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摘要
本書では、HPE Matrix OE 論理サーバー管理機能の概要を説明しています。システム管理者は、
本書を論理サーバー管理の入門書として使うことも、Matrix Operating Environment 内でシステム
とワークロードを管理するためのガイドとすることもできます。
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ご注意
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービス
に対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容
も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中
の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、
Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業
用コンピューター・ソフトウェア、コンピューター・ソフトウェア資料、および商業用製品の技術情報は、ベ
ンダー標準の商業用ライセンスのもとで米国政府に使用許諾が付与されます。
他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett
Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外にある情報を管理する権限を持たず、
また責任を負いません。

商標
すべての HPE 9000 コンピューター上の HP-UX Release 10.20 以降および HP-UX Release 11.00 以降（32 ビ
ット構成および 64 ビット構成）は、Open Group UNIX 95 ブランドの製品です。
UNIX®は、The Open Group の登録商標です。
Java は、Oracle および/またはその関連会社の登録商標です。
Microsoft®および Windows®は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標また
は商標です。

論理サーバーの管理
本書では、HPE Matrix OE ビジュアル化ソフトウェアの論理サーバーの機能について説明します。システム管
理者は、本書をビジュアル化の入門書、および論理サーバーの使用に関するガイドとして使うことができま
す。HPE Matrix OE ビジュアル化の使用方法については、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある
Matrix Operating Environment お使いになる前にを参照してください。
「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、サーバーの演算リソース(たとえば、
CPU コアの数やメモリの量)、ストレージファブリックやネットワークへのサーバー接続など、論理サーバー
の定義と説明が含まれています。
論理サーバーは使用開始されると、ハイパーバイザーベースのソフトウェアによる仮想マシンの作成に適用さ
れるか、Hewlett Packard Enterprise Virtual Connect テクノロジーによるベアメタルサーバーブレードに適用
されます。論理サーバーは、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できま
す。あるいは、既存のサーバーブレードまたは仮想マシンのインポートを介して論理サーバーの作成と使用開
始を行うこともできます。
Matrix OE ビジュアル化には、アクティブ論理サーバーを 1 つのシステムから別のシステムへドラッグアンド
ドロップすることで、論理サーバーを移動する便利な方法も用意されています。論理サーバーを移動するター
ゲットを選択すると、1～5 個の星印で示すヘッドルームの評価が表示されます(星印の数が多いほど、ターゲ
ットサーバー上の利用可能な余剰リソースが多いことを意味します)。
注記:
論理サーバーの作成と操作の実行は、HPE ProLiant サーバー、Integrity サーバー、非 HPE サーバー上
の Windows、Linux、HP-UX システムで動作している論理サーバーに対してできますが、Matrix OE ビ
ジュアル化の論理サーバー機能を利用できるのは Windows CMS だけです。
この章では、Matrix OE ビジュアル化から行う論理サーバーの作業について、以下の情報を説明します。
•
•
•
•

論理サーバーの使用: Matrix OE ビジュアル化での論理サーバーの使用 （6 ページ）を参照してくださ
い。
論理サーバーについて: ビジュアル化のビューにおける論理サーバー（8 ページ）を参照してください。
論理サーバーの操作の実行: 論理サーバーの操作（9 ページ）を参照してください。
権限、要件、および構成: 権限、要件、および構成（26 ページ）を参照してください。

論理サーバーストレージの定義の詳細は、論理サーバー用のストレージの定義（50 ページ）を参照してく
ださい。

Matrix OE ビジュアル化での論理サーバーの使用
Matrix OE の論理サーバー機能は、物理リソースと仮想リソースの解析と最適化が同様に行える高度なインフ
ラストラクチャ管理ソフトウェアです。
Matrix OE ビジュアル化の論理サーバー機能を使うと、次のようなタスクを実行できます。
•
•
•
•

仮想マシンまたは Virtual Connect および HPE BladeSystem を使用して、ワークロードを実行したりサー
バーを作成したりするために必要な環境の論理表現の定義
エンクロージャーの配置
動作中の論理サーバーをある場所から別の場所へ移動することによる、サーバーの負荷分散
定期メンテナンスまたは災害発生時のサーバーの退避

Matrix OE ビジュアル化で論理サーバーを使用すると、以下の利点があります。
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•
•
•
•
•

仮想マシンと Virtual Connect を実装しているサーバーの両方で、共通のインターフェイスと管理ツールを
使うことができます。
必要に応じてリソースを展開できます。たとえば、ビジネスサイクルの一部でしか必要とされないアプリ
ケーションがあります。
業務処理を物理的なハードウェアから切り離し、短期間で変化する要求に応えられるようにすることによ
り、業務上のアジリティ(俊敏性)と柔軟性を高めることができます。
物理的なシステムメンテナンス(計画されていたかどうかにかかわらず)に必要なダウン時間を短縮します。
サーバーの統合を可能にし、サーバーの使用率を改善して、限られた演算リソースを最大限に利用できる
ようにします。

作成または定義した各論理サーバーには、以下の情報が含まれています。
•
•
•

固有情報。一意の名前、説明、ポータビリティグループ、作成する論理サーバーのアーキテクチャー、お
よび OS (適切なストレージ構成の確保に役立つ情報)を含みます。
演算リソース。CPU コア数、CPU 周波数、メモリ容量を含みます。
ストレージ構成。
◦
◦

◦

サポートされる論理サーバーストレージについては、論理サーバーの要件（26 ページ）を参照してく
ださい。
VMware ESXi および Hyper-V のさまざまな環境に対して、複数のデータストアがサポートされていま
す。 Integrity VM 仮想マシンに対するすべてのストレージボリュームは同じデータストアを使う必要
があります。また、Hyper-V リンククローンディスクは、同じデータストアを使用する必要がありま
す。
Virtual Connect 論理サーバーストレージは、SAN ストレージを使った構成がサポートされています。
これらの論理サーバーでは、オペレーティングシステムが必ず SAN からブートすることが必要であり、
SAN 以外のディスクからブートするオペレーティングシステムはサポートしていません。(SAN ブー
トディスクを使用して Virtual Connect を実装しているサーバー上で実行されている仮想マシンホスト
は、論理サーバーとして管理できます。)
注記:
Matrix OE ビジュアル化から論理サーバーを作成する場合、ローカルディスクはサポートされませ
ん。ただし、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場合、手動でファイ
ルを編集してローカルディスク情報を提供することによる、ローカルディスクサポートのための
メカニズムがあります。詳しくは、ローカルディスク情報による物理サーバーの変更を参照して
ください。論理サーバーには、SAN からブートする OS と、同じ SAN にあるデータディスクを
構成することをお勧めします(論理サーバーが、ある Virtual Connect システムから別の Virtual
Connect システムに移動するときに最大限の柔軟性を発揮するため)。

◦

•

ストレージプールエントリーを使うと、ストレージが物理的にどこにあるかを意識することなく、スト
レージにアクセスできます。ストレージプールエントリーの構成は、論理サーバーの画面で手動で行う
ことも、HPE Storage Provisioning Manager を使用して行うこともできます。
ネットワーク構成。論理サーバー管理は、ハイパーバイザーまたは Virtual Connect でサポートされている
定義済みの設定のうち一部のネットワークをサポートします。

論理サーバーの作成および使用開始には、以下のものは含まれません。
•

•

オペレーティングシステムのプロビジョニング。使用開始した論理サーバーを完全に利用する前に、オペ
レーティングシステムをインストールする必要があり、オペレーティングシステムは標準のプロビジョニ
ングツールでロードする必要があります。Virtual Connect を実装しているサーバーまたは仮想マシンがオ
ペレーティングシステムでプロビジョニングされる場合、論理サーバーを使用開始するとオペレーティン
グシステムが起動します。(VM ゲストまたは Virtual Connect を実装しているサーバーの場合は、インポー
ト前にオペレーティングシステムでプロビジョニングする必要はありません。)
IP アドレスなどの情報。これは、Systems Insight Manager ノードの属性として利用でき、論理サーバー
とは独立して作成され保守されます。
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ビジュアル化のビューにおける論理サーバー
論理サーバービューを表示するには、HPE Matrix OE ビジュアル化 > ビジュアル化に移動します。上部の青
色のメニューバーからツール > HPE Matrix OE ビジュアル化...を選択します。ビジュアル化タブが表示され
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。
HPE Matrix OE ビジュアル化 > ビジュアル化タブ内の論理サーバービューでは、アクティブや非アクティブ
といった状態に関係なく、すべての論理サーバーがグラフィカルに表示されます。
物理および仮想ビューなど、他のすべてのビューでは、アクティブ論理サーバーだけが表示されます。これら
のアクティブ論理サーバーは、論理サーバーが使用開始されているシステム(Virtual Connect が有効なサーバ
ーブレードまたは仮想マシン)としてこれらのビューで指定されます。
論理サーバーには論理サーバーアイコン[サーバー] が付随しています。論理サーバーアイコンをクリック
すると、論理サーバーの詳細表示画面が表示されます。

図 1 : 論理サーバービューの例
論理サーバーのコンパートメントでは、チェックボックスの横の名前が論理サーバー名です。非アクティブ論
理サーバーの場合、名前の横のかっこ内に非アクティブ論理サーバーと表示されます。アクティブ論理サーバ
ーの場合、かっこ内に表示される情報は論理サーバーのタイプにより異なります。
•
•

アクティブな Virtual Connect を実装している論理サーバーの場合、かっこ内には、サーバーブレードシリ
アル番号またはホスト名(オペレーティングシステムがプロビジョニングされている場合)が表示されます。
アクティブな仮想マシン論理サーバーの場合、かっこ内には仮想マシン名またはホスト名(オペレーティン
グシステムがプロビジョニングされている場合)が表示されます。

ノード情報アイコン[i] (論理サーバービュー)にカーソルを重ねると、論理サーバーの状態や種類など、論理
サーバーの追加属性が表示されます。
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ビジュアル化のビューにおける論理サーバー

図 2 : 論理サーバーのノード情報の例
物理および仮想ビュー、ブレードビュー、および仮想マシンビューでは、アクティブ論理サーバーを別のホス
ト上にドラッグアンドドロップすることができます。論理サーバー(論理サーバーアイコン
[T]でマークさ
を移動すると、論理サーバーをドラッグできることを示す移動カーソルが表示さ
れているもの)上にマウス
れます。論理サーバーをドロップできるホストは、星印評価で強調表示されます。利用できないホストは淡色
表示になります。移動が完了する前に、ドラッグアンドドロップの移動操作を確認または取り消すことができ
ます。
対象となるホストは、Virtual Connect を実装しているサーバーまたはハイパーバイザーです。
ドラッグアンドドロップ機能の使用は、ツール > 論理サーバー > 移動...メニューを選択するのと同じです。

論理サーバーの操作
Matrix OE ビジュアル化から、論理サーバーに対していくつかのアクションを実行できます。これらの作業を
行う Matrix OE ビジュアル化のメニューオプションについては、http://www.hpe.com/info/
insightmanagement/docs にある Matrix Operating Environment お使いになる前にを参照してください。
•
•

論理サーバーは、アクティブまたは非アクティブのどちらかになります。
アクティブ論理サーバーとは、Systems Insight Manager ノードとストレージの両方にバインドされている
サーバーです(オペレーティングシステムとアプリケーションスタックがインストールされている場合と、

論理サーバーの操作
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•

•

されていない場合があります)。アクティブ論理サーバーの状態は、電源オンまたは電源オフのいずれかで
す。
非アクティブ論理サーバーとは、定義はされていますが、現在は特定のシステムにバインドされていない
サーバーです。まだ使用開始されたことがない非アクティブ論理サーバーは、ストレージにバインドされ
ている場合とされていない場合があります。
操作不能の状態の論理サーバーに対しては、削除と管理解除以外の操作は実行できません。論理サーバー
が管理するリソースが利用できなくなると、その論理サーバーは操作不能の状態になる可能性があります。

