーションコンソールで以下の手順を実行して、VLAN タグ付けのサポート
を有効にします。
手順
1. インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのネットワークタブを更新し、仮想ネットワーク
を検出します。
2. ネットワークタブで、複数の VLAN ID を伝送する 802.1Q ネットワークを選択し、ネットワークの編集を
クリックします。
3. トランクタブを選択します。
4. トランクチェックボックスを選択し、保存をクリックします。
5. Hyper-V 仮想トランクネットワークによって伝送できる VLAN を定義します。
a. ネットワークタブで、ネットワークの作成またはネットワークの編集をクリックして既存のネットワー
クを編集します。
b. VLAN ID を指定し、該当のタブをクリックして情報を入力してその VLAN ID のネットワークアドレス、
ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイ、MS ドメイン、および WIN サーバーを設定します。
c. 保存 をクリックします。

ソフトウェアリソースの設定
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが VM テンプレート、Insight Control サーバープロビジョ
ニング OS ビルドプラン（OSBP）または Insight Control サーバー配備ジョブフォルダー、および Ignite-UX
デポを認識していることを確認してください。
注記: 設定済みのプロキシサーバーがある場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで
は、ソフトウェアタブにカスタマイズした Insight Control サーバープロビジョニング OSBP または
Insight Control サーバー配備ジョブが表示されません。Insight Control サーバープロビジョニング
OSBP または Insight Control サーバー配備ジョブを表示するには、ローカルアドレスにはプロキシサー
バーを使用しないチェックボックスを選択してください。
手順
1. Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールで、ソフトウェアタブを選択します。

2. Matrix インフラストラクチャオーケストレーション用にカスタマイズした Insight Control サーバープロビ
ジョニング OSBP またはサーバー配備ジョブフォルダー、および仮想マシン管理テンプレート（以前に作
成）が、Ignite デポとともに表示されていることを確認します。
3. ソフトウェアを選択し、その下にメモ、ディスクサイズ、OS タイプ、およびアーキテクチャーを入力しま
す。

（オプション）Hyper-V VLAN タグ付け用のネットワーク設定
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4. 保存をクリックして終了します。
注記: 連携内のプライマリおよびセカンダリ CMS を設定した後で、プライマリ CMS 上の Matrix インフ
ラストラクチャオーケストレーションにセカンダリ CMS リソース（ネットワーク、ソフトウェア、お
よびサーバーとストレージプール）が表示されることを確認します。

マルチテナント機能の設定
マルチテナント機能により、各組織に仮想 Matrix インフラストラクチャオーケストレーションシステムを提
供することで、データセンターリソースは各テナント間で動的かつ安全に共有することができます。Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーションでは、テナントは、組織とも呼ばれます。詳しくは、Multi-tenancy
in Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs）を参照してください。
HP Storage Provisioning Manager を使用すると、各 Matrix 組織でセキュリティグループを定義できます。ま
た、Matrix OE 用に使用されるものと同じ Windows グループに設定されているメンバーシップを備える
Matrix 組織の管理者や組織ユーザーを対象に同等の役割を定義できます。サービスプロバイダーの管理者、ス
トレージ設計者、およびストレージ管理者は、組織ごとに独立したストレージアレイ、独立した複数のストレ
ージプールを備える共有アレイ、ボリュームレベルでの分離など、多様なタイプが提供される共有ストレージ
インフラストラクチャの範囲を決定できます。
以下のホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
•
•

Multi-Tenancy in Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration
Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of the Storage Provisioning
Manager storage catalog with controlled storage operations

組織の作成
インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを使用して、サービスプロバイダー管理者が組織タブ
で組織を作成しないと、組織管理者は、インフラストラクチャオーケストレーションの組織管理者ポータルに
ログインできません。
組織を作成するときに、各組織には固有の名前、および org<9 桁の数字からなる文字列> という形式の固有
の識別子が割り当てられます。組織の識別子は、CMS 上に存在して組織の管理者とユーザーを格納している
ローカルの Windows グループで、名前の一部として使用されます。組織の名前を変更するときも、組織の識
別子は変化しません。
組織を作成するには、以下の手順に従ってください。
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1. インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの組織タブで、作成をクリックします。 組織の作
成ページが表示されます。

2. 組織名に、新しい組織の名前を入力します。
3. 追加をクリックします。
4.（オプション）組織の管理者を追加します。ローカルユーザー、Windows の Active Directory（AD）ユーザ
ー、または Windows の AD グループの名前を入力し、ユーザーの追加またはグループの追加のどちらか適
切なものをクリックします。
5.（オプション）組織のユーザーを追加します。ローカルユーザー、Windows の AD ユーザー、または
Windows の AD グループの名前を入力し、ユーザーの追加またはグループの追加のどちらか適切なものを
クリックします。
6. 閉じるをクリックします。

組織へのユーザーの割り当て
インフラストラクチャオーケストレーションコンソールにより、サービスプロバイダー管理者は、すでに存在
するローカル Windows ユーザーを追加することによって、<組織 ID>_Administrators グループと<組織
ID>_Users グループを設定します。CMS が Windows ドメインの一部である場合は、すでに存在している
Active Directory ユーザーおよびグループを<組織 ID>_Administrators グループと<組織 ID>_Users グループ
に追加することもできます。
HA CMS が新しいノードにフェイルオーバーされる場合、各組織の<組織 ID>_Administrators グループと<組
織 ID>_Users グループは、新しいノード上に自動的に作成されます。現在のアクティブノードに対して有効
でないグループは、削除されます。

組織へのユーザーの割り当て
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注記: サービスプロバイダー管理者が、組織管理者ポータル以外の場所（Windows のローカルユーザー
とグループなど）で<組織 ID>_Administrators グループまたは<組織 ID>_Users グループに変更を加える
場合は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを Systems Insight Manager で実行する必
要があります。そうしない場合は、インフラストラクチャオーケストレーションを再起動すると変更が
失われます。
組織管理者ポータルの外で変更を行ったら、その後で ioexec sync Organizations を実行する
か、...\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf
\hpio.properties ファイルの organization.sync.interval の値に基づいて Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションが自動的に変更を同期化するのを待ちます。この同期化の間隔は、
デフォルトで 600 秒（10 分）です。別の値を設定する場合は、..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties ファイルに次の行を追加します。こ
の例では、新しい間隔は 1200 秒（20 分）です。
organization.sync.interval=1200

組織へのリソースの追加
サービスプロバイダー管理者は、コンピューティングリソースを、インフラストラクチャオーケストレーショ
ンコンソールの組織タブで組織に割り当てます。
新しく作成した組織には、デフォルトでメンテナンスプールと未割当プールが含まれています。組織への割り
当てを行うには、コンピューティングリソースはサービスプロバイダーの未割当プールの中に存在している必
要があり、使用中であってはなりません。組織に割り当てた後は、演算リソースは組織の未割当プールの中に
表示されます。 組織タブで、組織からリソースを削除することもできます。それら削除されたコンピューテ
ィングリソースは、サービスプロバイダーの未割当プールに移動されます。
サービスプロバイダー管理者は、次のものを割り当てたり、割り当てを解除したりすることができます。
•

一連のコンピューティングリソース。ここで、コンピューティングリソースとは、VM ホスト、物理ブレ
ード、ESXi リソースプール、Hyper-V リソースプール、またはクラウドリソースを指します。
複数の組織で単一のコンピューティングリソースを共有することはできません。
サービスプロバイダーおよび組織管理者は、リソースプールを作成することができます。コンピューティ
ングリソースは、使用中でなく、未割当プールの中に存在していれば、組織に割り当てたり、割り当てを
解除したりすることができます。サービスプロバイダー管理者が表示できるのは、組織の未割当プールだ
けです。

•

クラスターのすべてのノードを、サービスプロバイダーレベルで保持するか、同じ組織に割り当てること
をおすすめします。
一連のネットワーク。

•

ネットワークを複数の組織に割り当てることができます。組織間でのネットワークの共有は、インフラス
トラクチャオーケストレーションでは拒否されず、その可不可はサービスプロバイダーポリシーによって
決定されます。サービスプロバイダー管理者は、ネットワークを 1 つまたは複数の組織に割り当てること
ができます。使用中のネットワークは、組織から割り当てを解除することができます。既存のサービスは
影響を受けませんが、組織のユーザーは、そのネットワークを使用してサービスを作成することができな
くなります。サービスプロバイダーポリシーによってネットワーク共有が禁止されている場合は、ネット
ワークを別の組織に割り当てなおす前に、そのネットワークを使用するすべてのサービスを削除する必要
があります。
一連のインフラストラクチャオーケストレーションテンプレート。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートを複数の組織に割り当てることができま
す。

リソースを割り当てたり、割り当てを解除したりするには、以下の手順に従ってください。
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1. インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの組織タブで、組織を選択します。組織名は、右
の組織リストに表示されます。
2. Service Provider リストから、コンピューティングリソース、ネットワーク、またはテンプレートを選択
します。サービスプロバイダーの未割当プールにあり、使用中でない（サービスをサポートしていない）
演算リソースは、移動に使用できます。
3. ツリーを展開して 1 つ以上のリソースを選択し、左の Service Provider リストで 1 つのリソースを選択し
て、右矢印をクリックします。この操作により、選択したリソースが右の組織リストに移動され、そのリ
ソースが組織に割り当てられます。リソースを選択し、左矢印をクリックすると、そのリソースの組織へ
の割り当てが解除されます。

4. 保存 をクリックします。

VLAN 分離のための組織へのネットワークの割り当て
各組織に異なる Matrix インフラストラクチャオーケストレーションネットワークを割り当てると、物理ホス
トまたは仮想ホストのプロビジョニング用に VLAN 分離を実現できます。Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションテンプレートが定義されている場合、特定のネットワークを選択する代わりに属性を使用し
てネットワークを指定できます。属性の 1 つがネットワーク名です。命名規則を使用すると、テンプレートは
その名前の一部によってネットワークを指定することができ、サービスの割り当て中に組織に適したネットワ
ークが割り当てられます。例：
手順
1. インフラストラクチャオーケストレーションのコンソールタブで、VLANsorganization_1_Production およ
び organization_2_Production を、それぞれ organization_1 および organization_2 に割り当てます。
2. インフラストラクチャオーケストレーションのデザイナーで、テンプレートを作成し、次のようにネット
ワークを指定します。
a. ネットワークの設定タブで、必要な属性の指定を選択します。
b. 割当て名のヒント:に「_Production」を指定します。organization_1 用のサービスが作成されると、ネ
ットワークは organization_1_Production に結合されます。organization_2 用のサービスが作成される
と、ネットワークは organization_2_Production に結合されます。

VLAN 分離のための組織へのネットワークの割り当て

189

Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンテンプレートおよびサービスの作成
この章では、インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使用してテンプレートを作成しサービ
スをプロビジョニングする方法について説明します。
注記: この章の設定は、連携 CMS 環境のプライマリ CMS にのみ適用されます。ストレージプールは、
連携 CMS 環境または Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのストレージプールエントリ
ー自動生成機能を使用する環境のすべての CMS において設定済みである必要があります。
注記: Insight Control サーバープロビジョニングが ProLiant 展開ツールであり、CloudSystem Matrix の
後にインストールされた場合、または Insight Control サーバープロビジョニングの情報が CloudSystem
Matrix のインストール中に与えられなかった場合は、Matrix Operating Environment への Insight
Control サーバープロビジョニングアプライアンスの接続の手順を完了します。Insight Control サーバ
ープロビジョニングを CloudSystem Matrix に接続した後、この章の Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーション Designer の使用に進みます。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer の
使用
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使用すると、マルチサーバー、マルチティア
インフラストラクチャをドラッグアンドドロップ式のインターフェイスを用いて計画および設計できます。
このインフラストラクチャには、Virtual Connect を使用する仮想サーバーや c-Class サーバーブレードを含め
ることができます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーは、Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションテンプレートを使用してサービスをプロビジョニングできます。
このガイドで使用する例では、非常に簡単な 2 つのサービス定義を作成します。一方のサービス定義は物理サ
ーバーブレード OS を、もう一方のサービス定義は VM ゲストをデプロイします。
両方の例で、HPIO_Architects または HPIO_Administrators グループのメンバーシップを付与されているアカ
ウントを使用して接続する必要があります。
CMS デスクトップで、Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer アイコンをダブルクリッ
クします。Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer ウィンドウには、次に示す 3 つの主
なフレームがあります。
•
•
•

コンポーネントフレームには、テンプレートの設計で使用する論理オブジェクトのアイコンが表示されま
す。
既存のテンプレートフレームには、使用できるテンプレートのリストが掲載されます。
右側のフレームは、テンプレート作成のためのテンプレート設計領域です。ユーザーはこの領域にコンポ
ーネントをドラッグアンドドロップしてテンプレートを作成します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer の使用について詳しくは、Designer のヘルプシ
ステムを参照してください。

物理 ProLiant サーバーを含むテンプレートの作成
物理サーバーにデプロイするためのサービステンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1.

次のいずれかから Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer に入ります。
•
•
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CMS 上の Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer デスクトップアイコン
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのテンプレートタブを選択し、新規を
クリックします。
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2.

3.
4.

5.

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、サービスの作成時に特定の属性を変更できま
す。サービスを作成したときにサービスをカスタマイズする予定である場合は、カスタマイズ可能チェッ
クボックスを選択します。
物理サーバーグループおよびネットワークコンポーネントのいずれかを作業領域にドラッグします。
ネットワークを物理サーバーグループに接続し、物理ストレージが物理サーバーグループに接続されてい
ることを確認します。

物理サーバーグループから開始して、各コンポーネントを右クリックしその属性を設定します。
a. サーバーグループの構成ウィンドウの構成タブで次の操作を行います。
I.

グループ名を編集します。
ヒント: サーバーグループ名を追加するときは、サービステンプレートで意味のある短い
文字列を使用します。サーバーグループ内のサーバーの名前を示すために、サーバーグル
ープ名の後に番号が追加されます。これらの名前は、Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションの Designer GUI と管理者 GUI のみに表示されます。例：WebServer

II.
III.

サーバータイプが物理になっていることを確認します。
サービスで許可されるサーバー、プロセッサー、およびメモリの最小数と最大数を入力します。
これらの変数は、テンプレートの作成時やサービスのプロビジョニング後に、ここで入力する
範囲内で変更できます。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートおよびサービスの作成
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IV.
V.

プロセッサーアーキテクチャーは、ストレージプールエントリーおよび指定したソフトウェア
OS と一致する必要があります。
（オプション）サーバー、プロセッサー、およびメモリに関連付けられた任意のコストを入力し
ます。

b. ネットワークタブから、サーバーグループのネットワーク属性を設定します。
I.

ホスト名を設定します。ホスト名は、次の 3 つの部分で構成されます。
•
•
•

最初の部分は、このサービステンプレートで定義します。
2 番目の部分は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。
3 番目の部分は、このサーバーグループで作成されるサーバーの数に基づく数字のサフィッ
クスです。
ヒント: そのホスト上のオペレーティングシステムとアプリケーションに関連付けられた
ホスト名を選択します。
「#」を使用して、サービスの作成時にユーザーによって指定され
た文字を挿入する必要がある位置を示します。これにより、同じテンプレートを使用し
て、複数のサービスを作成できます。サービスで作成される各サーバーは、この基本ホス
ト名を使用し、サフィックスとして番号を追加します。このサフィックスの書式を変更す
るには、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロパティファイル C:
\Program Files\HP\infrastructure orchestration\conf
\hpio.properties を変更します。ホスト名には「_」を使用できません。例：
winpayroll#

II.
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ネットワーク接続は、冗長性を要求するように指定することができます。冗長性要求を選択す
ると、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションはアクティブ/パッシブ構成の同じネ
ットワークに NIC を自動的に設定します。Virtual Connect プロファイルは、NIC が複数の代替
Virtual Connect-Ethernet モジュールに分散されるように構築されます。Matrix インフラストラ
クチャオーケストレーションは、冗長ペアのプライマリ NIC だけに自動/静的 IP アドレスを割
り当てます。フェイルオーバー NIC には、IP アドレスの分配または割り当ては行われません。
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サービス XML モデルには、冗長ペアに参加する NIC が記述され、各接続に割り当てられる MAC
アドレスも含みます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、OS レベルの自動
NIC チーミングは行いません。
アクティブ/アクティブ構成を使用する場合は、必ず、リダンダント?フラグを選択解除のまま
にしてください。また、データセンター内の同じアクティブ/アクティブネットワークを表すた
めに、独立した 2 つの Virtual Connect ネットワークを明示的に接続してしてください （リダン
ダント?チェックボックスを選択すると、ネットワーク接続がアクティブ/パッシブ構成で冗長
性を使用することを意味します）。

III.

Matrix インフラストラクチャオーケストレーション環境の構成に合わせて、ネットワークイン
ターフェイスの割当てタイプの値を設定します。
「DHCP」タイプに設定すると、IP アドレスは
DHCP サーバーから取得されます。
「静的」および「自動」タイプに設定すると、ユーザーがネ
ットワークリソース設定で設定した静的 IP アドレスの中から IP アドレスが取得されます。
「な
し/外部」を選択した場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ネットワー
クインターフェイスに IP アドレスを割り当てません。
注記: 「静的」を選択した場合、このテンプレートからのサービスはすべて、IP アドレス
が同じになります。
注記: IP アドレスが必要でない場合（たとえば、アクティブ/アクティブ NIC チーミング
の場合）または Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの外部で管理されてい
る場合は、なし/外部を選択します。各サービスで使用される少なくとも 1 つのネットワ
ークには、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが管理する IP アドレスが
必要です（すべてのネットワークをなし/外部に設定することはできません）。

c. ソフトウェアタブでは、OS および追加ソフトウェアを選択できます。
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注記: Insight Control サーバープロビジョニングを使用するプロビジョニングでは、ソフトウェ
アタブで適切な OS ビルドプランを選択します。

6.

d. OK をクリックして終了します。
SAN ストレージコンポーネントを設定します。
a. ストレージタイプが「FC-SAN」であることを確認します。
b. 必要な属性の指定を選択します。
注記: SPM ストレージテンプレートを作成し、設定したら、ストレージテンプレートの選択を選
択し、適切な SPM ストレージテンプレートを選択します。必ず、1 つの Matrix デフォルトスト
レージテンプレートがあります。SPM ストレージテンプレートの使用について詳しくは、
Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイドおよ
び Faster storage provisioning in an CloudSystem Matrix and Matrix Operating Environment:
use of the Storage Provisioning Manager storage catalog with controlled storage operations ホ
ワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
c. 個々のディスクサイズにディスクサイズを入力します。
d.（オプション）ディスクに関連付けられた任意のコストを入力します。
e. 該当する RAID レベルを選択します。この例では、RAID レベルは「任意」に設定します。
f. ディスクは起動可能チェックボックスを選択します。
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7.

g. ディスクへ冗長 SAN パスの設定は、論理サーバーストレージプールエントリーの設定方法（手動で
作成した場合）、または目的（Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがストレージプール
エントリーを作成する場合）のような環境に必要なものによって決まります。プロビジョニングする
サービスごとに、条件を満たす 1 つ以上のストレージプールエントリーが必要です。これらのストレ
ージプールエントリーは、冗長パスでは完全に設定される場合とされない場合があります。
h. タグフィールドは、ストレージプールエントリー作成の際にユーザーが作成したストレージタグ、ま
たはストレージ管理者が事前プロビジョニングストレージあるいはオンデマンドプロビジョニング可
能なストレージに関して指定したストレージタグ用のフィールドです。このフィールドに入力された
タグによって、最小タグ要件が定義されます。ストレージプールエントリーおよびその他のプロビジ
ョニングストレージには追加のタグを含めることができ、その場合でもこの要件と一致します。スト
レージプールの使用について詳しくは、ストレージプールの使用を参照してください。
i. OK をクリックして終了します。
ネットワークコンポーネントを編集して、作業を完了します。
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8.

a.（オプション）該当するネットワークを選択して、コストを指定します。
b. 選択したネットワークについて詳しくは、すべてのネットワークの詳細表示を選択してください。
c. OK をクリックして終了します。
これらの手順を完了したら、テンプレートの有効性確認ステータスが緑色になっているかどうかに注意し
てください。緑色でない場合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。

9. 公開ボックスを選択して、名前を付けて保存をクリックします。
10. テンプレートに名前を付けて、保存をクリックします。
ヒント: テンプレートセルフサービスポータルに表示されるので、サービスまたはアプリケーショ
ンを記述するわかりやすいテンプレート名を選択してください。また、名前の中に「large」や「tier
1」のようなサービスの一部の特性を示すこともできます。例：Apache_web_server_medium
今後、認証ユーザーはこのテンプレートを使用してデプロイメントを行えます。

Integrity 物理サーバーを含むテンプレートの作成
注記: 既存の Ignite-UX サーバーを使用している場合は、デプロイメントネットワーク上に存在すること
を確認します。
物理サーバーをデプロイするためのサービステンプレートの作成は、VM のための手順とよく似ています。
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1.

infrastructure orchestration designer を起動し、新規をクリックして開始します。

2.

まだない場合は、物理サーバーグループ、物理ストレージ、ネットワークコンポーネントをそれぞれ 1
つ、作業領域にドラッグします。
まだ接続していない場合は、物理サーバーグループを物理ストレージおよびネットワークに接続します。

3.

4.

各コンポーネントをダブルクリックして、物理サーバーグループから順番に属性を設定します。 サーバ
ータイプが「物理」になっていることを確認します。
注記: オプションの Server Health Check ワークフローはデフォルトのインストールに付属せず、後
で Operations Orchestration で作成できます。
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5.

198

サーバーグループのネットワーク属性を設定します。ホスト名フィールドのしくみは仮想サーバーグル
ープの場合と同じです。プレースホルダーとして「#」が使用され、後でサービスリクエストのホスト名
の補完の文字列と入れ替えられます。アクティブ/アクティブ構成を使用する場合は、必ず、リダンダン
ト?フラグを選択解除のままにしてください。また、データセンター内の同じアクティブ/アクティブネッ
トワークを表すために、独立した 2 つの Virtual Connect ネットワークを明示的にケーブル接続してして
ください （リダンダント?チェックボックスを選択すると、ネットワーク接続がアクティブ/パッシブ構
成で冗長性を使用することを意味します）。
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また、ネットワークインターフェイスの割当てタイプを静的または自動に設定します。（「なし/外部」を
選択した場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ネットワークインターフェイスに
IP アドレスを割り当てません）。
注記: Integrity のデプロイメントでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが HPUX OS のデプロイメントに DHCP をサポートしないため、常に自動または静的を選択します。
「静
的」を選択した場合、このテンプレートからのサービスはすべて、IP アドレスが同じになります。
注記: IPv6 は Integrity 物理サーバーでサポートされていないので、Integrity 物理サーバーに対して
IPv6 割当てタイプを「なし/外部」に設定する必要があります。
6.

ソフトウェアタブで、OS および追加ソフトウェアを選択します。
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7.

物理ストレージコンポーネントを設定します。
•
•
•
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ストレージタイプは、「FC-SAN」です。
ディスクは起動可能チェックボックスを選択します。
RAID レベルは指定せずそのままにしておきます（「任意」）。
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8.

ディスクへの冗長 SAN パスの設定は、論理サーバーストレージプールエントリーの設定方法によって
決まります。プロビジョニングするサービスごとに、条件を満たす 1 つ以上のストレージプールエン
トリーが必要です。これらのストレージプールエントリーは、冗長パスでは完全に設定される場合と
されない場合があります。最後のタグフィールドは、ストレージプールエントリーの作成時に作成し
たストレージタグを対象にしています。ストレージプールの使用について詳しくは、ストレージプー
ルの使用を参照してください。このフィールドでは、特定の目的のために作成した特定のストレージ
プールエントリーを選択できます。または、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの自
動生成ストレージプールエントリーを持って、選択をガイドするこれらのストレージタグを使用する
Storage Provisioning Manager を介して実行することができます。
ネットワークコンポーネントを編集して、作業を完了します。
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9.

サービス作成プロセス中にパラメーター（CPU、メモリ、ネットワーク、OS イメージ、ユーザー定義パ
ラメーター）を変更できるようにしたい場合は、カスタマイズ可能ボックスを選択します。
10. 該当するネットワークを選択して、コストを指定します（オプション）。
11. これらの手順を完了したら、有効性確認ステータスが緑色になっているかどうかに注意してください。緑
色でない場合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。
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12. 公開ボックスを選択して、保存をクリックします。今後、認証ユーザーはこのテンプレートを使用してデ
プロイメントを行えます。

ProLiant 仮想マシンを含むテンプレートの作成
仮想サーバーにデプロイするためのサービステンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
1.

次のいずれかから Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer に入ります。
•
•

CMS 上の Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer デスクトップアイコン。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのテンプレートタブを選択し、新規を
クリックします。

ProLiant 仮想マシンを含むテンプレートの作成
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2.

3.

•
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、サービスの作成時に特定の属性を変更できま
す。サービス作成プロセス中にパラメーター（CPU、メモリ、ネットワーク、OS イメージ、ユーザー定
義パラメーター）を変更する場合は、カスタマイズ可能ボックスを選択します。
仮想サーバーグループおよびネットワークコンポーネントをそれぞれ 1 つ、説明が表示されている領域
にドラッグします。
（オプション手順）ストレージボリュームを ESXi または Hyper-V 仮想サーバーグループに直接接続する
場合は、物理ストレージコンポーネントをドラッグします。ストレージボリュームは、ESXi の場合は
Raw デバイスマッピング（RDM）を、Hyper-V の場合はディスクパススルーを使用する VM による Raw
LUN アクセス用に設定されます。
注記: SPM を使用していない場合は、接続した物理ディスクに適したストレージプールエントリー
が使用可能であることを確認してください。Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
は、SPM を使用して、VM（RDM またはディスクパススルーボリューム）による Raw LUN アクセ
スのためのストレージプールエントリーを自動生成できます。
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4.

ネットワーク（およびテンプレートに追加されている場合、物理ストレージ）を仮想サーバーグループに
接続し、仮想ストレージが仮想サーバーグループに接続されていることを確認します。

5.

仮想サーバーグループから開始して、各コンポーネントを右クリックしその属性を設定します。
a. サーバーグループの構成ウィンドウの構成タブで次の操作を行います。
I.

グループ名を編集します。
ヒント: サーバーグループ名を追加するときは、サービステンプレートで意味のある短い
文字列を使用します。サーバーグループ内のサーバーの名前を示すために、サーバーグル
ープ名の後に番号が追加されます。これらの名前は、Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションの Designer GUI と管理者 GUI のみに表示されます。例：WebServer

II.
III.

IV.
V.

サーバータイプが「仮想」になっていることを確認します。
サービスで許可されるサーバー、プロセッサー、およびメモリの最小数と最大数を入力します。
これらの変数は、サービスの作成時でもサービスのプロビジョニング後でも、ここで入力する
範囲内で変更できます。
クラスタータイプおよびサブタイプ（該当する場合）を指定します。
必要に応じて、高可用性を選択します。 高可用性が選択されている場合、Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションは仮想論理サーバーを HA クラスター内にある VM ホストにデ
プロイします。クラスター化された VM ホストが使用できない場合、サービスは作成されませ
ん。このチェックボックスが選択されていない状態でも、ターゲットサーバープール内で HA
VM ホスト/クラスターしか利用できない場合は、非 HA の VM が HA VM ホストに割り当てられ
ます。
注記: デプロイされた VM は HA 構成の VM ホストに配置されますが、Hyper-V で HA と
してマーキング/設定されることはありません。

VI.

（オプション）サーバー、プロセッサー、およびメモリに関連付けられたコストを追加します。
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205

b. ネットワークタブで、サーバーグループのネットワーク属性を設定します。
I.

ホスト名を設定します。VM ホスト名は、次の 3 つの部分で構成されます。
•
•
•

最初の部分は、このサービステンプレートで定義します。
2 番目の部分は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。
3 番目の部分は、このサーバーグループで作成されるサーバーの数に基づく数字のサフィッ
クスです。
ヒント: そのホスト上のオペレーティングシステムとアプリケーションに関連付けられた
ホスト名を選択します。
「#」を使用して、サービスの作成時にユーザーによって指定され
た文字を挿入する必要がある位置を示します。これにより、同じテンプレートを使用し
て、複数のサービスを作成できます。サービスで作成される各サーバーは、この基本ホス
ト名を使用し、サフィックスとして番号を追加します。このサフィックスの書式を変更す
るには、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロパティファイル C:
\Program Files\HP\infrastructure orchestration\conf
\hpio.properties を変更します。
ホスト名には「_」を使用できません。 例：winpayroll#

II.

III.
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ネットワーク接続は、冗長性を要求するように指定することができます。冗長性要求を選択す
ると、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは NIC を自動的に同じネットワーク
に設定します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション環境の構成に合わせて、ネットワークイン
ターフェイスの割当てタイプの値を設定します。 DHCP タイプに設定すると、IP アドレスは
DHCP サーバーから取得されます。静的および自動タイプに設定すると、ユーザーがネットワ
ークリソース設定で設定した静的 IP アドレスの中から IP アドレスが取得されます。静的を選
択した場合、このテンプレートからのサービスはすべて、IP アドレスが同じになります。 な
し/外部を選択した場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ネットワーク
インターフェイスに IP アドレスを割り当てません。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートおよびサービスの作成

注記: IP アドレスが必要でない場合（たとえば、アクティブ/アクティブ NIC チーミング
の場合）または Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの外部で管理されてい
る場合は、なし/外部を選択します。各サービスで使用される少なくとも 1 つのネットワ
ークには、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが管理する IP アドレスが
必要です（すべてのネットワークをなし/外部に設定することはできません）。

c. ソフトウェアタブで、使用する適切なテンプレートを選択します。ここまでで説明した手順を使用し
て作成された VM テンプレートだけがリストに表示されます。
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207

Windows テンプレートを選択する場合は、Sysprep ファイルも選択できます。変更ボタンをクリック
すると、すべての Sysprep ファイルを表示できます。これらのファイルは、<IO のインストール先デ
ィレクトリ>/conf/sysprep ディレクトリまたは組織のディレクトリに置くことができます。

6.

d. OK をクリックします。
仮想ストレージの属性を設定します。
a. ストレージタイプは「仮想」になります。
b. ディスクサイズは、選択したソフトウェアテンプレートによって決まります。
c.（オプション）GB あたりのコストを更新し、名前にディスク名を追加します。
d. ソフトウェアを起動可能にする必要があることを示す、ディスクは起動可能チェックボックスを選択
します。
e. 複数の VM が同じディスクを使用する場合は、ディスクはサーバー全体で共有チェックボックスを選
択します。
f. プロビジョニングタイプで未指定を選択します。
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g. ストレージボリューム名は、すべてのディスクで設定できるオプションの機能です。ストレージボリ
ューム名は、仮想サーバーグループに接続されるすべての仮想ディスクで使用します。VM ホストス
トレージボリュームの名前は、カンマ区切りで入力してください。プロビジョニングの際に、Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションは、一致する名前を持つストレージボリュームから VM
ホストに仮想ストレージを割り当てます。
注記: データディスクにストレージボリューム名が指定されていない場合、データディスクはブ
ートディスクと同じストレージボリュームに割り当てられます。

h. VM テンプレートディスクの詳細を参照するには、VM テンプレートディスクタブをクリックします。
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i. （オプション）追加されている場合、物理ストレージの属性を設定します。
注記: Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが物理ディスクを使用できる前に、物
理ディスク（LUN）をハイパーバイザーホストに提供し、ストレージプールエントリーを作成す
る必要があります。これは手動で行うことができます。または、Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションは、事前プロビジョニングまたはオンデマンドプロビジョニングされたスト
レージを使用して SPM によってストレージプールエントリーを自動生成し、入力することがで
きます。
注記: IO サービスが修復可能な場合、追加する物理ストレージはディザスタリカバリ有効として
識別される必要があります。詳しくは、この HPE CloudSystem Matrix Setup and Installation
Guide のボリューム 4 を参照してください。
I.
II.
III.
IV.