論理サーバーの状態など、論理サーバーの属性を表示するには、ノード情報アイコン [i]
ー)を参照してください。

(論理サーバービュ

使用開始や使用停止の操作を実行すると、論理サーバーの状態が変化します。

使用開始
ツール > 論理サーバー > 使用開始...メニューでは、論理サーバーをシステムとバインドします。論理サーバ
ーが使用開始できるシステムは 2 種類で、Virtual Connect 対応サーバーブレードと仮想マシンです。
•

•

Virtual Connect を実装しているサーバーの場合、論理サーバーを使用開始すると、デフォルトで、サーバ
ープロファイルが更新されベイに割り当てられ、サーバーブレードの電源がオンになります。サーバーブ
レードがオペレーティングシステムでプロビジョニングされている場合、論理サーバーを使用開始すると
ブレードが起動します。
仮想マシンの場合、論理サーバーを使用開始すると、デフォルトでは仮想マシンがまだ作成されていなけ
れば新しい仮想マシンが作成され、仮想マシンが既存のハイパーバイザーに登録され、仮想マシンの電源
がオンになります。仮想マシンがオペレーティングシステムでプロビジョニングされている場合、論理サ
ーバーを使用開始するとブレードが起動します。

論理サーバーを使用開始する前に、論理サーバーに必要なすべての情報を定義する必要があります。不足して
いる情報を追加するには、変更 > 論理サーバー...メニューを使います。
論理サーバーを使用開始するターゲットを選択すると、1～5 個の星印で示すヘッドルームの評価が表示され
ます(星印の数が多いほど、ターゲットサーバー上の利用可能な余剰リソースが多いことを意味します)。
アクティブ論理サーバーは、電源オンまたは電源オフのいずれかです。論理サーバーを使用開始している物理
サーバーの電源を、オプションでオンにすることができます。これは、オペレーティングシステムのプロビジ
ョンのためのソフトウェアツールを起動するときに便利です。たとえば、メディアを使ってオペレーティング
システムをインストールしている場合は、論理サーバーを最初に使用開始するときには物理サーバーの電源を
オンにしないように選択できます。
ターゲットホストの詳細は、移動（18 ページ）を参照してください。

使用停止
ツール > 論理サーバー > 使用停止...メニューでは、論理サーバーとシステム間の関連付けを削除します。ス
トレージの構成は残され、ホスト名、IP アドレス、およびオペレーティングシステムのブートイメージのユ
ーザー情報も維持されます。
•

•

Virtual Connect を実装しているサーバーの場合、ブレードがシャットダウンされ、サーバープロファイル
はブレードから切り離されます。(ただし、サーバープロファイルは維持され、他の場所で再度使用開始す
ることができます。)
仮想マシンの場合、仮想マシンがシャットダウンされ、VM ホストから仮想マシンの定義が登録解除され
ます。(仮想マシン mxnode は削除されませんが、システムタイプは「不明」に設定されてサブタイプはク
リアされ、その仮想マシンは Matrix OE ビジュアル化に表示されなくなります。
) これは、予想される動作
です。仮想マシン mxnode を削除しないでください。mxnode を削除すると、認証情報の設定など構成情
報が消失します。

以下に、論理サーバーに対して実行できるその他の操作を示します。これらの操作を実行しても、論理サーバ
ーの状態は変化しません。
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作成
作成 > 論理サーバー...メニューでは、論理サーバーの固有情報、メモリ量と CPU 量、あらかじめ定義された
ネットワークとストレージ構成など、論理サーバーを定義できます。
•

固有情報
論理サーバーの名前、説明、およびその他の識別情報を指定できます。
ポータビリティ 論理サーバーを移動させることができる物理システムまたは仮想システムのグループ。
グループ
デフォルトのポータビリティグループには以下のものがあります。
◦
◦
◦
◦

各 VC ドメイングループ
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
注記:
デフォルトのポータビリティグループは変更できません。

(オプション)ユーザーは以下のようなポータビリティグループを定義できます。
◦
◦
◦
◦
◦

単一の VC 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-UX vPars および Integrity VM の VSP のセット
単一の
VC ドメイングループ
と ESX 仮想マシンホスト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。

ユーザー定義のポータビリティグループの作成または変更を行うには、変更 > 論理サー
バーポータビリティグループ...メニューを選択します。
論理サーバーア 作成しようとしている論理サーバーのシステムのアーキテクチャータイプです。
ーキテクチャー ProLiant または Integrity を選択できます。
仮想マシンタイ Integrity vPar (専用)または Integrity VM (共有)
プ
論理サーバーオ 作成しようとしている論理サーバーのシステムのオペレーティングシステムです。
ペレーティング
Virtual Connect 論理サーバーの場合、指定したオペレーティングシステムを VCEM が使
システム
用して、この論理サーバーで適切に表示されるよう、ストレージアレイでホストモード
を設定します。ProLiant アーキテクチャーで作成された Virtual Connect 論理サーバー
の場合はオペレーティングシステムとして Microsoft Windows、Linux、または VMware
を選択でき、Integrity アーキテクチャー上で作成された Virtual Connect 論理サーバーの
場合はオペレーティングシステムとして Microsoft Windows、Linux、HP-UX、または
HPE OpenVMS を選択できます。
ESX VM 論理サーバーおよび Hyper-V VM 論理サーバーでは、ハイパーバイザーホスト
が論理サーバーに適切な仮想ディスク(ストレージ)を作成するために指定のオペレーテ
ィングシステムを使用します。ProLiant または x86 システムアーキテクチャー上で作
成された仮想マシン論理サーバーの場合は、オペレーティングシステムとして Microsoft
Windows または Linux を指定することができます。

作成
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このフィールドは、Hyper-V ポータビリティグループを選択した場合のみ有効になりま
す。Hyper-V 仮想マシン論理サーバーでは、この値はデフォルトで「ジェネレーション
1」(Windows Server 2012 R2 ではないターゲットホストの場合)および「ジェネレーシ
ョン 2」(Windows Server 2012 R2 以降のターゲットホストの場合)になります。デフォ
ルト値は、conf\lsa\Lsa.properties ファイルの
MAX_DEFAULT_HYPERV_VM_VERSION プロパティの設定によって定義されます。この
値は、デフォルトでは「2」に設定されています。

「ジェネレーション 2」を選択すると、仮想マシンの使用を開始する際に VM ホストの選
択が制限されます。いったん論理サーバーが作成されると、その論理サーバーは、その
バージョンをサポートしている VM ホスト上で移動したり、再度使用開始することしか
できなくなります。
「ジェネレーション 1」を明示的に選択すると、選択したバージョン
を論理サーバーが使用するようになり、場合によっては、これで VM ホストの範囲が広
がることになります。
オペレーティン VM ゲストのためのオペレーティングシステムとなる Microsoft Windows または Linux
グシステムのバ のバージョンです。ESX または Integrity VM のポータビリティグループを選択すると、
リエーション
このドロップダウンメニューは有効になります。
管理対象リソー 仮想マシン名または Virtual Connect プロファイル名です(選択したポータビリティグル
ス名
ープによって異なる)。
値を入力しない場合、管理対象リソース名は自動的に生成されます。
ESX VM バー
ジョン

ESX ホストの仮想マシンのハードウェアバージョンです。このコントロールは、ESX
ホストを含むポータビリティグループが選択されている場合にのみ表示されます。デ
フォルトを選択すると、ESX VM ホスト上で使用開始された論理サーバーは、そのホス
トでサポートされる最大の VM バージョンを使用します。いったん論理サーバーが作
成されると、その論理サーバーは、そのバージョンをサポートしている VM ホスト上で
移動したり、再度使用開始することしかできなくなります。デフォルトのバージョンよ
り低いバージョンを明示的に選択すると、選択したバージョンを論理サーバーが使用す
るようになり、場合によっては、これで VM ホストの範囲が広がることになります。

高可用性の有効 このチェックボックスは、Hyper-V ポータビリティグループを選択すると有効になりま
化(チェックボ す。
ックス)
チェックが入っている場合、フェイルオーバークラスタリングを使用した Hyper-V 環境
において、高可用性シナリオが有効になります。また、移動: 論理サーバーのターゲッ
トホストへの割り当て画面でクイック移動を選択できるようになります。
•
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論理サーバーの演算リソースを設定します。CPU コアの数、CPU の周波数、メモリ容量を含みます。

•

論理サーバーを ESX 仮想マシン内で使用開始する場合、ターゲットホストの演算リソースは、コア数およ
び CPU 周波数で指定する値と同じかそれより大きい必要があります。Virtual Connect を実装している論
理サーバーを ESX 仮想マシン内で使用開始する場合、ターゲットホストの演算リソースは、コア数、CPU
周波数、およびメモリ容量で指定する値と同じかそれより大きい必要があります。
ストレージ
この論理サーバー用のストレージ構成を指定できます。
次の方法を使用して、論理サーバー用のストレージを指定します。
◦
◦

•

以前構成したストレージプールエントリーを選択する。
新しい SAN ストレージエントリーまたはファイル(VM)ストレージエントリーを作成する。SAN スト
レージエントリーをストレージプールに挿入することを選択できます。

詳しくは、論理サーバー用のストレージの定義（50 ページ）を参照してください。
ネットワーク
論理サーバーと既存のネットワーク、VLAN (仮想ローカルエリアネットワーク)、または複数のネットワー
クを関連付けることにより、論理サーバーにネットワーク構成を追加できます。
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 ホストの vSwitch と同じ名前にする必要があります。
Virtual Connect が実装されているサーバーの場合、ネットワークの追加を押すたびに、ネットワークポー
トが 2 つ作成されます。Virtual Connect が実装されているサーバー上で論理サーバー(またはクロステク
ノロジー型の論理サーバー)を使用開始するには、最低 2 つのポートが必要です。ネットワークポートのう
ち 1 つには、ネットワークを割り当てておく必要があります。2 つめのポートやそれ以外のポートには、
ネットワークを割り当てておくことも、割り当てないままにしておくこともできます。
Virtual Connect FlexFabric モジュールと Virtual Connect ファームウェアの適切なバージョンを使用して
いる場合、デフォルトでは、未使用の FlexNIC は OS から隠されています。
Virtual Connect FlexFabric 構成によって様々な FlexNIC が定義されますが、必ずしもすべての FlexNIC が
OS で使用されるとはかぎりません。未使用の FlexNIC を OS から非表示にすることができます。未使用
の FlexNIC を隠す VC プロファイル属性で、オペレーティングシステムに対する未使用の NIC の表示を無
効にします。未使用の FlexNIC を OS から非表示にする機能のサポートは、HPE Virtual Connect 4.10 以
降でデフォルトで有効です。未使用の FlexNIC を非表示にすることを指定して、論理サーバーを作成した
り編集したりできます。

図 3 : 論理サーバーの作成

論理サーバーの管理
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注記:
未使用の FlexNIC を隠す VC プロファイル属性が有効にされた論理サーバーは、このようなサポート
がない環境では使用開始できません(たとえば、Virtual Connect を搭載したブレードサーバーが以前
のファームウェアバージョンであると、対象から排除されます)。
Virtual Connect が実装されているサーバーの場合、ネットワークの追加をクリックするたびに、ネットワ
ークポートが 2 つ作成されます。Virtual Connect が実装されているサーバー上で論理サーバー(またはク
ロステクノロジー型の論理サーバー)を使用開始するには、最低 2 つのポートが必要です。ネットワークポ
ートのうち 1 つには、ネットワークを割り当てておく必要があります。2 つめのポートやそれ以外のポー
トは、ネットワークに割り当てておくことも、割り当てないままにしておくこともできます。
論理サーバーで UEFI ブートモードを選択すると、PXE/IP ブート順序を設定するためのネットワークオプ
ションが追加されます。