V.
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必要な属性の指定を選択します。
ディスクサイズを入力し、オプションでコストを追加します。
RAID レベルを「任意」に設定します。
テンプレートに存在する場合、仮想ストレージの設定で選択されていない場合のみ、ディスク
は起動可能チェックボックスを選択します。起動可能なのは、サーバーグループ内のただ 1 台
のディスクのみです。
ディスクへの冗長 SAN パスの設定は、論理サーバーストレージプールエントリーを設定した
方法、または設定したい方法によって決まります。
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VI.

VII.

VIII.

ディスクが（ブートディスクではなく）仮想データディスクであり、それがグループ内のすべ
てのサーバーで共有される場合は、ディスクはサーバー全体で共有を選択します。共有 RDM
ディスクはサポートされません。
必要に応じて、タグを追加します。オプションでタグを指定すると、Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションで、ストレージプールエントリーを手動で作成した場合は特定のス
トレージプールエントリー内のディスクを使用でき、ストレージプールエントリーを自動生成
する場合は SPM に要件を渡すことができます。
Raw Device Mapping タイプを設定します。VMware の場合、Raw デバイスマッピング
（RDM）では、VMFS ボリューム内の特別なファイルが Raw デバイスに対するプロキシの役
割を果たします。マッピングファイルは、物理デバイスへのディスクアクセスを管理およびリ
ダイレクトするために使用されるメタデータを含みます。クラウドにデプロイする仮想スト
レージグループに、RDM ディスクを追加することはできません。
•

•

マッピングされたデバイスの完全仮想化を有効にする場合は、
「仮想」を選択します。この
モードは、物理モードに比べてストレージハードウェア間での移動性に優れ、仮想ディス
クファイルと同じ動作を提供します。
下位レベルの制御を必要とするアプリケーションのために、SCSI デバイスへの直接アクセ
スを可能する場合は、「物理」を選択します。

注記: Hyper-V VM の場合、Designer の Raw Device Mapping タイプの値は物理に設定してくだ
さい。Raw デバイスマッピングは、ESXi で使用される用語です。Hyper-V では、同じ意味でデ
ィスクパススルーが使われます。
j. OK をクリックします。
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7.

選択した VM テンプレートがブートディスクおよび 1 つ以上のデータディスクを含む場合、Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーション Designer で、仮想ディスクについて boot+記号が表示さ
れます。
ネットワークの属性を設定します。
a.
b.
c.
d.

8.
9.

適切なネットワークを選択します。
コストを指定します（オプション）。
選択したネットワークについて詳しくは、すべてのネットワークの詳細表示を選択してください。
OK をクリックします。

これらの手順を完了したら、テンプレートの有効性確認ステータスが緑色になっているかどうかに注意し
てください。緑色でない場合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。
Matrix リカバリ管理と Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを CMS にインストールし、
DR 対応 Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを設定したら、Matrix リカバリ管理
の GUI を使用して、DR 保護付き Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスリカバリ
グループを作成できます。Matrix リカバリ管理を使用して DR 対応 Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションサービス用の DR 保護を提供する方法について詳しくは、 HPE Matrix Operating
Environment リカバリ管理ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してくだ
さい。
DR 対応 Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを構成するには、テンプレート内の
修復可能チェックボックスを選択します。
注記: DR 対応 Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスの設定について詳しく
は、DR 保護付きのストレージを参照してください。

10. テンプレートを公開します。
a. 公開ボックスを選択して、名前を付けて保存をクリックします。
b. テンプレートに名前を付けて、保存をクリックします。
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ヒント: テンプレートセルフサービスポータルに表示されるので、サービスまたはアプリケーシ
ョンを記述するわかりやすいテンプレート名を選択してください。また、名前の中に「large」
や「tier 1」のようなサービスの一部の特性を示すこともできます。例：
Apache_web_server_medium
今後、認証ユーザーはこのテンプレートを使用してデプロイメントを行えます。

vPars または VM 仮想化のゲストを含むテンプレートの作成
VM をデプロイするためのサービステンプレートの作成は、物理サーバーのための手順とよく似ています。
作成テンプレート IntegrityCloudSystem Matrix
手順
1.

infrastructure orchestration designer ウィンドウで、新規をクリックし開始方法の説明を表示します。

2.

テンプレート名を入力して、仮想サーバーグループおよびネットワークコンポーネントをそれぞれ 1 つ、
説明が表示されている領域にドラッグします。仮想サーバーグループを追加すると、デフォルトでは仮想
ストレージが自動的に追加され、関連付けられます。
仮想サーバーグループをネットワークに接続します。

3.

vPars または VM 仮想化のゲストを含むテンプレートの作成
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4.
5.

サービス作成プロセス中にパラメーター（CPU、メモリ、ネットワーク、OS イメージ、ユーザー定義パ
ラメーター）を変更できるようにしたい場合は、カスタマイズ可能ボックスを選択します。
3 つのコンポーネントのそれぞれを右クリックし、サーバーグループ設定の編集を選択し、仮想サーバー
グループで始まる必須属性を入力します。
注記: Integrity vPars の場合、構成タブでベースおよびフローティングメモリを別々に入力します。
合計メモリはベースおよびフローティングメモリの合計として自動的に入力されます。ベースおよ
びフローティングメモリについて詳しくは、該当するバージョンの HP-UX vPars and Integrity VM
管理者ガイド（http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs）を参照してください。

6.

7.
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必須項目の入力が済んでいない場合は、赤色の「X」印が表示されます。サーバータイプが仮想になって
いることを確認します。
仮想サーバーグループのネットワークタブの項目に情報を入力する必要があります。VM のホスト名は、
次の 3 つの部分で構成されます。最初の部分は、このサービステンプレートで定義します。2 番目の部分
は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。3 番目の部分は、このサーバーグループで作成
されるサーバーの数に基づく数字のサフィックスです。
ヘルプによると、このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。こ
の文字列は、その位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ることを示していま
す。リクエスト時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文字列を使用しない場合、ホス
ト名が重複するためこのテンプレートは 1 回しかプロビジョニングできません。ホスト名のすべての部
分をできるだけ短くして、ネットワークホスト名の一般的な制限内に収まるようにしてください。
ネットワークインターフェイスの割り当てタイプでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ン環境の設定方法に適合する設定を選びます。
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注記: IPv6 は、HP-UX vPars および Integrity VM ビジュアル化でサポートされていません。したが
って、Integrity ゲストの IPv6 割当てタイプは「なし/外部」に設定する必要があります。

DHCP
サブネットに接続されるサーバーに、DHCP を使用して IP アドレスを動的に割り当てることを示し
ます。
静的
サブネットに接続される各サーバーが使用する IP アドレスの割り当てを、設計者が行うことを示し
ます。静的 IP アドレスを使用すると、一度だけプロビジョニングできるワンオフテンプレートが作
成されます。
自動
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが、ネットワークに設定されている静的 IP アド
レス範囲から、割り当てる静的 IP アドレスを自動的に選択することを示します。
注記: Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、Integrity ゲストデプロイメント用に
DHCP をサポートしません。この場合、「静的」または「自動」を使用します。
8.

ソフトウェアタブで次の操作を行います。
a. デプロイする適切な Ignite-UX ゴールデンイメージを選択します。Integrity ブレードと ProLiant ブレ
ードが混在するインフラストラクチャの場合は、物理サーバーの Insight Control サーバープロビジョ
ニング OSBP（または Insight Control サーバー配備ジョブ）も表示されますが、これらを HP-UX vPars
and Integrity VM サーバーグループの設計時に選択することはできません。
b. 適切なゲストタイプとして 「Integrity VM」または「Integrity vPar」を選択します。
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注記: Integrity vPar ゲストの作成には、Intel Itanium 9300 プロセッサー以上を搭載した少なくとも
1 つの VSP が必要です。vPar ゲストの作成について詳しくは、HP-UX vPars and Integrity VM 管理
者ガイド（http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs）を参照してください。

9.

仮想ストレージの属性を設定します。ストレージタイプは「仮想」に設定する必要があります。ストレー
ジを起動可能にする必要があることを示す、ディスクは起動可能チェックボックスを選択します。
ストレージボリュームの名前は、ブートディスクを対象にしたオプション機能です。ストレージボリュー
ム名は、仮想サーバーグループに接続されるすべての仮想ディスクで使用します。VM ホストストレージ
ボリュームの名前は、カンマ区切りで入力してください（/dev/slvm_disk1,/dev/slvm_disk2）。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、プロビジョニングの際に、ブートディスクのスト
レージボリューム名と名前が一致するストレージボリュームから仮想ストレージの割り当てを行います。
ディスクサイズを入力します。仮想ストレージサイズが十分でない場合は、次の手順で選択するソフトウ
ェアのサイズで自動的に増やされます。
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10. ネットワークの属性を設定します。適切なネットワークを選択するだけで済みます。その他の指定する
属性はありません。オプションで、表示されているコスト値を指定することができます。DIO ネットワ
ークは、タイプが「Direct IO」と表示されることもあります。

11. これらの手順を完了したら、有効性確認ステータスが緑色になっているかどうかに注意してください。緑
色でない場合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。
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12. 公開ボックスを選択して、保存をクリックします。今後、認証ユーザーはこのテンプレートを使用してデ
プロイメントを行えます。

Integrity 物理サーバーおよび物理 NPIV ディスクを含むテンプ
レートの作成
物理ストレージを含む仮想サーバーをデプロイするためのサービステンプレートを作成するには、次の手順に
従います。
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1.

インフラストラクチャオーケストレーション Designer を起動し、新規をクリックして開始します。

2.

コンポーネントを追加するには、次の手順に従います。

Integrity 物理サーバーおよび物理 NPIV ディスクを含むテンプレートの作成

a. 仮想サーバーグループとネットワークコンポーネントをそれぞれ 1 つ、作業領域にドラッグします。
b. 仮想サーバーグループを追加すると、デフォルトでは仮想ストレージが自動的に追加され、関連付け
られます。 仮想ストレージコンポーネントを削除します。

c. 物理ストレージコンポーネントを作業領域にドラッグします。

3.

仮想サーバーグループを物理ストレージおよびネットワークコンポーネントに接続します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートおよびサービスの作成
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4.

各コンポーネントをダブルクリックして、仮想サーバーグループから順番に属性を設定します。必須項目
の入力が済んでいない場合は、赤色の「X」印が表示されます。サーバータイプが「仮想」になっている
ことを確認します。

5.

仮想サーバーグループのネットワークタブの項目に情報を入力する必要があります。VM のホスト名は、
次の 3 つの部分で構成されます。最初の部分は、このサービステンプレートで定義します。2 番目の部分
は、ユーザーのサービス作成リクエストで指定されます。3 番目の部分は、このサーバーグループで作成
されるサーバーの数に基づく数字のサフィックスです。

6.

ヘルプによると、このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。こ
の文字列は、その位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ることを示していま
す。リクエスト時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文字列を使用しない場合、ホス
ト名が重複するためこのテンプレートは 1 回しかプロビジョニングできません。ホスト名のすべての部
分をできるだけ短くして、ネットワークホスト名の一般的な制限内に収まるようにしてください。
ネットワークタブで、ネットワークインターフェイス – 割当てタイプを、Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーション環境の設定方法に応じて「自動」、「静的」、または「なし/外部」に設定します。
注記: Integrity のデプロイメントでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが HPUX OS のデプロイメントに DHCP をサポートしないため、常に自動、静的、または、なし/外部を
選択します。
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注記: Integrity 物理サーバーでは、IPv6 はサポートされていません。したがって、Integrity 物理サー
バーの IPv6 割当てタイプは「なし/外部」に設定する必要があります。

7.

ソフトウェアタブで、必要な OS を選択します。

8.

物理ストレージコンポーネントを設定します。
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•
•
•
•

9.
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ストレージタイプは、「FC-SAN」です。
ディスクは起動可能チェックボックスを選択します。
Raw Device Mapping タイプは「物理」を選択します。
RAID レベルは指定せずそのままにしておきます（「任意」）。

ネットワークコンポーネントを編集して、作業を完了します。
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10. 該当するネットワークを選択して、オプションでコストを指定します。
11. これらの手順を完了したら、有効性確認ステータスが緑色になっているかどうかに注意してください。緑
色でない場合は、問題の表示をクリックして発生している問題を解決します。
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12. 公開チェックボックスを選択して、保存をクリックします。今後、認証ユーザーはこのテンプレートを使
用してデプロイメントを行えます。

ユーザーのソリューション向けのテンプレート作成
ここまでで説明した物理サーバーを含むテンプレートと VM を含むテンプレートの作成手順を応用すれば、ご
使用のソリューションに対応するテンプレートを作成できます。物理サーバーと仮想サーバー、SAN ストレ
ージと仮想ストレージ、および複数のネットワークを自由に組み合わせることができます。Hewlett Packard
Enterprise では、Oracle Real Application Cluster、Microsoft Exchange 2007、および SAP ランドスケープ向
けのよく知られたソリューションを対象に CloudSystem Matrix テンプレートを用意しています。次に示す、
Microsoft Exchange 2007 テンプレートの例を参照してください。これらのソリューションテンプレートの詳
しい情報は、http://www.hpe.com で、「CloudSystem Matrix テンプレート」を検索してください。
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カスタマイズされたテンプレートの設定の変更
テンプレートに「カスタマイズ可能」のマークが付いている場合は、サービスの新規作成ダイアログの編集ボ
タンを使用して、ネットワーク、サーバーグループとネットワーク接続の IP アドレス割り当てタイプ、メモ
リサイズ、プロセッサー数、ディスクサイズ、ユーザー定義プロパティ、およびオペレーティングシステム/
ソフトウェアイメージをサービス作成時に変更できます。
「カスタマイズ可能」オプションは、テンプレート内のカスタマイズ可能なすべての属性に適用されます。一
部の値だけをカスタマイズできないようにするには、最小設定値と最大設定値を同じ値に設定します。また、
この操作を hpio.properties ファイル（デフォルトの場所は、C:\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties）の次の設定を変更して行うこともできま
す。
•

software.access.restricted = true
このプロパティが true に設定されている場合、サービスの作成時にユーザーは、カスタマイズされた属性
として指定されたソフトウェアへのアクセス権を持つ必要があります。
このプロパティが false に設定されている場合、カスタマイズを行う際にソフトウェアの選択に制限は加え
られません。
注記: このプロパティは、カスタマイズされた属性として指定されているソフトウェアにのみ影響し
ます。テンプレートで指定されているソフトウェアに対する権限は必要ありません。

•

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

カスタマイズされたテンプレートの設定の変更
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マルチテナンシ環境でこのプロパティが true に設定されている場合、
customize.template.network.inclusion.list で、ネットワークの変更を許可される組織を指定
する必要があります。
•

このプロパティが false に設定されている場合、ネットワークのカスタマイズは許可されません。
customize.template.network.inclusion.list =
このプロパティでは組織を指定します。サービスの作成時にカスタマイズ可能なテンプレートで名前付き
のネットワークの定義の変更を許可されるユーザーは、ここで指定する組織に属する必要があります。
このプロパティは、allow.customize.template.network が true に設定されている場合にのみ有効で
す。
たとえば、管理者が次の各プロパティを設定すると、以下のルールが適用されます。
allow.customize.template.network = true
customize.template.network.inclusion.list = Service Provider,orgA,orgB
サービスプロバイダー、orgA、および orgB のユーザーだけがネットワークをカスタマイズできる。他の
ユーザーは変更を加えることができない。

•

包含リストでサービスプロバイダーを指定すると、組織に割り当てられていないユーザーがネットワーク
を変更できます。
allow.customize.disk.size
このプロパティでは、サービスの作成時にカスタマイズ可能なテンプレートのディスクサイズをカスタマ
イズできます。

•

このプロパティは、デフォルトで有効になっていますが、allow.customize.disk.size が false に設
定されていれば、無効にできます。
allow.customize.user.defined.properties
このプロパティはデフォルトで true になります。 false に設定すると、サービスの作成時にユーザー定義
のプロパティのカスタマイズが無効になります。

VSEassist による環境の検証
HP SIM で、CMS の CLI の診断 > Matrix Operating Environment のトラブルシュートツール（「vseassist」
とも呼ばれます）を使用します。このツールには、次の 3 つの実行モードがあります。
•
•
•

CMS の構成
CMS と管理対象ノードの通信
管理対象ノードの設定

3 つのモードのすべてでツールを実行し、vseassist によって示される問題を解決してから、以下の項に進ん
でください。vseassist のコマンドラインインターフェイスは、Matrix Operating Environment お使いにな
る前に（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs に記載されています。

サービスリクエストの作成
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションセルフサービスポータルを使用して、公開済みのテンプレ
ートからインフラストラクチャサービスを作成できます。
注記: 管理者は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールからサービスリクエスト
を作成することもできます。
1. 次のいずれかの位置から Matrix インフラストラクチャオーケストレーションセルフサービスポータルに
アクセスします。
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•
•

CMS のデスクトップ：Matrix インフラストラクチャオーケストレーションセルフサービスポータルア
イコンをダブルクリックします。
ブラウザー： Enterprise Information Library の Matrix OE 領域（http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs）に移動します。
注記: HPIO_Users、HPIO_Architect、または HPIO_Administrators グループを構成するアカウントを
使用してログインする必要があります。
注記: デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、セルフサービスポー
タルまたは組織管理者ポータルのクライアントからサーバーへの通信にポート 51443 を使用しま
す。デフォルトの HTTPS ポート 443 などの別のポートを使用するように Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションを設定することができます。

この設定を行うには、既存の<IO>\conf\jetty.xml ファイルを変更します。
a. 次の「コール」セクションを見つけます。
<Call name="addConnector">
<Arg>
<New class="org.eclipse.jetty.server.ssl.SslSocketConnector">
b.「コール」セクション全体をコピーして、既存のセクションのすぐ下に貼り付けます。
c.「ポート」構成要素の値を
<Set name="Port">51443</Set>
から以下の値に変更します。
<Set name="Port">443</Set>
d. Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを再起動します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが再起動されると、https://cmsIp/hpio/portal/ など
のポータルをポート 51443 またはデフォルトポート 443 のいずれかで利用できるようになります。
2. テンプレートタブをクリックして、使用できる公開済みテンプレートを表示します。
3. テンプレートを選択します。

4. サービスリクエストを作成するために、次の手順を実行します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートおよびサービスの作成
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a. サービスの新規作成をクリックします。使用できるすべてのサービスリクエストオプションについて、
オプション >>をクリックします。
b. サービス名に、サービス名を入力します。この名前は、このリクエストを他と区別するために、ユーザ
ーおよび管理者が使用し、進行状況ログで用いられます。
ヒント: サービスの生成時点では、デフォルトのサービス名はテンプレート名の最初の 11 文字に
月と日を連結したものです。ユーザーはこれを変更できます。ユーザーには、部門、氏名、また
はサービスを管理するのに役立つその他の情報を反映する命名規則に従うように依頼することが
できます。例：BatchServ_11_23
c. ホスト名の補完に、仮想サーバーグループのホスト名フィールドで指定された「#」記号と置き換える
ために使用されるホスト名補完文字列を入力します。
d. メールに、進行状況の通知先にする電子メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスは、
カンマまたはセミコロンで区切ります。複数の電子メールアドレスは、カンマまたはセミコロンで区
切ってください。
e. 利用可能なサーバープールから該当するリソースプールを選択します。選択したリソースプールを選
択したサーバープールに移動します。
f. 該当する場合は、リース開始およびリース終了日を編集します。
g. 該当する場合は、請求コードを入力します。
h.（オプション）カスタム属性の下にある編集をクリックして、作成するサービスのプロパティをカスタ
マイズします。アーキテクトがテンプレートをカスタマイズ可能と指定した場合、このフィールドは有
効です。詳しくは、Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザ
ーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
注記: テンプレートでカスタマイズ可能オプションがオンになっていても、特定のプロパティのカ
スタマイズを無効にすることができます。一部のカスタマイズオプションを無効にするには、
hpio.properties ファイルの設定を編集します。このファイルのデフォルトの場所は、C:
\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf
\hpio.properties です。詳しくは、カスタマイズされたテンプレートの設定の変更および
Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド
（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
テンプレートのプロパティをカスタマイズするには、以下の手順に従ってください。
I.
II.
III.
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++を使用して、カスタマイズできるテンプレート属性を展開します。
必要に応じて、テンプレート属性を調整します。
OK をクリックします。
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注記: このスクリーンショットは、VM テンプレートのカスタマイズ例を示します。ネット
ワークのカスタマイズが無効になりました。
IV.

発行をクリックします。
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V.

OK をクリックしてリクエストを送信するか、リクエストの表示をクリックしてリクエストの詳
細を確認します。
5. リクエストタブを選択してリクエストのステータスを表示します。初期の有効性確認が完了するとリソー
スが予約され、作成したリクエストが承認を待つためにキューに入れられ、一時停止していることが示さ
れます。
注記: 承認は、管理者として送信されたリクエストには必要ありません。一時停止は、ユーザーが承
認を得ることを管理者が要求した場合にのみ発生します。

デプロイメントの承認と自動化
1. サービスリクエストを承認するには、HP SIM に Matrix インフラストラクチャオーケストレーション管理
者として接続し、ツール > Infrastructure Orchestration メニューを使用して、保留中のリクエストのキ
ューを表示します。リクエストタブをクリックします。
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2. キューで一時停止しているリクエストを選択して、新しいリクエスト詳細を表示します。
注記: リクエスト詳細リストでは、ユーザーが行ったカスタマイズ内容を入手できます。

3. 承認をクリックして、サービスリクエストを完了できるようにします。必要な場合はメモを追加して、OK
をクリックしリクエスト手順を進めます。
ジョブを承認すると、ストレージのプロビジョニングやゾーニングなどの手動の手順が必要な場合を除き、
さらに操作しなくてもジョブは自動的に続行して構築され、デプロイされます。
4. プロビジョニングの進行中、リクエストを生成したユーザーは、Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションセルフサービスポータルのリクエストタブでデプロイメントの進行状況を監視できます。
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ヒント: Insight Control サーバープロビジョニングを使用した Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションデプロイメントが失敗した場合、以下の手順に従って、手動で環境をクリーンアップし
てください。
a. ディスクを削除してクリーンアップします。
b. ターゲットサーバーに関連付けられた論理サーバーを使用停止します。
I.
II.
III.
IV.

SIM のメニューから、ツール→Matrix OE ビジュアル化の順にクリックします。
観点ドロップダウンメニューから論理サーバーを選択します。
論理サーバーを選択し、ツール→論理サーバー→使用停止...の順にクリックします。
レポート→論理サーバーのジョブステータスの順に選択してタスクのステータスを監視し
ます。
V.
タスクが正常に完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
c. アクティブ化が解除された論理サーバーを選択し、削除→論理サーバーの削除...の順にクリック
します。
d. Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスから管理ノードを削除します。
詳しくは、
「Clean-me-」論理サーバーをクリーンアップする手動プロセス（仮想）の手動クリーン
アッププロセス（論理サーバー）、および HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャ
オーケストレーションユーザーガイド（http://www.hpe.com/%20info/matrixoe/docs）の手動クリ
ーンアッププロセス（物理）を参照してください。
5. ジョブが完了すると、リクエスト作成者は電子メール通知を受け取り、リクエストタブのリクエストのス
テータスは管理者のリクエストステータスのビューと一致するようにアップデートされます。
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6. ここまでの操作で、リクエスト作成者はサービスを全面的に使用できるようになります。動作中のサービ
スは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのサービスタブに表示されます。

注記: Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ブートディスクの消去、およびブート
ディスクと同じストレージプールエントリー内のプライベートデータディスクの消去を自動化する
ことができます。HP Server Automation 10.20 以降では、必要なくなった共有データディスクを適切
に消去できます。10.20 より前のバージョンの SA では、Matrix は、共有ディスクの消去、またはブ
ートディスクとは別のストレージプールエントリーで定義されたプライベートデータディスクの消
去を自動化できません。このようなディスクの消去は管理者が行います（これらのディスクを使用す
るすべてのサーバーが情報を要求しなくなった後に消去します）。
論理サーバーの最新ステータスとリソースは、論理サーバーの視点で HPE Matrix OE ビジュアル化ビュー
でも監視できます。
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新しくデプロイされたサービスでのシステムの管理
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用して作成された仮想システムまたは物理システム
を、HP SIM 監視やインベントリのような他の Matrix 機能によって管理したい場合は、プロビジョニングの後
で追加手順を実行する必要があります。
検出と識別
作成した論理サーバーを管理するには、以下の手順を実行してください。
手順
1. 新しい論理サーバーの名前ではなく、ホスト名と IP アドレスについて正引きおよび逆引き参照を含む
DNS サーバーを設定します。
2. SIM で新しい検出タスクを定義し、IP アドレスまたはホスト名で新しい論理サーバーを検出します。シス
テムのホスト名と IP アドレスは、カスタムワークフローやスクリプトで変更するのでなく、サービスの生
成時に Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートに指定する必要があります。
あるいは、管理する認証情報が少ない場合は、グローバル認証情報にまとめることができます。新しくデ
プロイされた物理サーバーの認証情報がグローバル認証情報に含まれる場合、Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、サーバーをプロビジョニングした後で自動的に検出を実行します。グローバ
ル認証情報のリストが膨大になると、HP SIM のパフォーマンスに深刻な影響を与えたり、管理対象システ
ムで無効パスワード試行が多発してロックアウトの原因になる場合があります。したがって、この方法は
おすすめしません。
注記: 検出タスク内の認証情報は、Insight Control サーバープロビジョニング（物理）の kickstart ま
たは Matrix インフラストラクチャオーケストレーション（仮想）の sysprep で新しいサーバーに設
定されている認証情報と調整する必要があります。
検出ジョブの設定について詳しくは、HPE Systems Insight Manager ユーザーガイド（http://
www.hpe.com/info/insightsoftware/docs）を参照してください。
3. HP SIM で、ツール > Matrix OE ビジュアル化の順に選択します。次に、ツール > 論理サーバー > 更新を
選択し、HP SIM チェックボックスを選択します。更新は、30 分ごとに自動で行われます。
新しい論理サーバーがハイパーバイザー（VMware ESXi ホストなど）である場合は、Insight Control 仮想
マシン管理リソースも更新してください。
インストール中、HP SIM は、CloudSystem Matrix インストール内の各デバイスタイプの検出認証情報を使用
する特定の検出タスクで設定されます。新しくプロビジョニングされたサーバーを検出する場合は、作成され
る可能性が高い任意のサーバーの IP 範囲と認証情報で構成される検出タスクを使用する方法をおすすめしま
す。既存の検出タスクを変更するか、新しい検出タスクを作成してこれを実行することもできます。プロビジ
ョニングの後で、この検出タスクを実行します。

図 4: 検出前
新しいゲストは、ネットワーク上で完全に認識されるまでは、その VM ホスト名、Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションサービス名、および VM 名で構成され、自動生成される名前を使用して表示されま
す。検出が終わると、図に示すように、すべてのビジュアル化属性にデータが入力されます。

234

新しくデプロイされたサービスでのシステムの管理

図 5: 検出後
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでプロビジョニングされた物理論理サーバーについては、
新しい論理サーバーの管理(159 ページ)の手順に従って、新しくデプロイされた論理サーバーを HP SIM およ
び Matrix OE で管理できるよう準備します。
注記: 物理 HP-UX サーバー専用：Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスの削除中
に物理 HP-UX サーバー用のブートディスクを削除できるようにするには、正しい root 認証情報でノー
ドを検出し、識別する必要があります（オプション > セキュリティ > 認証情報 > グローバル認証…）。
さらに、CMS ツールの実行を許可する必要があります。この検出と識別プロセスは、設定 > エージェ
ントの設定および修復ウィザードでセキュアシェル（SSH）アクセスの設定を選択すると実行できます。
あるいは、HP Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイドに記載されているよ
うに、mxagentconfig コマンドライン（mxagentconfig -a -n <ip> -u root -p <root
password>）を使用することもできます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービス
削除を使用して新しく作成された HP-UX 物理サーバーを正しく検出し、識別しないと、次のようなエ
ラーになります。Failure: Error erasing disks for logical server xxxx
注記: エージェントの設定および修復設定プロセスの進行中に HP-UX 物理サーバーで Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションサービスの削除を試みると、Matrix インフラストラクチャオーケス
トレーションサービスが削除されません。
注記: HP-UX 物理サーバーで Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを削除して
いるとき、HP-UX OS ノード情報が約 5 分間にわたってビジュアル化タブに表示される場合がありま
す。この遅延には悪影響はありません。
Insight Management の追加機能の設定
CloudSystem Matrix インストールサービスの一環として導入されるシステムには、すでに Matrix Operating
Environment 機能のライセンスが適用されています。ただし、追加の管理機能を有効にしたい場合がありま
す。ほとんどの場合、追加機能を有効にする最も簡単な方法は、検出の完了後に Insight Managed System
Setup Wizard を使用する方法です。
1. HP SIM メニューから、設定 > Managed System Setup Wizard の順に選択します。
2. 図 6: Managed System Setup Wizard の追加機能(236 ページ)に示すように、有効にしたい任意の追加機
能を選択します。詳しくは、HPE Insight Managed System Setup Wizard スタートガイド（http://
www.hpe.com/info/insightsoftware/docs）を参照してください。
注記: すでに選択している機能の選択を解除しないでください。解除すると、それらの機能が無効にな
ることがあります。
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図 6: Managed System Setup Wizard の追加機能
次のような追加機能があります。
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•

ヘルスの監視とインベントリ

•

システムが HP SIM によって検出されると、システムのヘルスの監視とインベントリが自動的に有効にな
ります。管理対象システムに Insight マネジメントエージェントと HPE SMH がインストールされている
場合、一部のタイプのシステムではさらに多くの情報を取得できます。これらは、プロビジョニングイメ
ージに含めたり、最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard を使用して追加したりできます。
最適なシステム管理のために、含める Insight マネジメントエージェントは最小限にすることをおすすめし
ます。
リモートコマンド実行

•

Linux および HP-UX システムの場合、多くの HP SIM ツールでリモートコマンド実行が使用されます。そ
れは、システムに OpenSSH がインストールされているかによります。この機能を有効にするには、最初
の検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Systems Insight Manager > リモートコマンド実行
の順に選択します。
イベント

•

CMS が管理対象システムからイベントを受信するようにしたい場合は、そのシステムでイベントサブスク
リプションを作成する（WBEM）か、トラップ定義を定義する（SNMP）必要があります。この機能を有
効にするには、最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Systems Insight Manager > イ
ベントの順に選択します。最適なシステム管理のために、イベントサポートを有効にすることをおすすめ
します。
バージョンコントロール

•

Windows システムで HPE VCRM を使用して管理ソフトウェアとファームウェアのバージョンを管理して
いる場合は、どの HPE VCRM データベースを使用するかを知るために、管理対象システムでバージョン
コントロールエージェントを設定してください。最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard
で Systems Insight Manager > バージョンコントロールの順に選択します。
シングルサインオン
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•

HP SIM を起動するときに追加のログイン画面なしに管理対象システムで HPE SMH にアクセスできるよ
うにしたい場合は、最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Systems Insight
Manager > シングルサインオンの順に選択します。これにより、SSL が設定されます。また、シングルサ
インオン設定で iLO と OA の Web コンソールにもアクセスできます。
Embedded Remote Support

•

Hewlett Packard Enterprise から直接または Insight Remote Support 経由で「Pro-active Advisory」を受信
するように ProLiant Gen8 以降のサーバー用の Embedded Remote Support を設定したい場合は、最初の
検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Systems Insight Manager > Embedded Remote
Support の順に選択します。
Agentless Management Service

•

Windows、Linux、または ESXi を実行する ProLiant Gen8 以降のサーバーに AMS をインストールしたい
場合は、最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Systems Insight Manager >
Agentless Management Service の順に選択します。
Insight Control パフォーマンス管理

•

HPE Insight Control パフォーマンス管理は、HP ProLIant サーバーおよび一部の共有ストレージシステム
上のハードウェアボトルネックを検出し、分析します。パフォーマンス情報を分析して、パフォーマンス
ボトルネック問題が存在するか、または進展しつつあるかどうかを判断します。ユーザーは、この情報を
対話形式で表示したり、データベースに記録してあとで分析やレポートに役立てることができます。また、
HP SIM の通知メカニズムを使用して予防的な通知をセットアップすることもできます。この機能を有効
にするには、最初の検出の完了後に Managed System Setup Wizard で Insight Control > Insight Control
パフォーマンス管理の順に選択します。
データセンター電力制御
データセンター電力制御を使用すると、電源イベントと冷却イベントの対処方法を定義できます。 データ
センター電力制御ルールを使用して柔軟な規則を作成し、イベントが発生したときに起動するように設定
できます。ルールでは、システムと処置を指定できます。処置は、通常のシャットダウン、パワーレギュ
レーター状態管理、システムの電源オン/オフなどです。この機能を有効にするには、最初の検出の完了後
に Managed System Setup Wizard で Insight Control > データセンター電力制御の順に選択します。
注記: DCPC は、システムのプライマリアドレスでのみ動作し、プライマリ以外のアドレスのシステ
ムを検出できません。したがって、システムでプライマリアドレスとして IPv4 を、プライマリ以外
のアドレスとして IPv6 を使用している場合、DCPC はプライマリの IPv4 アドレスだけを扱います。
IPv6 アドレスしかない VM ホストの場合、DCPC はそのゲストをシャットダウンできません。ホス
トだけをシャットダウンします。

サーバースナップショットの管理
サービスタブから、VM の現在の状態のスナップショットを作成できます。スナップショットは、設定や仮想
ディスクを含む、スナップショット作成時の VM 全体の状態を取得します。後でスナップショットを使用して
VM の状態を復元できます。スナップショットには、オプションで VM のメモリの内容を含めることもできま
す。スナップショットの作成時には、物理ディスクの状態は保存されません。
注記: この操作は、ESXi/vSphere 仮想マシンでのみサポートされます。
注記: スナップショットを含む VM にディスクを追加することはできません。
1.
2.
3.
4.