利用可能な PXE/IP ブート順序のオプションは次のとおりです。
◦
◦
◦
◦
◦

Auto
IPv4 の後 IPv6
Ipv4 専用
Ipv6 専用
IPv6 の後 IPv4

Hyper-V ベースの論理サーバーを追加する場合、ネットワークの構成時に追加の MAC アドレスタイプフ
ィールドを使用できます。
新しい論理サーバーのネットワークを定義する、または既存の論理サーバーにネットワークを追加すると
きに、MAC アドレスタイプフィールドを編集できます。デフォルト値は動的です。このフィールドを静的
に設定すると、MAC アドレスは常に Hyper-V ホストから取得され、静的として設定されます。MAC アド
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レスを手動で設定することはできません。選択したネットワークが論理スイッチまたは標準スイッチの場
合、以下の 4 つの追加フィールドを使用できます。
◦
◦
◦
◦

VM Network
VM サブネット/VLAN ID
MAC アドレスタイプ
ポート分類 - 標準スイッチのオプション

コピー
メニューからツール > 論理サーバー > コピー...を選択すると、以前作成した論理サーバーがコピーされます。
この結果、異なる名前の新しい論理サーバーが作成されます。アクティブな論理サーバーまたは非アクティブ
な論理サーバーをコピーできます。
新しい論理サーバーが既存の論理サーバーと同様な構成の場合、論理サーバーをコピーしてから、変更 > 論
理サーバー...で変更すると、新しい論理サーバーの作成が簡単に行えます。
次のコピー操作のタイプの横にあるラジオボタンを選択し、コピーのタイプを選択します。
•

論理サーバーのコピー(ストレージを含まない)

•

論理サーバーの固有情報、演算リソース、ネットワーク構成がコピーされます。ストレージ構成はコピー
されません。このオプションを選択して論理サーバーを Virtual Connect を実装しているサーバーにコピ
ーする場合、実際のストレージがコピーされた定義に割り当てられるよう、論理サーバーを使用開始する
前に、新しい論理サーバーのストレージ構成を変更する必要があります。
論理サーバーのコピー(ストレージを含む)
ストレージ構成を含む、論理サーバーの定義全体がコピーされます。共有ストレージプールエントリーへ
の参照がない場合は、新規作成された論理サーバーから、同じプールエントリーへの参照が作成されます。
(ストレージプールエントリーの最大共有数は、必要に応じて増やすことができます。
)
注記:
論理サーバーのコピー(ストレージを含む)オプションは、Storage Provisioning Manager からのスト
レージ(SAN カタログストレージエントリー)を使用する論理サーバーには使用できません。

削除と管理解除
削除 > 論理サーバーの削除...メニューでは、非アクティブな論理サーバーを削除できます。削除するには、ビ
ジュアル化タブの物理および仮想ビューまたは論理サーバービューで、非アクティブ論理サーバーのチェック
ボックスを選択します。論理サーバーを削除すると、管理データベースから論理サーバーの定義が削除され、
コンピューティング環境から物理サーバープロファイルまたは仮想マシンが削除され、ストレージおよびネッ
トワークデバイスへの接続が削除されます。
削除 > 論理サーバーの管理解除...メニューでは、アクティブまたは非アクティブな論理サーバーを管理解除で
きます。論理サーバーを管理解除すると、管理データベースから論理サーバーの定義が削除されます。物理サ
ーバーまたは仮想マシンが実行中または継続して実行される場合、変更または削除は実行されません。

コピー
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ストレージプールエントリーが管理解除された論理サーバーで使用されている場合は、SPM やそのストレー
ジプールエントリーを使用している他の論理サーバー(共有数が複数)の使用状況によって動作が異なります。
SPM を使用していない場合、WWN はストレージプールエントリーに残りますが、グレー表示になり再使用
することはできません(WWN は管理解除されたサーバーで引き続き使用されます)。この数は共有数に含まれ
るため、使用可能な共有数を同じ数にしたい場合は共有数を増やす必要があります。新しい WWN を使用可
能にするには、SAN 管理者が新しい WWN に LUN を提供する必要があります。(ストレージエントリー画面
で新しい WWN を準備未完了にマークして、準備が完了するまで使われないようにします。)
SPM を使用しており、そのストレージプールエントリーが手動で作成された場合、WWN はストレージプー
ルエントリーに残りますが、グレー表示になり再使用することはできません(WWN は管理解除されたサーバ
ーで引き続き使用されます)。この数は共有数に含まれるため、使用可能な共有数を同じ数にしたい場合は共
有数を増やす必要があります。共有数を増やしてストレージプールエントリーを保存すると、SPM は新しい
WWN に LUN を提供し、その WWN が使用できるようになります。
SPM を使用しており、そのストレージプールエントリーが Matrix によって自動生成された場合、WWN はス
トレージプールエントリーに残りますが、グレー表示になり再使用することはできません(WWN は管理解除
されたサーバーで引き続き使用されます)。共有数は、自動生成されたストレージプールエントリーに対して
操作することはできません。
注記:
Virtual Connect を実装しているサーバーと VM ホストの両方で異なる時点でアクティブだったクロステ
クノロジー型の論理サーバーの管理を解除する場合は、必要でなくなる関連 Virtual Connect プロファイ
ルまたは VM ゲスト構成ファイルを、必ず削除してください。

インポート
メニューからツール > 論理サーバー > インポート...を選択すると、既存の物理サーバーまたは仮想マシンの
定義がインポートされ、その定義を使ってアクティブな論理サーバーが作成されます。
論理サーバーをインポートすると、Matrix OE ビジュアル化の論理サーバーのインターフェイスを使用して、
リソースやシステムを管理できます。あるリソースまたはシステムを管理する必要がなくなった場合は、論理
サーバーの管理を解除します。
•

•

ESX 仮想マシン、Hyper-V 仮想マシン、または HP-UX vPars and Integrity VM 仮想マシン(ファイルベース
または SAN ベースのストレージを持つ)または Virtual Connect を搭載したサーバーをインポートできま
す。インポートするシステムの電源はオンまたはオフのいずれかに設定できます。
インポートされる論理サーバーの作成先となるポータビリティグループを選択できます。
選択肢のリストは、インポートする内容によって異なります。たとえば、Virtual Connect を実装している
サーバーをインポートしている場合は、その VC ドメイングループを含むポータビリティグループのみが
有効な選択肢として表示されます(この表示には、デフォルトのポータビリティグループと、ユーザー定義
のポータビリティグループが含まれます)。
ESX VM がインポートされている場合は、ESX メンバーがあるポータビリティグループのみが
表示されます。
注記:
インポート中に Virtual Connect を実装しているサーバーと既存のストレージプールエントリーが一
致していることが判明すると、そのストレージプールエントリーが含まれるポータビリティグループ
がインポートした論理サーバーのポータビリティグループになります。ポータビリティグループメ
ニューは無効です。

•
•
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これらの操作により作成される論理サーバーは自動的に使用開始されますが、電源の状態はインポートさ
れる前の状態を維持し、オンまたはオフになります。
仮想マシンゲストまたは Virtual Connect を実装しているサーバーの場合、インポート前にオペレーティン
グシステムでプロビジョニングする必要はありません。

インポート

•
•

インポート操作は、FC SAN 上の物理(全体)ディスク、SVLM ボリュームグループ内の仮想ディスク、また
は NPIV ストレージを含む HP-UX vPars and Integrity VM 仮想マシンでサポートされます。
仮想マシンのインポート時、適切なポータビリティグループを選択できます(VM ホストを含むグループの
中から選択)。

ストレージプールとタグの管理
変更 > 論理サーバーストレージプール...メニューでは、選択したポータビリティグループの以前から存在する
ストレージプール内のエントリーを管理することができます。これらのエントリーを、Virtual Connect 論理サ
ーバーまたは仮想マシン論理サーバー用のストレージ構成の一部として選択できます。
ストレージプールの管理画面でタグの管理をクリックすると、ストレージタグをグローバルに定義して、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。これにより、ストレージプールエントリーをグループ
にまとめることができます。これは、プールエントリーの数が増えると重要になります。
詳しくは、論理サーバー用のストレージの定義（50 ページ）を参照してください。
注記:
ストレージタグは、ストレージプールエントリー内のすべてのボリュームに対して、そのストレージプ
ールエントリーのレベルで適用されます。異なるストレージボリュームに対して異なるタグを適用する
必要がある場合は、そのボリュームを別のストレージプールエントリーに置く必要があります(ただし、
イニシエーターの WWN を多く使用することになります)。

ポータビリティグループの管理
変更 > 論理サーバーのポータビリティグループ...メニューでは、ユーザー定義のポータビリティグループに含
めるシステムを Matrix OE ビジュアル化の物理および仮想ビューから選択することができます。ポータビリ
ティグループは、論理サーバーの移動と移植性の制約を定義します。
注記:
ポータビリティグループを使用する場合、以下の点に注意してください。
•

•
•

ユーザーが定義したポータビリティグループに属しているのであれば、そのグループを使用している
論理サーバーがある場合でも、いつでもポータビリティグループのメンバーを削除することができま
す (削除されたメンバーは、論理サーバーで使用可能なターゲットではなくなります)。
ユーザーが定義したポータビリティグループのメンバーは常にデフォルトのポータビリティグルー
プメンバーの 1 つとなるため、削除してもデータセンターには影響を及ぼしません。
以前に削除したユーザー定義のポータビリティグループ内で論理サーバーを再びアクティブにする
には、別のポータビリティグループを指すように論理サーバーを変更する必要があります。

デフォルトのポータビリティグループには以下のものがあります。
•
•
•
•
•

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 Integrity VM 仮想マシンホスト
注記:
デフォルトのポータビリティグループは変更できません。

(オプション)ユーザーは以下のようなポータビリティグループを定義できます。
•
•
•

単一の VC 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

ストレージプールとタグの管理
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•
•

HP-UX vPars および Integrity VM の VSP のセット
単一の VC ドメイングループ、および同様の VM ホスト(ESX または 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。

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。
ポータビリティグループ内に含まれるサーバーやハイパーバイザーの数を制限すること。たとえば、デフ
ォルトの「すべての ESX ハイパーバイザー」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 VM ホスト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。

ポータビリティグループについて詳しくは、ポータビリティグループの定義（42 ページ）を参照してくだ
さい。

ターゲット属性の管理
変更 > 論理サーバーのターゲット属性...メニューでは、論理サーバーのターゲット属性を追加および削除でき
ます。ターゲット属性を使用すると、論理サーバーが正常に使用開始または移動されたシステムを追跡できま
す。また、より豊富なターゲットセットを警告なしに作成できるようになります。
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。
ターゲット属性について詳しくは、ターゲット属性の追加と削除（46 ページ）を参照してください。

変更
変更 > 論理サーバー...メニューでは、既存の論理サーバーの詳細を変更または表示できます。
通常、変更できるのは非アクティブ論理サーバーだけです。ただし、アクティブな論理サーバーの説明フィー
ルドは変更できます。また、アクティブな Virtual Connect 論理サーバーに対しては、既存の SAN ストレージ
エントリーにその論理サーバー用のデータボリュームを追加するという変更を行うことができます。
非アクティブ論理サーバーを変更すると、その変更内容は将来の使用のために保存され、サーバーの使用開始
時に適用されます。
7.3 リリースでは、仮想マシン上のアクティブ論理サーバーを変更してディスクを追加できます。新しいディ
スクは、論理サーバーが再度使用開始されると、仮想マシンの OS に認識されるようになります。
Virtual Connect FlexFabric 構成によって様々な FlexNIC が定義されますが、必ずしもすべての FlexNIC が OS
で使用されるとはかぎりません。未使用の FlexNIC を OS から非表示にすることができます。未使用の
FlexNIC を隠す VC プロファイル属性は、OS に対する未使用の NIC の表示を無効にします。未使用の
FlexNIC を OS から非表示にする機能のサポートは、Virtual Connect 4.10 以降でデフォルトで有効です。論理
サーバーを変更して、未使用の FlexNIC が表示されるように指定できます(Virtual Connect ファームウェアの
該当するバージョンにデフォルトで指定されたチェックを外します)。
Hyper-V ベースの論理サーバーを表示している間、3 つの追加フィールド VM ネットワーク、VM サブネット /
VLAN ID、ポート分類がリストされ、標準および論理スイッチの対応する属性が表示されます。
論理サーバーからのネットワークインターフェイスの削除は、新しく追加された NIC に対してのみ実行され
ます。NIC が以前にアクティブな論理サーバーに提供された場合、その NIC を削除することはできません。

移動
ツール > 論理サーバー > 移動...メニューでは、アクティブな論理サーバーを別のホスト上に移動します。ホ
ストは、サーバーブレード(Virtual Connect 論理サーバーの場合)またはハイパーバイザー(ESX、Hyper-V、ま
たは Integrity VM の仮想マシンの論理サーバーの場合)です。
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ターゲット属性の管理

論理サーバーを移動するターゲットを選択すると、1～5 個の星印で示すヘッドルームの評価が表示されます
(星印の数が多いほど、ターゲットサーバー上の利用可能な余剰リソースが多いことを意味します)。
メニュー項目を使っても、VSE のビジュアル化タブにある物理および仮想、ブレード、および仮想マシンビ
ューで論理サーバーを別の Virtual Connect を実装しているサーバーまたはハイパーバイザーにドラッグアン
ドドロップしても、アクティブ論理サーバーを別のホストに移動できます。
注記:
ドラッグアンドドロップによって論理サーバーを移動する場合、完全に一致した(エラーのない)ターゲ
ットのみが表示されます。ソフトエラーのあるターゲット候補を表示するには、メニューからツール >
論理サーバー > 移動...を順に選択して、論理サーバーを移動します。

Virtual Connect 論理サーバーの移動
論理サーバーを、ある Virtual Connect を実装しているサーバーから他のサーバーへ移動する場合、次のよう
な制限が適用されます。
•
•

•

•
•

Virtual Connect 論理サーバーの移動は VC ドメイングループ内でのみ可能です。論理サーバーをある
VCDG から別の VCDG に移動することはできません。
VM ツールが仮想マシンにインストールされていると、移動する前に正常なシャットダウンを自動的に実
行できます。VM ツールがインストールされていない場合、論理サーバーを移動する前に、論理サーバー
が使用開始されていたサーバーブレードをシャットダウンすることを推奨します。シャットダウンしない
場合、ソースサーバーが正常にシャットダウンせずに電源オフする場合があります。
論理サーバーを移動することにより、デフォルトで移動元のサーバーブレードをシャットダウンし、電源
をオフにし、論理サーバーを移動し、移動先のサーバーブレードの電源をオンにします。ソースブレード
の電源がオフの場合、VM またはブレードの電源オンチェックボックスのチェックをはずし、移動後もタ
ーゲットブレードの電源をオフにしたままにできます。移動が完了した後に、論理サーバー > 電源 > オ
ン...または論理サーバー > 電源 > オフ...メニューを選択することもできます。
論理サーバーを、ローカルディスクを使用するように構成した場合、その論理サーバーは移動できません。
また、その論理サーバーを使用開始した後、別のシステムで再度使用開始することもできません。
複数の移動操作を同時に開始することもできますが、Virtual Connect Enterprise Manager は移動操作をキ
ューに保存し、順番に実行します。
注記:
異なるモデル番号を持つソースブレードとターゲットブレードが同じ VC ドメイングループ内にある場
合、Virtual Connect Enterprise Manager は論理サーバーをソースブレードからターゲットブレードへ移
動できますが、同じモデル番号とメザニンカードを持っていると、ソースブレードで実行されていたオ
ペレーティングシステムおよびアプリケーションがターゲットブレードでも実行できるようになりま
す。

Virtual Connect を実装しているサーバーのターゲットホスト
論理サーバーを移動できる Virtual Connect 実装ターゲットサーバーは、ターゲットホストテーブルに表示さ
れます。ターゲットホストテーブルでターゲットブレードを 1 つ選択するには、ターゲットの左にあるラジオ
ボタンをクリックします。エラー記号の上にマウスを重ねると詳細情報が表示されます。
•
•

•

最良一致のターゲットホストは、ターゲットホストテーブルの上部にソートされます。
許容可能一致のターゲットホストは、テーブルの列にエラー記号付きで表示されます。フィルター条件よ
り優先して、ターゲットホストテーブル内のエラーマークが表示されているターゲットホストを選択でき
ます。
ヘッドルーム列の黄色の三角マークは、Capacity Advisor データを返すエラーを示しています。
拒否されたターゲットホストテーブルからターゲットホストを選択することはできません。失敗列の赤い
円記号には、拒否された理由が含まれています。その他のエラーはエラー記号で示されます。

Virtual Connect 論理サーバーの移動
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表 1 : Virtual Connect を実装しているサーバーのフィルター条件
Virtual Connect を実装しているサーバーのフィルター条件
最良一致
エラーなし

許容可能一致

Virtual Connect が実装されているソースとターゲットのサーバーで、以下の項
目が同じである。
•
•
•
•
•
•

ポータビリティグループ
モデルと世代
FCoE 機能
VC ドメイングループ
同じメザニンスロット内のメザニンカード
ブレードの状態(稼働していない)

•

ターゲットブレードの演算リソースが、論理サーバーを作成または変更した
際に指定した値

分類可能なソフトエラー

より小さい。
これらの値には、

分類不可能なソフトエラー

コア数
、
CPU 周波数
、
メモリ容量
•
•
•

などがあります。
異なるネットワークインターフェイス名とメザニンカード
異なるストレージファブリック名とメザニンカード
論理サーバーを物理システムから仮想システムへ、あるいは仮想システムか
ら物理システムへ移動しようとしているが、ソース論理サーバーは、このプ
ラットフォームタイプのターゲット上で使用開始されたことがない。

拒否

拒否フィルター条件の例

ハードエラー

•

ソースおよびターゲットサーバーブレードが、同じ

•
•
•
•
•
•

VC ドメイングループにない
ターゲットサーバーブレードが有効なエンクロージャーを持っていない
ソースおよびターゲットサーバーブレードに同じ FCoE 機能がない
ターゲットサーバーブレードにライセンスが付与されていない
ブレードの状態が稼働中である
Onboard Administrator 認証エラー
ブレードコントローラーの障害

ESX、Hyper-V、HP Integrity VM 仮想マシン論理サーバーの移動
論理サーバーをある仮想マシンから他の仮想マシンへ移動する場合、次のような制限が適用されます。
•

•
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仮想マシン論理サーバーの移動は、同じタイプ(ESX、Hyper-V、Integrity VM)のハイパーバイザーのセット
内でのみ可能です。仮想マシン論理サーバーをタイプの異なるハイパーバイザーに移動することはできま
せん。
非ライブ移動の場合、VM ツールが仮想マシンにインストールされていると、移動する前に正常なシャッ
トダウンを自動的に実行できます。VM ツールがインストールされていない場合、論理サーバーを移動す

ESX、Hyper-V、HP Integrity VM 仮想マシン論理サーバーの移動

る前に、論理サーバーが使用開始されていた仮想マシンをシャットダウンすることを推奨します。シャッ
トダウンしない場合、仮想マシンが正常にシャットダウンおよび電源オフしない場合があります。

•

•
•

•
•

•
•

仮想マシンにライブマイグレーションが設定されている場合、および VMware VMotion を使用して論理サ
ーバーを同じ ESX クラスター内で移動する場合は、このシャットダウンは必要ありません。
非ライブ移動の場合、論理サーバーを移動することにより、移動元(ソース)仮想マシンはシャットダウン
し、仮想マシン定義は削除されます。ターゲット仮想マシンの電源は、デフォルトでオンになります。ソ
ース仮想マシンの電源がオフの場合、VM またはブレードの電源オンチェックボックスのチェックをはず
し、移動後も仮想マシンの電源をオフにしたままにできます。
Integrity 仮想マシンのライブ移動を実行するには、電源を入れておく必要があります。
新しい場所へ移動した ESX 仮想マシンの電源をオンにすると、VMware メッセージが表示され、仮想マシ
ンに新しい UUID (論理)を作成するか、古い UUID をそのまま使用するか尋ねられます。仮想マシンの電源
投入処理を継続する場合は、保持を選択し、続いて OK をクリックします。
クラスターが 1 つの VMware vCenter に含まれている限り、複数のクラスター間で ESX 仮想マシンの論理
サーバーを移動できます。
CMS と vCenter が異なるネットワークドメイン(サブネット)にある場合、可能なターゲットホストの一覧
で時間差が発生する可能性があります。同様に、ドラッグアンドドロップを使用して論理サーバーを移動
している場合、有効なターゲットとしてホストが表示されるのに遅延が発生する場合があります。
移動画面には、RDM ディスクを使用して Hyper-V 論理サーバーを移動する候補として選択されているホ
ストは表示されません。
「ジェネレーション 2」の Hyper-V VM は、互換性のあるホストにのみ移動できます。
注記:
VM のバージョンは、論理サーバーまたは論理サーバーの Details ページから判断できます。

仮想マシンのターゲットホスト
論理サーバーを移動できるターゲットホストはターゲットホストテーブル内に表示されます。ターゲットホ
ストテーブルの中から 1 つのターゲットホストを選択するには、ターゲットホストの左にあるラジオボタンを
クリックします。エラー記号の上にマウスを重ねると詳細情報が表示されます。
•
•

•

最良一致のターゲットホストは、ターゲットホストテーブルの上部にソートされます。
許容可能一致のターゲットホストは、テーブルの列にエラー記号付きで表示されます。フィルター条件よ
り優先して、ターゲットホストテーブル内のエラーマークが表示されているターゲットホストを選択でき
ます。
ヘッドルーム列の黄色の三角マークは、Capacity Advisor データを返すエラーを示しています。
拒否されたターゲットホストテーブルからターゲットホストを選択することはできません。失敗列の赤い
円記号には、拒否された理由が含まれています。その他のエラーはエラー記号で示されます。

論理サーバーの管理
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表 2 : ESX および Hyper-V 仮想マシンのフィルター条件
ESX および Hyper-V 仮想マシンのフィルター条件
最良一致

ソースとターゲットのホストで、以下の項目が同じである。

エラーなし

•
•

ポータビリティグループ
Matrix OE ビジュアル化

•
•

タイプ(VM ホストのバージョンとタイプ)
ストレージタイプ(ローカルまたは SAN)
仮想ネットワーク構成

•

ターゲットホストの

許容可能一致
分類可能なソフトエラー

CPU 周波数
が、論理サーバーを作成または変更したときに指定した値

分類不可能なソフトエラー

以上でない。
•

論理サーバーを物理システムから仮想システムへ、あるいは仮想システムか
ら物理システムへ移動しようとしているが、ソース論理サーバーは、このプ
ラットフォームタイプのターゲット上で使用開始されたことがない。

拒否

拒否フィルター条件の例

ハードエラー

•
•
•
•
•

論理サーバーがすでにターゲットホスト上に存在している
VM ホストのターゲットフィルタリングが、一致するストレージおよびネッ
トワーク名に一依存する。
ビジュアル化タイプがサポートされていない
異なる仮想ハードウェアバージョン
ターゲットホスト上のメモリ量や CPU コア数が、論理サーバーが作成また
は変更されたときに指定された値
以上でない

•
•

ターゲットホストにライセンスが付与されていない
VM ホストに障害が発生している

移動操作の種類
ターゲットホストテーブルの操作ドロップダウンメニューを使用して、移動操作タイプを選択します。ドロッ
プダウンメニューには、対応するターゲットホストで利用できる移動の種類が表示されます。(たとえば、
VMotion が動作していないとライブ移動は表示されません。)
移動操作中に、選択した VM ホストに適した操作を指定できます(つまり、データストアに対して実行したい
移動のタイプ)。図 4 : 移動中の VM ホストへの論理サーバーの割り当て（23 ページ）では、移動中に論理
サーバーを VM ホストに割り当てる方法について示します。
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移動操作の種類