SIM で、ツール > Infrastructure Orchestration の順に選択します。
サービスタブを選択します。
サービスタブで、修正するサービスを選択します。
サービスをダブルクリックして詳細の表示をクリックするか、サービスレイアウトプレビューの図をクリ
ックします。
5. アクションリストから、サーバースナップショットの管理を選択します。サービスのスナップショットを
管理中ダイアログが表示されます。
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6. 新しいスナップショットを作成するには、ツリーを展開してサーバーを選択し、作成をクリックします。
サーバースナップショットの作成ダイアログが表示されます。
a. a～z、A～Z、0～9、_、スペース、&、'、`、<、>、#、{、}、および?を使用してスナップショットの一
意の名前を入力します。
b.（オプション）スナップショットメモリをチェックして、スナップショットに VM のメモリの内容を含
めます。
c.（オプション）ファイルシステムの静止（VMware ツールが必要です）をチェックしてゲストオペレー
ティングシステム上で実行されているプロセスを一時停止します。これにより、スナップショットの作
成時にファイルシステムの内容が整合性のある既知の状態になります。このオプションは、電源が投入
されている VM にのみ適用されます。ファイルシステムを一時停止するには、ゲストオペレーティング
システムに VMware Tools をインストールする必要があります。
d. 作成をクリックしてリクエストを完了するか、またはキャンセルをクリックしてアクションをキャンセ
ルします。
7. スナップショットを削除するには、ツリーを展開してサーバーを選択し、削除をクリックします。スナッ
プショットを削除しますか?ダイアログが表示されます。
a.（オプション）子スナップショットも一緒に削除します。を選択して、そのスナップショットの子スナ
ップショットを削除します。スナップショット間の関係は、子に対する親の関係とよく似ています。
b. 削除をクリックしてリクエストを完了するか、またはキャンセルをクリックしてアクションをキャンセ
ルします。
8. VM をスナップショットの状態に戻すには、ツリーを展開してスナップショットを選択し、復元をクリッ
クします。スナップショットに復元しますか?ダイアログが表示されます。スナップショットを復元する
と、VM のメモリ（スナップショットの作成時に選択した場合）、設定、および仮想ディスクがスナップシ
ョット作成時の状態に戻ります。
a.（オプション）復元後は電源をオンにしないでください。を選択して、スナップショットを復元した後
に VM に電源が投入されないようにします。スナップショットがメモリの状態を含んでいない場合は、
VM の電源が切断されるためこのオプションの効果はありません。
b. 復元をクリックしてリクエストを完了するか、またはキャンセルをクリックしてアクションをキャンセ
ルします。

サービスとしての既存のサーバーのインポート
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを利用して、既存の VMware ESXi/vSphere または
Microsoft Hyper-V VM を新しく作成した単一のサーバーグループを含む Matrix インフラストラクチャオーケ
ストレーションサービスにインポートできます。
VM のサービスとしてのインポートは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの管理者のみが実
行できます。その他の前提条件について詳しくは、Matrix Operating Environment インフラストラクチャオー
ケストレーションユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
注記: インポートされた VM から作成された Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービ
スを削除すると、基礎になっている VM も削除されます。
以下では、VM のインポート機能の制限事項を示します。
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サポートあり

サポートなし

•
•
•

•

•
•
•

VMware ESXi/vSphere 仮想マシンのインポート
Microsoft Hyper-V 仮想マシンのインポート
インポートされた VM サービスに対するディスク
追加操作
ユーザーインターフェイスおよび API または CLI
を介したアクセス機能
CLI を使用したコスト変更
ユーザーインターフェイスまたは CLI を使用した
現在の CPU およびメモリの変更

•
•
•
•
•
•

Integrity VM および XenServer 仮想マシンのイン
ポート
クラウドサーバーまたは物理サーバーのインポー
ト
リンクされたクローン仮想マシンおよび RDM デ
ィスクを含む仮想マシンのインポート
インポートされた VM サービスに対するサーバー
追加操作
インポートされた VM サービスに対する DR 保護
構成ファイルがデフォルト位置にある Hyper-V
VM のインポート
最初のパーティションを除くすべてのパーティシ
ョンが除外されていない場合の、複数パーティシ
ョンを含む Hyper-V 物理ディスク

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスとして VM をインポートするには、以下の手順に
従います。
注記: VM をインポートするためのサービステンプレートはありません。
手順
1.
2.
3.

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールを開いて、サービスタブをクリックしま
す。
インポートをクリックします。 既存のサーバーを IO サービスとしてインポートしますダイアログが表
示されます。
環境から、ステータスが有効になっている ESXi または Hyper-V VM を選択します。エラーの詳細を表示
するには、エラーまたは警告ステータスアイコンにマウスカーソルを重ねてください。
注記: 有効以外のステータスが表示される場合、原因として次のような状態が考えられます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.
5.
6.

7.
8.
9.

サーバーにホスト名がない。
サーバーに OS タイプがない。
サーバー名に特殊文字が含まれているために、サーバーをインポートできない。A～Z、a～z、
0～9、-、_だけがサポートされます。
ESXi または Hyper-V 以外の仮想化タイプであるためにサーバーをインポートできない。
仮想ネットワークインターフェイスが定義されていない。
ネットワークに ID がない。
サーバーの IP アドレスが検出されなかった。
VM ホストが定義されていない。
VM ホストの IP アドレスがない。

次へをクリックします。
組織内でまだ使用されていないサービス名を入力します。サービス名は、アルファベット（A～Z、a～z）、
数字（0～9）、スペース、下線、およびハイフンを使用して、最大 15 文字で作成できます。
ドロップダウンメニューから組織を選びます。サービスを特定の組織に割り当てたくない場合は、サービ
スプロバイダーを選択します。組織を選択すると、サービスを表示できるのはその組織に属するユーザー
だけになります。
サービス所有者のユーザー名を入力します。
（オプション）確認をクリックして、入力したユーザー名が Windows AD で有効なユーザーとして定義さ
れていることを確認します。
（オプション）支払いコードを入力します。この情報は、情報としてのみ扱われます。
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10. （オプション）サービスに関するメモを入力します。
11. 発行をクリックして、サービスをインポートします。アクションをキャンセルする場合はキャンセル、前
の画面に戻る場合は戻るをクリックします。 発行をクリックするとリクエストが作成され、リクエスト
タブで確認できるようになります。

サービスの管理解除
Matrix IO は、既存サービスを管理解除する機能を提供します。管理対象外のサービスは実行したままですが、
Matrix はそのサービスを管理せず、認識しません。この機能は、非連携環境での CMS 間で VM を移動するの
に便利な場合があります。
サービスを管理解除した後に、そのサービスの論理サーバーで使用されているすべての IP アドレスは、Matrix
OE が新しいサービスにそれらのアドレスを割り当てることのないように、別のテーブルに予約されて保存さ
れます。管理者は、API または CLI コマンドを使用してこれらの予約済み IP アドレスを管理できます。
デフォルトでは、Matrix IO に再インポートできないサービスについては管理解除は許可されません。
•
•
•
•
•

外部クラウドプロバイダーで動作するサーバーを含むサービス
物理サービスまたは混合（仮想および物理）サービス
Integrity（HPVM）または不明なハイパーバイザー
物理ディスクを持つ VM（RDM、ディスクパススルー）
リンクされたクローン VM

Matrix OE の管理者は、この CLI コマンドでサービスを管理解除できます。
ioexec unmanage service -s <service-id> -F -n
ここで、
–s <service-id> は管理解除する ID またはサービスの名前です。
–F は、このサービスが再インポート可能かどうかに関係なくサービスの管理解除を強制します。
–n は論理サーバーの IP アドレスを確保せず、新しいサービスへの IP アドレスの割り当てを許可します。
サービスの管理解除について詳しくは、HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment 7.5 Integration
Interfaces API and CLI Operations Reference Guide（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照して
ください。
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電源、温度監視、および分析の設定のための
Insight Control の使用
Insight Control は、複数の革新的な電源管理機能を備えています。ユーザーは、これらの機能が提供する知識
と操作を利用して、サーバーの電源を自信をもって最適化し、電源および冷却インフラストラクチャをフル活
用し、ミッションクリティカルなアプリケーションとサービスの稼動時間を延長できます。
CloudSystem Matrix は、さまざまな環境のニーズを満たす多様な電力供給構成をサポートします。この章の
設定手順により、次の操作が可能になります。
•
•
•

物理的観点（エンクロージャー、ラック、データセンター）と電力供給の観点（PDU、分岐回路、電源パ
ネル、給電）からの電力消費の監視
監視対象のピーク温度のサーマルマップを含む、データセンターとラックの物理レイアウトのビジュアル
表示
電源容量、消費、電源構成の堅牢性の分析。この分析により、次が明らかになります。
◦
◦
◦
◦
◦

電源の過負荷の可能性
エンクロージャーに電源を供給する冗長電源装置の欠落
誤った電源構成や消失した電源に関するデータ
増設するブレードやエンクロージャーのデプロイメントのために使用できる余分な容量
消費電力上限設定による、電源および冷却能力の再利用の可能性

開始する前
設定を開始する前に、電源分析または電源管理の対象にするすべてのデバイス、ならびに監視や分析の対象に
なっているラックに電源を供給する監視可能な PDU や PDR の検出を完了しておく必要があります。また、
CloudSystem Matrix インフラストラクチャに電源を供給する PDU や分岐回路の利用可能な電源容量を説明
する十分なデータを収集しておく必要もあります。
CloudSystem Matrix は、c7000 の Intelligent Power Module と組み合わされたインテリジェント PDU（iPDU）
を介して、BladeSystem c7000 エンクロージャーを対象にインテリジェントな電力検出（IPD）をサポートし
ます。iPDU は、c7000 エンクロージャーの従来の電源管理オプションの後継ではなく、追加機能としてサポ
ートされます。
検出プロセスの完了後、以下の各項で詳しく説明する次の設定手順を実行することで、電源管理が可能になり
ます。
1. SNMP を使用して監視を行う PDU および PDR を設定し、電力供給デバイス（PDU または PDR マネジメ
ントモジュール）のマネジメントプロセッサーを検出します。
2. お客様の地域に合わせた電源管理の設定を行います。
3. 各ラックの内容を設定します。
4. データセンターのレイアウト図を作成し、列にラックを並べていきます。
注記: Insight Control 電力管理は IPv6 をサポートします。ただし、iPDU が iPv6 アドレスだけで構成さ
れている場合、Intelligent Power Discovery 機能はサポートされません。

SNMP を使用して監視を行う PDU/PDR の設定
モニター機能付きの PDU および PDR、ならびに他社製の PDU は、SNMP プロトコルを使用することで電力
消費データの検出と監視を可能にします。PDU または PDR へのネットワーク通信を可能にするインターフ
ェイスは、PDU/PDR マネジメントモジュールと呼ばれます。
電力供給階層の SNMP ベースの監視および検出を有効にするには、以下の手順に従ってください。
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1. デバイスの管理インターフェイスを介してデバイスの SNMP プロトコルを有効にします。
2. PDU や PDR では、これ以外に PDU または PDR の管理インターフェイスで、SNMP マネージャーの役割
をする HP SIM CMS のアドレスを指定する必要があります。

3. デバイスに対して設定する SNMP 読み取り専用コミュニティ名を決定します。通常、デフォルト値は、
「public」です。
上記の設定手順が完了すると、マネジメントモジュールの IP アドレスを使用して通常の HP SIM 検出プロセ
スで PDU または PDR を検出できます。前の手順で決定した適切な SNMP 読み取りコミュニティ名が、HP
SIM のグローバル認証ページまたはシステムのシステム認証ページで指定されていることを確認します。
Insight Managed System Setup Wizard を使用すると、正しい設定を確認できます。

電力管理オプションの設定
電力管理オプションを使用して、HP Insight Control 電力管理設定を構成し、オプションを表示できます。電
力管理オプションから、以下の機能を実行できます。
•
•
•
•
•
•
•

管理対象システムでの Insight Control 電力管理機能を有効または無効にする。無効にすると、電力データ
は収集されません。この設定は、グローバル設定です。
PDU で Outlet Control を有効または無効にする。この設定は、グローバル設定です。
HP SIM のグローバル認証情報（すべての iLO が共通の認証情報セットを使用する場合）または HP SIM
のシステム認証情報を通して、サインイン認証情報を iLO に提供します。
履歴データを維持する期間を設定します。指定した期間が過ぎると、データは自動的に削除されます。こ
の設定は、グローバル設定です。
地域の電気規定によって必要とされるデフォルトの電気減定格パーセンテージを指定します。この設定
は、グローバル設定です。
温度を摂氏で表示するか、華氏で表示するかを指定します。この設定はユーザー固有の設定です。
消費電力をワットで表示するか、Btu/hr で表示するかを指定をします。この設定はユーザー固有の設定で
す。

電力管理オプションを設定するには、以下の手順に従ってください。
1. オプション > 電力管理...をクリックします。 Insight Control 電力管理ページが表示されます。
2. グラフおよび分析設定には、以下のオプションがあります。
温度測定単位

リストから温度の測定単位を選択します。この設定はユーザー固有の設
定です。

電力測定単位

電力の測定単位を選択します。

グラフのすべてのタイムスタ
ンプに GMT を使用する

データをグラフに表示するときにグリニッジ標準時（GMT）を使用する
場合は、このオプションを選択します。

表は続く
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電力/kWh の費用

KW 時当たりの電力の平均コストを入力します。この値は、システム電
源および冷却機能の運用コストの見積もりに使われます。データを入力
しやすいように、1 つのフィールドのみ提供されます。さらにコスト分
析が必要な場合は、グラフのパワーレギュレータセクションのエクスポ
ートオプションを使用します。このフィールドは、システム電源と冷却
機能のランニングコストや年間運用コストの予想値の計算に使われま
す。

通貨タイプ

通貨の種類を入力します。このオプションにより、グラフの分析セクシ
ョンでのコスト情報の表示を制御します。デフォルト値は、「USD」で
す。$、EUR、€、GBP、£、ITL、£、JPY、¥などの印刷可能文字を指定
できます。

冷却マルチプライア

冷却係数を入力します。この値は、システムの冷却コストとシステムの
電力コストの比率を表します。デフォルト値の「1.5」は、システムの冷
却コストがシステムの電力コストの 1.5 倍になることを表します。この
値とシステムが使用する KW 時を掛け合わせて、消費電力を表示するグ
ラフの分析セクションに使用される冷却 KW 時が取得されます。

電源電圧

HPE CloudSystem Matrix Planning Guide で規定されている電源電圧を
選択します。このオプションは、電力/温度分析ビューおよびグラフの分
析セクションに表示される消費電流を計算します。

注記: 電力測定単位、グラフのすべてのタイムスタンプに GMT を使用する、電力/kWh の費用、通貨
タイプ、冷却マルチプライア、および電源電圧オプションは、ユーザーごとに設定されます。このた
め、設定はユーザーごとに異なる可能性があります。
3. 電力供給デバイスの定格容量は、デバイスによってサポートされるアンペア単位の絶対最大負荷です。一
部の地域では、電気関連の法律で、連続負荷に対応するためにこの定格容量の一定割合だけを使用できる
ことが規定されています。デフォルトのディレーティング割合は、電力供給デバイスによってサポートさ
れる最大連続負荷を計算するときに確保されていなければならない電力供給デバイスの定格容量の部分を
特定します。Insight Control 電力管理は、この値を利用して、電力供給デバイスの最大使用可能電力容量を
計算します。 HPE CloudSystem Matrix Planning Guide で収集されるデータを使用して、次のいずれかを
選択します。
NA/JP

20%の減定格が必要な北米または日本でシステムを管理している場合に選択します。こ
れは、デフォルトのオプションです。

なし

減定格が必要のない地域ではこれを選択します。

カスタム

20%以外のカスタム減定格パーセンテージを指定するには、これを選択します。
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ラック内容の設定
ラックおよびラック内部に設置される BladeSystem エンクロージャーは、検出時に、CloudSystem Matrix OA
との通信によって自動的に作成されます。収納されるエンクロージャーの順序は検出時に確認されますが、U
スロットの実際の配置や、ストレージ、PDU など他のラック内容のラックとの関連付けは、自動的には行わ
れません。これは、以下の手順に従って、手動で入力する必要があります。
手順
1. CMS から、ラックのシステムページを開き、電力/レイアウトタブをクリックします。
2. 編集ボタンをクリックして、ラックの内容を編集します。ラックエディター画面を参照してください。
3. ご使用のラック構成が、デフォルトの 42U と異なる場合は、ラックの高さの値を変更します。
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4. ラックが発生する温度の検証に使われる「ラックごとの温度制限値」をユーザーが指定している場合は、
温度制限フィールドでその値を指定します。この値は、HPE CloudSystem Matrix Planning Guide の手順に
基づき収集しました。
5. BladeSystem エンクロージャーをマウスを使って上下にドラッグして、該当するラックスロットに配置し
ます。
6. システムおよびサーバーリストから、サーバー、PDU マネジメントモジュールなどのシステムを、ラック
内の適切な位置にドラッグします。
a. システムおよびサーバーリストにないデバイスについては、検出できないシステムの定義をクリックし
て、システムの説明を手動で作成します。システムのシステム名、説明、最大可能消費電力（ワット）、
および高さフィールドに値を入力し、システムには冗長電源が必要チェックボックスで指定を行いま
す。

b. 電力供給デバイスを作成したら、ラックの該当するサイドにドラッグします。
7. ラックに電力を供給する電力供給デバイス（PDU、PDR、分岐回路）をラックの該当するサイドにドラッ
グします。
a. ネットワークアクセスが可能なマネジメントモジュールを搭載していないなどの理由でサポートされ
ていないために検出できない電力供給デバイスについては、電力供給デバイスの定義をクリックして、
システムの電力デバイス名、説明、電力デバイスタイプ、定格容量、許容電力制限、電源電圧、給電識
別子、および電力出力の数に値を入力します。このフォームへの記入には、Planning Guide の手順に従
い、収集した情報を使います。
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b. システムを作成したら、ラックのサイドの該当する位置にドラッグします。
8. ラックのサイド A/B にある電力供給デバイスのチェックボックスをクリックします。電力供給デバイスが
電力を供給するエンクロージャーまたはシステムの横にあるチェックボックスを選んでください。これ
は、両方のサイドで各電源接続に対して行います。
9. OK をクリックして、構成が完了したラックを保存します。
ラックエディター画面
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データセンターのレイアウト図の作成
電力管理を使用すると、エンクロージャーとサーバーの給気部の温度をベースにしてデータセンターのさまざ
まなエリアの温度を視覚的に表現できます。これらの図は、通気が不十分なエリアや温度上昇が激しいエリア
の特定に役立ちます。作成されるデータセンターは、データセンターのフロア全体を表す場合もデータセンタ
ーエリアの一部を表す場合もあります。
データセンターを定義または追加するには、以下の手順に従ってください。
1. HP SIM で、ツール > 内蔵コンソール > 電力管理....の順にクリックして、電力/温度分析ページを開きま
す。
2. データセンター定義をクリックします。
3. データセンターの一意の名前をデータセンター名フィールドに入力します。命名規則は、HP SIM の要件を
満たす必要があります。
4. 列フィールドから必要な行数を選択します。
5. 列あたりのラックフィールドから必要な、行当たりのラック数を選択します。

データセンターのレイアウト図の作成
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6. ラックフィールドの下に表示されるラックの一覧から、必要なラックをリストからクリックしてドラッグ
し、必要な列および列あたりのラックテーブルに置きます。テーブルでは、行数が行として置かれ、行当
たりのラック数が列として置かれます。表示されるラックの一覧は、他のデータセンターにまだ配置され
ていないラックです。
たとえば、データセンターのラック並び数を 4（列）、一列当たりのラック数を 6（台 or 個）として定義
し、2 列目の 6 台目としてラックを配置したい場合は、ラックフィールドの下に一覧される必要なラック
をクリックしてドラッグし、それをテーブルの 2 行目および 6 列目に配置します。
以下のその他のオプションを使用します。
フィルター

ラック名に従ってリストをソートするためにラック
名を入力します。ラックフィールドの下にありま
す。

ラック/電力の定義

ラック/電力の定義をクリックして追加のシステム
を含む新しいラックを定義します。ラックを定義ま
たは追加するには、ラックの定義を参照してくださ
い。

7. OK をクリックして、変更を保存します。
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Capacity Advisor によるプランニングシナリオ
の作成
はじめに
HPE Capacity Advisor ソフトウェアは、システムとワークロードの使用率を、CPU コア、メモリ、ネットワ
ークとディスクの I/O、および電力について監視したり評価するためのプログラムです。この情報を使って、
利用可能なリソースを最大限に活用するために、システムの負荷を調整することができます。
クラスター構成やネットワークに接続された 1 台以上のシステムを監視したり評価することができます。1
つのシステムには、マルチコアプロセッサーやハイパースレッドプロセッサーが搭載されることがあります。
Capacity Advisor は、システムの統合、負荷分散、システム属性の変更、変動するワークロードを評価するの
に役立ちます。これを基に、使用率を向上させるためにワークロードを移動する方法を決定することができま
す。Capacity Advisor から得た定量的な結果は、プランナーにとって、将来のシステムワークロードを予測
し、システム構成の変更を計画するのに役立ちます。Capacity Advisor では、操作が簡単でわかりやすい表示
のユーザーインターフェイスを使って、以下のタスクを実行できます。
•
•

•

•
•
•
•

CPU コア、メモリ、ネットワークとディスクの I/O、および電力に関する使用率データの収集
HP-UX および OpenVMS システムでは、OS 全体および監視対象ワークロードのリソース使用率の履歴の
表示、Microsoft Windows および Linux システムでは OS 全体でのワークロードのリソース使用率の履歴の
表示
ワークロードリソース使用率の履歴と、一連のパーティションニング技術をまたがる総合的な使用状況の
表示（サポートされるプラットフォームの完全なリストについては、Insight Management サポートマトリ
ックス（http://www.hpe.com/info/insightmanagement/docs を参照）
リソース使用率レポートの生成
ワークロードやシステムの変更の計画と、リソース使用率に与える影響の評価
ワークロードの配置やサイズに関して提案される変更がリソース使用率に与える影響の評価
リソース需要を予測するための傾向の評価

Capacity Advisor を使うと、システム構成の変更を以下のようにシミュレートすることができます。
•
•
•
•

複数システムの単一システムへの統合
アップグレードのためのシステムのサイズ変更
予測に基づく、システムに対する要求量の変更
古い小規模または中規模システムの、仮想マシンによる置き換え

Capacity Advisor は、経時的に収集されたデータを使用して、これらの構成変更がもたらす結果をさまざまな
方式で表示することができます。時間の経過に伴った変更の影響を確認できるグラフィック表示が用意され
ています。システムがビジーである時間と程度がパーセンテージで表示される表があります。この情報は、変
更の前後におけるリソース使用率とサービス品質を比較する際に有効です。
Capacity Advisor を使う根本的に重要な利点は、場当たり的な処理や推測に頼る場合に比べ、現在のリソース
の使用状況を調べるための数量的根拠が得られることです。その上、ワークロードやその他のリソースを実際
に移動する前に、移動のシミュレーション（仮定のシナリオ）を行って試すことができます。
Capacity Advisor では、以下に示すような、いくつかのコンポーネントの数値が、分析やモデル化に織り込ま
れます。
•
•
•
•
•
•

CPU コアの数
CPU ベンチマークデータ
メモリサイズ
ネットワーク I/O 帯域幅
ディスク I/O 帯域幅
電力の使用量
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•
•

メモリのプラットフォームマルチプライヤー
仮想化調整

Capacity Advisor を使用して CloudSystem Matrix 環境でのリソースの使用状況の変化に備えて計画する方法
について詳しくは、HPE Capacity Advisor ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参
照してください。

Capacity Advisor のデータ収集
HPE Capacity Advisor ソフトウェアは、レポートの生成と意味のあるシミュレーションシナリオの作成に使用
できるデータが多くある場合に最も効果的に機能します。Capacity Advisor のデータ収集は、サーバーがライ
センスを受けてから 10 分以内に自動的に開始されます。Utilization Provider で収集されたデータは、管理対
象システムで 30 日間保持されます。エージェントレス方式で取得されるデータは、5 分間隔で転送されます。
CMS 上のデータベースに転送されたデータは 4 年間保持されます。
注記: データの保持期間を 4 年未満にする場合は、次のいずれかの位置にある vseprefs.props プロパ
ティファイルに変更を加えます。
•

Windows CMS：

•

Program Files\HP\Virtual Server Environment\vseprefs.props
HP-UX CMS:
/etc/opt/vse/vseprefs.props

次のテキストを探して、設定したい日数に変更します。

#
# The default number of days to retain capacity planning profile data.
# This limit is enforced by the capcollect command.
#
PROFILE_RETAIN_DAYS=1460
#

意味のあるシミュレーションのシナリオを作成したり、ワークロードのリソース使用率に関する履歴を表示し
たりするには、代表システムまたはリソース使用率監視対象システムからデータを収集する必要があります。
データを収集すると、シミュレーションのシナリオを作成したり、さまざまな構成とワークロードを試してシ
ステムのキャパシティを評価したりできるようになります。また、Capacity Advisor を使って、将来に向けた
計画を立てることができます。
以下のシステムについてデータを収集できます。
•
•

ライセンスが付与された一部のシステム
ライセンスが付与されたすべてのシステム
注記: Capacity Advisor で使用する各ノードを管理するには、CMS を 1 つだけ使用してください。

Matrix Operating Environment を使って管理されているシステムに関するデータを収集するには、CMS で以下
の設定を行う必要があります。
•
•

管理対象システム上のツールボックスを実行するための、CMS における権限
管理対象システム上の WBEM にアクセスするための、CMS の WBEM 証明書

Matrix Operating Environment（特に Capacity Advisor）のインストール時には、CapAd は、CapAd を実行す
るためのライセンスを付与され、HPE SIM により検出されたすべての管理対象ノードから、サーバーがライ
センスを受けてから 10 分以内に自動的なデータ収集を開始するように設定されます。
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プランニングシナリオの作成
シナリオは、収集したデータに基づいて「仮定の」操作を実行することで、システムの動作をモデル化するた
めに使用されます。シナリオを使用する最初のステップは、シナリオの作成です。
手順
1. HP SIM のトップメニューから、ツール > キャパシティプランニングを選択して、Capacity Advisor のホー
ムタブを開きます。

2. 作成 > プランニングシナリオ…を選択します（または、SIM のトップメニューバーから、最適化 > キャパ
シティプランニング > シナリオの作成…を選択します）。 シナリオの作成ウィザードでは、ウィザードで
の進捗状況を示すために使用されるアイコンの意味、ウィザード内での移動方法について説明している、
紹介画面が表示されます。

プランニングシナリオの作成
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シナリオの識別
手順
1. 左側のナビゲーション列のシナリオ名をクリックして、シナリオ名と説明の入力画面を開きます。
2. 名前に一意の名前を入力します。
3.（オプション）：説明フィールドに、短い説明を入力します。
注記: シナリオの数が増えるにしたがって、似た名前のシナリオを区別するために説明フィールドが
役立ちます。
4.（オプション）：シナリオ作成完了後にシナリオ編集セッションを開くためのチェックボックスを選択解除
できます。このチェックボックスがチェックされていない場合は、シナリオ作成が完了すると、シナリオ
一覧ページに戻ります。
注記: Mozilla Firefox を使用する場合：新しいシナリオを作成するときに、シナリオの編集ウィンド
ウがすでに開いており、他のウィンドウの下に隠れている場合は、ウィンドウが新しいシナリオ情報
で更新されたかどうかがすぐにわかりません。これは、Mozilla Firefox を使ってディスプレイで複数
のウィンドウを開いている場合に発生します。更新されたウィンドウに簡単にアクセスするには、ウ
ィンドウを前面または後面に表示するための Javascript を許可するように Firefox を設定します。そ
の後、新しいシナリオを作成すると、すでに存在するシナリオの編集ウィンドウがディスプレイの前
面に表示されます。
5. 次へをクリックして、分析対象システムの追加画面に進みます。または、左側のナビゲーション列にある
システムをクリックします。

シミュレーションするシステムの選択
1. 分析対象システムの追加で、追加をクリックします。検出したシステムをシナリオに含めるためにフィル
ター処理や選択のコントロールを行う新しいウィンドウが開きます。
2. 新しいウィンドウで、シナリオに含める既存のシステムを選択して、追加をクリックします （このウィン
ドウでのコントロールの使用については、Capacity Advisor のオンラインヘルプを参照してください）。シ
ステムを追加するごとに、分析対象システムの追加の最初の画面上のシステム一覧が長くなります。
3. 次へをクリックして、ウィザード内で実行されたすべてのアクションのサマリーを表示します。

シナリオ設定のサマリー確認
1. サマリー情報が正しいかどうか確認します。
2. 情報が正しければ、完了をクリックすると、シナリオが保存され、シナリオの作成ウィザードが終了しま
す。
デフォルトでは、シナリオエディターが開き、新しいシナリオの使用率データが表示されます。メーター
での使用率の計算に使用されるデフォルトのデータ範囲は、現在より 1 週間前に設定されます。この値を
変更する手順については、Capacity Advisor のヘルプを参照してください。
シナリオ編集セッションを開くが選択されていない場合、新しいシナリオが追加されたシナリオの一覧
（Capacity Advisor タブ上）がメインウィンドウで更新されます。
シナリオのワークロード配置とリソース利用率を編集し、評価する方法について詳しくは、HP Capacity
Advisor ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/）を参照してください。

プロファイルビューアーの使い方
プロファイルビューアーを使用すると、リソース使用率の履歴の概要を簡単に得ることができます。データ
は、グラフィック形式と表形式の概要で表示されます。画面の機能について詳しくは、Capacity Advisor のヘ
ルプも参照してください。
プロファイルビューアーには、ビジュアル化タブのシステムメーター、HPE SIM の最適化メニュー、Capacity
Advisor のシナリオの編集タブのメーターまたはメニューのいずれかからアクセスすることができます。
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注記: データが収集されていない場合や選択したシステムのデータが Capacity Advisor データベースに
ない場合、システムに Capacity Advisor と連携するライセンスが与えられているのであれば、データ収
集設定が正しいことと、データ収集サービスが動作していることを確認してください。詳しくは、Matrix
Operating Environment お使いになる前に（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してくだ
さい。

シナリオ編集時のプロファイルビューアーへのアクセス
この手順は、シミュレートされたシステムシナリオでシミュレートされたリソース利用率を表示するためのア
クセスを提供します。
システムのプロファイルを表示する場合は、以下の手順を実行します。
手順
1.
2.
3.
4.