図 4 : 移動中の VM ホストへの論理サーバーの割り当て
注記:
さまざまな VMware ESXi 環境および Hyper-V 環境では複数のデータストアがサポートされています。
Integrity VM 仮想マシンに対するすべてのストレージボリュームは同じデータストアを使う必要があり
ます。また、Hyper-V リンククローンディスクは、同じデータストアを使用する必要があります。複数
のデータストアを使用する VM に対してコピー移動操作を行うと、すべてのファイルは選択された 1 つ
のデータストアにコピーされます。
操作を選択しないと、最良一致が自動的に選択されます。

表 3 : 移動操作
ターゲットホスト

操作(データストア)

ESX ホスト

コピー移動(デフォルト)、ライブ移動、SAN 移動、またはアン
ライク移動 (ライブ移動または SAN 移動が利用可能なオプシ
ョンの場合、コピー移動は表示されません。)

Hyper-V ホスト

クイック移動(デフォルト)、コピー移動、SAN 移動、またはア
ンライク移動

Integrity VM ホスト

ライブ移動(オンライン移動ともいう)、または
SAN 移動

Virtual Connect を実装したサーバー

プロファイル移動(デフォルト)またはアンライク移動

•

プロファイル移動(Virtual Connect のみ)

•

Virtual Connect ドメイングループ内でサーバー接続プロファイルを移動します。
ライブ移動(ESX VM、Hyper-V、および Integrity VM)

•

オンライン移動ともいいます。オペレーティングシステムのリブートやアプリケーションの再起動を行う
ことなく、稼働中の仮想マシン、オペレーティングシステム、そのアプリケーションをある VM ホストか
ら別の VM ホストに移動します。移動の全段階でストレージやネットワークとのすべての I/O 接続をその
まま使用できます。Insight Control 仮想マシン管理から VMware VMotion テクノロジーを開始します。
vCenter がインストールされ動作している必要があります。
SAN 移動(SAN ベースの高速移動)(ESX VM、Integrity VM、Hyper-V)
異種の VM ホストハードウェア間(同じ VM ホストタイプ内)で論理サーバーの高速移動を実行します。

論理サーバーの管理
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•

コピー移動(ESX VM および Hyper-V VM のみ)

•

論理サーバーを、SAN に接続されていない仮想マシン管理ドメイン内のターゲットホストに移動します。
論理サーバーのコピー先となる VM ホストには、有効な各データストアに対して個別のコピー移動の選択
肢があります。選択できるデータストアは 1 つだけであるため、コピー移動後に、複数のデータストアを
使用する仮想マシンは、選択された 1 つのデータストアにすべてのファイルを持つことになります。
クイック移動(Hyper-V VM のみ)

•

動作中のゲスト仮想マシンの状態を保存し(元のサーバーのメモリをディスクまたは共有ストレージに保
存)、ストレージの接続性を物理サーバー間で移動し、第 2 のサーバー上でゲスト仮想マシンを復元します
(ディスクまたは共有ストレージを新しいサーバー上のメモリに復元)。クイック移動を選択するには、論理
サーバーを作成または変更した際、それを使用開始する前に高可用性の有効化にチェックを入れる必要が
あり、データストアを MS クラスター内で共有する必要があります。また仮想マシンはクラスターノード
内に配置される必要があります。
アンライク移動(ESX VM および Virtual Connect のみ)
論理サーバーを物理システムから仮想システムへ、あるいは仮想システムから物理システムへ移動します。
たとえば、Virtual Connect 論理サーバーと移植可能なオペレーティングシステムイメージを持つサーバー
を、仮想マシンへ移動することができます。
注記:
高可用性対応 Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを移動しているときは、クイック移動操作タイプだけを
使用できます。

電源のオン/オフ
メニューからツール > 論理サーバー > 電源オン...またはツール > 論理サーバー > 電源オフ...を選択すると、
論理サーバーを使用開始または移動した仮想マシンまたはサーバーブレードベイの電源がオンまたはオフに
なります。
Onboard Administrator にログインすると、サーバーブレードが起動されていることを確認できます。

サーバーリソースの更新
ツール > 論理サーバー > 更新...メニューでは、Insight Control 仮想マシン管理、Virtual Connect Enterprise
Manager、Systems Insight Manager 論理サーバーノード、およびストレージプールの一覧で論理サーバーデ
ータベースを更新します。一覧を作成または削除したときは、次のようなアクションで更新することをおすす
めします。
•
•
•
•

論理サーバーのインポート
VM ホストの作成または削除
VC ドメイングループ内のエンクロージャーの作成または削除
論理サーバー mxnode の削除

更新は、たとえば Insight Control 仮想マシン管理を使って新しい VM ホストを作成してから論理サーバーを使
用開始する場合に役立ちます。この場合、新しい VM ホストは、論理サーバーのターゲットホストへの割り当
て画面で、利用可能なターゲットとしてリストされないことがあります。ツール > 論理サーバー > 更新...を
選択してから、ツール > 論理サーバー > 使用開始...を選択すると、新しい VM ホストは、論理サーバーを使
用開始できる利用可能なターゲットになります。
ツール > 論理サーバー > 更新...メニューを使用して、すべての Virtual Connect 論理サーバーを古いドメイン
グループから新しいドメイングループへ再度関連付けできます。
論理サーバーの更新画面には、いくつかのチェックボックスがあります。リソースの更新には、次の組み合わ
せを使用します。
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電源のオン/オフ

更新対象

選択項目

Virtual Connect リソース

•
•
•
•

Virtual Connect Enterprise Manager
Systems Insight Manager
静的サーバー
VCEM GUID サーバー

仮想マシンリソース

•
•

HPE Insight Control 仮想マシン管理
Systems Insight Manager

Operations Orchestration

•
•

静的サーバー
Systems Insight Manager

リソース

以下のシナリオで VCEM を使用した後では、論理サーバーを再度関連付ける必要があります。
•
•

VC ドメイングループを削除し、同じ名前で再作成した場合。
アップグレードしたファームウェアを含む
VC ドメイン

•

を、拡張された機能を許可する新しい VC ドメイングループに移動した場合。
Virtual Connect Enterprise Manager から、VC ドメインを新しい VC ドメイングループに移動するよう勧め
るエラーを受け取った場合。

論理サーバーの詳細表示
レポート > 論理サーバーの詳細表示...メニューを選択するか、論理サーバーアイコン[サーバー]
(HPE
Matrix OE ビジュアル化: ビジュアル化タブ内)をクリックすると、論理サーバーの定義が読み取り専用のタブ
形式で表示されます。論理サーバーの状態と種類、論理サーバーが操作不能の状態かどうかなど、論理サーバ
ーの詳細属性も表示されます。

論理サーバーのジョブステータスの表示
レポート > 論理サーバーのジョブステータスの表示...メニューを選択すると、論理サーバーのジョブ(または
操作)のステータスとメッセージ(あれば)が表示されます。複数のジョブを一度に実行できます。最大 500 個
の直近のジョブが表示されます。
論理サーバー作成の操作を取り消した場合、もしくは保存または取消しを入力する前にその操作が失敗した場
合、そのステータスジョブは表示されません。
Virtual Connect 論理サーバーを作成すると、その結果 2 つのステータスのジョブになります。1 つは論理サー
バーを作成するジョブで、もう 1 つは Virtual Connect プロファイルを作成するジョブです(ストレージ構成画
面でポート情報を入力する際に、サーバーのワールドワイド名が割り当てられた場合に、ジョブが開始されま
す)。
注記:
論理サーバーの操作が開始した後では、レポート > 論理サーバーのジョブステータスの表示...画面で操
作のステータスを表示できますが、操作をキャンセルすることはできません。実行中のジョブは、タイ
ムアウトしません。ジョブが長時間にわたって(2 時間を超えて)実行されているように見える場合は、ジ
ョブは完了しているが、基礎となるソフトウェアで何らかの問題が発生している場合があります。ジョ
ブの実行は継続し、論理サーバーはロックされます。ロックは、Logical Server Automation サービスの
次回の再起動時に解除されます。

論理サーバーの詳細表示
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権限、要件、および構成
Matrix OE ビジュアル化で論理サーバー機能を使うには、以下の権限が必要です。
•
•
•

論理サーバーを操作するには、特定のホストを操作するために必要な権限にかかわらず、Matrix OE のす
べてのツール権限が必要です。
Matrix OE モニター権限は、論理サーバーの作成および表示、エントリーの表示に必要です。
Matrix OE ストレージ権限は、ストレージプールおよびストレージタグの管理に必要です。
注記:
これらの権限は、管理者が CMS で見つかったすべてのシステムを管理する環境に適用されます。ホス
トベースの権限を使いカスタムシステムリストを構成して一部の管理者の権限を制限し、これらの管理
者が論理サーバーを使う場合は、以下のようにして、指定した管理者に対して論理サーバーシステムリ
ストを追加し、自動更新を使うことを検討してください。この構成がないと、管理者は論理サーバーを
作成することはできますが、Systems Insight Manager で表示することはできません。

論理サーバー収集を動的に追跡するシステムリストを作成し、指定した管理者にそのシステムリストに対する
Matrix OE モニター権限を与えるには、以下の手順を実行します。
1. 上部の青いメニューバーから、オプション > セキュリティ > ユーザーおよび認証を選択します。
2. 認証タブをクリックし、新規をクリックします。
3. ツールボックスおよびシステム/システムグループ認証を手動で割り当てるの横にあるラジオボタンを選
択します。
4. システムの選択ボックスの追加リンクをクリックします。
5. システムの追加画面で、ドロップダウンメニューから論理サーバーを選択し、適用ボタンをクリックしま
す。
6. 新規認証画面で、ドロップダウンメニューからユーザーを選択します。
7. ツールボックスの選択ボックスで Matrix OE モニターチェックボックスを選択します。
8. システムの選択ボックスで論理サーバーチェックボックスが選択されていることを確認して、適用ボタン
をクリックします。

論理サーバーの要件
Matrix OE ビジュアル化の論理サーバーでは、次のソフトウェアがサポートされています。この製品の別のバ
ージョンを使用している場合、特に移動の実行中に、一時的な停止が発生することがあります。
詳しくは、HPE Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

仮想マシン論理サーバーの要件
VMware ESX サーバー
サポートされているバージョンの VMware ESX/ESXi (http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある
Insight Management サポートマトリックスを参照してください)。
•
•

•
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Systems Insight Manager で vCenter Server 認証を設定します。
ゲストオペレーティングシステム上に VMware Tools をインストールします。(VMware Virtual
Infrastructure Client のインベントリメニューを使用して、
仮想マシン > VMware Tools のインストール/アップグレードを選択します)
ストレージ: そのブートおよびデータストレージとして、ハイパーバイザーファイルシステム内部のファイ
ルを使用する ESX 仮想マシン。このファイルシステムは、ローカルディスク、FC SAN、Flat SAN (HPE
3PAR StoreServ への直接接続)、および iSCSI 上に置くことができます。また、NAS 上のハイパーバイザ
ーファイルシステムや、FC LUN に直接アクセスするために raw デバイスマッピング(RDM)を使用する仮
想マシンもサポートされます。

権限、要件、および構成

•

詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs を参照してください。
UUID: 論理サーバー管理によって管理される仮想マシンでは、VMware のプロンプトが表示されたときに、
Universal Unique Identifier (UUID)を保持する必要があります。新しい場所(たとえば、1 つのブレードから
別のブレードへ)へ移動したハイパーバイザー上の仮想マシンの電源をオンにすると、VMware メッセージ
が表示され、仮想マシンに新しい UUID を作成するか、論理サーバーを使用開始したときにその仮想マシ
ン用に生成された UUID をそのまま使用するか尋ねられます。仮想マシンの電源投入処理を継続する場合
は、Always Keep を選択し、続いて OK をクリックします。Always Keep または保持を選択しないと、移
動した論理サーバーが正しく動作しません。