HPE SIM から、ツール > キャパシティプランニングを開きます。
プロファイルを表示するシステムが含まれているシナリオを選択します。
変更 > プランニングシナリオの編集の順に選択します。
システムテーブル中の、リソースの現在の使用率を表す水平の任意の使用率メーターをクリックします。
プロファイルビューアーは、データが使用可能な現在のリソースタイプのすべて（CPU、メモリ、ネット
ワークとディスクの I/O 帯域幅、および電力使用率）に対して使用できます。Capacity Advisor: 測定デー
タのプロファイルビューアーが開き、選択したリソースタイプとシステムのデータが表示されます。

ワークロードのプロファイルを表示する場合は、以下の手順を実行します。
1. HP SIM から、最適化 > Global Workload Manager (gWLM) > ワークロード...を開きます。
2. ワークロードテーブルに棒グラフが表示される場合は、リソースの現在の使用率を表す任意の横棒をクリ
ックします。プロファイルビューアーは、ワークロードに対するデータが使用可能な現在のリソースタイ
プのすべて（CPU、メモリ、およびネットワークとディスクの I/O 帯域幅の使用率）に対して使用できま
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す。Capacity Advisor: 観測データのプロファイルビューアー画面が開き、選択したリソースタイプとワ
ークロードのデータが表示されます。
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Virtual Connect ドメイングループの構成
VCEM をインストールした後で Virtual Connect ドメイングループを構成する前に、この VCEM 構成を、デー
タセンター内のその他の既存または将来の CMS と調整します。データセンターに他の CMS がある場合、各
VCEM インスタンスでの VCEM 定義の WWN および MAC 除外範囲を使用して、他のエンクロージャーとの
競合を回避することを強くおすすめします。
インストール時に表示される VCEM 範囲選択画面ではデータセンター内の複数の CMS を選択でき、VCEM
によって除外範囲が自動的に作成されます。インストール時に VCEM 範囲選択画面でマルチプル CMS を使
用しますチェックボックスを選択しなかった場合、または CMS で使用する範囲を拡張したい場合は、各 CMS
で使用される除外範囲を作成または変更します。
（オプション：連携 CMS）VCEM アプリケーションの複数のインスタンスが同じネットワーク上で動作して
いる連携 CMS 環境で、VCEM が実行している場合に、範囲の使用が必要になります。

複数の CMS での除外範囲の管理
Insight Management インストーラーは、VCEM 定義 MAC アドレス用に 128 のサブレンジ、ユーザー選択用
に WWN 範囲（サイズ 1024）を提供します。128 のサブレンジによって 128 の CMS を管理できます。また、
各 CMS によって使用されている VCEM 定義範囲のサイズ（1024）は、各 CMS で最大 16 のエンクロージャ
ーを管理するには十分なサイズです。
VCEM 定義の MAC および WWN のサブレンジの完全なリストについては、
「VCEM サブレンジ」を参照して
ください。

除外範囲の編集
インストール時に VCEM 範囲選択画面のマルチプル CMS チェックボックスを選択した場合、VCEM はイン
ストール後に 127 の除外範囲を自動的に作成します。
WWN および MAC 除外範囲を手動で管理、更新、または拡張するには、以下の手順に従ってください。
手順
1. CMS から VCEM のホームページに移動します（ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise
Manager (VCEM)の順に選択）。
2. 管理セクションで、MAC アドレスリンクをクリックします。
VCEM 定義の MAC アドレス除外範囲に 10 のグループが表示されます。各範囲のデフォルトのサイズは
1024 のアドレスに設定されています。さらに大きな範囲が必要な場合は、除外範囲を削除して、残りの範
囲のサイズを増やします。削除するにはその範囲の名前の横にあるチェックボックスを選択して、削除を
クリックします。削除する除外範囲がその他の VCEM インスタンスで使用されていないことを確認して
ください。

Virtual Connect ドメイングループの構成
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3. VCEM ホームページの管理セクションで、World Wide Names のリンクをクリックします。
VCEM 定義の WWN 除外範囲が 10 のグループで表示されます。各範囲のデフォルトのサイズは 1024 の
アドレスに設定されています。範囲の拡大が必要な場合、除外範囲を削除して、残りの範囲のサイズを増
やすこともできます。除外範囲を削除するには、その範囲の名前の隣にあるチェックボックスを選択して
削除をクリックします。ここで削除する除外範囲が他の VCEM インスタンスで使用されていないことを
確認してください。
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除外範囲の作成
マルチ CMS 環境では、インストール時に VCEM 範囲選択画面でマルチプル CMS を使用しますチェックボッ
クスを選択しなかった場合、VCEM 定義の MAC および WWN の除外範囲を手動で構成します。
各 VCEM インスタンスで、次の手順を実行します。
手順
1. CMS から、ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)の順に選択して、
VCEM のホームページに移動します。
2. 管理セクションで、MAC アドレスリンクをクリックします。
a. VCEM 定義の範囲を選択します。
b. 除外範囲タブで新規をクリックします。
c. 範囲名、範囲説明、範囲、および - に入力します。OK をクリックします。
d. 定義する MAC 除外範囲ごとに繰り返します。
3. VCEM のホームページの管理セクションで WWN リンクをクリックします。
a. VCEM 定義の範囲を選択します。
b. 除外範囲タブで新規をクリックします。
c. 範囲名、範囲説明、範囲、および - に入力します。OK をクリックします。
d. 定義する WWN 除外範囲ごとに繰り返します。
除外範囲を構成する場合、必ず MAC と WWN の両方の VCEM 定義の範囲について、手順を繰り返してくだ
さい。
5 つの範囲から成る次の表に示すように、VCEM 定義の範囲を小さなまとまりに分割することを強くおすすめ
します。この例では、4 つの CMS（各 MAC および WWN 範囲のサイズは 1024）をインストールし、新しい
CMS を将来追加するための大きな範囲を残す（5～128）としています。それぞれの CMS に使用する範囲を
選択し、他の CMS に使用する残りの範囲に対し除外範囲を作成します。

除外範囲の作成

257

表 8: VCEM 範囲の例
VC 範囲名

MAC アドレス

WWN

先頭範囲

動作先

先頭範囲

動作先

範囲 1

00-21-5A-9B-00-00

00-21-5A-9B-03FF

50:01:43:80:02:A3:00:0
0

50:01:43:80:02:A3:03:F
F

範囲 2

00-21-5A-9B-04-00

00-21-5A-9B-0FFF

50:01:43:80:02:A3:04:0
0

50:01:43:80:02:A3:07:F
F

範囲 3

00-21-5A-9B-08-00

00-21-5A-9B-0BFF

50:01:43:80:02:A3:8:00

50:01:43:80:02:A4:0B:F
F

範囲 4

00-21-5A-9B-0C-00

00-21-5A-9B-0FFF

50:01:43:80:02:A4:0C:
00

50:01:43:80:02:A4:0F:F
F

範囲 5～128

00-21-5A-9B-10-00

00-21-5A-9C-FFFF

50:01:43:80:02:A4:10:0
0

50:01:43:80:02:A4:FF:F
F

たとえば、それぞれの範囲が 1 つの CMS で使用される（範囲 1 は CMS1 が使用し、範囲 2 は CMS2 が使用
など）という前提で、3 番目の CMS をインストールしている場合、範囲 1、2、4、および 5～128 を除外す
るように構成します。

表 9: 例: 範囲 3 を使用し、他のすべての範囲を除外する
除外範囲名

MAC アドレス

WWN

先頭範囲

動作先

先頭範囲

動作先

VCEM 範囲
1～2 のマス
ク

00-21-5A-9B-00-00

00-21-5A-9B-0FFF

50:01:43:80:02:A3:00:0
0

50:01:43:80:02:A3:07:F
F

VCEM 範囲
4～128 のマ
スク

00-21-5A-9B-0C-00

00-21-5A-9C-FFFF

50:01:43:80:02:A3:0C:
00

50:01:43:80:02:A4:FF:F
F

Virtual Connect ドメイングループの作成
物理論理サーバーを作成し管理するには、VCDG を作成する必要があります。これは、以前に VC マネージャ
ーから作成した単一の Virtual Connect ドメインから設定されます。また、将来、追加のエンクロージャーを
管理対象環境に追加することもできます。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CMS から、ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)の順に選択します。
VC ドメインタブを選択します。
新しい VCDG に含める Virtual Connect ドメインを選択します。
新しい VC ドメイングループをクリックします。
インポートする Virtual Connect ドメインのユーザー名とパスワードを入力します。
VC ドメイングループの名前を入力し、VC ドメイングループのマスタードメインとして、構成済みの VC
ドメインを選択します。

Virtual Connect ドメイングループの作成

7. MAC および WWN 範囲タイプを VCEM 定義のままにしておきます。 シリアル番号タイプを論理シリア
ル番号のままにしておきます。これらのデフォルトオプションを使用すると、工場出荷時のデフォルト設
定を使用せずに、管理対象のサーバーの MAC、WWN、およびシリアル番号を仮想化することができます。
8. OK をクリックして、VCDG を進めます。

9. OK をクリックして VCEM ジョブタブに移動し、進行状況を監視します。Virtual Connect ドメイングルー
プが正常に作成されたことを確認します。VCEM の Create VCDG ジョブが完了状態になるまで待ちま
す。
重要:
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションまたは Matrix OE ビジュアル化によって作成さ
れる論理サーバーの場合、VC プロファイルが自動的に作成されます。論理サーバーに関連付けられ
た VC プロファイルは、VCEM または VCM ユーザーインターフェイスから直接編集しないでくださ
い。Matrix OE ビジュアル化および Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのツールで
作成した論理サーバーを操作するには、これらのインターフェイスのみを使用してください。

VC ドメイングループのトラブルシューティング
症状
VC ドメインが別の VCEM で管理されている場合、次のエラーが表示される場合があります。
VC ドメイン[enclosure2-bottom_vc_domain]を管理するために必要な許可を VCEM が取得できなかっ
たため、この操作は実行されませんでした。考えられる原因 1）VC ドメインで別のユーザーが外部マネージ
ャーとして有効化されており、VCEM はこの VC ドメインを管理できない。2）VCEM が VC ドメインで外部マ
ネージャーのロックを失った。
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。
1. VC ドメインが他の VCEM インスタンスによって実際に管理されているかどうかを確認します。管理され
ている場合は、VC ドメインをこの VCEM に追加する前に、まず、他方の VCEM インスタンスから削除し
ます。

VC ドメイングループのトラブルシューティング
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a. ブラウザーを起動して、VC マネージャーの Web インターフェイスにログインします。例：https://
VC_DOMAIN_IP。ログイン後、VC ドメインを管理している VCEM インスタンスの IP アドレスを記述
したポップアップ警告が表示されます。
b. ブラウザーを起動して、この VCEM インスタンスにログインします（https://VCEM_INSTANCE:
50000）。VCEM ページに移動して、ドメインタブを選択し、VC ドメインが一覧表示され、この VCEM
インスタンスによって管理されるかどうかを確認してください。
c. VC ドメインを選択して、VC ドメイングループからの削除をクリックします。この操作が完了した後
で、他の VCEM インスタンスに VC ドメインを追加してみてください。
2. この VC ドメインを管理している他の VCEM がない場合は、VC ドメインに外部マネージャーのユーザー
が存在していることを確認します。
a. SSH Administrator@xxx.xxx.xxx.xxx のような SSH 接続を使用し、Virtual Connect Manager に
Telnet 接続します。xxx は、VC ドメインの IP アドレスです。
b.
外部マネージャーのアカウントのユーザー名を調べるには、Virtual Connect Manager のコマンドプロン
プトに show external-manager と入力します。この例では、返されたユーザー名が xyz であったと
仮定します。
c.
Virtual Connect Manager のコマンドプロンプトで set external-manager Username=xyz
Enabled=false と入力します。
d. Virtual Connect Manager のコマンドプロンプトで次のように入力します。
remove external-manager Username=xyz
mactype=<Factory-Default/User-Defined> MacStart=<>
MacEnd=<>wwnType=Factory-Default/User-Defined> WwnStart=<>
WwnEnd=<> serverIdType=<Factory-Default/User-Defined>
serverIdStart=<> serverIdEnd=<>
重要:
Virtual Connect Manager v4.30 以降を使用していることを確認してください。
3. VCEM で、この VC ドメインを VC ドメイングループから削除して、同じ VC ドメイングループに追加し
直します。
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クラウドプロビジョニング
CloudSystem Matrix は、BladeSystem ハードウェア、Matrix OE、CSA など、定評のある HP のコンバージド
インフラストラクチャ技術をベースに構築された、プライベートおよびハイブリッドクラウドデプロイメント
のための lasS（サービスとしてのインフラストラクチャ）ソリューションです。Matrix インフラストラクチ
ャオーケストレーションは、外部のクラウドコンピューティングリソースとのインターフェイスとして機能
し、オンプレミスサーバーグループとクラウドホスティングサーバーグループで構成されるサービステンプレ
ートを定義できるようにします。インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーインターフェイス
を使用して、サーバーがどこでホストされているかに関係なく、サーバーをシームレスにプロビジョニングお
よび管理できます。
Hewlett Packard Enterprise インフラストラクチャオーケストレーションデザイナーを構成すると、クラウド
ホスティングサーバーグループを含むサービスの定義に使用できます。クラウドホスティングサーバーグル
ープを構成するには、適切なプロバイダーソフトウェアイメージをソフトウェアインベントリから選択して、
サーバーハードウェア要件を定義する必要があります。サービスのインスタンスは、指定されたサーバープー
ルセットのリソースを使用してプロビジョニングされます。インフラストラクチャオーケストレーションに
は、サービスを構成し、管理者がライフサイクル操作（たとえば、より多くの容量が必要なときにグループに
サーバーを追加する）を実行できるようにするサーバーのステータスが表示されます。サービスの運用が終了
すると、関連するすべてのリソースが解放されます。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使ったクラウドプロビジョニングについて詳しくは、
Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration（http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs）を参照してください。
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（オプション）ESXi ホストとクラスターのプロビ
ジョニング
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、設定された VMware ESXi/vSphere VM ホストまた
は一連の VM ホストを VM クラスターにデプロイできます。VM ホストまたは VM クラスターには、サーバ
ー、ストレージ、およびネットワーク設定が含まれます。
インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使用して、設計者はサービステンプレートを作成し、
そこに共有ストレージとネットワークが設定された 1 つ以上の VM ホストを含めます。このテンプレートを
デプロイすると、デプロイされた VM ゲストを持つことができる、完全に機能する VM クラスターが得られま
す。
注記: CloudSystem Matrix 7.3 Update 1 以降は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションか
ら VMware ESXi ホストをプロビジョニングするためのオプションが拡張されています。手動配備と自
動化用の VMware Auto Deploy の使用に加えて、Insight Control サーバープロビジョニングを使用できる
ようになりました。7.3 Update 1 リリース（およびそれ以降）には、Insight Control サーバープロビジ
ョニングを使用して VMware ESXi 5.5 をインストールするためのスクリプトが含まれています。詳し
くは、HP Matrix infrastructure orchestration: ESXi OS Deployment ホワイトペーパー（http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
CloudSystem Matrix 7.3 Update 2 から、ESXi のプロビジョニングを自動化する Operations
Orchestration ワークフローが提供されています（VMware Auto Deploy または Insight Control サーバー
プロビジョニングのいずれかを使用）。詳しくは、HP マトリックスインフラストラクチャオーケストレ
ーション： 自動 ESXi プロビジョニングホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）
を参照してください。
環境の設定と、ESXi/vSphere ホストまたはクラスターテンプレートの作成について詳しくは、HPE Matrix イ
ンフラストラクチャオーケストレーション： ESXi プロビジョニングホワイトペーパー（http://www.hpe.com/
info/matrixoe/docs）を参照してください。
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設定データの収集およびアーカイブ
この章では、CloudSystem Matrix のコンポーネント（ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェア
ベースラインを含む）の記録を作成する方法について説明します。

設定ベースラインの収集について
HPE CloudSystem Matrix インフラストラクチャのインストールが完了したら、将来の改善を評価するための
ベースラインや電話サポートを支援する情報として使用できるさまざまな設定パラメーターを収集する必要
があります。少なくとも、設定データを収集して CMS にアーカイブすることをおすすめします。追加の保護
措置として、将来参照できるように、顧客の同意のもと、作成されたアーカイブを HPE に転送してください。
次の表には、設定データの収集に必要な作業が示されています。

表 10: 設定データの収集
収集方法

参照先

Onboard Administrator から show all スクリプ
トを実行する

Onboard Administrator の show all

Virtual Connect から show all スクリプトを実行 Virtual Connect の show all
する
Virtual Connect の supportdump を実行する

Virtual Connect の supportdump

Insight Management ソフトウェアの
simcapture を実行する

simcapture ログ

Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンログをアーカイブする

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションロ
グ

Insight Control VMM ログをアーカイブする

Insight Control 仮想マシン管理ログ

CMS から mxsync を実行する

mxsync ログ

Storage Provisioning Manager ログ

Storage Provisioning Manager ログ

VSEassist ログ

VSEassist ログ

Insight Control サーバープロビジョニングのログ
の有効化

Insight Control サーバープロビジョニングのログ

Insight Control サーバー配備ログの有効化

Insight Control サーバー配備ログの有効化

以下の項では、これらの情報を収集するための詳しい手順と、推奨される命名規則および Hewlett Packard
Enterprise へのデータの転送手順についても説明します。作業を開始する前に、必ず、収集したデータを保存
するアーカイブディレクトリを作成してください。これについては、次の項で説明します。

アーカイブディレクトリの作成
将来参照するために CMS 上にデータをアーカイブする作業を開始する前に、データを格納するディレクトリ
を作成します。

設定データの収集およびアーカイブ

263

アーカイブディレクトリを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. 管理者権限で、HP SIM CMS にログオンします。
2. Windows Explorer を開き、Insight Management がインストールされているディレクトリ（たとえば、C:
\Program Files\HP\Insight Management\）に移動します。
3. 新しいディレクトリ（たとえば、MatrixSupportInfo）を作成します。
4. この新しいディレクトリ内に、別のディレクトリを作成します。次に例を示します。
MatrixSupportInfo-va78sv-20140415
ここで、va78sv は CMS ホストの名前であり、20140415 は 2014 年 4 月 15 日の日付です。

Onboard Administrator の show all
Onboard Administrator を使用して、show all コマンドの結果を収集します。さらに、GUI を使用して、設
定スクリプトを保存します。手順については、以下の項を参照してください。

推奨される命名規則
Onboard Administrator の「show all」のデータファイルに名前を付ける際は、次の規則を使用することをおす
すめします。
oaShowAll-<OAname>-<YYYYMMDD>.txt
ここで、<OAname>は Onboard Administrator のホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁の年、2 桁の月、お
よび 2 桁の日による日付を示します。次に例を示します。
oaShowAll-en1oa2-20140415.txt

Onboard Administrator からのすべてのデータの表示
GUI を使用して Onboard Administrator から「show all」データと設定スクリプトを収集するには、以下の手
順に従ってください。
1. HP SIM にログオンします。
2. システムおよびイベント収集パネルで、次の手順を実行します。

3.
4.
5.
6.
7.

a. すべてのエンクロージャー収集を展開します。
b. エンクロージャーを選択します。
c. エンクロージャーのシステムページで、Onboard Administrator リンクをクリックします。
要求されたら、Onboard Administrator にログオンします。
システムおよびデバイスパネルで、エンクロージャー情報 > エンクロージャー設定 > 設定スクリプトの順
に選択します。
画面に表示されたら、すべてを表示をクリックして、エンクロージャーの現在のインベントリのリストを
含んでいるスクリプトを表示します。
上記の命名規則に従って、生成されたファイルを保存します。
各エンクロージャーについて、上記の手順を繰り返します（手順 2 で異なるエンクロージャーを選択して
ください）。

Virtual Connect の show all
Virtual Connect から、show all コマンドの結果を収集します。
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Onboard Administrator の show all

推奨される命名規則
Virtual Connect の「show all」のデータファイルに名前を付ける際は、次の規則を使用することをおすすめし
ます。
vcShowAll-<VCModulename>-<YYYYMMDD>.txt
ここで、<VCModulename>は Virtual Connect Ethernet モジュールのホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁
の年、2 桁の月、および 2 桁の日による日付を示します。次に例を示します。
vcShowAll-en1vcen1-20140415.txt

Virtual Connect の show all コマンドの発行
Virtual Connect の show all を実行するには、端末エミュレーターを使用して VCM にログオンする必要があ
ります。以下の手順は、CloudSystem Matrix ツールキットに含まれている PuTTY を使用することを前提とし
ています。
手順
1. VCM にネットワークアクセスできるシステムにログオンします。
2. PuTTY を起動します。
3. PuTTY Configuration ダイアログで、Session > Logging の順に選択します。次に、Printable output を選
択して、ログファイルのファイル名を入力します。または、PuTTY のタイトルバーを右クリックし、
Change Settings を選択することによって、アクティブな PuTTY セッションで PuTTY Configuration を表
示することもできます。
4. SSH を選択し、プライマリ Virtual Connect Ethernet モジュールの名前または IP アドレスを入力して、
Open をクリックします。
5. Virtual Connect ドメインにログインします。
6. コマンドプロンプトで、show all *をタイプします。
注記:
このコマンドには必ずアスタリスク（*）を含めてください。
7. PuTTY を閉じ、ログファイルを確認してアーカイブします。
8. 各 Virtual Connect ドメインについて、上記の手順を繰り返します。

Virtual Connect の supportdump
Virtual Connect から、supportdump の結果を収集します。

推奨される命名規則
Virtual Connect の「supportdump」のデータファイルに名前を付ける際は、次の規則を使用することをおすす
めします。
vcSupportInfo-<VCModulename>-<YYYYMMDD>.txt
ここで、<VCModulename>は Virtual Connect Ethernet モジュールのホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁
の年、2 桁の月、および 2 桁の日による日付を示します。次に例を示します。
vcSupportInfo-en1vcen1-20150415.txt

推奨される命名規則
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supportdump ドメイン BackupRestore データの収集
GUI を使用して Virtual Connect から supportdump および BackupRestore データを収集するには、以下の手順
に従ってください。
supportdump を作成します。
1.
2.
3.
4.

VCM にログオンします。
Tools > Export Support Information の順に選択します。
ダイアログのメッセージを読み、OK をクリックします。
supportdump の準備（数分かかる場合があります）が完了したら、ファイルをダウンロードして保存する
ことを求めるメッセージが表示されます。アーカイブ位置とファイル名を入力します。VCM が提示する
ファイル名には、Virtual Connect ドメイン名が使用されています。このファイル名を「Virtual Connect の
show all」によるログファイルと一致するように「VCmoduleName」に変更し（.TXT ファイルとして保存
されることを確認してください）、Save をクリックします。

Domain BackupRestore ファイルを作成します。
1.
2.
3.
4.

Tools > BackupRestore Domain Configuration の順に選択します。
Backup Configuration をクリックします。
ファイルを保存することを求めるメッセージが表示されます。Save をクリックします。
VCM からサインアウトします。

simcapture ログ
Insight Management から simcapture コマンドを実行して、出力をアーカイブします。

推奨される命名規則
simcapture のデータファイルに名前を付ける際は、次の規則を使用することをおすすめします。
simcapture-<CMSname>-<YYYYMMDD>.zip
ここで、<CMSname>は CMS のホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁の年、2 桁の月、および 2 桁の日に
よる日付を示します。次に例を示します。
simcapture-va78sv-20140415.zip

simcapture.bat の実行
simcapture.bat を実行するには、以下の手順に従ってください。
1. 管理者権限で、HP SIM CMS にログオンします。
2. Windows コマンドラインセッションを起動します。
3. mxstatus -l（「-l」は「ダッシュとイチ」ではなく「ダッシュと小文字のエル」）を実行することにより、
HP SIM が完全に機能することを確認します。HP SIM が「not ready」というステータスを示す場合は、手
順を続行する前に問題を修正してください。
4. <SIM_install_path>\lbin に移動します。
たとえば、次のようなデフォルトの Systems Insight Manager インストールパスを使用できます。
C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\lbin
5. simcapture.bat を実行します。これにより、同じディレクトリに simcapture.zip という名前のファ
イルが作成されます。このスクリプトにより、実行されたコマンドのステータスが表示され、完了までに
数分かかる場合があります。
6. 命名規則に従って simcapture.zip ファイルの名前を変更し、アーカイブ位置に移動させます。
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Matrix インフラストラクチャオーケストレーションログ
推奨される命名規則
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのログファイルに名前を付ける際は、次の規則を使用する
ことをおすすめします。
MatrixIOlogs-<CMSname>-<YYYYMMDD>.zip
ここで、<CMSname>は CMS のホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁の年、2 桁の月、および 2 桁の日による
日付を示します。次に例を示します。
MatrixIOlogs-va78sv-20140415.zip

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのログファイルのアーカイブ
Insight Management から、以下の手順を実行して、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのロ
グファイルをアーカイブします。
手順
1. <Matrix infrastructure orchestration_install_path>\logs フォルダーに移動します。
たとえば、次のようなデフォルトの Matrix インフラストラクチャオーケストレーションインストールパス
を使用できます。
C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\logs
2. logs フォルダーに保存されているすべてのファイルを zip 形式で保存し、アーカイブ位置に移動させます。

Insight Control 仮想マシン管理ログ
推奨される命名規則
Insight Control 仮想マシン管理ログファイルに名前を付ける際は、次の規則を使用することをおすすめしま
す。ICvirtlogs-<CMSname>-<YYYYMMDD>.zip
ここで、<CMSname>は CMS のホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁の年、2 桁の月、および 2 桁の日による
日付を示します。次に例を示します。
ICvirtlogs-va78sv-20140415.zip

仮想マシン管理ログファイルのアーカイブ
Insight Management から、以下の手順を実行して、Insight Control 仮想マシン管理のログファイルをアーカイ
ブします。
1. <ICvirt install path>\log フォルダーに移動します。
たとえば、次のようなデフォルトの仮想マシン管理インストールパスを使用できます。
C:\Program Files\HP\Insight Control virtual machine management\logs
2. log フォルダーに保存されているすべてのファイルを zip 形式で保存し、アーカイブ位置に移動させます。

mxsync ログ
mxsync コマンドを実行して、出力をアーカイブします。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションログ
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推奨される命名規則
mxsync の出力に名前を付ける際は、次の規則を使用することをおすすめします。
mxsync-<CMSname>-<YYYYMMDD>.txt
lsmanalyzer<CMSname>-<YYYYMMDD>.txt
ここで、<CMSname>は CMS のホスト名を示し、<YYYYMMDD>は 4 桁の年、2 桁の月、および 2 桁の日に
よる日付を示します。次に例を示します。
mxsync-va78sv-20140402.txt

mxsync の実行
手順
1. 管理者として、HP SIM CMS にログオンします。
2. Windows コマンドラインセッションを起動します。
3. <SIM_install_path>\mxsync\bin に移動します。
たとえば、次のようなデフォルトの Systems Insight Manager インストールパスを使用します。
C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\mxsync\bin
4. mxsync.bat を実行します。このユーティリティは、CMS サービスが動作しているときに実行できます。
Matrix OE の手順を実行するには、Logical Server Automation サービスが動作している必要があります。
mxsync.bat ユーティリティは、同期化の処置で必要なサービス状態に達することを推奨しています。こ
れは、実行モードに動作している場合は、実行時に行うことができます。これらの処置は、分析モード（コ
マンドラインオプションなし）には不要です。>>>Would you like to continue the analysis?
(Y/N):というプロンプトが表示されたら、y を入力します。
5. mxsync.bat ユーティリティは、mxsync.log というファイルを<SIM_install_path>\mxsync\logs
に作成します。命名規則に従って mxsync.log ファイルの名前を変更し、アーカイブ位置に移動させま
す。
6. また、mxsync.bat ユーティリティは、lsmanalyzer.<timestamp>.txt というファイルも
<SIM_install_path>\mxsync\data に作成します（lsmanalyzer.111212090819.txt など）。命
名規則に従ってこのファイルの名前を変更し、アーカイブ位置に移動させます。

Storage Provisioning Manager ログ
SPM は、実行されたすべての動作とすべてのエラーイベントを示す、ストレージカタログの動作ログを保持
します。この動作ログを確認するには、以下の手順に従ってください。
1. ブラウザーウィンドウを開いて、次の URL を入力します。
https://SPM のサーバー名または IP アドレス:8000/logs
2. Operational Logs で、適切なファイル名をクリックします。
ファイルが開きます。動作ログエントリーは、内容をコピーして、デスクトップ上の別のウィンドウに貼
り付けることができます。
注記: Storage Provisioning Manager ログから、すべての動作およびパーミッションイベントが記録され
ている監査ログにアクセスすることもできます。
注記: 問題を診断するには、より詳細な SPM ログを有効にします。これにより、詳細なエントリーが増
えることからログの容量が大きくなりますが、役に立つ場合があります。より詳細なログを有効にする
には、以下の手順に従ってください。
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1. C:\Program Files (x86)\HP\Storage Provisioning Manager\state に移動します。このフ
ォルダーは、クラスター化 CMS 構成では、異なる場所にあります。
2. テキストエディターを使用して、ApplicationConfig.xml ファイルを開きます。
3. <LogEntryThreshold>Informational</LogEntryThreshold>という行を
<LogEntryThreshold>Tracing</LogEntryThreshold>に修正します。
4. ファイルを保存して、テキストエディターを閉じます。SPM サービスを再起動する必要はありません。こ
の変更は、すぐに有効になります。
問題が発生したら、operational.log ログを検索して、「[E]」が含まれている行を検出してください。
この行は、例外が発生したことを示しており、問題を特定するために役立ちます。
5. 問題の診断が終了したら、次の手順を実行します。
a. テキストエディターで ApplicationConfig.xml ファイルをもう一度開きます。
b. LogEntryThreshold の行を「Informational」に戻します（<LogEntryThreshold>Informational</
LogEntryThreshold>）。
c. ファイルを保存します。

Insight Control サーバープロビジョニングのログ
この手順を使用して、Insight Control サーバープロビジョニングのログを作成します。
手順
1.
2.
3.
4.

管理者権限を使用して Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスの UI にログインします。
メインメニューから設定を選択します。
アクション > サポートダンプの作成を選択します。
サポートダンプの作成が完了すると、tar.gz ファイルを保存するプロンプトが表示されます。ブラウザ
ーの設定でデフォルトのダウンロードフォルダーが指定されている場合は、それがデフォルトのダウンロ
ード位置になります。
5. 認定されたサポート担当者に連絡して、サポートダンプの提出について指示を受けます。

Insight Control サーバー配備ログの有効化
Insight Control サーバー配備サーバーとターゲットサーバーとの通信についてのログを有効にするには、以下
の手順に従ってください。
手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.

スタート > すべてのプログラム > Altiris > Deployment Solution > Configuration の順に実行します。
オプションをクリックして、Altiris Deployment Server オプションを開きます。
デバッグタブでエンジンとのエージェント通信の記録チェックボックスを選択します。
ログディレクトリと最大ファイルサイズを指定します。
OK をクリックして、Altiris Deployment Server オプションを閉じます。
OK をクリックして設定を終了します。ログファイルの名前は、ターゲットサーバーの ID に基づいて付け
られます。この ID は、DS コンソールでサーバーを右クリックしてプロパティ > 全般の順に選択すると確
認できます。
7. log フォルダーに保存されているすべてのファイルを zip 形式で保存し、アーカイブ位置に移動させます。

VSEassist ログ
Matrix OE トラブルシューティングツール（VSEassist）は、トラブルシューティングセッションの結果を含
むログファイルを維持しています。VSEassist を実行して、システムの現在の状態を取得します。

Insight Control サーバープロビジョニングのログ

269

手順
1. CMS の設定を確認し、All Matrix Resources 収集内のすべてのシステムと通信し、これらのシステ
ムを設定します。次のいずれかの方法を選択します。
a. CMS コマンドラインで、次のコマンドを実行します。vseassist -C*
b. SIM で、
診断 > Matrix Operating Environment のトラブルシュート > CMS 構成のチェックの順に選択しま
す。
2. 管理対象システムとの通信上の問題を取得します。次のいずれかの方法を選択します。
a. CMS コマンドラインで、次のコマンドを使用して、管理対象システムの SIM ノード名またはシステム
収集名を指定します。
vseassist -l { -n nodename | -g collectionname ...}
b. Matrix OE ビジュアル化で、管理対象システムを選択し、
診断 > Matrix Operating Environment のトラブルシュート > CMS と管理対象ノードの通信チェック
の順に選択します。
3. 管理対象システムの設定を確認します。次のいずれかの方法を選択します。
a. CMS コマンドラインで、次のコマンドを使用して、管理対象システムの SIM ノード名またはシステム
収集名を指定します。
vseassist -r { -n nodename | -g collectionname ...}
b. Matrix OE ビジュアル化で、管理対象システムを選択し、
診断 > Matrix Operating Environment のトラブルシュート > 管理対象ノードの構成のチェックの順
に選択します。
4. C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\logs\vseassist.log を、アーカイブデ
ィレクトリにコピーします。

データのアーカイブ
上記の手順で収集したデータを、この目的のために作成したアーカイブディレクトリにまとめて保存する必要
があります。
収集したデータをアーカイブするには、アーカイブディレクトリ（MatrixSupportInfo-<CMSname><YYYYMMDD> ）を右クリックして、送る > 圧縮（zip 形式）フォルダーの順に選択します。
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データベースのメンテナンス
SQL Server データベースでは、CloudSystem Matrix データベースに以下のメンテナンスジョブを設定するこ
とをおすすめします。
•
•
•

毎月の整合性チェック
毎週または隔週のインデックス作成
1 時間ごとのトランザクションログのバックアップ（特にフルリカバリモデルを選択した場合）

一部のインストレーションでは、データベーストランザクションログが膨大になる場合があります。通常、
Microsoft SQL Server 管理ツールによってデータベースのリカバリモデルが Full に設定されていることが原
因です。サイズを小さいままに保つには、すべての Insight Management データベースについて、データベー
スリカバリモデルを Simple に設定するのが最善です。変更後は、同じ管理ツールを使用してログファイルを
縮小できます。Insight Management のデータベースは、次のとおりです。
•
•
•
•
•
•
•

HPE SIM データベース、Insight_v50.0.xxxxx
VSE データベース、gwlm
PMP データベース、PMP_V5_0
Insight Control 仮想マシン管理データベース、hpvmmsqldb
MatrixIO データベース、hpio
HPE Operations Orchestration データベース、oo
Matrix OE 論理サーバー管理データベース、lsdt

データベースリカバリモデルを Simple に変更するには、Insight Management ソフトウェアのデータベースご
とに以下の手順を実行します。
1. SQL Server Management Studio を開き、Microsoft SQL Server Database Engine の適切なインスタンスに
接続します。
2. オブジェクトエクスプローラーで、サーバー名をクリックしてサーバーツリーを展開します。
3. データベースを展開し、モデルデータベースを右クリックしてプロパティを選択し、データベースのプロ
パティダイアログボックスを開きます。
4. ページの選択ペインで、オプションを選択します。
5. 現在のリカバリモデルは、復旧モデルリストボックスに表示されます。
6. 復旧モデルオプションを単純に変更します。

メンテナンス
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図 7: データベースのプロパティ
データベースリカバリモデルを単純に設定すると、ログファイルはいつでも縮小できます。以下の手順に従っ
てください。
1. Microsoft SQL Server Management Studio を起動します。
2. データベース名、たとえば HPE SIM データベース（「Insight_v50.0.xxxxx」）を右クリックします。
3. タスク > 圧縮 > ファイルの順に選択します。
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図 8: ファイルの縮小
注記: Insight Management 製品が作成したデータベースとテーブルは、その Insight Management 製品が
アンインストールされても削除されません。その理由は、与えられた環境におけるデータの機密保護で
す。

ログファイルのメンテナンス
CloudSystem Matrix の製品（トレース）ログファイルは拡大を制限するように設計されていますが、定期的
にログファイルディレクトリをチェックして、ログファイルが必要以上に拡大していないことを確認すること
をおすすめします。問題の発生時に何らかの履歴がある必要性と使用できるディスク容量のバランスを取る
必要があります。前回のサポート依頼でオンにされたデバッグトレース機能がそのまま残っていて、通常より
多くのエントリーが書き込まれる場合があります。CloudSystem Matrix は、コンポーネントごとにログファ
イルがあります。ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>以下のディレクトリに格納されます。デ
フォルトの<インストール先ディレクトリ>は、c:\program files\HP です。
以下のページで、現在アクティブなログファイルについて説明します。アクティブなログファイルは削除して
はなりませんが、履歴が不要になったときに削除できる他のログファイルを示します。古いログファイルを削
除する前に、必要になる場合に備えて、ログファイルを zip に圧縮し、別のディスクに格納することをおすす
めします。あるいは、Microsoft Windows のフォルダーの詳細設定オプションを使用して、ログディレクトリ
を圧縮フォルダーとして設定することもできます。
HP SIM
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>\HP Systems Insight Manager\logs にあります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•

mxdomainmgr.0.log
mxdtf.0.log

ログファイルのメンテナンス
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•
•

mxinventory.0.log
mx.log

他のすべての mx*.##.log ファイルは、スペースを解放するために削除してもかまいません。HPE SIM サー
ビスを再起動するたびに、1 組のログファイルが作成されます。HPE SIM は、各プロセスのログファイル
（mxdomainmgr、mxinventory、mxdtf）を最大 15 個まで保存します。これらのファイルは、HPE SIM サ
ービスが再起動されるとローテーションされます。
アクティブなログが大きい場合は、トレースを無効にしてください。
1. DOS コマンドウィンドウにアクセスします。
2. mxdebug -e --disable-all と入力します。
他の CLI コマンドを実行する権限を持っている場合は、mxdebug コマンドを実行することもできます。
注記: このコマンドは、HPE SIM を再起動する必要なくトレースログのレベル設定を変更しますが、
mx*.0.log ファイルのスペースを解放しません。HPE SIM サービスを再起動すると、それらのログフ
ァイルを解放できます。
MatrixIO
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>\Matrix infrastructure orchestration\logs にあ
ります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•
•

hpio-controller.log
hpio.log
hpio-performance.log.csv

Insight Control 仮想マシン管理
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>\Insight Control virtual machine management
\log にあります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•
•
•

hpvmmsvc.log
vmm_controller.log
vmm_dbupdate.log
vmmdbinfo.log

<jobCategory>-YYYYMMDD_HH24MISS-<JobId>.xml 形式のファイルはさまざまなジョブログファイル
であり、スペースを解放するために定期的に削除できます。例：
•
•
•
•
•

vmmCreateTemplate-20110216_230044-1000.xml
vmmDeployTemplate-20110216_230044-1001.xml
vmmMigrate-20110216_230044-1002.xml
vmmRegisterHost-20110216_230044-1003.xml
vmmUnregisterHost-20110216_230044-1004.xml

hpvmmsvc.log.#および vmm_controller.log.#形式のすべてのファイルは、スペースを解放するために
削除できます。
Matrix リカバリ管理
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>\Insight Recovery\logs にあります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
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•
•
•

hp_ir_database.log
hp_ir_dbinstall.log
lsdt_web.log
注記: mxdomainmgr.0.log ファイルに記録されていた Matrix リカバリ管理メッセージは、Matrix リカ
バリ管理インストールディレクトリの logs\lsdt_web.log にリダイレクトされるようになりまし
た。

Insight managed system setup wizard
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>\Managed System Setup Wizard\logs にあります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•

mssw.log
msswinitconfig.log

HPE Operations Orchestration
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ><インストール先ディレクトリ>\Operations
Orchestration10\central\var\logs にあります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•
•
•
•
•

localhost_access_log*
wrapper.log
execution.log
general.log
server.log
reverse-connection.log

ログファイルは、 <インストール先ディレクトリ>\Operations Orchestration10\ras\var\logs にあ
ります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•
•

HP_Operations_Orchestration_Scheduler.log
recreate-db.log
wrapper.log

Storage Provisioning Manager
ログファイルは、以下の場所にあります。<SPM のインストール先ディレクトリ>\logs
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•

operational.log
audit.log

上記以外のファイル
ログファイルは、<インストール先ディレクトリ>\Virtual Server Environment\logs にあります。
現在アクティブなログファイルは、次のとおりです。絶対に削除しないでください。
•
•
•
•
•
•

appdiscovery_cli.log
appdiscovery_initconfig.log
appdiscovery_server.log
appdiscovery_ui.log
capadinit.log
cpanalytics_hibernate.log

メンテナンス
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esa.log
gwlm.log.0
gwlmcmsd.log.0
gwlminitconfig.log.0
hp_ad_wrapper.log
hp_cpdata_service.log
hp_gwlm.service.log
hp_lsa_service.log
perfIndex.resultLog
vseassist_install.log
vseinitconfig.log
vseinitconfig_output.log
vselog.cpa.log
vselog.log
vselog.lsm.log

ゼロ（0）以外の数字で終わるファイルは削除できます。
サポートファイル
Hewlett Packard Enterprise サポートが、デバッグ用にすべてのログファイルを収集し、Hewlett Packard
Enterprise に送信する「simcapture」というユーティリティを実行する場合があります。ご使用のシステムで
このユーティリティが実行された場合は、c:\HPIC\logs 以下の 1 つまたは複数の IM_############形式
のディレクトリに、これらのログファイルが含まれています。Hewlett Packard Enterprise サポートがこれら
のディレクトリの使用を終えたら、これらのディレクトリを削除する必要があります。削除すると、以後の
simcapture にはこれらのディレクトリは含まれません。

イベントの削除
一般に、すべてのイベント収集に表示されるデータベース内のイベント総数を 100,000 未満に保つのが最善
です。
注記: 「クリア」されたイベントは、「削除」されるまでデータベースに残ります。
HPE SIM 7.0 以降では、自動的なイベントのクリーンアップを支援するために、次の 2 つのデフォルトタスク
が有効になっています。
•
•

90 日を経過したイベントの削除
古い不要なイベントの削除

以前のリリースでは、これらのタスクを手動で有効にする必要があります。それでもイベントの蓄積が速すぎ
る場合は、これらのタスクが使用するデフォルトのイベント収集を変更し、削除するイベントの経過時間をよ
り環境に適した値まで下げることができます。
これらの収集を変更するには、以下の手順に従ってください。
1. システムおよびイベント収集パネルの一番上にあるカスタマイズリンクをクリックします。
2. 収集の表示ボックスで、イベントを選択します。
これらのイベント収集は、ともに時間別イベントの下にあります。これらのイベント収集を選択し、検索パラ
メーターを変更することができます。
削除したいイベントの基準を含んでいるイベント収集を作成し、イベントの削除機能の対象としてスケジュー
ルすることで、これらのタスクに似た追加の「イベントの削除」タスクを作成できます。イベント収集を作成
するときは、特定のイベントタイプを選択するなど、必要に応じて詳細に指定できます。
タスクを作成し、スケジュールを設定するには、以下の手順に従ってください。
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1.
2.
3.
4.

オプション > イベント > イベントの削除の順に選択します。
作成したばかりのイベント収集を選択します。
適用をクリックします。
操作を特定のシステムのみに制限するシステムフィルターを指定したい場合は、システムフィルター追加
をクリックします。
5. スケジュールをクリックして、このジョブを実行する頻度を指定します。
HPE SIM は、最大イベント数もサポートしています。HPE SIM は、起動時に、最も古いイベントから順
にこのしきい値を超えるすべてのイベントを削除します。このカウントはデフォルトでは 750,000 イベン
トですが、mxglobalsettings -s MaxDesiredEvents=## を実行すると変更できます。ここで、##
は、起動時に許可される最大イベント数です。

HP SIM での到達不能デバイスの自動削除
通常、大規模な企業インフラストラクチャを取り扱う IT 管理者には、HPE SIM CMS をクリーンアップする
方法が必要です。この項では、定義された基準に適合するシステムを定期的に削除するように、HPE SIM
CMS を設定する方法について説明します。
全体的なプロセスは、次のとおりです。
1. 削除する必要があるサーバーを特定し、収集を作成する。
2. これらのデバイスを削除するためのスクリプトを作成する。
3. HPE SIM にスクリプトを統合するためのカスタムコマンドを作成し、スケジュールを設定する。
削除する必要があるサーバーを特定し、収集を作成する
このステップでは、IT 管理者は、CMS データベースから削除するサーバーの特定に必要な基準を決定し、こ
れらの基準を取り込む収集を作成します。たとえば、過去 30 日間にわたって到達不能であり、現在は「クリ
ティカル」なヘルスステータスを示すすべてのサーバーを削除したい場合があります。これらのパラメーター
は、実際の状況に合わせて使用する必要があります。
HPE SIM を使用して、必要な収集（イベント収集とシステム収集）を作成します。イベント収集は、指定期
間にわたって到達不能のデバイスのリストを決定します。この例の場合、「過去 30 日間に到達不能」イベン
ト収集に現れる「すべてのサーバー」を削除したいため、このリストは特定タイプのデバイスをフィルタリン
グしません。
収集を作成するには、以下の手順に従ってください。
1. HPE SIM から、システムおよびイベント収集ペインでカスタマイズをクリックします。

2. 収集の表示オプションで、イベント収集を選択し、新規をクリックします。
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3. 条件によってメンバーを選択を選択します。

4. 次の収集基準を使用します。
• イベント時間は 30 日以前。
• イベントタイプは「システムが到達不能」（Systems Insight Manager イベント内）。
• クリア状態がクリアされていない。
5. 時間別イベント収集に過去 30 日間に到達不能として収集を保存します。
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クエリの結果は、次のようになります。

削除スクリプトを作成する
このステップでは、IT 管理者は、「過去 30 日間に到達不能のシステム」収集に属するデバイスを削除するス
クリプトを作成します。
HPE SIM には強力な CLI コマンドセットがあり、柔軟に使用できます。このスクリプトでは、そのうち 2 つ
mxquery および mxnode を使用します。これらのコマンドの詳細は、Web ページ（http://www.hpe.com/
info/insightmanagement/docs）に記載されています。
スクリプトは、grep コマンドも利用します。デフォルトで、HPE SIM サーバーには、cygwin に基づく
openssh が付属しています。 C:\Program Files\HP\OpenSSH\bin ディレクトリには、1 組の Linux コ
マンドが含まれています。すでに別のサーバーに完全な cygwin インストールがある場合は、2 つのファイル
grep.exe と cygpcre-0.dll を C:\Program Files\HP\OpenSSH\bin ディレクトリにコピーすること
をおすすめします。これにより、Windows バージョンをインストールせずに、grep コマンドを使用できま
す。
Windows ベースの grep コマンドを使用するスクリプトは、http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/
grep.htm から入手できます。
スクリプトの使用：
1. CMS で、notepad.exe を開き、次の行をコピーし、貼り付けます。
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echo on
Rem Move to the script directory
cd C:\script\
REM delete old files
del C:\script\nodes*.txt
REM Create list of systems
mxquery -e "Not Reachable for the last 30 days" |findstr "DeviceName"
>nodes1.txt
mxquery -e "Critical Systems" |findstr "DeviceName" >nodes2.txt
REM Parse them to extract the proper list of system to delete : using windows
grep
"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\grep.exe" -f nodes2.txt nodes1.txt
>nodestodelete.txt
REM Parse them to extract the proper list of system to delete : using cygwin
grep copied in Openssh folder
“C:\Program Files\HP\OpenSSH\bin\grep.exe” " -f nodes2.txt nodes1.txt
>nodestodelete.txt
REM Transform lines in columns
for /f "delims=" %%a in ('type "nodestodelete.txt"') do call :commande "%%a"
goto :eof
:commande
set ligne=%1
set ligne=%ligne:"=%
@echo %ligne% >>nodestodelete2.txt
2. ご使用の環境に合わせて、スクリプト内のディレクトリ名を更新します。
3. インストールした grep のバージョンに基づいて、2 つの grep.exe 行のいずれかを選択し、残りの行をコメ
ントアウトします （片方だけが必要です）。
4. スクリプトディレクトリにファイルを保存し、autodelete1.bat という名前を付けます。
前回の実行の結果を削除して最初のスクリプトが開始します。1 つは「イベント」収集に対して起動し、2
番目は「クリティカルなシステム」収集に対して起動します。完了すると、スクリプトは、これらの 2 つ
のクエリの結果を分析し、両方のリストに存在する項目を確認します。結果は、HPE SIM データベースか
ら削除したいデバイスのリストです。
これは、最初のスクリプト（nodestodelete2.txt）の出力例です。
DeviceName: fred01
AssociatedDeviceName:
DeviceName: fred02
AssociatedDeviceName:
DeviceName: fred03
AssociatedDeviceName:
DeviceName: fred04
AssociatedDeviceName:
DeviceName: fred05
AssociatedDeviceName:
5. 2 番目のスクリプトは、最初のスクリプトによって生成されたリストに基づいて、サーバーの削除を実行
します。スクリプトは、結果をクリーンアップしてホスト名のみを残し、各ホスト名をパラメーターとし
て mxnode コマンドに渡します。2 番目のスクリプトを作成するには、再び notepad.exe を開き、以下
の行をコピーして貼り付け、autodelete2.bat として保存します。
echo off
REM Delete devices now
for /F "tokens=2" %%f in (nodestodelete2.txt) do @mxnode -r %%f -x force
6. 最後に、これらの 2 つのスクリプトを呼び出す 3 番目のスクリプトを作成し、autodelete.bat という
名前を付けます。
新しく作成したスクリプトに基づいてカスタムツールを作成する
カスタムコマンド生成ウィザードを使用して、スクリプトを実行する HPE SIM ツールを作成します。
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1. HP SIM で実行したい必要なシステムを選択するか、カスタムスクリプトでスケジュールを設定します。
2. ツール > カスタムツール > 新しいカスタムツールの順に選択します。
3. CMS ツール-中央管理サーバー（CMS）で実行するツールを選択し、次へをクリックします。

4. 必要に応じて、ご使用の環境に合わせて以下の情報を入力します。
名前：到達不能サーバーの自動削除
説明：このツールは、過去 30 日間に到達不能のサーバーを削除する
ヘルプ/コメント：CMS で動作する
メニューの配置先：ツール|カスタムツール|CI Lab ツール
ツールを実行するユーザー： root-admin
ターゲット数：なし
パラメーター付きコマンド：
"C:\HP-SIM-custom\Autodeletion-of-old-systems\autodelete.bat”
ツールのスケジュール設定：可能
5. OK をクリックします。
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6. 実行/スケジュールを選択してスケジューラーを開きます。 スケジュールをクリックします。

たとえば、このツールは、月に一度、毎月 1 日の午前 6:00 時に実行されます。
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ツールはスケジュールされたすべてのタスクリスト（タスク＆ログ > スケジュールされたすべてのタスク）
に表示されるようになります。
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その他のベストプラクティス
HP SIM レポートの自動生成
HPE SIM は、定義済みレポートまたはカスタムレポートを生成できます。ただし、現在は、レポートのスケ
ジュールを設定する方法は提供されていません。ここでは、カスタムツールを使用してレポートを生成する方
法について説明します。
全体的なプロセスは、次のとおりです。
1. レポートを作成する。
2. レポートを実行するカスタムコマンドを作成する。
3. 希望の時間に実行するために、カスタムコマンドのスケジュールを設定する。
レポートを作成する
1. HPE SIM のメニューバーから、レポート > 新規レポートの順に選択します。

2. レポートのターゲットシステムを選択します。この例では、すべてのサーバーを表示するレポートが必要
なので、リストからすべてのサーバー収集を選択し、すべてのサーバーを選択チェックボックスを選択し
ます。 適用をクリックし、次へをクリックして、選択を確認します。

3. レポートの基準、レポートの名前とフォーマットを指定し、レポートの保存をクリックします。
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このレポートを定期的に実行するカスタムコマンドを作成する
1. HP SIM メニューから、ツール > カスタムツール > 新しいカスタムツールの順に選択します。
2. CMS ツール-中央管理サーバー（CMS）で実行するツールを選択し、次へをクリックします。
3. カスタムツールの以下のパラメーターを入力します。
Name: Automatic_Reporting
説明： <省略可能>
メニューの配置先：ツール|カスタムツール|CI Lab ツール
ツールを実行するユーザー： root-admin
ターゲット数：無制限
パラメーター付きコマンド：
CSV 出力のあるレポートの場合は、
"C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxreport.exe" -e
"Automatic_Reporting "-x CSV -o c:\report.csv
HTML 出力のあるレポートの場合は、
"C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxreport.exe" -e
"Automatic_Reporting" –x HTML c:\kits\bfs\report.html

注記:
HTML 出力の場合は、簡単にページをブラウズするには、Web サーバーのホームディレクトリに出
力を直接送信します。
レポートの中でシステムステータス基準を選択した場合は、ホームディレクトリにステータスアイコ
ンを入れる必要があります。ステータスアイコンは、C:\Program Files\HP\Systems Insight
Manager\hpwebadmin\webapps\vse.war\images ディレクトリから収集し、デフォルトの出力
フォルダー\mxhtml\images\にコピーすることができます。
XML 出力のあるレポートの場合は、
"C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxreport.exe" -e
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"Automatic_Reporting "–x XML c:\kits\bfs\report.xml
注記: RSS リーダーには、この XML を提供できます。
4. OK をクリックして保存します。

カスタムコマンドが作成済みで、表示されます。

コマンドを実行し、動作するかどうかをチェックします。コマンドのターゲットとして HPE SIM CMS を
選択します。
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ツールのスケジュールを設定する
チェックが完了したら、定期的に実行するようにカスタムコマンドのスケジュールを設定できます。
1. スケジュールを選択してスケジューラーを開きます。

2. レポートを実行したい時間に合わせてパラメーターを入力します。たとえば、毎週月曜日の朝 6:30。

3. 完了をクリックします。以下に示すように、カスタムツールはスケジュール済みタスクになりました。

結果は、次のとおりです。
CSV の場合：
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HTML の場合：

XML の場合：
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3PAR ポート数の増加
3PAR アレイに新しいノードをインストールしたり、追加の FC ポートをインストールする場合、Matrix およ
び SPM が新しいポートを認識してそれらを使用するようにするために、追加の手順を実行する必要がありま
す。新しいハードウェアをインストールしたら、SPM でアレイを再同期化する必要があります。
アレイを再同期化したあとも適応しない SPM 内のサービスについては、サービスごとに次の手順を実行し
て、再起動する必要もあります。
1.
2.
3.
4.
5.

SPM を開き、ストレージサービスを選択します。
再同期化する必要があるサービスを含む行を右クリックします。
メニューから 要件の構成を選択します。
ウィザードの各画面で次へをクリックして、すべての値を受け入れます。
最後の画面で完了をクリックします。
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Web サイト
Web サイト

リンク

Hewlett Packard Enterprise Information Library

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs

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

HP-UX 用の Serviceguard ソリューション

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

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）の http://www.hpe.com/storage/spock
ストレージ互換性マトリックス
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート
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Web サイト

http://www.hpe.com/storage/whitepapers

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。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソ
フトウェアアップデート方法を確認してください。
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：ソフトウェアのダウンロード
http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
eNewsletters およびアラート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
お客様への権利付与を確認および更新して、契約および保証をプロファイルにリンクするには、次に示す
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials ペ
ージにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
重要:
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。
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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：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts（英語）
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手できるサーバー、
ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
追加保証情報
HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
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
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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。

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
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検出および認証情報の設定
システム識別（毎日）の時間の変更
デフォルトでは、HP SIM は、午後 4 時 5 分に自動実行される「システム識別（毎日）」タスクを作成します。
このタスクは、検出タスクや通常の操作とできるだけ競合しないように、ほとんどのシステムが稼動している
可能性があり（たとえば、メンテナンスのために確保した時間は外します）、予定されている他のタスクや操
作手順が実行される可能性が低い時間帯に予定してください。
システム識別（毎日）タスクの実行時間を変更するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.
5.