Microsoft Hyper-V Server
•

サポートされているバージョンの Microsoft Hyper-V サーバー
(http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある Insight Management サポートマトリックスを参照して
ください)。

•

•

•

詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある Managing Microsoft Windows Server 2008
Hyper-V with HPE Insight Software を参照してください。
ストレージ: そのブートおよびデータストレージとして、ハイパーバイザーファイルシステム内部のファイ
ルを使用する Hyper-V 仮想マシン。このファイルシステムは、ローカルディスク、FC SAN、Flat SAN
(3PAR StoreServ への直接接続)、および iSCSI 上に置くことができます。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs を参照してください。
クイック移動操作タイプを使用して Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを移動するには、論理サーバーを作
成または変更するときに高可用性を有効にしますチェックボックスを選択してから論理サーバーを使用開
始し、データストアを MS クラスター内で共有し、仮想マシンがクラスターノード内に配置されている必
要があります。
ライブ移動または SAN 移動操作タイプを使用して Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを移動するには、ク
ラスター共有ボリュームサポートを用意する必要があります(Hyper-V 2008 R2 以降)。

HP Integrity Virtual Machines
•

サポートされているバージョンの Integrity Virtual Machines
(http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs にある Insight Management サポートマトリックスを参照し
てください)。
◦

•

•

•

HP-UX VSP 上の vPars (専用)ゲストおよび VM (共有)ゲストをサポートします。

詳しくは、http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs にある HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガ
イドを参照してください。
◦ 管理対象ノードごとに 1 台の CMS をサポートします。
◦ 必要なパッチとソフトウェアについては、http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs にある最新の
HP-UX vPars and Integrity VM リリースノートを参照してください。
Integrity VM の hpvmhostgdev —a コマンドを実行して、gdev データベースにすべてのデバイスを登録し
ます。hpvmhostgdev コマンドは、disklist と lvlist の出力を分析して、未使用の gdev を Integrity VM デー
タベースに追加できます。
Serviceguard (11.19 または 11.20)および Shared Logical Volume Manager (SLVM)を使用して Integrity VM
ホストを構成します。(1 つの LUN 全体を備えるインポート済み VM を、Serviceguard パッケージに含め
る必要はありません。)
詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイド
を参照してください。
LVM バージョン 2.1 以降を使用してデバイス管理データベース用に適切なサイズの SLVM ボリュームグ
ループ(VG)を作成します。例:
# vgcreate -V 2.1 -s 4m -S 100g /dev/slvm_v21 /dev/disk/disk61
SLVM グループ作成について詳しくは、http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs にある HP-UX vPars
and Integrity VM 管理者ガイドを参照してください。

論理サーバーの管理
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•

hpvmdevmgmt コマンドを使用して、SLVM ボリュームグループをデバイスデータベースに追加します。
デバイス管理データベースに追加した各 SLVM グループで、hpvmdevmgmt コマンドの新しい属性
VIRTPTYPE を container_volume_SLVM に設定します。PRESERVE=YES 属性設定を加えてくださ
い。例:
# hpvmdevmgmt -a gdev:/dev/
slvm_v22:attr:VIRTPTYPE=container_volume_SLVM,PRESERVE=YES
注記:
SLVM 論理ボリュームで作成された仮想マシンを論理サーバーとしてインポートするには、SLVM ボ
リュームグループを container_volume_SLVM に含める必要があります。

•

次を含む Integrity VM 仮想マシンについては、インポート操作がサポートされています。

•

◦ SAN 上の物理(全体)ディスク
◦ Shared Logical Volume Manager (SLVM)ボリュームグループ内の仮想ディスク
ストレージ:
◦
◦

•

LUN 全体(前のインポート操作から)または SLVM 論理ボリュームまたは NPIV ストレージにより裏付
けされている仮想ディスクで構成された仮想マシンでは、オンライン移動操作がサポートされます。
仮想ディスクの作成操作を正しく実行するには、SLVM ボリュームグループを作成して VM ホストのス
トレージプールに追加します。

すべての仮想ディスクが、Shared Logical Volume (SLVM)ボリュームグループ内で作成される 1 つの論
理ボリュームになります。
◦ Integrity VM 仮想マシンでは、ローカルストレージはサポートされていません。
◦ Integrity VM 仮想マシンの一時停止/再開はサポートされていません。
◦ VM ゲストストレージオプションについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs を参照
してください。
ネットワーク:
◦

次を使用して、Integrity VM 仮想マシン論理サーバーを作成します。
– Accelerated Virtual I/O (AVIO)ネットワークデバイス。Integrity VM ホストの管理者は、Integrity VM
ホストの管理を開始する前に、Integrity VM ゲストが使用する、必要なすべての仮想スイッチを作成
する必要があります。例:
# hpvmnet -cS public_network -n 1
# hpvmnet -bS public_network
– 直接 I/O ネットワークデバイス(DIO)。Integrity VM ホストの管理者は、必要な直接 I/O ネットワーク
デバイスがゲスト用の直接 I/O ネットワークプールに追加され、ネットワーク名をラベルとして割り
当てられていることを確認する必要があります。例:

◦
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# hpvmhwmgmt -p dio -a 0/0/0/5/0/0/1
# hpvmhwmgmt -p dio -m 0/0/0/5/0/0/1 -L public_network
vSwitch 名で使える文字数は、最大 8 文字です。(この制限は、Integrity VM 論理サーバーとクロステク
ノロジー型論理サーバー(ESX 仮想マシン論理サーバーと Virtual Connect 論理サーバーで構成)の管理
を予定している場合に重要です。これは、クロステクノロジー型論理サーバーでは、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 ホストの vSwitch と同じ名前にする必要があるからで
す。)

論理サーバーの管理

VM ゲストのストレージオプション
表 4 : VM ゲストのストレージオプション
VMware VM

ストレージの種類

VMFS

Microsoft
HP Integrity VM
Hyper-V VM
1
RDM

NFS

NTFS

SLVM with
Servicegua
rd

ファイバーチャネル

✓

iSCSI

✓

4

✓3

✓
✓

✓

✓

SAS

✓

✓

Network Attached
Storage (NAS)

2

✓

56

DAS

1

✓

SAN ベース
(または
NPIV ベー
ス)のストレ
ージ 2

✓

HP Integrity VM 仮想マシンゲストは HP-UX のオペレーティングシステムでなければなりません。
Windows および Linux ゲストはサポートされません。HP-UX で稼動する HP Integrity VM ホストの要件と
制限について詳しくは、(http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある HPE Insight Management サポー
トマトリックス)を参照してください。
HP Integrity VM は、HPVM バージョン B.06.30 から、Emulex の HBA およびコンバージドネットワークア
ダプターの NPIV をサポートしています。

3
4

5
6

iSCSI を使用するには、互換性のある iSCSI SAN への接続が必要です。ファイバーチャネルストレージと同
様、一般的に iSCSI ストレージデバイスのエンドツーエンドのサポートはストレージのメーカーによって認
証されます。
VMware ESX 4.0 以降でサポートされています。
Matrix リカバリ管理ではサポートされません。

Virtual Connect 論理サーバーの要件
サポートされているバージョンの Virtual Connect 論理サーバー(http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs に
ある Insight Management サポートマトリックスを参照してください)。
•
•
•
•

Virtual Connect Manager
BladeSystem Onboard Administrator。重要な情報については、Onboard Administrator の認証を使った
Systems Insight Manager の構成（30 ページ）を参照してください。
ProLiant または Integrity 用 Integrated Lights-Out (iLO)
ご使用のサーバーブレード BIOS に対応する、サポートされた最新のファームウェアアップデート

論理サーバーの管理では、Virtual Connect Enterprise Manager と Virtual Connect Manager を利用して Virtual
Connect ベースの機能を実行します。これらの機能についてよく理解しておいてください。詳しくは、http://
www.hpe.com/info/vcem/、および http://www.hpe.com/info/bladesystem/virtualconnect を参照してくだ
さい。

VM ゲストのストレージオプション
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ESX および Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを管理するには、以下の手順を実行します。
•
•

Systems Insight Manager を使用して個々の VM ホストを構成および識別します。
仮想マシン管理を使用して VM ホストを登録します。

ESX 仮想マシン論理サーバーを管理する場合は、次の手順も実行してください。
•

Systems Insight Manager で、vCenter 用の認証や URL など、VMware vCenter の設定を行います(

•

オプション > VME オプションを使用)。
Systems Insight Manager で vCenter を検出します。

データストアのブラウズ用の VMware vSphere クライアントの構成
Systems Insight Manager のオプション > VME オプション > VME 認証の追加または編集...メニューで構成す
るユーザーには、VMware vSphere のデータストアの参照許可が必要です。これは、論理サーバーで仮想スト
レージを使用するために必要となります。

Onboard Administrator の認証を使った Systems Insight Manager の構成
Virtual Connect Enterprise Manager によって管理される各 c-Class エンクロージャーの Onboard
Administrator のユーザー Administrator は、Matrix OE ビジュアル化における論理サーバー管理が動作してい
る CMS の Systems Insight Manager に構成されている必要があります。
Onboard Administrator 認証は、Systems Insight Manager システムサインイン認証を使用して取得します。
Systems Insight Manager に OA 認証を設定するには、以下の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

システムおよびイベント収集パネルの、すべての管理プロセッサーで、OA を選択します。
ツールリンクタブを選択します。
システム認証をクリックします。
システム認証の編集...をクリックします。
OA ノードのユーザー名とパスワードを入力し、OK をクリックします。
OA 認証が正しく設定されていることを確認するために、すべての認証の表示...をクリックします。
注記:
「不明なホストでアクティブ」エラーが表示される場合は、CMS で OA 認証を設定しなければならない
可能性があります。上部の青色のメニューバーからオプション > プロトコル設定... > グローバルプロ
トコル設定...を選択します。CMS で WBEM のグローバル設定を行います。

SAN ストレージの検証のための Systems Insight Manager の構成
Systems Insight Manager 内にディスクアレイを検出し、Virtual Connect を実装しているサーバーの論理サー
バーに対するストレージ検証を有効にするには、以下の手順を実行します。
1. 上部の青いメニューバーから、オプション > 検出...を選択し、新規...ボタンをクリックします。
2. 単一システムの検出の横にあるラジオボタンをクリックします。
3. 各ディスクアレイに対し、名前(SMA_EVA など)と Storage Management Appliance の IP アドレスを入力し
ます。
4. 認証...ボタンをクリックします。
5. サインインシステム認証に値を入力します。
6. OK をクリックします。
7. 検出ページで、新たに作成した検出タスクを選択します。
8. 今すぐ実行ボタンをクリックします。
ディスクアレイが Systems Insight Manager で検出されるまでに数分かかります。
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注記:
ストレージ検証機能は、手動によるストレージプールエントリー(独自のメカニズムを介してライブアレ
イ属性を収集する Storage Provisioning Manager を使用したエントリーではない)に対してサポートさ
れています。「検証」ボタンがストレージプールエントリーの画面に表示され、このボタンを使用して
HPE P6000/EVA および P2000/MSA ストレージから情報を収集し、必要に応じて修正できます。詳しく
は、ストレージの検証（78 ページ）を参照してください。