タスク＆ログ > スケジュールされたすべてのタスクの表示の順に選択します。
システム識別（毎日）タスクを選択します。
編集をクリックします。
スケジュールをクリックします。
デフォルトの時間設定を変更して、完了をクリックします。

検出範囲の定義
HP SIM で、以降のセットアップおよび設定プロセスで使用する、一連の検出範囲を定義します。検出は、説
明されている順番で、少しずつ範囲を拡大して実行してください。具体的には、まず OA を検出してから、他
の管理対象システムの検出に移ることをおすすめします。
重要:
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。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CMS
Onboard Administrator
vCenter および SCVMM サーバー
ESXi/vSphere ホストおよび Hyper-V ホスト（および存在する場合は Integrity VM ホスト）
管理プロセッサー
ハイパーバイザー以外のホスト
デプロイメントサーバー
DHCP 範囲

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。
注記: すべてのコンポーネントを一度に検出すると、診断が困難になる場合があります。ネットワーク
全体を対象にあらかじめ定義されている自動検出タスクは使用しないことをおすすめします。自動検出
対象の一連の IP 範囲がある場合は、CMS の代替 IP アドレスが除外されていることを確認してくださ
い。
注記: 各検出タスクに含める認証情報の数は 3 つまでにすることをおすすめします。認証情報ごとに検
出タスクをグループ分けすると便利です。
一連の検出範囲を定義するには、以下の手順に従ってください。
ステップ 1：システム検出の準備をする
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1. 以下の各手順で検出タスクを実行する前に、DNS ですべてのマネジメントプロセッサーとサーバーが正し
く設定されていることを確認します。
2. ロックダウンモードが有効の状態で VMware ESXi/vSphere ホストサーバーを検出する予定がある場合は、
次の手順を実行します。
a. オプション > 検出の順に開きます。
b. 一般設定を構成します。
c. ロックダウン有効モードで、自動的に VMware ESX ホストサーバーを検出チェックボックスを選択し
ます。
d. OK をクリックします。
ステップ 2：OA だけを対象にして検出タスクを定義する
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

オプション > 検出...の順に選択します。
新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
名前を追加します（例：Onboard Administrators）。
自動的に検出を実行チェックボックスのチェックを外します。
検出する OA（プライマリとスタンバイの両方）の IP アドレスを追加します。
認証…をクリックします。
サインインタブのユーザー名およびパスワードフィールドで、OA の適切な管理者認証情報を設定しま
す。
注記: OA のログイン認証情報は大文字と小文字が区別されます。

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

また、エンクロージャー内のすべてのブレードを対象に iLO 管理者の認証情報も追加します。予想され
る認証情報の組み合わせごとに、<<追加をクリックして適切な管理者認証情報を設定します （たとえば、
エンクロージャー内に Integrity ブレードがある場合は、Integrity iLO のユーザー名は admin です）。
SNMP タブをクリックします。
SNMP コミュニティ名が上記のセキュリティ > 認証 > グローバル認証ダイアログボックスで指定された
グローバルコミュニティ名と異なる場合は、適切なコミュニティ名を設定します。
OK をクリックします。
保存をクリックします。
実行をクリックします。
タスク結果が同じウィンドウに表示され、検出が正常に完了していることを確認します。これによって、
すべての BladeSystem エンクロージャーモジュールとサーバーブレードの情報が HP SIM に格納されま
す。

ステップ 3：VMware vCenter サーバーを対象にして検出タスクを定義する
ESXi/vSphere サーバーが CloudSystem Matrix CMS によって管理されている場合は、これらのホストを管理
する VMware vCenter サーバーを対象とする検出タスクを定義します。
注記: vCenter サーバーは、HP SIM で vCenter の設定を行う前に、管理対象システムとして検出する必
要があります。
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注記: 連携環境の場合、一部のお客様の使用例シナリオには、複数の CMS（プライマリおよびセカンダ
リ）に登録された同じ vCenter サーバーが含まれる場合があります。これはサポートされる構成です。
ただし、検出された各 ESXi ホストは、1 つの CMS のみに登録する必要があります。
1.
2.
3.

オプション > 検出...の順に選択します。
新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
注記: 検出対象のサーバーが 1 台だけの場合でも、単一システムの検出オプションではなく、
システムのグループ単位での検出オプションを使用することをおすすめします。後でサーバ
ーの IP アドレスが変更され、検出タスクを変更しなければならない場合、単一システムの検
出オプションを選択していると、認証情報が変更されていなくてもその情報を入力しなおす必
要があります。 システムのグループ単位での検出オプションを選択しておけば、以前に入力
した認証情報が新しい IP アドレスに対しても機能します。

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

名前を追加します（例：vCenters）。
自動的に検出を実行のチェックを外します。
vCenter サーバーの IP アドレスを追加します。
認証…をクリックします。
サインインタブで、適切な管理者認証情報を設定して、OK をクリックします。
設定/修復をクリックします。
最初に検出を実行する時に、管理対象のシステムを設定するチェックボックスを選択します。
サインイン認証を使用をクリックします。
WBEM イベントへのサブスクリプションを作成するチェックボックスを選択します。
読み込みコミュニティ名の設定チェックボックスを選択して、設定したいコミュニティ名を入力し
ます。
Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップの設定チェックボックスを選
択します。
セキュアシェル（SSH）アクセスの設定チェックボックスを選択します。
ホストベースの認証ラジオボタンを選択します。
信頼関係を"証明書による信頼"に設定チェックボックスを選択します。
OK をクリックします。
保存をクリックします。
実行をクリックします。
タスク結果が同じウィンドウに表示され、正常な完了を示していることを確認します。

ステップ 4：SCVMM サーバーを対象にして検出タスクを定義する
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注記:
SCVMM サーバーは、SIM で SCVMM の設定を行う前に、管理対象システムとして検出する必要があり
ます。
1.
2.

オプション > 検出の順に選択します。新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
注記:
検出対象のサーバーが 1 台だけの場合でも、単一システムの検出オプションではなく、シス
テムのグループ単位での検出オプションを使用することをおすすめします。後でサーバーの
IP アドレスが変更され、検出タスクを変更しなければならない場合、単一システムの検出オ
プションを選択していると、認証情報が変更されていなくてもその情報を入力しなおす必要が
あります。 システムのグループ単位での検出オプションを選択しておけば、以前に入力した
認証情報が新しい IP アドレスに対しても機能します。

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

名前を追加します（例：SCVMM）。
自動的に検出を実行のチェックを外します。
SCVMM サーバーの IP アドレスを追加します。 認証をクリックします。
サインインタブで、適切な Administrator 認証情報を設定します。OK をクリックします。
設定/修復をクリックします。
最初に検出を実行する時に、管理対象のシステムを設定するチェックボックスを選択します。
サインイン認証を使用ラジオボタンを選択します。
WBEM イベントへのサブスクリプションを作成するチェックボックスを選択します。
読み込みコミュニティ名の設定チェックボックスを選択して、設定したいコミュニティ名を入力し
ます。
Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップの設定チェックボックスを選
択します。
セキュアシェル（SSH）アクセスの設定チェックボックスを選択します。
ホストベースの認証ラジオボタンを選択します。
信頼関係の設定チェックボックスを選択します。
OK をクリックします。
保存をクリックします。
実行をクリックします。

タスク結果が同じウィンドウに表示され、正常な完了を示していることを確認します。
ステップ 5a：ハイパーバイザーホストオペレーティングシステム（Hyper-V）を対象にして 1 つ以上の検出
タスクを定義する
Microsoft HYPER-V サーバーの場合、この手順を使用します。VMware ESXi/vSphere サーバーについては、
手順 5b を実行してください。
Integrity VM および vPar については、HP vPars and Integrity VM 設定の検証を参照してください。
注記: 連携環境の場合、一部の使用例のシナリオには、複数の CMS に登録された同じサーバーが含まれ
ていることがあります。ただし、検出された各 Hyper-V ホストは、1 つの CMS のみに登録する必要が
あります。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

オプション > 検出...の順に選択します。
新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
名前を追加します（例：Hypervisor Hosts Hyper-V）。
自動的に検出を実行チェックボックスのチェックを外します。
Microsoft Hyper-V ホストおよびゲストの IP アドレスを追加します。
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7.
8.
9.

認証…をクリックします。
サインインタブのユーザー名およびパスワードフィールドで、ハイパーバイザーホストの適切な管理者認
証情報（例：root）を設定します。
また、これらのホストにデプロイする可能性がある各ゲストの管理者認証情報を追加します。予想される
認証情報の組み合わせごとに、<<追加をクリックしてそのゲストの適切な管理者認証情報を設定します。
（オプション）SNMPv3 プロトコルを使用する場合：
a. アドバンスドプロトコル認証を表示をクリックします。
b. SNMPv3 タブをクリックします。
c. SNMPv3 プロトコル固有のプロパティを入力します。セキュリティ名およびセキュリティレベルは、
必須フィールドです。選択したセキュリティレベルに合わせて、認証プロトコルおよび認証パスフレ
ーズにデータを入力する必要があります。また、別のレベルでは、同じようにプライバシープロトコ
ルおよびプライバシーパスフレーズにデータを入力する必要があります。オプションのプロパティに
は、エンジン ID、コンテキストエンジン ID、コンテキスト名などがあります。

OK をクリックします。
10. 設定/修復...をクリックします。すべてのオペレーティングシステムの検出タスクでこれを設定すること
をおすすめします。
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

新しく管理対象システムを設定するチェックボックスを選択します。
サインイン認証を使用をクリックします。
サブスクリプションの作成チェックボックスを選択します。
読み込みコミュニティ名の設定チェックボックスを選択して、設定したいコミュニティ名を入力します。
HP Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップの設定チェックボックスを選択
します。
セキュアシェル（SSH）アクセスの設定チェックボックスを選択します。
ホストベースの認証をクリックします。
信頼関係の設定チェックボックスを選択します。
OK をクリックします。
保存をクリックします。
実行をクリックします。
タスク結果が同じウィンドウに表示され、正常な完了を示していることを確認します。この情報は、HP
SIM の仮想マシンホスト収集に格納されます。収集を調べて、VM ゲストが正しいホストに関連付けられ
ていることを確認します。

ステップ 5b：ハイパーバイザーホストオペレーティングシステム（ESXi/vSphere のみ）を対象にして 1 つ
以上の検出タスクを定義する
重要:
ロックダウンモードが有効の状態で ESXi 5.x/vSphere 5.x ホストを検出する場合は、ESXi/vSphere の検
出手順に進む前に、VMM 用に VMware vCenter を設定する必要があります。VMware vCenter および
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 設定の指定を参照してください。
注記: 連携環境の場合、一部の使用例のシナリオには、複数の CMS に登録された同じサーバーが含まれ
ていることがあります。ただし、検出された各 ESXi/vSphere ホストは、1 つの CMS のみに登録する必
要があります。
VMware ESXi/vSphere サーバーのみ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

オプション > 検出...の順に選択します。
新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
名前を追加します（例：Hypervisor Hosts vSphere 5.5）。
自動的に検出を実行チェックボックスのチェックを外します。
ESXi/vSphere ホストの IP アドレスを追加します。
認証…をクリックします。
サインインタブのユーザー名およびパスワードフィールドで、ハイパーバイザーホストの適切な管理者認
証情報（例：root）を設定します。
9. また、これらのホストにデプロイする可能性がある各ゲストの管理者認証情報を追加します。予想される
認証情報の組み合わせごとに、<<追加をクリックしてそのゲストの適切な管理者認証情報を設定します。
デフォルトの水平検出構成では、ESXi/vSphere VM ゲストが、ホストの検出中に検出されます。OK を
クリックします。
10. 保存をクリックします。
11. 実行をクリックします。
12. タスク結果が同じウィンドウに表示され、正常な完了を示していることを確認します。この情報は、HP
SIM の仮想マシンホスト収集に格納されます。収集を調べて、VM ゲストが正しいホストに関連付けられ
ていることを確認します。
ステップ 6：ハイパーバイザー以外のオペレーティングシステムがインストールされているシステムの検出タ
スクを定義する
システムにハイパーバイザー以外の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場合は、この手順
は省略してください。
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

オプション > 検出...の順に選択します。
新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
名前を追加します（例：Windows servers for <特定の機能>）。
自動的に検出を実行のチェックを外します。
サーバーの IP アドレスを追加します。
認証…をクリックします。
サインインタブで、適切な管理者認証情報を設定します。
（オプション）SNMPv3 プロトコルを使用する場合（Linux システムのみ）：
a. アドバンスドプロトコル認証を表示をクリックします。
b. SNMPv3 タブをクリックします。
c. SNMPv3 プロトコル固有のプロパティを入力します。セキュリティ名およびセキュリティレベルは、
必須フィールドです。選択したセキュリティレベルに合わせて、認証プロトコルおよび認証パスフレ
ーズにデータを入力する必要があります。また、別のレベルでは、同じようにプライバシープロトコ
ルおよびプライバシーパスフレーズにデータを入力する必要があります。オプションのプロパティに
は、エンジン ID、コンテキストエンジン ID、コンテキスト名などがあります。

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OK をクリックします。
設定/修復をクリックします。
新しく管理対象システムを設定するチェックボックスを選択します。
サインイン認証を使用をクリックします。
サブスクリプションの作成チェックボックスを選択します。
読み込みコミュニティ名の設定チェックボックスを選択して、設定したいコミュニティ名を入力します。
HP Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップの設定チェックボックスを選択
します。
セキュアシェル（SSH）アクセスの設定チェックボックスを選択します。
ホストベースの認証をクリックします。
信頼関係の設定チェックボックスを選択します。
OK をクリックします。
保存をクリックします。
実行をクリックします。
タスク結果が同じウィンドウに表示され、正常な完了を示していることを確認します。

ステップ 7：デプロイメントサーバーを対象にした検出タスクを定義する
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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オプション > 検出...の順に選択します。
新規をクリックします。
システムのグループ単位での検出を選択します。
名前を追加します（例：Deployment servers for <特定の機能>）。
自動検出のチェックを外します。
サーバーの IP アドレスを追加します。
認証…をクリックします。
サインインタブで、Insight Control サーバープロビジョニングの適切な管理者認証情報と Ignite-UX の
root 認証情報を設定して、追加をクリックしてから OK をクリックします。
設定/修復をクリックします。
新しく管理対象システムを設定するチェックボックスを選択します。
サインイン認証を使用をクリックします。
サブスクリプションの作成チェックボックスを選択します。
読み込みコミュニティ名の設定チェックボックスを選択して、設定したいコミュニティ名を入力します。
HP Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップの設定チェックボックスを選択
します。
セキュアシェル（SSH）アクセスの設定チェックボックスを選択します。
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

ホストベースの認証をクリックします。
信頼関係の設定チェックボックスを選択します。
OK をクリックします。
保存をクリックします。
実行をクリックします。
タスク結果が同じウィンドウに表示され、正常な完了を示していることを確認します。

ステップ 8：この環境で使用する DHCP スコープと一致する検出タスクを定義する
検出タスクが重複すると管理が複雑になる場合があることを考慮してください。

検出に関する問題のトラブルシューティング
症状
検出時には、以下のような問題が発生する可能性があります。

検出順序
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。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CMS
Onboard Administrator
vCenter および SCVMM サーバー
ESXi/vSphere ホスト、Hyper-V ホスト、および Integrity VM VSP
管理プロセッサー
ハイパーバイザー以外のホスト
デプロイメントサーバー
DHCP 範囲

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、VM が VM 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。

Onboard Administrator の検出
OA および iLO を確実に検出するために、次に示すように、Onboard Administrator のエンクロージャー設定で
ネットワークアクセスについて次がチェックされていることを確認します。

検出に関する問題のトラブルシューティング
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検出タスクで大量のシステムが検出されると、設定/修復の一部として実行される再識別でリソースが長時間
消費され、以降の検出タスクがタイムアウトして、検出タスクのステータスが「スキップ」になる可能性があ
ります。この問題が発生する場合は、タイムアウトしたタスクから始めて、省略された検出タスクと以降の失
敗した検出タスクを、最初の順序どおりに実行し直します。「スキップ」タスクの前に完了したタスクを再実
行する必要はありません。
以降に同じ種類のエラーが発生する場合は、次の手順を実行してください。
1. このプロセスを繰り返します。ただし、検出タスクの実行間隔を広げてください。
2. 検出タスクを小さい単位に分割することもできます。そうすれば、設定/修復操作が短時間で完了し、検出
タスクがタイムアウトすることもありません。

Gen8（以降）サーバーの検出
Gen8（以降）サーバーの検出はホストサーバーの ILO4 の IP アドレスを介して検出されます。サーバーブレ
ードの場合は、Onboard Administrator の IP アドレスを通じてサーバーを検出します。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 Management Instrumentation は、すべて iLO4 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 iLO4 です（ブレードの場
合は、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（以降）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、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。
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認証情報の管理
管理対象環境全体を通じてディレクトリで管理される認証情報を使用することを強くおすすめします。ただ
し、CMS と管理対象環境全体で特定のパスワードと認証情報の変更を実行する場合、特殊な要件が存在しま
す。
認証情報の管理タスクは複数の方法で実行できるので、実際にタスクを実行する前に、各タスクのオプション
を確認することをおすすめします。
認証情報の管理タスク用のスクリプトを作成する場合、プレーンテキストのパスワードを使用すると効率は向
上しますが、IT セキュリティ上の問題が発生する可能性があるため、この類のスクリプトを実装する前に詳
細に検討する必要があります。多数のデバイスが存在する環境では、ディレクトリで管理される認証情報の確
立が不可欠です。こうすれば、IT 管理者は、IT セキュリティ上の問題が継続的または一時的に発生するスク
リプティング手法を使用しようと考えなくなります。

HP SIM CMS パスワードの変更
HPE SIM を実行するシステムで管理者アカウントのパスワードの変更が要求される場合、HPE SIM サービス
アカウントのパスワードも変更する必要があります。以下では、両方のパスワードの変更方法について説明し
ます。
HPE SIM サービスアカウントのパスワードの変更だけが必要な場合は、管理者としてログオンする必要があ
ります。HPE SIM サービスアカウントのパスワードは、HPE SIM の実行中に変更できます。
1.
2.
3.
4.

管理ツール > サービスの順に選択します。
HP Systems Insight Manager を右クリックします。
プロパティを選択するかまたはサービス名の「HPE SIM」をダブルクリックします。
ログオンタブを選択します。

5.
6.

アカウントセクションで、パスワードを更新します。
OK をクリックします。パスワードが保存されます。

認証情報の管理
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7.
8.

HPE SIM サービスがローカルデータベースを使用するように設定されている場合は、HPE SIM がデータ
ベースへのアクセスに使用するパスワードを変更する必要があります。また、HPE SIM でリモート DB
サーバーが使用されている場合は、以下の手順に従ってリモート SQL データベースのパスワードを変更
する必要があります。
HPE SIM サービスを停止します。
コマンドプロンプトウィンドウを開いて、mxpassword -g コマンドを実行します。

9.

パスワードキードロップダウンメニューから MxDBUserPassword を選択し新しいパスワードフィール
ドに新しいパスワードを入力して、MxDBUserPassword を新しいアカウントパスワードに変更します。
パスワードの確認フィールドに新しいパスワードを再入力して、変更をクリックします。
10. HPE SIM サービスを再起動します。HPE SIM サービスを起動するには、管理ツール > サービスの順に選
択し、HPE SIM サービスを右クリックして開始を選択します。
11. HPE SIM にアクセスして通常のユーザー認証情報でログオンし、HPE SIM サービスが実行されているこ
とを確認します。

Onboard Administrator 認証情報の管理
認証情報を更新する必要がある OA のリストを作ります。たとえば、環境内の各エンクロージャーのアクティ
ブ OA の IP アドレスまたはホスト名を収集します。スタンバイ OA 上の認証情報の変更はアクティブ OA か
ら自動的に管理されるので、このタスクのためにスタンバイ OA の IP アドレスを収集する必要はありません。
OA 用の認証情報を変更する場合は、必ず、次の項の説明に従って HPE SIM の検出タスクを更新してくださ
い。

OA の Web インターフェイスを使用した認証情報の管理
リストを作った後で以下の手順を実行し、OA の Web インターフェイスを使用して、単一の OA 用のローカ
ルアカウントを管理します。
1. OA の Web インターフェイスにアクセスします。
a. 手動で HTTPS://<OA のホスト名または IP アドレス>に移動します。または
b. HPE SIM で OA を検索し、コンソールに移動します。
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注記: 手動操作を選択した場合は、管理権限を持つ OA ユーザーのログイン情報を提供して以下の
手順を完了する必要があります。CMS の Web インターフェイスからアクセスする場合は、CMS
が CMS によって管理される OA のようなデバイスの信頼証明書を使用して SSO 権限を確立する
ので、ログインは不要です。
2. ウィザードをクリックし、初期セットアップを選択します。

3. ローカルユーザーのパスワードとアクセス権を管理する場合は、以下を実行してください。
a. ローカルユーザーアカウントを選択します。
b. 新規をクリックして、新しいユーザーを作成します。あるいは、パスワードを変更する必要があるユー
ザーアカウントの横にあるボックスを選択し、編集をクリックします。
c. ユーザー名を確認または提供します。次に、パスワードおよびパスワードの確認フィールドに新しいパ
スワードを入力します。
d. 希望するアクセス権設定を選択し、必要に応じて他のユーザーデータを更新します。
e. ユーザーの更新をクリックします。
f. 変更する各ユーザーパスワードについて、手順 b～e を繰り返します。
4. ディレクトリグループのアクセス権を管理する場合は、以下を実行してください。
a. ディレクトリグループを選択します。
b. アクセス権を変更する必要があるディレクトリグループの横にあるボックスを選択します。 編集をク
リックします。新しいディレクトリグループの場合は、新規をクリックします。
c. グループ名を確認または提供し、このグループに希望するアクセス権設定を選択します。
d. ローカルユーザーアカウントを無効にするには、OA への完全なアクセス権を持つグループを作成しま
す。
e. グループの追加またはグループの更新をクリックして、要求を確認します。
f. 手順 b～e を繰り返して、追加ディレクトリグループを作成または変更します。
g. すべてのディレクトリアクセス権を変更したら、次へをクリックしてディレクトリ設定ページに進みま
す。
h. ディレクトリ設定ページで、LDAP 認証を有効の横にあるボックスを選択します（選択されていない場
合）。すでに選択されている場合、ローカルユーザーを有効の横にあるボックスの選択を解除しないで
ください。これは、ディレクトリアクセス権が正しく動作することを確認した後で実行できます。
i. 必要なディレクトリサーバーアドレスを入力します。
j. SSL ポートを入力します。標準の値はポート 636 です。
k. 変更を完了するには、次へをクリックします。

iLO の Web インターフェイスを使用した iLO 認証情報の管理
各ブレードについて、以下を実行します。

iLO の Web インターフェイスを使用した iLO 認証情報の管理
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1. iLO Web Administrator にアクセスし、ログインします。
•
•
•

OA の Web インターフェイスで各ブレードの iLO Web Administrator へのリンクを使用します。または
手動で HTTPS://<OA のホスト名または IP アドレス>に移動します。または
HPE SIM で iLO Web Administrator を検索し、コンソールに移動します。
注記: 手動操作を選択した場合は、管理権限を持つ OA ユーザーのログイン情報を提供して以下の手
順を完了する必要があります。CMS の Web インターフェイスからアクセスする場合は、CMS が
CMS によって管理される OA のようなデバイスの信頼証明書を使用して SSO 権限を確立するので、
ログインは不要です。

2. 左ペインで管理を展開します。

3.
4.
5.
6.
7.

ユーザー管理を選択します。
パスワードを変更するユーザーを選択し、編集をクリックします。
パスワードおよびパスワードの確認フィールドに新しいパスワードを入力します。
ユーザーの更新をクリックします。
変更する各ユーザーパスワードについて、手順 4～5 を繰り返します。

Virtual Connect 認証情報の管理
認証情報を更新する必要がある VC ドメインのリストを作ります。たとえば、VC ドメインの IP アドレスまた
はホスト名（設定されている場合）、または環境内の各 VC ドメインにある VC Ethernet モジュールのアドレ
スを収集します。認証情報の変更は VC ドメインにあるすべてのモジュールに伝播するので、これらの手順は
VC ドメインごとに一度だけ実行すれば済みます。

VC の Web インターフェイスを使用した認証情報の管理
リストを作った後で以下の手順を実行し、VCM の Web インターフェイスを使用して、単一の VC ドメイン用
のローカルアカウントを管理します。
手順
1. VCM の Web インターフェイスにアクセスし、ログインします。
a. OA の Web インターフェイスで VCM へのリンクを使用します。または
b. 手動で HTTPS://<VCM のホスト名または IP アドレス>に移動します。または
c. HPE SIM で VCM を検索し、コンソールに移動します。
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注記: 手動操作を選択した場合は、管理権限を持つ VCM ユーザーのログイン情報を提供して以下の
手順を完了する必要があります。CMS の Web インターフェイスからアクセスする場合は、CMS が
信頼証明書を使用して SSO 権限を確立するので、ログインは不要です。
2. Configure をクリックして、Local User Account を選択します。

3.
4.
5.
6.

パスワードを変更するユーザーを選択します。
Password および Password Confirm フィールドに新しいパスワードを入力します。
Apply をクリックします。
変更する各ユーザーパスワードについて、手順 3～5 を繰り返します。
この時点から、各タブに表示される制御を使用して、ユーザーの追加、ユーザーの削除、ユーザーパーミ
ッションの変更、ユーザーパスワードの変更、およびディレクトリで管理される OA 用のユーザーアクセ
スの確立を実行します。

OA および VCM に対する CLI コマンドの例
認証情報は、CLI から管理できます。または、Onboard Administrator との SSH セッション経由の OA および
ブレード iLO 用のスクリプトを使用して管理することもできます。VCM には、認証情報管理機能を備えた
SSH コンソールもあります。OA スクリプティングの完全な説明については、HPE BladeSystem Onboard
Administrator Command Line Interface User Guide を参照してください。VCM スクリプティングの完全な説
明については、HPEVCM CLI User Guide を参照してください。これらの 2 つのドキュメントは、それぞれ
BLc7000 Onboard Administrator および Virtual Connect Flex-10 という製品のサポートページからダウン
ロードできます。
以下の手順を実行して、いずれかのガイドをダウンロードします。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.hpe.com/にアクセスします。
サポート&ドライバー をクリックします。
Product Support & Troubleshooting アイコン上の下向き矢印をクリックします。
関心がある製品名（上記の太字）を入力します。
Enter キーを押すか、Search をクリックして、サポートページに進みます。
Manuals リンクをクリックします。
ドキュメントのリストで、それぞれの CLI ユーザーガイドを探します。必ず、ハードウェア構成に対応す
るバージョンを選択してください。

OA および VCM に対する CLI コマンドの例
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重要:
なお、スクリプトファイルにプレーンテキストのパスワードを保存することはおすすめしません。また、
お客様の組織の IT セキュリティポリシーに違反する可能性があります。認証情報変更のスクリプティ
ングが必要な例外と考えられる場合は、最小レベルの保護を作成するために、信頼できる安全な動作環
境でスクリプトを使用し、暗号化されたドライブまたは RAM ディスクに保存してください。ローカル
ユーザーに対するスクリプトによる認証情報タスクをせず、かつ、SSH のスクリプティングが含まれる
ときに信頼証明書を使うには、ディレクトリで管理される認証情報を使うのがよいでしょう。

ターゲットとの SSH セッションの確立
putty.exe または同様のツールを使用して、下記のコマンドを入力するための SSH セッションを作成でき
ます。あるいは、（putty distro に含まれる）plink を使用して、SSH セッションコマンドをスクリプティン
グできます。たとえば、次のコマンドは、IP アドレスが 172.3.4.5 のターゲットに対して、cmds.txt という
ファイルに指定されたコマンドを実行します。
plink.exe –ssh 172.3.4.5 –m cmds.txt

注記:
前の SSH セッションでターゲットの dss キー指紋がキャッシュに保存されていない場合、このコマン
ドは、接続する前に、このホストを信頼し、あとで参照するために指紋を保存するかを尋ねるプロンプ
トを出して停止します。 n と返答すると、指紋を保存せずに接続します。
上記のコマンドを使用すると、ユーザー名とパスワードも要求されます。認証情報管理タスクを実行するに
は、管理ユーザーでなければなりません。以下に、ユーザー名が username、パスワードが password の場
合に、これらのプロンプトを表示させない方法の例を示します。
Echo n>n.txt
Echo.>>n.txt
plink.exe -ssh -pw password username@172.3.4.5 –m cmds.txt <n.txt
たとえば、cmds.txt というファイルに下記のスクリプトのいずれかを保存し、適切に選択したターゲットに
対して上記のコマンドを実行してスクリプトを実行することができます。

VCM CLI での VCM ユーザーのパスワードの変更
次のコマンドを実行します。この例では、ユーザー名として「jason」を使用します。
set user jason Password
上記のコマンドでは、コマンドラインに新しいパスワードを入力する必要があります。あるいは、次のように
コマンドラインにパスワードを指定することができます。
set user jason Password=NEW_PASS

OA CLI での OA ユーザーのパスワードの変更
次のコマンドは、現在のユーザーのパスワードを変更します。
SET PASSWORD "NEW_PASS"
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別のユーザーのパスワードをリセットする例：
SET USER PASSWORD "USER" "NEW_PASS"
コマンドラインに新しいパスワードを指定しない場合、コマンドを実行すると新しいパスワードの入力を求め
られます。

VCM CLI での完全な管理者権限を持つ VCM ユーザーの作成
add user NEW_USER Password=NEW_PASS
set user NEW_USER Privileges=*
exit

OA CLI での完全な管理者権限を持つ OA ユーザーの作成
ADD USER "NEW_USER" "NEW_PASS"
SET USER ACCESS "NEW_USER" ADMINISTRATOR
ASSIGN SERVER ALL "NEW_USER"
ASSIGN INTERCONNECT ALL "NEW_USER"
ASSIGN OA "NEW_USER"
QUIT

VCM CLI での VCM ユーザーの削除
remove user USERNAME
exit

OA CLI での OA ユーザーの削除
REMOVE USER "USERNAME"
QUIT

VCM CLI でのユーザー用の LDAP 認証サポートの設定
次のコマンドは、VCM で最低限の LDAP 認証を設定する方法の例です。
set ldap serveraddress=192.168.0.110 enabled=true
add ldap-group MyNewGroup description="This is my VCM admin group"
privileges=*
次のコマンドは、FTP サーバーから LDAP 証明書を読み込み、VC ドメインに適用します。
load ldap-certificate Address=ftp://user:password@1.2.3.4 Filename=<name>
set LDAP コマンドでは、次のように追加オプションを使用できます。
set ldap [-test] [Enabled=<true|false>]
[LocalUsers=<enabled|disabled>]
[NtAccountMapping=<enabled|disabled>][ServerAddress=<IP Address/DNS name>]

VCM CLI での完全な管理者権限を持つ VCM ユーザーの作成
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[SslPort=<portNum>]
[SearchContext1=<string>][SearchContext2=<string>]
[SearchContext3=<string>]

詳しくは、VCM CLI のユーザーガイドを参照してください。

OA CLI でのユーザー用の LDAP 認証サポートの設定
OA で最低限の LDAP 認証を設定する方法の例
ADD LDAP GROUP "MyNewGroup"
SET LDAP GROUP ACCESS "MyNewGroup" ADMINISTRATOR
ASSIGN SERVER ALL LDAP GROUP "MyNewGroup"
ASSIGN INTERCONNECT ALL "MyNewGroup"
ASSIGN OA LDAP GROUP "MyNewGroup"
SET LDAP SERVER 192.168.0.110
SET LDAP PORT 636
ENABLE LDAP
LDAP 証明書を OA にダウンロードするには、次のコマンドで証明書を検索する<url>を指定します。
DOWNLOAD LDAP CERTIFICATE "<url>"
次のコマンドを使用すると、特定のユーザー用の LDAP 設定をテストできます。
TEST LDAP "LDAP_USER" "LDAP_PASS"
優先順に最大 6 つの LDAP 検索文字列を設定するには、これらのコマンドを使用します。
SET LDAP SEARCH 1 "<search string1>"
SET LDAP SEARCH 2 "<search string2>"

NT domain\username 形式で NT 名前マッピングをオンにするには、このコマンドを使用します。
SET LDAP NAME MAP ON
詳しくは、OA CLI のユーザーガイドを参照してください。

OA CLI での iLO 認証情報の更新
パスワードを設定するために手動で各 iLO に接続する代わりに、ラップトップまたは他のシステムから OA に
SSH アクセスし、HPONCFG コマンドを使用してすべての iLO 管理者パスワードを設定します。さらに、
SAN 環境から起動する場合は、サーバーの POST が SAN アレイの POST の前に実行されるため、iLO 電源
投入オプションを無効にするのがベストプラクティスです。
次のスクリプトを使用すると、これらの両方のアクションを実行できます。
HPONCFG ALL << end_marker
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="DontCare" PASSWORD="UsingAutoLogin">
<USER_INFO MODE="write">
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<ADD_USER
USER_NAME="User Name"
USER_LOGIN="username"
PASSWORD="password">
<ADMIN_PRIV value="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV value="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV value="Yes"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value="Yes"/>
<CONFIG_ILO_PRIV value="Yes"/>
</ADD_USER>
</USER_INFO>
<SERVER_INFO MODE="write">
<SERVER_AUTO_PWR VALUE="no"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
end_marker
username を新しいユーザー名で置き換え、password を新しいユーザーパスワードで置き換えてください。
ここでは、他の iLO XML コマンドも使用できます。詳しくは、HP Integrated Lights-Out マネジメントプロセ
ッサースクリプティング/コマンドラインリソースガイド（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）を参照して
ください。XML コマンドを使用すると、Active Directory 統合を設定し、HPE SIM の証明書による信頼と SSO
を有効にすることができます。サンプルスクリプトは、iLO の Web サイト http://www.hpe.com/jp/
servers/ilo から入手できます。

HP SIM 検出タスクの更新
Onboard Administrator、Virtual Connect、および iLO のパスワードを変更した後で、変更を反映するためにそ
れぞれの HPE SIM 検出タスクを変更する必要があります。
手順
1. HPE SIM にアクセスし、ログインします。
2. オプションをクリックし、検出を選択します。

3. 新しいパスワードで更新する必要がある検出タスクを選択します。
4. 編集をクリックします。
5. 認証をクリックします。

HP SIM 検出タスクの更新
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6. パスワードおよびパスワードの確認フィールドを新しいパスワードで更新します。
7. OK をクリックします。
8. 更新する各検出タスクについて、手順 3～7 を繰り返します。

312

認証情報の管理

ネットワークまたはファイバーチャネル接続の
変更のための VCEM を使用した CMS プロファ
イルの変更
VCEM で管理される HP Virtual Connect を使用する BladeSystem エンクロージャーでは、FC 接続のネットワ
ークを変更するにはベイの電源を切る必要があります。このとき CMS プロファイルを変更しても、VCEM 操
作の処理は完了できません。これは、VCEM を実行するブレードの電源が切断されるためです。
VCEM が CMS の Virtual Connect サーバープロファイルを管理している場合、ネットワークまたは FC 接続を
正しく追加または削除するには特別な手順が必要です。以下の手順を実行してネットワークまたは FC 接続
を追加または削除し、VCEM が CMS の Virtual Connect サーバープロファイルを管理できるようにしてくだ
さい。
VCEM を使用して CMS のプロファイルを変更するには、以下の手順に従ってください。
注記: この項の手順の実行中に、操作中の Virtual Connect ドメインに対して「リセット」を実行しない
でください。
1.
2.

3.

すべての論理サーバー管理、Matrix インフラストラクチャオーケストレーション、および Matrix リカバ
リ管理ジョブが完了していることを確認します。
Windows のサービススナップインを使用して、次の Windows サービスを停止し、手動スタートアップに
設定します。
• Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
• Matrix リカバリ管理
• HP Logical Server Automation
ブラウザーを使用して、VCEM を含む CMS にログオンし、ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect
Enterprise Manager (VCEM)の順に選択します。次に、ジョブタブを選択します。
注記: すべての VCEM ジョブが完了し、新しいジョブが開始されていないことを確認します。

4.
5.

6.

7.

VCEM ページで、サーバープロファイルタブを選択します。
CMS のプロファイル名をクリックします。VCEM は、CMS プロファイルの使用中のすべての MAC アド
レスと World Wide Names を表示します。
CMS MAC/WWN アドレスを構成する使用中範囲を書き留めます。
VCEM から Virtual Connect ドメインを削除します。
a. VC ドメインタブで、CMS サーバープロファイルを管理する Virtual Connect ドメインを選択します。
b. VC ドメイングループからの削除をクリックします。表の下に Virtual Connect ドメイングループから
の削除に関する Virtual Connect ドメイングループ情報が表示されます。
c. MAC アドレスと WWN アドレスの範囲を選択して、この VC ドメインを一時的に VCEM の制御から
解放します。入力した MAC および WWN アドレス範囲が、VCEM や（VCEM で管理されている/管理
されていない）他の VC ドメインで使用されていないことを確認します。
d. OK をクリックします。
「Virtual Connect Enterprise Manager はリクエストを実行中です」メッセージ
が表示されます。
e. OK をクリックしてジョブページに移動して、進捗状況を監視します。
新しいブラウザーインスタンスを開いて、手順 6 で削除した Virtual Connect ドメインの VCM にログイ
ンします。VCM の UI を使用して、CMS のプロファイルだけを編集します（対象のネットワークまたは
FC 接続の追加/削除のため）。
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注記: VCM で、新しいプロファイルの作成や他のプロファイルの編集は行わないでください。CMS
の Virtual Connect プロファイルだけを編集します。Virtual Connect ドメインにそれ以外の変更を
加えないでください。
8.

次のように操作して、Virtual Connect ドメインを VCEM に戻します。
a. VC ドメインタブを選択し、手順 6 で削除した Virtual Connect ドメインを選択します。
•

既存のグループに追加している場合：
I.
II.

•

VC ドメイングループへの追加をクリックします。
Virtual Connect ドメインが以前に所属していた Virtual Connect ドメイングループの名前を選
択します。
新しいグループを作成している場合：

I.
II.
III.
IV.

新しい VC ドメイングループをクリックします。
以前に付けられていた名前と同じ Virtual Connect ドメイングループの名前を入力します。
Virtual Connect ドメインを選択して、Virtual Connect ドメインに合わせた設定を行います。
MAC および WWN の場合は VCRM 定義タイプ、シリアル番号の場合は論理 SN タイプを選
択します。
b. OK をクリックします。 Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）は、リクエストを実行中です
メッセージが表示されます。
c. OK をクリックしてジョブページに移動し、ジョブの進捗状況を監視します。
9. Windows のサービススナップインを使用して、Logical Server Automation サービスを開始し、自動スタ
ートアップに設定します。
10. 次のように操作して、Matrix OE と Virtual Connect 論理サーバーの関連付けで再び同期が取れるように
します。
a.
b.
c.
d.

HP SIM にログインします。
ツール > Matrix OE ビジュアル化の順に選択して、Matrix OE ビジュアル化にアクセスします。
ビジュアル化タブで、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。
Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)および論理サーバーの関連付けの変更(オプション)チ
ェックボックスを選択します。
e. 古いドメイングループ名および新しいドメイングループ名テキストボックスに対象の Virtual Connect
ドメイングループの元の名前と現在の名前を入力して、更新をクリックします。
注記: 元の名前と現在の名前が同じ場合もあります。

314
更

ネットワークまたはファイバーチャネル接続の変更のための VCEM を使用した CMS プロファイルの変

VCEM の VC プロファイルによる ESXi ホスト
の作成
HPE は、論理サーバーの使用で説明している論理サーバーの方法を使用して VM ホストを作成するか、Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションと VMware Auto Deploy または Insight Control サーバープロビ
ジョニングを使用して ESXi の自動プロビジョニングを行うことをお勧めします。ただし、必要に応じて、以
下の VCEM プロセスを使用して ESXi ホストを作成することもできます。

VCEM での VC プロファイルの作成
手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CMS 上の HP SIM にログインします。
ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)の順に選択します。
サーバープロファイルタブをクリックします。
新規…をクリックします。
VC ドメイングループを選択します。
プロファイル情報ウィンドウで、次の Ethernet ネットワーク情報を入力します。
a. プロファイル名
ヒント:
DNS で解決できない名前を選択します。DNS によって名前が解決されるのを望まない場合は、ほ
とんどの DNS サーバーがアンダースコアを解決しないため、名前の中にアンダースコア（_）を
使用するとよいでしょう。ただし、IETF 規格に従って、ホスト名にはアンダースコアを使用しな
いでください。例: ESX5_host1
b. デプロイメントネットワーク（PXE ブートを有効にする）
c. 管理ネットワーク
d. 実務

e. vMotion
冗長ネットワークを正しく定義するには十分な注意が必要です。
7. FC SAN 構成の場合、各ファブリックに 1 つずつ、合計 2 つのポートを追加します。HBA WWN が割り当
てられます。
8. FC ブートパラメーターとして、プライマリブート用にポート 1 を設定し、セカンダリブート用にポート 2
を設定します。
a. プライマリターゲット WWN については、ストレージコントローラー 1 のポート 1 用に 1 つのポートを
追加し、LUN を 0～255 に設定します。
b. セカンダリターゲット WWN については、ストレージコントローラー 2 のポート 2 用に 1 つのポートを
追加し、LUN を 0～255 に設定します。
9. プロファイルを割り当てる適切なドメインとブレードを選択します。

ストレージおよびゾーンの作成
注記:
Brocade SAN 環境で Storage Provisioning Manager のオンデマンドプロビジョニングおよび自動ゾー
ニングを使用している場合は、3PAR StoreServ ストレージシステムまたは P6000 ストレージシステム
用にストレージボリュームを作成したり、手動でゾーニングをする必要はありません。
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予想されるニーズ（サイズ、RAID レベルなど）に合わせてストレージボリュームを作成します。適切な Virtual
Connect イニシエーター WWN（サーバーの HBA ポート 1 および HBA ポート 2 の下に記載）をストレージボ
リュームに指定します。
ファブリック A（またはスイッチ A）用のゾーンを作成します。
•
•
•

サーバー HBA のポート 1
コントローラー 1 のポート 1
コントローラー 2 のポート 1

ファブリック B（またはスイッチ B）用のゾーンを作成します。
•
•
•

サーバー HBA のポート 2
コントローラー 2 のポート 2
コントローラー 1 のポート 2

詳しくは、ストレージプールの使用を参照してください。

ESXi のインストール
手順
1. ESXi プロファイルを割り当てたサーバーブレード上の iLO コンソールにログオンし、このブレードの電源
を入れます。
2. システムが PXE ブートされるまで待ち、Insight Control サーバープロビジョニングを使用して ESXi ソフ
トウェアをデプロイします また、仮想メディアを使用して ESXi をデプロイすることもできます。Matrix
インフラストラクチャオーケストレーションを使用した ESXi のデプロイについては、Matrix infrastructure
orchestration: Automated ESXi Provisioning ホワイトペーパー（http://www.hpe.com/info/matrixoe/
docs）を参照してください。
3. インストールが完了したら、共有データストア Vdisk を提供します。必ず、ゾーン構成に追加してくださ
い。
4. ESXi ホストを設定し、ライセンスを付与します。
5. サービスコンソールが適切な NIC 上にあることを確認します。
6. ホストを適切な vCenter サーバーに登録します。
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クロステクノロジー型の論理サーバーの管理
ほとんどのデータセンターには、異機種サーバー環境（複数のメーカー、サーバータイプ、製品の世代、およ
び製品ファミリ）が存在します。クロステクノロジー型の論理サーバーを使用すると、イメージ移動の仕組み
や基本的なテクノロジーを考慮せずに、環境に合ったサーバーの構成を選択できます。

クロステクノロジー論理サーバーの使用に関する制限
クロステクノロジー型の論理サーバーは、Virtual Connect を実装している ProLiant サーバーブレードと、ESX
の間で相互に、Virtual Connect を実装している Integrity サーバーブレードと、Integrity VM の間で相互に、ま
たはアンライク構成で Virtual Connect を実装しているサーバー間で移動できます。
このような機能は、あるサイトの物理サーバーと別のサイトの仮想マシンが関係するような、サイトリカバリ
やディザスタリカバリにおける物理から仮想への移動などを含む、様々なシナリオに対して有効です。詳しく
は（このような移動のための OS の準備など）、HP Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイ
ド（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。
Matrix Operating Environment の使用で可能なことは、以下のとおりです。
•
•

データセンター内での物理から論理へのクロステクノロジー移動を可能にする論理サーバーの構成と管理
クロステクノロジー移動で異なるデータセンターにフェイルオーバーできる DR 保護付き論理サーバーの
構成と管理

以下では、クロステクノロジー型の論理サーバーの作成と管理に関する制限について説明します。
•

クロステクノロジー型の論理サーバーを使用開始または移動するための有効なターゲット：

•

◦ ESX VM ホスト
◦ HP-UX vPars and Integrity VM 仮想マシン
◦ Virtual Connect を実装している ProLiant c-Class サーバー
◦ Virtual Connect を実装している HP Integrity サーバー
ストレージの要件：
◦

•

Virtual Connect プロファイルに追加可能な、ESX VM ホスト（RDM ディスク）に提供される SAN ボリ
ューム
◦ SAN または iSCSI ボリューム上で共有されるデータストア（ESX VM ホストで仮想マシン管理の構成
ファイルおよび RDM マッピングファイル.vmdk を保存するため）
ネットワーク要件：
◦

単一または複数のネットワーク（ESX により最大 4 に制限）
非サポート：VLAN ネットワーク

クロステクノロジー型の論理サーバー（移植可能、または P2V と V2P の論理サーバーともいう）を作成およ
び管理するための機能について、以下のセクションで説明します。

Integrity VM および HP-UX クロステクノロジー型の論理サーバ
ー
クロステクノロジー型の論理サーバーの移動は、ESX VM ホストおよび Integrity VM ホストでサポートされて
います。以下のセクションでは、Integrity VM 上での論理サーバーの動作と要件について説明します。
以下の表では、論理サーバー管理に追加された、Integrity VM および HP-UX クロステクノロジー型の論理サ
ーバーが持つ機能の概要について説明します。

クロステクノロジー型の論理サーバーの管理
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表 11: Integrity VM および HP-UX 論理サーバーの機能
機能

説明

SAN ベースのストレージを使う Integrity VM 論理サ
ーバー

NPIV（または SAN ベースのストレージ）を使用して
構成された Integrity VM ゲストに対して、論理サーバ
ー管理の全面的なライフサイクルサポートを有効に
し、以下の論理サーバーの操作をサポートします。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

作成
変更
削除
使用開始
使用停止
インポート
コピー
管理の解除
電源オン
電源オフ
移動
注記:
論理サーバーを作成するときに、SAN ベース
のストレージを選択し、Virtual Connect サーバ
ーで使用する場合と同じ方法で適切な SAN ポ
ートとボリュームを構成することができます。
また、論理サーバーストレージプール機能を使
用して、事前割り当て済みのストレージプール
エントリー（SPE）を作成することもできま
す。

Integrity VM および Virtual Connect ポータビリティ
グループ

ストレージプール管理

Integrity VM ホストおよび Virtual Connect ドメイン
グループを含むユーザー定義ポータビリティグルー
プを作成します。
事前割り当て済みのストレージプールエントリー
（SPE）を作成します。その後、NPIV または SAN ベ
ースのストレージを使用して、SPE を Integrity VM 論
理サーバーに接続または切り離すことができます。
注記:
SPM は、VMware、HP Integrity Virtual
Machine、および Hyper-V で使用される Raw
LUN で使用するために SAN カタログストレ
ージプールエントリーをサポートしています。
これによって、HP Storage Provisioning
Manager のストレージ自動化を使用すること
ができます。

表は続く
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機能

説明

物理サーバーと仮想サーバーの間のシームレスな移
動

Virtual Connect を実装している物理サーバーに割り
当てられている論理サーバーを、VM ホスト上の
Integrity VM ゲストに移動し、また、VM ホスト上で
Integrity VM ゲストとして使用開始されている論理サ
ーバーを、Virtual Connect を実装している物理サーバ
ーに移動します。次のコンポーネントがサポートさ
れています。
•
•

物理サーバー — Virtual Connect を実装したすべ
ての Integrity ブレード
VM ホスト — すべての Integrity サーバー（ラック
とブレード）。
注記:
論理サーバーは、ユーザー定義の Integrity VM
および Virtual Connect ポータビリティグルー
プの中に作成する必要があります。

物理からアンライクの物理への移動

物理サーバーに割り当てた論理サーバーを、同じモデ
ルではない、または同じメザニンカードタイプを使っ
ていない可能性のある他の物理ブレードに移動しま
す。この移動では、OS に関連する任意のネットワー
ク構成情報またはストレージ構成情報を再構成する
ための、どのようなユーザーの操作も必要ありませ
ん。加えて、すべての EFI 変数（ブート情報を含む）
は、自動的に移動され、ターゲットブレード上で適切
に再構成されます。以下のリストに、サポートされて
いる移動を示します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BL8x0c から BL8x0c i2 に
BL8x0c i2 から BL8x0c に
BL8x0c から BL8x0c に
BL8x0c i2 から BL8x0c i2 に
BL8x0c から BL8x0c i4 に
BL8x0c i2 から BL8x0c i4 に
BL8x0c i4 から BL8x0c に
BL8x0c i4 から BL8x0c i2 に
BL8x0c i4 から BL8x0c i4 に

HP-UX Portable Image のインストール
HP-UX Portable Image 製品は、Integrity VM および HP-UX クロステクノロジー型の論理サーバー機能の主要
コンポーネントです。この製品は、クロステクノロジーの移動操作を実行するときにネットワーク構成情報が
正しく維持されるように、必要なオペレーティングシステムサポートを提供します。
HP-UX インストールの一部として、この製品を構成する必要があります。この製品は、Base OE の 1103、
1109、および将来の Fusion リリースの一部です。ただし、この製品はデフォルトではインストールされず、
OS のインストールプロセスの際に HP-UX Portable Image 製品を明示的に選択する必要があります。製品
は、HPPortableImage B.11.31.1103 HP-UX Portable Image と名付けられます。
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OS 内での HP-UX Portable Image の有効化
このセクションでは、OS 内で HP-UX Portable Image（PI）を有効化および無効化する方法について説明しま
す。HP-UX カーネルのグローバル変数（調整）gio_portable_image を、kctune コマンドを使用して 1
に設定し、HP-UX OS 内で HP-UX PI を有効にする必要があります。
•

HP-UX PI を有効にするには、次のコマンドを入力します。

•

kctune gio_portable_image=1
HP-UX PI を無効にするには、次のコマンドを入力します。
kctune gio_portable_image=0

HP-UX PI 機能により、異なるターゲットサーバー間で移動操作を実行する際に、ネットワークインスタンス
番号が正しく維持されることが保証されます。

HP-UX の電源オフ
移動操作に備えて HP-UX PI 製品がシステムを正しく準備するように、移動操作の前に、HP-UX OS をシャッ
トダウンする必要があります。この結果、HP-UX PI のシャットダウンスクリプトが実行され、移動後にター
ゲットサーバーを正しく構成する目的で使用される重要な情報が保存されます。
OS を正しくシャットダウンしなかった場合は、ネットワークインスタンスの変化に伴って、すべてのネット
ワーク構成ファイルをターゲット上で手動で再構成する必要が生じる可能性があります。

ネットワークのセットアップ
Integrity VM ホスト上での vSwitch または直接 I/O ネットワーク名は、VM ホストと同じポータビリティグル
ープ内で構成されている VC ドメイングループに対して定義された VC Ethernet Uplink 名と完全に一致して
いる必要があります。たとえば、「Sitelan」と定義された VC Ethernet Uplink を使用している場合、クロステ
クノロジー型の論理サーバー移動操作を正しく実行するために、VM ホスト上で定義した vSwitch に
「Sitelan」という名前を付ける必要があります。

SAN ファブリックの設定
HPE Matrix OE 論理サーバー管理を対象にして、Integrity VM ホストは新しいコンセプトを導入しましたが、
このコンセプトでは、サポートされているすべての FC HBA デバイスに対して SAN ファブリック名を使用し
て名前を付ける必要があります。FC HBA SAN ファブリック名は、VM ホストと同じポータビリティグループ
内で構成されている VC ドメイングループに対して定義された VC FC SAN ファブリック名と完全に一致し
ている必要があります。これは概念上、VC Ethernet Uplink 名と整合した vSwitch 名を割り当てるネットワー
ク名前付けモデルに似ています。
この結果、論理サーバー管理内のターゲット選択ロジックは、物理から仮想への移動操作で利用できる有効な
Integrity VM ホストを正しく特定できます。加えて、仮想から物理への移動操作は、VC FC SAN ファブリッ
ク名のいずれかに一致する SAN ファブリックを検証することで、移動操作に使用できる物理サーバーを正し
く比較できます。

VM ホスト上での SAN ファブリックの設定
Integrity VM ホスト上でファブリック名を設定する前に、使用している名前が、クロステクノロジー型の論理
サーバー移動操作の対象となる VC FC SAN ファブリックの名前と正確に一致していることを確認してくだ
さい。
NPIV ライフサイクル操作およびクロステクノロジー型論理サーバーの移動操作に使用する Integrity VM ホス
ト上で SAN ファブリック名を正しく設定するために、以下のコマンドを入力する必要があります。
•
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FC HBA デバイスインスタンスに、SAN ファブリック名である BLUE をラベルとして割り当てるには、次
のコマンドを入力します。

OS 内での HP-UX Portable Image の有効化

•

hpvmdevmgmt-a gdev:/dev/fcd0:attr:FABRIC=BLUE,PRESERVE=YES
既存の FC HBA デバイスインスタンスに、SAN ファブリック名である GREEN をラベルとして割り当てる
には、次のコマンドを入力します。
hpvmdevmgmt-m gdev:/dev/fcd0:attr:FABRIC=GREEN,PRESERVE=YES

前述のコマンドは、有効な FC HBA デバイスインスタンスでのみ動作します。「FABRIC」は、SAN ファブリ
ックに名前を付ける目的でのみ使用するキーワードとして予約されています。
コマンド PRESERVE=YES を、各ファブリックに対して設定する必要があります。これを設定しない場合は、
DSF 内で最後の Integrity VM ゲスト参照を削除する際に、ファブリック名は削除されます。
重要:
Integrity VM ホストの SAN ファブリックは、物理ファイバーチャネル（PFC）デバイス上でのみ構成し
てください。SAN ベースまたは NPIV ベースのストレージを Integrity VM 仮想マシンに提示するために
使用する、各 Integrity VM ホストの物理 HBA に対して、SAN ファブリック名を定義する必要がありま
す。SAN ファブリック名を必ず物理 HBA（PFC）に割り当て、仮想 HBA には決して割り当てないでく
ださい。
SAN ファブリック名を割り当てる前に、デバイスのファイルタイプを確認してください。HP-UX デバ
イス特殊ファイル（DSF）に対して、fcmsutil コマンドを使用します。たとえば、fcmsutil /dev/
fcd0 を使用し、TYPE を確認して、デバイスが PFC である（VFC ではない）ことを検証します。

物理サーバーから物理サーバー SAN ファブリックへの設定
Integrity VM ホストとしてインスタンス化した論理サーバーを、Virtual Connect を実装しているサーバーから
他の同様のサーバーに移動する場合は、ターゲットの Virtual Connect を実装しているサーバー上にある SAN
ファブリックで、有効な FC HBA ポートに対して Integrity VM ホストが有効になっていることを確認する必要
があります。ある Integrity VM ホストを、Virtual Connect を実装している他のサーバーへ移動すると、物理
FC HBA が変更される可能性があるので、ファブリック名が、新しい物理サーバーの FC HBA 名に一致してい
ると確認することが重要です。
たとえば、/dev/fcd0 および/dev/fcd1 に SAN ファブリックを設定した Virtual Connect を実装している
サーバー上でインスタンス化した論理サーバーを、/dev/fcd4 および/dev/fcd5 に SAN ファブリックを設
定した新しい Virtual Connect を実装しているサーバーに移動する場合は、それらのデバイス上で新しい SAN
ファブリック名を手動で作成する必要があります。この結果、新しい Virtual Connect を実装したサーバー上
にある Integrity VM ホストの hpvmdevmgmt データベースは、将来の Integrity VM 論理サーバー使用開始要求
に対して有効なターゲットとしてとどまります。

Matrix OE 論理サーバー管理ストレージボリュームの要件
Matrix OE 論理サーバー管理では、論理サーバーのストレージ作成プロセスを実行する間、プライマリブート
ポート用のストレージボリュームエントリーのみが必要とされます。Integrity VM ホストをインポートする場
合は、論理サーバー管理はプライマリブートポートに関するストレージボリューム情報のみを反映します。
Integrity VM ゲストに割り当てられた他の仮想 FC ポートに関しては、インポート操作を実行している間、論
理サーバーストレージエントリーの中で SAN ポート情報のみが定義されます。
また、論理サーバー作成プロセスを実行している間に 1 つの SAN ポートに対して複数のボリュームを設定す
ると、最初のボリュームが Integrity VM 論理サーバーに追加されます。他のすべてのボリュームは動作せず、
Integrity VM 論理サーバーを使用開始するときに明示的に無視されます。

Matrix OE 論理サーバー管理ストレージ LUN 形式
HP-UX で問題を回避するために、論理サーバーの作成ウィザードの一部として構成したストレージの LUN が
VSA モードであると確認することが重要です。図 9: VSA モードでの LUN の設定(322 ページ) では、LUN を
設定する場所と方法を示します。

物理サーバーから物理サーバー SAN ファブリックへの設定
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図 9: VSA モードでの LUN の設定
ストレージエントリーの作成で設定する LUN 番号は、VSA モードにする必要があります。たとえば、LUN 番
号が 2 の場合、4002000000000000 を使用します。この形式に従っていない場合、物理から物理への移動は
正しく機能しません。

クロステクノロジー型の移動を実行するための Integrity VM および HP-UX の構成
クロステクノロジー型移動の Integrity VM および HP-UX の構成については、HP Insight Management サポー
トマトリックスの「管理対象システムハードウェアおよびファームウェアの要件」と「管理対象システムソフ
トウェアの要件」（http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs）を参照してください。

操作とガイドライン
このセクションでは、Integrity VM でサポートされているクロステクノロジー型の論理サーバーの操作につい
て定義します。加えて、Integrity VM に対して特定の操作を実行するときに従う必要のある特定の要件に関す
るガイドラインも用意されています。
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表 12: クロステクノロジー型の論理サーバーの操作
操作

注記

作成

Integrity VM 論理サーバーに追加できるのは、ファイルベースまたは SAN ベース
のストレージのみです。
注記:
Integrity VM 論理サーバーをクロステクノロジー型の論理サーバーポータ
ビリティグループ内で構成する場合は、ファイルストレージプールエント
リーはサポートされません（たとえば、Integrity VM と VC ドメイングル
ープの両方を含む単一のポータビリティグループ）。

変更

リソースを変更するには、論理サーバーを使用停止する必要があります。以下
に、編集可能または編集不可能の論理サーバーリソースのリストを示します。
リソース

ADD

Remove/Modify

CPU

対応

対応

メモリ

対応

対応

ネットワーク

対応

非対応

サーバーの WWN

対応

非対応

ストレージポート WWN

対応

対応

削除
管理の解除
使用開始
使用停止
コピー
インポート

SAN ベースまたは NPIV ベースのストレージを使用している Integrity VM ゲス
トをインポートするには、有効なプライマリブートエントリーを VM ゲスト内で
構成する必要があります。

移動

Integrity VM および VC ポータビリティグループの中にある VM ホストで構成さ
れた VM 上でのみ、Integrity VM では、クロステクノロジー型の論理サーバー移
動操作を実行できます。

電源オンと電源オフ

表は続く

クロステクノロジー型の論理サーバーの管理
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操作

注記

ストレージプール作成

すべての Integrity VM、または Integrity VM と VC ポータビリティグループの中
にある論理サーバーにストレージプールエントリー（SPE）を追加できます。

Integrity VM および VC
ポータビリティグループ
の作成

クロステクノロジー型論理サーバーを移動するには、Integrity VM と、Virtual
Connect を実装しているサーバーの両方を含む単一のポータビリティグループ
を作成する必要があります。
NPIV を使用したオンラインの移動は、同じプロセッサーファミリを使用してい
るサーバーの間でのみサポートされます。特に、以下のオンライン移動構成がサ
ポートされています。
•
•

Montecito ベースと Montvale ベースのサーバー間でのオンライン移動。これ
には、BL8x0c ブレード相互間の移動が含まれます。
Tukwila ベースのサーバー間でのオンライン移動。これには、BL8x0c i2 ブレ
ード相互間の移動が含まれます。

Integrity サーバーまたは Integrity VM サーバーを移動するとき
に移植可能ではない構成値
クロステクノロジー型の論理サーバー機能を使用して、サポートされている Integrity ブレードまたは Integrity
VM 仮想マシンを移動する場合は、以下の構成値はソースサーバーとともに移動されません。以下の値が該当
します。
•
•
•
•

メモリインターリーブ設定
プロセッサーソケットブレークダウン情報
すべてのハードウェア割り当て解除情報
以下のものを含む iLO ユーザー構成設定
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

証明書または失敗したログオンのようなセキュリティ設定
ユーザー設定（たとえば、ユーザー名やパスワード）
LDAP 設定
ライセンス設定
電源オン時のリストア設定
上限値や規制値のような電力管理設定
WOL 設定
WSMAN 設定
UID LED 設定
ネットワーク設定（LAN、SSH、および Web ポート）
アクセス設定（telnet/SSH/Web）
非アクティビティによるタイムアウト
DNS 設定
時刻と日付
シリアルポート設定
ログ

ポータビリティグループの定義
変更 > 論理サーバーのポータビリティグループ...画面を使用して、論理サーバーのより広範な移動範囲を定義
します。論理サーバーを作成して特定のポータビリティグループに割り当てると、ターゲットで利用している
テクノロジーを意識することなく、論理サーバーをポータビリティグループ内の任意のターゲットシステムに
移動することができます（すべてのターゲットで認識されるストレージとネットワークを選択している場合）。
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CPU やメモリの要件、ネットワーク/SAN の接続性などの論理サーバーのリソースに関する制約は、論理サー
バーに関連付けられているポータビリティグループの枠の中でのみ評価されます。
ポータビリティグループには、デフォルトとユーザー定義という 2 つのクラスがあります。
デフォルトのポータビリティグループ：
•
•
•
•
•