Storage Provisioning Manager (SPM)の構成
Storage Provisioning Manager (SPM)は、サービスを中心とするストレージ管理インターフェイスを提供する
ソフトウェアツールです。これを使用すると、ストレージカタログで利用可能なストレージサービスにより、
ストレージ要求を満たすことができます。
SPM は Matrix OE の一部として自動的にインストールされます。SPM は、各種ストレージソリューション
(3PAR StoreServ、P6000/EVA、P9000/XP など)を管理でき、管理解除のアレイをサポートすることもできま
す。詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある Insight Management サポートマトリックス
を参照してください。
デフォルトでは、SPM は SPM_プレフィックスを使用してストレージボリュームを作成します。SPM ストレ
ージテンプレートを定義するときに、ストレージ設計者はカスタムのプレフィックスを指定できます。手動で
作成されたストレージプールエントリーからの SPM プロビジョニングではすべて HPE Matrix Default
Storage Template が使用されます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスのために実
行された SPM プロビジョニングでは、他の SPM ストレージテンプレートを使用することができます。
デフォルトでは、SPM はプレフィックス「LSM」を使用してストレージソリューションにホストエントリー
を作成します。これは、lsa.properties ファイル内に SPM_HOSTNAME_PREFIX プロパティを追加また
は変更することによってカスタマイズできます。ストレージアレイでのホスト名の制限のため、このプレフィ
ックスは 5 文字以下にします。選択しない場合、使用されるデフォルトのプレフィックスは「LSM」です。
ホスト名の残りは、名前の一意性を保証するためにホスト定義内で定義されたイニシエーター WWN です。
デフォルトでは、SPM は、特定のファブリック/ネットワーク上のすべてのコントローラーポートに対してス
トレージをゾーニングします。SPM は 3PAR StoreServ ストレージに対するホワイトリストをサポートして
います(このため、ストレージ管理者はストレージポートのサブセットに SPM を限定できます)。SPM は、ポ
ートグループ(特定のファブリック/ネットワーク上のポートのサブセット)へのゾーニングの概念もサポート
しています。デフォルトでは、SPM はプレフィックス SPM_を使用してゾーンを作成します(これは SPM スト
レージテンプレートでカスタマイズできます)。
詳細は、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある以下を参照してください。
•
•
•

Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of the Storage Provisioning
Manager storage catalog with controlled storage operations.
Storage Provisioning Manager ユーザーガイド
ホワイトペーパー Matrix Operating Environment and Storage Provisioning Manager support for port
groups

SPM を起動するには、インターネットブラウザーを開き、https://localhost:8000 に移動します。
localhost は CMS の名前です。SPM のオンラインヘルプは、https://localhost:8000/help/
index.html を参照してください。
注記:
デフォルトで、Matrix OE は、「localhost」のホスト指定を使用して SPM サービスの検索および通信を
実行します。クラスター環境で Matrix OE から SPM を使用するには、C:\Program Files\HP
\Virtual Server environment\conf\lsa というデフォルトの場所で見つかる
lsa.properties ファイルを編集します。
SPM_HOSTlocalhost プロパティを、<SPM_HOST><cluster FQDN>に変更します。

Storage Provisioning Manager (SPM)の構成
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デフォルトでは、他のユーザー名を利用できない場合、LSM は管理者アカウントを使用して SPM と通信しよ
うとします。これは、更新などのバックグラウンドで実行される操作中に発生します。SPM との通信に別の
アカウントを使用するには、lsa.properties ファイル内で SPM_LOGIN_USER プロパティを修正し、SPM
カタログに対する読み取りおよび変更アクセスの可能なアカウントを指定する必要があります。
データ暗号化用のセキュリティ証明書は実行時に SPM によって生成されるため、証明機関による署名は行わ
れません。SPM への初回アクセス時に、SPM が信頼できるサイトであることが証明できないという警告がブ
ラウザーに表示されます。SPM を起動するには、警告の指示に従ってアクセスしてください。次回以降、警
告は表示されません。
詳しくは、Storage Provisioning Manager（79 ページ）および論理サーバーストレージで使用するための
SPM のセットアップ（32 ページ）を参照してください。

論理サーバーストレージで使用するための SPM のセットアップ
論理サーバーで Storage Provisioning Manager を使用するには、https://localhost:8000/help/
index.html の SPM のオンラインヘルプに従って次の手順を完了させておく必要があります。
1. ストレージカタログ、管理対象のアレイ、およびオプションで管理解除されたアレイ(XML ファイル経由で
提供される情報)にストレージをインポートします。
2. (SPM がオンデマンドのプロビジョニングを実行しない場合は、必要に応じて)ボリュームサービスをイン
ポートします。
3. 必要に応じて追加の SPM ストレージテンプレートを作成します(または、デフォルトの Matrix テンプレー
トを使用できます)。
4. ストレージカタログのエンティティ/アレイを管理します。詳しくは、Storage Provisioning Manager
（79 ページ）を参照してください。

拡張サーバーアダプター(ESA)の構成
ESA を使うと、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
ーションのためのサーバー操作が可能になります。
ESA のインストールおよび構成は、Matrix OE によって行います。このセクションでは、使用環境に合わせて
デフォルト構成の変更ができるよう、ESA の構成の詳細を説明します。

ESA での Operations Orchestration 認証の構成
ESA で OO ワークフローを開始するには、OO 認証情報を構成する必要があります。ここでは、OO と ESA
が同じ中央管理サーバー(CMS)にインストールされているとします。OO パスワードを更新して、Windows の
サービスコンソールから ESA サービスを再起動する必要があります。
C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf にある esa.properties ファイルを
開きます。次の項目を変更して、Windows サービスコンソールから ESA サービスを再起動します。
##OO - Configuration
#
esa.oo.admin.password=<oo password>
Matrix OE のコンポーネントとして ESA がインストールされると、http://localhost:52000/esa/
services/serverservice?wsdl で WSDL を使用できます。XSD ファイル(esa-servermodel-1.0.xsd)は、C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\esa\etc\xsd\esaserver-model-1.0.xsd にあります。
Hewlett Packard Enterprise Operations Orchestration および ESA について詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library にあるホワイトペーパー Server Workflows for Matrix Operating
Environment を参照してください。
ESA の構成は、C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf ディレクトリの
esa.properties というプロパティファイルに保存されます。構成が可能なパラメーターには、次のものが
あります。
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•
•
•

Operations Orchestration システムの IP アドレス
Operations Orchestration のユーザー名と認証
Operations Orchestration の replytoURI

•

OO がワークフローの結果を通知する URI です。この値が入力パラメーターとしてワークフローに渡され
ます。
ワークフローパス
たとえば、ESA/Get Server Info というワークフローパスでは、ESA がフォルダー名で、Get Server
Info がフロー名です。

ESA プロパティファイルの例を以下に示します。
#
### WorkFlow Details
#
#esa.oo.*.path - Indicates the path of the work flow relative to Library folder
in OO.
#Valid Types: ASYNCHRONOUS, SYNCHRONOUS
#Valid Status: ENABLED, DISABLED)
#timeout value in milliseconds.
#
#SERVER WorkFlows
esa.oo.get.server.info.flow.path = Hewlett-Packard/ESA/Server/Flows/Get Server
Info
esa.oo.get.server.info.flow.type = ASYNCHRONOUS
esa.oo.get.server.info.flow.status = ENABLED
esa.oo.get.server.info.flow.timeout = 60000
#
###OO - Configuration
#
#esa.oo.communication.protocol - Protocol for communicating with the OO server.
#esa.oo.admin.username - Username of OO server.
#esa.oo.admin.password - Password of OO server.
#esa.oo.host - indicates the ip address of the OO server.
#esa.oo.port - Port number of the OO Server
#
#esa.oo.service.ws.path - Path to the OO service.
#esa.oo.timeout.workflow – Presently not used.
#esa.oo.retry.count – Presently not used.
#esa.oo.syncpolling - This property is only for synchronous calls, and can be
ignored as of now.
#esa.oo.san.replytoURI - URI to which OO must call back for storage workflows.
#esa.oo.server.replytoURI - URI to which OO must call back for server workflows.
#
esa.oo.communication.protocol=https
esa.oo.admin.username=Admin
esa.oo.admin.password=password
esa.oo.host=xx.xx.xx.xx
esa.oo.port=16443
esa.oo.service.ws.path=/PAS/services/WSCentralService
esa.oo.timeout.workflow=30
esa.oo.retry.count=3
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esa.oo.syncpolling=100
esa.oo.esacertificate.presentIn.OO=FALSE
esa.oo.san.replytoURI=http://xx.xx.xx.xx:52000/esa/services/oostorageservice?
wsdl
esa.oo.server.replytoURI=http://xx.xx.xx.xx:52000/esa/services/ooserverservice?
wsdl
注記:
ESA サービスは、Logical Server Automation (LSA)サービスの前に再起動する必要があります。
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流動的な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型の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。詳細は
(このような移動のための OS の準備など)、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある Matrix
Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイドを参照してください。
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 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）
サポート対象外: 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
理するための新機能と強化された機能について、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。
次の表では、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。

流動的な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 5 : 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

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。

ストレージプール管理

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:
7.4 リリースには、VMware および Integrity
Virtual Machine で使用される raw LUN を使用
するために SAN カタログストレージプールエ
ントリーのサポートが追加されています。こ
れによって、Storage Provisioning Manager ス
トレージの自動化が使用可能になります。

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。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。

HP-UX Portable Image のインストール
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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プロセスについて説明し
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 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。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
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。
注記:
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。以下のリストに、さまざまなサンプルコマンドの状況を示します。
•
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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。
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•

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。

HPE Matrix OE 論理サーバー管理ストレージボリュームの要件
HPE 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 5 : VSA モードでの LUN の設定（40 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 5 : 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、http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs にある 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」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。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。表「クロステクノロジー型の論理サーバーの操作」は、論理サーバーのクロステ
クノロジー型の操作を示しています。

40

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

表 6 : 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 では、以下のデバイスを使用する VM の作成のみを実行できます。
•

SAN ストレージプールエントリー。
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

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。

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

追加

削除/変更

CPU

可能

可能

メモリ

可能

可能

ネットワーク

可能

不可能

サーバーの WWN

可能

不可能

ストレージポート WWN

可能

可能

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

流動的なクロステクノロジー型の論理サーバーの管理

41

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。
Poulson ベースのサーバー間でのオンライン移動。これには、BL8x0c i4 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
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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

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）。
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 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
HPE vPars および Integrity VM 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 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。
次のような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。
•
•

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、図 6 : 論理サーバーの作成における固有情報（44
ページ）画面のメニューから作成 > 論理サーバー...を選択します。

流動的な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 6 : 論理サーバーの作成における固有情報
ユーザー定義のポータビリティグループを作成するには、変更 > 論理サーバーポータビリティグループ...メニ
ューを選択します。

図 7 : 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 8 : ポータビリティグループの管理画面
変更またはグループの作成ボタンを押して、ポータビリティグループの変更画面を表示します。
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メニューに組み込まれます。
選択可能なターゲット表でシステムを選択し選択の追加ボタンをクリックすると、該当するグループタイプに
自動的にチェックが付きます。
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。

図 9 : ポータビリティグループの変更画面
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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 10 : ターゲット属性の変更メニュー
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 11 : ターゲット属性の管理画面
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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型の論理サーバーに関連付けられたストレージエン
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...を使用します。
作成 > 論理サーバー...のストレージ画面で、Virtual Connect を実装しているサーバーの論理サーバーと仮想マ
シン論理サーバーの両方について SAN ストレージエントリー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 RDM 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。
7.4 リリースには、VMware および HP Integrity Virtual Machine で使用される raw LUN を使用するため
に SAN カタログストレージプールエントリーのサポートが追加されています。これによって、HP
Storage Provisioning Manager ストレージの自動化が使用可能になります。
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。
詳しくは、論理サーバー用のストレージの定義（50 ページ）を参照してください。