各 VC ドメイングループ
各 Operations Orchestration Workflow 物理サーバー
すべての ESX 仮想マシンホスト
すべての Hyper-V 仮想マシンホスト
すべての HP Integrity VM 仮想マシンホスト

（オプション）ユーザー定義のポータビリティグループ：
•
•
•
•
•

1 つの Virtual Connect ドメイングループ
ESX 仮想マシンホストのセット
Hyper-V 仮想マシンホストのセット
HP vPars and Integrity VM の VSP
単一の Virtual Connect ドメイングループ、および VM ホスト（ESX、または HP Integrity Virtual
Machines）のセットから成るセット
このタイプのポータビリティグループに作成される論理サーバーは、クロステクノロジー型の論理サーバ
ーです。

作成するユーザー定義ポータビリティグループに固有の名前を付けてください。デフォルトポータビリティ
グループの名前はポータビリティグループの管理画面に表示されます。ユーザー定義ポータビリティグルー
プの名前としてデフォルトポータビリティグループの名前を選ばないでください。
以下のことを目的としてユーザー定義のポータビリティグループを作成できます。
•
•

Virtual Connect を実装しているサーバーから ESX 仮想マシンへの移動など、論理サーバーを異なるテクノ
ロジー間で移動させることができるポータビリティグループ。
含まれるサーバーや VM ホストの数を制限するポータビリティグループ。たとえば、デフォルトの「すべ
ての ESX 仮想マシンホスト」ポータビリティグループに多数の仮想マシンが含まれている場合、論理サー
バーの移動対象として少数の ESX 仮想マシンだけを規定したポータビリティグループを作成することが
できます。こうすることにより、論理サーバーの移動時に拒否されるターゲットの数を減らすという利点
もあります。

論理サーバーのポータビリティグループを選択するには、メニューから作成 > 論理サーバー...を選択します。

クロステクノロジー型の論理サーバーの管理
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図 10: 論理サーバーの作成における固有情報
以下の手順を使用して、ユーザー定義のポータビリティグループを作成することができます。
1. 変更 > 論理サーバーのポータビリティグループ…を選択します。

図 11: ポータビリティグループの変更メニュー
ポータビリティグループの管理画面が表示されます。既存のユーザー定義ポータビリティグループとデフ
ォルトポータビリティグループが示されます。
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図 12: ポータビリティグループの管理画面
2. 変更またはグループの作成をクリックして、ポータビリティグループの変更画面を表示します。
3. ポータビリティグループの変更画面で、ポータビリティグループに組み込む VC ドメイングループまたは
VM ホストを、HPE Matrix OE ビジュアル化の物理および仮想ビューから選択します。
何も選択していない場合、グループメンバーの候補としてすべてのリソースが表示されます。
ユーザー定義のポータビリティグループ用に選択する名前は、論理サーバー固有情報の作成画面の利用可
能なポータビリティグループのドロップダウンリストに組み込まれます。
4. 選択可能なターゲット表では、システムを選択し、Add Selection をクリックします。
適切なグループのタイプが自動的にチェックされます。
これで、システムがグループメンバー表に表示されます。
オプションで、グループメンバー表のシステムを変更または削除することができます。

クロステクノロジー型の論理サーバーの管理
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図 13: ポータビリティグループの変更画面

ターゲット属性の追加と削除
論理サーバーのターゲット属性を使用すると、過去に論理サーバーが正常に使用開始または移動された位置を
追跡できます。これにより、論理サーバーを使用開始または移動するための「最適な」ターゲットの数が増え
ます。
ターゲット属性の追加と削除は、標準の論理サーバーのほか、クロステクノロジー型の論理サーバーに対して
も行えます。
論理サーバーのターゲット属性を表示または変更するには、物理および仮想ビューで論理サーバーを選択して
から、変更 > 論理サーバーのターゲット属性 > 管理...メニューを選択します。

図 14: ターゲット属性の変更メニュー
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ターゲット属性の追加と削除

論理サーバーのターゲット属性の、ターゲットシステムの種類を追加または削除できます。追加する使用可能
なターゲット属性テーブルでサーバーを選択して追加ボタンをクリックすると、そのタイプのサーバーおよび
関連のあるリソースが、論理サーバーのための最適なターゲットのリストに追加されます。削除する使用可能
なターゲット属性テーブルでサーバーのタイプを選択して削除ボタンをクリックすると、そのタイプを削除し
て、指定したタイプのサーバーが最適なターゲットの候補から除外されます。

図 15: ターゲット属性の管理画面

ストレージの定義
ストレージプールエントリー、またはクロステクノロジー論理サーバーと関連するストレージエントリーを作
成する方法は、物理論理サーバーと物理論理サーバー、仮想論理サーバーと仮想論理サーバーの場合の作成方
法と同じで、変更 > 論理サーバーストレージプール...または作成 > 論理サーバー...を選択します。
ストレージエントリーを作成するには、以下の手順を実行してください。
手順
1. 作成 > 論理サーバー…の順に選択します。
2. Virtual Connect 論理サーバーと仮想マシン論理サーバーを使用する両方のサーバーについて、SPM を使用
していない場合は SAN ストレージエントリー、SPM を使用している場合は SAN カタログストレージエン
トリーのストレージタイプを選択します。
重要:
クロステクノロジー型の論理サーバーを使用できるのは、ストレージが SAN ベースの場合のみです。仮
想マシン論理サーバーは、VM ストレージが Raw LUN を使用する場合、物理システムへ移動できます。
データストアベースの VM は異なるテクノロジー間で移動できません。
SAN ストレージエントリーと SAN カタログストレージエントリーの両方とも、Raw LUN を使用する
VM（ESX および Integrity VM）での使用がサポートされます。
異なるテクノロジー間で自由に移動するには、Virtual Connect サーバープロファイルに関連付けられた WWN
と、論理サーバーのターゲット候補である ESX VM ホストに関連付けられた WWN の両方にストレージを提
示する必要があります。ストレージを使う論理サーバーと同じポータビリティグループ内でストレージプー
ルエントリーを作成する必要があります。
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329

ネットワークの定義
クロステクノロジー型の論理サーバー用のネットワーク定義を作成する方法は、標準の論理サーバーの場合の
作成方法と同様で、作成 > 論理サーバー...を選択してから、ネットワーク画面で情報を指定します。
注記:
クロステクノロジー型の論理サーバーを物理システムから仮想システムに移動させる、またはその逆に
移動させるには、VC ドメイングループの少なくとも 1 つのネットワークを ESX ホスト上または HP
vPars and Integrity VM の VSP 上の vSwitch と同じ名前にする必要があります。

クロステクノロジー型の論理サーバーの管理解除
クロステクノロジー型の論理サーバーの管理解除には、追加の手順が必要です。論理サーバーがこれまで
Virtual Connect を実装しているサーバーでアクティブで、現在は VM ホスト上でアクティブな場合、論理サー
バーの管理を解除した後で、Virtual Connect Enterprise Manager を使用して Virtual Connect プロファイルを
削除する必要があります。
論理サーバーがこれまで VM ホストでアクティブで、現在は Virtual Connect を実装しているサーバーでアク
ティブな場合は、論理サーバーの管理を解除した後で、vCenter を使用して VM 構成ファイルを削除する必要
があります。

クロステクノロジー型の論理サーバーの移動
このセクションでは、論理サーバーを物理システムから仮想マシンへ移動、またはその逆に移動する手順を示
します。
開始する前に
•

•

Virtual Connect で生成されるすべての WWN と VM ホストに少なくとも 1 つの LUN を共通して提示する
ようにします。
SAN カタログストレージエントリーは、Raw LUN（ESX および Integrity VM）を使用する VM での使用が
サポートされます。
VC ドメイングループ内の少なくとも 1 つのネットワークが ESX ホストの vSwitch と同じ名前になるよう
にします。

1. VC ドメイングループと少なくとも 1 つの ESX ホストを含むユーザー定義のポータビリティグループを作
成します。
a. HPE Matrix OE ビジュアル化の物理および仮想ビューから、ユーザー定義のポータビリティグループに
含む VC ドメイングループを 1 つと選択済の ESX ホストをすべて選択します。
何も選択していない場合、グループメンバーの候補としてすべてのリソースが表示されます。
b. 変更 > 論理サーバーのポータビリティグループ...を選択します。
c. グループの作成をクリックします。
d. 選択可能なターゲット表で VC ドメイングループと ESX ホストを選択します。
e. Add Selection をクリックします。
f. 選択内容が正しいこと、ステータスが使用可能であることを確認し、保存をクリックします。
2. クロステクノロジー型の論理サーバーを作成します。
a. 作成 > 論理サーバー...の順に選択します。
b. Identity 画面のドロップダウンリストから、手順 1 で作成したユーザー定義のポータビリティグループ
を選択します。
c. Virtual Connect 論理サーバーに適切なアーキテクチャーとオペレーティングシステムを指定して、次へ
をクリックします。
d. Compute Resources 画面で適切な演算リソースを指定し、次へをクリックします。
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e. ストレージ画面のドロップダウンリストからプールエントリーを選択し、プールエントリーの挿入をク
リックします。
ストレージプールエントリーをまだ構成していない場合は、取消しをクリックし、変更 > 論理サーバー
ストレージプール...を選択して、論理サーバーのストレージ構成として選択できるストレージプールエ
ントリーを追加します。
または
I.

ストレージ画面で、ドロップダウンメニュー（または HP Storage Provisioning Manager を使用
する場合は SAN カタログストレージエントリー）から、SAN ストレージエントリーを選択しま
す。
II.
ストレージエントリーの作成をクリックします。
III.
ストレージエントリーの作成画面で、ストレージ定義を指定します。
IV.
SPM を使用する場合は、候補の表示を実行して選択します。
V.
保存をクリックします。
f. ストレージ画面で、ドロップダウンメニューから ESX データストアを選択し、次へをクリックします。
g. ネットワーク画面のドロップダウンメニューからネットワークを選択し、ネットワークの追加をクリッ
クします。
このネットワークが、VC ドメイングループと ESX ホストで使用されます。
h. 次へをクリックします。
i. 論理サーバーの定義が正しいことを確認し、終了をクリックします。
j. 事後検証画面で、完了をクリックします。
3. 論理サーバー（物理）を使用開始します。
a. HPE Matrix OE ビジュアル化の論理サーバービューから、手順 2 で作成した非アクティブ論理サーバー
を選択します。
論理サーバーがまだ表示されていない場合は、緑の更新アイコンをクリックしてください。
b. ツール > 論理サーバー > 使用開始...を選択します。
c. 論理サーバーのターゲットホストへの割り当て画面の Available Target Hosts テーブルからサーバー
ブレードを選択し、使用開始をクリックします。
d. 論理サーバーの使用開始の確認画面で確認をクリックします。
4. 論理サーバーを移動します（物理から仮想）。
a. HPE Matrix OE ビジュアル化の論理サーバービューから、手順 3 で使用開始した論理サーバーを選択し
ます。
b. ツール > 論理サーバー > 移動...を選択します。
c. 論理サーバーのターゲットホストへの割り当て画面のテーブルから VM ホストを選択します。
d. 操作ドロップダウンリストでアンライク移動が選択されていることを確認します。
アンライク移動でエラーが発生すると、論理サーバーが非アクティブな状態でそのまま残ることがあり
ます。これは予想される動作です。というのは、移動操作では最初にプロファイルの割り当てが解除さ
れるかまたは仮想マシンゲストの登録が解除されるからです。問題が解決されたら、ターゲット VM ホ
ストまたはサーバーブレード上の論理サーバーを移動するのではなく、使用開始してください。
e. 移動をクリックします。
f. 論理サーバーの移動の確認画面で確認をクリックします。
5. 論理サーバーを移動します（仮想から物理）。
a.
b.
c.
d.
e.
f.

HPE Matrix OE ビジュアル化の論理サーバービューから、移動した論理サーバーを選択します。
ツール > 論理サーバー > 移動...を選択します。
論理サーバーのターゲットホストへの割り当て画面のテーブルからサーバーブレードを選択します。
操作ドロップダウンリストでアンライク移動が選択されていることを確認します。
移動をクリックします。
論理サーバーの移動の確認画面で確認をクリックします。
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このガイドの使用方法
このガイドは、Hewlett Packard Enterprise サービスがインストールした CloudSystem Matrix 環境を管理する
管理者またはアーキテクトを対象にしています。このガイドは、次を前提としています。
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

HPE Systems Insight Manager および Matrix Operating Environment の使用経験。
SAN テクノロジーおよび P6000 Command View ソフトウェア、または 3PAR 管理コンソールの使用経験。
Insight Control サーバープロビジョニングのトレーニングおよび使用経験。
Windows Server オペレーティングシステムおよびその必須ハードウェア、ファームウェア、およびソフト
ウェアドライバーのインストールと構成の経験。
◦ SPP および関連の Windows サービス（SNMP など）を使い慣れていること
◦ Windows ユーザーアカウントとグループの作成と変更、およびメンバーシップについての知識
VMware ESXi/vSphere ハイパーバイザーおよび vCenter のインストールの経験。
Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーおよび SCVMM のインストールの経験。
VC Ethernet モジュール、VC FC モジュール、VC FlexFabric モジュール、およびサーバーブレードを含
む、CloudSystem Matrix VC 環境の構成についての経験。
HP-UX のインストールと設定の経験。
HP Ignite-UX サーバー管理の経験。
HP Integrity Virtual Machines の構成の経験。

CloudSystem Matrix 環境が構成され、サービスのプロビジョニング準備が完了している場合は、Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションテンプレートおよびサービスの作成に進んで、独自のサービスカタロ
グを作成し、サービスをプロビジョニングしてください。リソースプールを構成または変更する必要がある場
合は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定に進んで、Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーションコンソールでリソースを構成し、チェックしてください。
CloudSystem Matrix 環境に管理対象リソースを追加する必要がある場合（新しい管理対象システム、連携
CMS、またはストレージプールなど）、詳しい手順については、該当する章を参照してください。
•
•
•

•

•

•

•

•
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連携 CMS 環境の設定(17 ページ)—セカンダリ CMS を追加して連携 CMS 環境を作成し、Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーションのスケーラビリティを拡張する方法について説明します。
CloudSystem Matrix の役割認証の設定(21 ページ)—Insight Management ソリューションでのユーザー
認証をカスタマイズする方法と、認証の確認方法について説明します。
管理対象システムでの検出の準備(23 ページ)—必要な管理エージェントソフトウェアのインストール方
法、および HP 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構成方法について説明しま
す。
管理対象システム追加のための Insight Managed System Setup Wizard の使用(28 ページ)—新しい管理
対象システムを追加して CloudSystem Matrix インフラストラクチャを拡張する方法について説明します。
また、Insight Managed System Setup Wizard を使用する方法についても説明します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる ProLiant ブレードでのデプロイメントの準備
(39 ページ)—Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの機能を紹介し、VMware での
CloudSystem Matrix 環境の構成方法、および ProLiant ブレードサーバー上の Insight Control サーバープロ
ビジョニングのカスタマイズ手順について説明します。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによる HP-UX デプロイメントの準備(67 ページ)—
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの機能を紹介し、Ignite-UX での CloudSystem Matrix
環境の構成手順および Integrity VM ホストの作成手順について説明します。
ストレージプールの使用—ストレージプールを紹介し、P6000 EVA Storage System および 3PAR
StoreServ Storage システム用のストレージプールエントリーを作成する方法と、SPM を使用してストレ
ージを管理する方法について説明します。
論理サーバーの使用(137 ページ)—Matrix Operating Environment ソフトウェアについて説明し、論理サー
バーを管理するポータビリティグループを使用する方法について説明します。VM 論理サーバーを作成す
る手順についても説明します。
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•

•

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの設定—CloudSystem Matrix 環境内のプライマリ
CMS で Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを準備して構成する方法について説明しま
す。
Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートおよびサービスの作成—Matrix インフラ
ストラクチャオーケストレーション Designer を使用して、さまざまな Matrix 構成の Matrix インフラスト
ラクチャオーケストレーションのテンプレートを作成する方法を説明します。

その他の管理機能については、詳細な手順が示されている次の章を参照してください。
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

電源、温度監視、および分析の設定のための Insight Control の使用—Insight Control を使用して
BladeSystem ラックおよびエンクロージャーを構成して電力と冷却コストを推定するための手順や、デー
タセンターの温度環境を監視する手順について説明します。
Capacity Advisor によるプランニングシナリオの作成(249 ページ)—システムとワークロードの使用率
を、CPU コア、メモリ、ネットワークとディスクの I/O、電力について監視したり評価するシナリオ計画
を作成したりする方法について説明します。
Virtual Connect ドメイングループの構成—VCEM 構成を、データセンター内の既存または将来の CMS と
整合させる方法について説明します。各 VCEM インスタンスでの VCEM 定義の WWN および MAC 除外
範囲を使用して、他のエンクロージャーとの競合を回避することをおすすめします。
クラウドプロビジョニング(261 ページ)—Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを介したク
ラウドプロビジョニングを紹介します。
（オプション）ESXi ホストとクラスターのプロビジョニング(262 ページ)—Matrix インフラストラクチャオ
ーケストレーション Designer を使用して、共有ストレージとネットワークが構成された 1 つ以上の VM ホ
ストを含むサービステンプレートを作成する方法について説明します。Matrix インフラストラクチャオー
ケストレーションは、このテンプレートを使用して、構成された ESXi VM ホストまたは一連の VM ホスト
を VM クラスターに展開します。
設定データの収集およびアーカイブ—システムのハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアコ
ンポーネントの記録を作成する方法について説明し、構成情報の収集とびアーカイブに関する推奨事項を
示します。
メンテナンス(271 ページ)—有用な情報およびデータベースとログファイルを管理する技術、およびイベン
トと到達不能デバイスの削除を管理する方法について説明します。
その他のベストプラクティス(284 ページ)—CloudSystem Matrix 環境の日常的運用に役立つベストプラク
ティス情報について説明します。
検出および認証情報の設定(294 ページ)—HPE SIM を使用して初回検出と認証情報を構成する手順につい
て説明します。
認証情報の管理(303 ページ)—HPE SIM、OA、iLO、および VC の認証情報を管理する複数の方法をその手
順に沿って説明します。
ネットワークまたはファイバーチャネル接続の変更のための VCEM を使用した CMS プロファイルの変更
(313 ページ)—VCEM を使用して Virtual Connect サーバープロファイルを変更するための手順について説
明します。この手順は、ネットワーク接続または FC 接続を追加または削除するために実行します。
VCEM の VC プロファイルによる ESXi ホストの作成—論理サーバー方式を使用する代わりに、VCEM を
使用して ESXi/vSphere ホストを作成する方法について説明します。

最新の Matrix OE 製品のドキュメントについては、Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs）を参照してください。
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頭字語と略語
.NET
Microsoft .NET Framework。
3PAR
HPE 3PAR StoreServ Storage。
HP 3PAR Management Console
HPE 3PAR Management Console。旧称は 3PAR IMC。
ABM
Array-based management。アレイベース管理。
AD
Active Directory。
AIK
Automated installation kit。自動インストールキット。
AMS
Agentless Management service。Agentless 管理サービス。
API
Application programming interface。アプリケーションプログラミングインターフェイス。
ASP
1. Active Server Page。2. application service provider。アプリケーションサービスプロバイダー。
BFS
Boot from SAN。
BNA
Brocade Network Advisor または HP B-series Network Advisor。
BOOTP
Bootstrap Protocol。
CEE
Converged Enhanced Ethernet。
CFM
Cubic feet per minute。立方フィート/分。
CIDR
Classless Inter-Domain Routing。
CIM
Common information model。共通情報モデル。
CIMOM
Common information model object manager。共通情報モデルオブジェクトマネージャー。
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頭字語と略語

CLI
Command line interface。コマンドラインインターフェイス。
CLX
HPE Cluster Extension Software。旧称は HP EVA Cluster Extension Software。
CMS
中央管理サーバー（CMS）
CNA
Converged Network Adapter。コンバージドネットワークアダプター。
CPG
Capacity Planning Group。容量プランニンググループ
CRA
Configure or repair agents。エージェントの設定および修復。
CSA
HP Cloud Service Automation。
CSV
1. Cluster Shared Volume。クラスター共有ボリューム。2. カンマ区切り値。
DAC
Direct attach cable。直接接続ケーブル。
DC
Drive chassis。ドライブシャーシ。
DC-OE
HP-UX Data Center Operating Environment。
DEP
Data execution prevention。データ実行防止。
DG
Device group。デバイスグループ。
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol。動的ホスト設定プロトコル。
DMI
Desktop Management Interface。
DMT
Insight Management Data Migration Tools。
DNS
Domain Name System。
DR
Disaster Recovery。ディザスタリカバリ。
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DSF
Device Special Files。デバイス特殊ファイル
DSM
Device-Specific Module。デバイス固有モジュール。
EBIPA
Enclosure Bay IP Addressing。エンクロージャーベイ IP アドレッシング。
EFI
Extensible Firmware Interface。
ESXi
VMware ESXi。
EVA
HP P6000 EVA ストレージシステム。旧称は HP StorageWorks Enterprise Virtual Array。
FC
Fibre Channel。ファイバーチャネル。
FCoE
Fibre Channel over Ethernet。
FDT
Firmware deployment tool。ファームウェア開発ツール。
連携 CMS
Federated Central Management Server。連携中央管理サーバー。
FlexNIC
HPE BladeSystem FlexNIC。
FPGA
Field Programmable Gate Array。
FQDN
Fully Qualified Domain Name。完全修飾ドメイン名。
FW
Firmware。ファームウェア。
GC
Garbage collection。ガベージコレクション。
Gbps
Gigabits per second。ギガビット/秒。
GMT
Greenwich Mean Time。グリニッチ標準時。
GPG
GNU Privacy Guard。

336

頭字語と略語

GPT
GUID partition table。GUID パーティションテーブル
GUID
Globally unique identifier。グローバルユニーク識別子。
HA
High Availability。高可用性。
HA-LVM
High Availability Logical Volume Manager。高可用性論理ボリュームマネージャー。
HA-OE
High Availability Operating Environment。
HBA
Host Bus Adapter。ホストバスアダプター。
HP CapAd
HP Capacity Advisor。
HP gWLM
HP Global Workload Manager。
HPE OO
OO を参照。
HPOFM
HP Offline Firmware Manager。
HP SIM
HP Systems Insight Manager。
HP SMH
HP System Management Homepage。
HP SUM
HP Smart Update Manager。
HP VCA
HP バージョンコントロールエージェント。
HP VCRM
HP バージョンコントロールレポジトリマネージャー。
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure。
IaaS
Infrastructure as a Service。サービスとしてのインフラストラクチャ。
iCAP Mgr
HP Instant Capacity Manager。
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IC serv prov
Insight Control サーバープロビジョニング
ICMP
Internet Control Message Protocol。
ICvirt
HP Insight Control virtual machine management。HP Insight Control 仮想マシン管理。
IE
Internet Explorer。
IIS
Internet Information Services。
iLO
HP Integrated Lights-Out
Insight RS
HP Insight Remote Support
IO
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション
IPD
Intelligent Power Discovery。インテリジェントな電力検出。
iPDU
HPE Intelligent PDU。HP インテリジェント PDU。
IPv4
Internet protocol version 4。インターネットプロトコルバージョン 6。
IPv6
Internet protocol version 6。インターネットプロトコルバージョン 6。
IR
Matrix OE recovery management。Matrix OE リカバリ管理。旧称は Insight Recovery。
ISAPI
ASP.NET ISAPI Extensions。
iSCSI
Internet small computer system interface。
ISO
International Organization for Standardization file format。国際標準化機構ファイル形式。
JVM
Java Virtual Machine。Java 仮想マシン。
KB
Knowledge base。ナレッジベース。
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KVM
1. Kernal based virtual machine。カーネルベースの仮想マシン。2. Keyboard, video, and mouse。キーボ
ード、ビデオ、およびマウス。
kWh
Kilowatt hour。キロワット時。KW 時当たりの電力コストを計算する際に使用されます。
LDAP
Lightweight directory access protocol。
LFBP
Long form boot path。ロング形式のブートパス。
LinuxPE
Linux Preboot Environment。Linux プリブート環境。
LOM
LAN on motherboard。
LSA
Logical server automation。
LSM
HP Matrix OE 論理サーバー管理。
LUN
Logical unit number。論理ユニット番号。SCSI、ファイバーチャネル、または iSCSI 論理ユニットの識別
子です。
LV
Logical volume。論理ボリューム。
MAC
Media Access Control。メディアアクセス制御。
Matrix OE
HP Matrix Operating Environment。
Matrix OE for HP-UX
HP Matrix Operating Environment for HP-UX。
MAXDOP
Maximum Degrees of Parallelism。並列処理の上限。
MMC
Microsoft Management Console。Microsoft 管理コンソール。
MNP
Multi-Node Package。マルチノードパッケージ。
MPIO
Multipath I/O。マルチパス I/O。
MSA
HPE Modular Smart Array。HPE Modular Smart アレイ。
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MSC
Microsoft System Center。
MSCS
Microsoft Cluster Service。
MSI
Microsoft installer。
MSSW
HP Insight Managed System Setup Wizard。
NCU
Network Configuration Utility。ネットワークコンフィギュレーションユーティリティ。
NFS
Network file system。ネットワークファイルシステム。
NFT
Network file transfer。ネットワークファイル転送。
NPIV
N_Port ID Virtualization。
NTFS
New technology file system。
NTP
Network Time Protocol。ネットワークタイムプロトコル。
NVRAM
Non-volatile random access memory。不揮発性アンダムアクセスメモリ。
OA
Onboard Administrator。
OE
Operating environment。動作環境。
OO
Operations Orchestration。
OSBP
OS Build Plan。OS ビルドプラン。
OVF
Open virtualization format。
P2P
Physical to physical。物理サーバーから物理サーバーへの移行。
P2V
Physical to virtual。物理サーバーから仮想サーバーへの移行。
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P6000 CV
HP P6000 Command View Software。HP P6000 Command View ソフトウェア。
PDR
Power distribution rack。パワーディストリビューションラック。
PDU
Power distribution unit。パワーディストリビューションユニット。
PEM
Privacy enhanced mail。
PermGen
Permanent generation size。
POC
Proof of concept。概念実証。
POST
Power On Self-Test。電源投入時セルフテスト。
PSUE
Pair suspended-error。
PSUS
Pair suspended-split。
PXE
Preboot eXecution environment。
RBACRBAC
Role-based access control。役割ベースのアクセス制御。
RBSU
ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ。
RDM
1. Raw Disk Mapping。Raw ディスクマッピング。2. Raw device mapping。Raw デバイスマッピング。
リカバリ管理
HP Matrix Operating Environment リカバリ管理。旧称は Insight Recovery。
RFC
Request for Comments。
RG
リカバリグループ。
RHEL
Red Hat Enterprise Linux。
RM
Matrix recovery management。Matrix リカバリ管理。

頭字語と略語

341

RWC
Remote Web Console。リモート Web コンソール。
S-VOL
Secondary volume または remote volume。セカンダリボリュームまたはリモートボリューム。
SA
HP Server Automation。
SAID
Service agreement identifier。
SAM
System Aministration Mnager。
SCP
State-change pending。
SCVMM
Microsoft System Center Virtual Machine Manager。
SDG
HPE Technology Services Service Delivery Guide。HP テクノロジーサービスの Service Delivery Guide。
SELinux
Security-Enhanced Linux。
SFIP
Stress-free installation plan。ストレスのないインストールプラン。
SFP
Small Form-factor Pluggable。オプティカルトランシーバーモジュール。
SFP+
Enhanced small form-factor pluggable transceiver。
SG
HP Serviceguard。
SIM
HP SIM
SLES
SUSE Linux Enterprise Server。
SLVM
Shared Logical Volume Manager。共有論理ボリュームマネージャー。
SMA
Storage Management Appliance。ストレージマネジメントアプライアンス。
SMI-S
Storage Management Initiative Specification。
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SN
Serial number。シリアル番号。
SPM
HP Storage Provisioning Manager。
SPP
Service Pack for ProLiant。
SRD
Shared resource domain。共有リソースドメイン。
SSCM
HP SIMple SAN Connection Manager software。HP SIMple SAN Connection Manager ソフトウェア。
SSH
Secure shell。
SSL
Secure Sockets Layer。
SSO
Single Sign-On。シングルサインオン。
STM
System Type Manager。システムタイプ管理。
SUS
Shared uplink set。共有アップリンクセット。
Sysprep
Microsoft System Preparation。
TB
Terabyte。テラバイト。
TFTP
Trivial File Transfer Protocol。
TOE
TCP offload engine。TCP オフロードエンジン。
TS
HPE Technology Services。HP テクノロジーサービス。
UAC
User Account Control。ユーザーアカウント制御機能。
UDP
User Datagram Protocol。ユーザーデータグラムプロトコル。
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface。
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URI
Uniform resource identifier。
USB
Universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス。
UTC
Coordinated Universal time。協定世界時。
UUID
Universally unique identifier。ユニバーサル一意識別子。
V2P
Virtual to physical。仮想サーバーから物理サーバーへの移行。
V2V
Virtual to virtual。仮想サーバーから仮想サーバーへの移行。
VA
Volt-amps。ボルトアンペア。
VC
HP Virtual Connect。
VCD
HP Virtual Connect domain。HP Virtual Connect ドメイン。
VCDG
HP Virtual Connect ドメイングループ。
VCEM
HP Virtual Connect Enterprise Manager。
vCenter
VMware Virtual Center。
VCM
Virtual Connect Manager。
vCPU
仮想 CPU。
VCSU
Virtual Connect Support Utility。Virtual Connect サポートユーティリティ。
VDI
Virtual desktop infrastructure。仮想デスクトップインフラストラクチャ。
Vdisk
Virtual disk。仮想ディスク。
vDS
vNetwork Distributed Switch。
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VG
Volume group。ボリュームグループ。
VID
Virtual Install Disk。仮想インストールディスク。
VLAN
Virtual local area network。仮想ローカルエリアネットワーク。
VM
Virtual machine。仮想マシン。
VMFS
Virtual Machine File System。
VNC
Virtual network computing。
Vnet
virtual network。
VPort
Virtual port。仮想ポート。
VSE-OE
HP-UX Virtual Server Operating Environment。
VSP
Virtual Server Platform。仮想サーバープラットフォーム。
WAIK
Windows Automation Installation Kit。Windows 自動インストールキット。
WBEM
Web-based enterprise management。
WinPE
Windows Preboot Environment。Windows プリブート環境。
WINS
Windows Internet Naming Service。
WMI
Windows Management Instrumentation。
WWID
World Wide Identification。
WWN
World Wide Name。
WWNN
World Wide Node Name。
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WWPN
World Wide Port Name。
XML
Extensible Markup Language
YUM
Yellowdog Updater, Modified。
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