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...を使用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 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。
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注記:
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。
7.4 リリースには、VMware および Integrity Virtual Machine で使用される raw LUN を使用するために
SAN カタログストレージプールエントリーのサポートが追加されています。これによって、Storage
Provisioning Manager ストレージの自動化が使用可能になります。
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 > 論理サーバーポータビリティグループ...メニューを選択します。
c. グループの作成ボタンを押します。
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. 選択の追加ボタンを押します。
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、保存を押します。
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...メニューを選択します。
b. 固有情報画面のドロップダウンメニューから、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. 演算リソース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。
e. ストレージ画面のドロップダウンメニュー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
押します。(ストレージプールエントリーをまだ設定していない場合は、取消しを押し、変更 > 論理サ
ーバーストレージプール...画面を使用して、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
ストレージ画面で、ドロップダウンメニューから SAN ストレージエントリー(または Storage
Provisioning Manager 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)を選択し、ストレー
ジエントリーの作成を押します。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、保存を
クリックします(SPM を使用している場合は、まず候補の表示を実行して選択してください)。
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ます。次へを押します。
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押しま
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。次へを押します。
h. 論理サーバーの定義が正しいことを確認し、終了を押します。
i. 事後検証画面で、完了を押します。
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押してください。)
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利用可能なターゲットホストテーブルからサー
バーブレードを選択します。
d. 使用開始を押します。
e. 論理サーバーの使用開始の確認画面で確認を押します。
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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メニュー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. 移動を押します。
f. 論理サーバーの移動の確認画面で確認を押します。
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メニューでアンライク移動が選択されていることを確認します。
移動を押します。
論理サーバーの移動の確認画面で確認を押します。
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論理サーバー用のストレージの定義
この章では、ストレージの定義を物理的な Virtual Connect 環境にマッピングする方法を理解するための基礎
となる概念を示し、論理サーバー用のストレージエントリーとストレージプールエントリーを定義する方法を
説明します。
注記:
HPE ラックマウント型サーバーとの統合など、論理サーバーと Matrix インフラストラクチャオーケスト
レーションストレージについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある以下のホワ
イトペーパーを参照してください。
•
•
•
•

Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of the Storage Provisioning
Manager storage catalog with controlled storage operations
Logical Server Management Best Practices
Server workflows for Matrix Operating Environment
Matrix Operating Environment — Automated Storage Provisioning: Static SAN volume automation
via multi-initiator NPIV

ストレージプールエントリーに指定される論理サーバーのストレージ要件は、ストレージ管理者が作成するス
トレージボリュームによって満たされます。これらのボリュームの詳細は、以下の方法を使用して指定できま
す。
•

ストレージ情報を論理サーバーストレージエントリーおよびストレージプールエントリーの画面に直接指
定します。論理サーバーストレージ（52 ページ）を参照してください。

•

Storage Provisioning Manager を使用して、SPM ストレージカタログから候補に一致するエントリーを取
得します(または、オンデマンドでストレージのプロビジョニングを行うように構成されている場合は、プ
ロビジョニングを行います)。適切なエントリーを選択すると、詳細が論理サーバーストレージプールエン
トリーに自動的に配置されます。Storage Provisioning Manager（79 ページ）を参照してください。

•

LSMUTIL を使用して、ストレージ要件を XML ファイルにエクスポートし、ストレージ管理者と XML ファ
イルを共有します(管理者はプロビジョニングされるボリュームの詳細を指定します)。変更された XML
ファイルをインポートして、得られた情報をストレージプールエントリーに反映します。論理サーバース
トレージでの LSMUTIL の使用（93 ページ）を参照してください。

Virtual Connect 環境
Virtual Connect は、サーバーの固有情報の主要部分を抽出してサーバープロファイルに組み込むことで、サー
バービジュアル化テクノロジーを実現します。このプロファイルは、その後長期にわたり、さまざまな c-Class
サーバーブレードに柔軟に割り当てできます。サーバープロファイルには、多くの情報が含まれますが、その
うちの 1 つが、1 つまたは複数の MAC アドレスと WWN のグループです。c-Class ブレードにサーバープロ
ファイルが割り当てられると、ブレードが接続されるイーサネットネットワークやファイバーチャネルファブ
リック上ではこれらの MAC アドレスおよび WWN がサーバーの固有情報になります。サーバープロファイ
ルで利用できる SAN リソースは、プロファイルが適用される物理サーバーでも利用できます。これにより、
SAN リソースへのアクセスが特定の物理サーバーに限定されなくなり、サーバープロファイルを使用してア
クセスをブレード間で実際に受け渡しできるようになります。
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図 12 : BladeSystem c-Class エンクロージャーのサーバーブレード
エンクロージャー内のファイバーチャネルとネットワーク接続部は、ブレードのファイバーチャネルとネット
ワークポートをバックプレーンでエンクロージャーの接続ベイに物理的にマッピングするミッドプレーンを
通して配線接続されます。(このマッピングについて詳しくは、HPE BladeSystem c-Class Enclosures の説
明を参照してください。)

Virtual Connect 環境のストレージ
Virtual Connect 環境のストレージは、ストレージエリアネットワーク(SAN)内に格納され、ファイバーチャネ
ル接続を通してアクセスする場合がよくあります。SAN ストレージを使用すると、障害の発生時にサーバー
ブレードのシームレスなシステムフェイルオーバーが行えるほか、多くの利点があります。

図 13 : SAN ストレージ
ファイバーチャネル接続のエンドポイントを物理ポートといいます。ポートは、割り当てた WWN によって
一意に特定できます。MAC アドレスによって Network Interface Controller (NIC)が一意に特定できるのと同
じです。サーバーブレードと SAN には、外部と通信するためのポートが装備されています。ファイバーチャ
ネル通信の通常の管理は、ファブリック内の FC スイッチによって行われます。

Virtual Connect 環境のストレージ
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Fibre Channel over Ethernet (FCoE)とは、イーサネットネットワーク上でのファイバーチャネルフレームのカ
プセル化のことです。FCoE を使用すると、ネットワーク(IP)とストレージ(SAN)のデータトラフィックを、1
つのネットワークスイッチを使用して統合できます。FCoE は、ケーブル数の削減を可能にするためデータセ
ンターで役立ちます。また、サーバーごとに多くの物理 I/O 接続を必要とすることが多いサーバーのビジュア
ル化にも役立ちます。

管理者のロール
図 13 : SAN ストレージ（51 ページ）に示す Virtual Connect ストレージ環境では、普通は少なくとも 2 つの
管理者のロールが必要となります。
•
•

サーバー管理者(またはシステム管理者):エンクロージャーとその中のすべてのブレードを管理します。
ストレージ管理者:SAN と SAN 内の定義されたすべてのストレージボリュームを管理します。

サーバー管理者から要求された場合、ストレージ管理者が指定のサイズと種類のボリュームを用意し、ボリュ
ームへのアクセスを許可します。特定のサーバー側の WWN (FC ポート)にだけボリュームのアクセスを許可
し、共有環境内のボリュームにアクセスできる対象者を厳格に管理するのが普通です。このプロセスを論理ユ
ニット番号(LUN)の事前提示といいます。(提示中に指定されるのは、LUN UUID ではなく LUN です。)
上記の管理者のロールについてもう少し詳しく説明すると、Matrix OE での論理サーバーの管理は、サーバー
管理者とストレージ管理者が責任を分担します。
•
•

論理サーバーは Virtual Connect を実装しているサーバーであるため、この作成と管理はサーバー管理者が
行う。
ストレージ管理者は、これらの論理サーバーで使用されるストレージの作成と管理を担当する(および、ボ
リュームの作成、表示、および SAN のゾーニングの自動化のために Storage Provisioning Manager などの
ソリューションを使用できる)。

論理サーバーストレージ
Matrix OE を使用すると、論理サーバーストレージ構成内でストレージ環境を論理的に提示することができま
す。論理サーバーでは、すべてのファイバーチャネルポート、ファブリック、サーバー WWN、ストレージ
WWN、ボリューム、LUN など、使用するストレージが完全に定義されます。
Virtual Connect を実装しているサーバーの論理サーバーストレージには、SAN からのブート機能を備えたフ
ァイバーチャネルストレージエリアネットワーク(SAN)をお勧めします。
•

•

•

HPE Matrix OE は、Virtual Connect 環境、N_Port ID 仮想化(NPIV)、および SAN からのブート機能(事前提
示される LUN としてのブートボリューム)をサポートする任意のファイバーチャネルストレージソリュー
ションをサポートします。
HPE Matrix OE は仮想マシンによる raw LUN アクセスもサポートします(VMware の場合は Raw Device
Mapping (RDM)、Hyper-V の場合は Disk Pass-Through と呼ぶ)。このサポートは、クロステクノロジー型
の論理サーバーに必要です。
論理サーバー管理機能を備えた HPE Matrix Operating Environment ビジュアル化のユーザーインターフェ
イスには、VMware 仮想ボリューム(VVOL)ベースのデータストアが表示されます。これは、論理サーバー
でのアクティブ化操作および移動操作中にストレージを追加するときの選択可能な選択肢となります。
サポートされている論理サーバーの移動タイプを以下に示します。
◦
◦

VVOL から VVOL - SAN 移動およびライブ移動をサポートします。
VVOL から非 VVOL - コピー移動をサポートします。

制限事項

•
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論理サーバーに RDM ベースのディスクが含まれる場合、VVOL ベースのデータストアでの HPE Matrix
OE ビジュアル化の論理サーバーのアクティブ化はサポートされません。HPE Matrix OE ビジュアル化で
は、VVOL ベースのファイルディスクと RDM ベースのディスクが含まれる論理サーバーに対して、非
VVOL ベースのデータストアでの論理サーバーのアクティブ化がサポートされます。
論理サーバー管理機能を備えた HPE Matrix Operating Environment ビジュアル化のユーザーインターフェ
イスには、論理サーバーでのアクティブ化および移動操作中にストレージを追加するときの選択可能な選
択肢として VMware Virtual SAN (VSAN)ベースのデータストアが表示されます。

管理者のロール

サポートされている論理サーバーの移動タイプを以下に示します。

•

◦ VSAN から VSAN - ライブ移動およびコピー移動をサポートします。
◦ VSAN から非 VSAN - コピー移動をサポートします。
論理サーバー管理機能を備えた HPE Matrix Operating Environment ビジュアル化のユーザーは、
lsa.properties ファイルの ESX_DEFAULT_STORAGE_CONTROLLER_TYPE に、5 つの ESXi ストレージコ
ントローラータイプのいずれかを指定できます。
ESXi VM に対して次の 4 つの SCSI コントローラータイプと 1 つの IDE タイプを指定できます。
◦
◦
◦
◦
◦

BusLogic_Parallel
LSI_Logic_Parallel (デフォルト)
LSI_Logic_SAS
VMware_Paravirtual
IDE

ストレージコントローラーの選択に関する制限事項
BusLogic_Parallel は 64 ビットの一部のゲストでサポートされていません。このため、デフォルトの
BusLogic_Parallel を指定した 64 ビット OS が論理サーバーに搭載されている場合、HPE Matrix OE
ビジュアル化は、論理サーバーのアクティブ化中に VM 作成後の VM の電源投入時のエラーを避けるため
ESXi ホストを拒否します。ただし、HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザー
に次のようなエラーが表示される場合があります。
The BusLogic SCSI adapter is not supported for 64-bit guests. See the
documentation for the appropriate type of SCSI adapter to use with 64-bit
guests

•

•
•

•

テンプレートに指定された 64 ビット OS で ESXi サービスを作成するときに、デフォルトの
BusLogic_Parallel コントローラーが指定された場合、このエラーが表示されます。HPE Matrix OE ビ
ジュアル化と HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの動作は異なります。
HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの仮想サービスに仮想ファイルベースのディス
クを追加すると、VM が最初に IDE ディスクを使用して作成された場合でも、ディスクは常に SCSI コン
トローラータイプを使用します。
HPE Matrix OE ビジュアル化のプロパティが IDE から SCSI に変更され、ユーザーが HPE Matrix OE ビジ
ュアル化の GUI を使用してディスクをさらに追加した場合、その新しい SCSI ディスクが作成されます。
指定された SCSI コントローラータイプのブートディスクが作成されると、新しく追加された SCSI ファイ
ルベースのデータディスクは、既存の SCSI コントローラータイプを使用して作成されます。これは、HPE
Matrix OE ビジュアル化と HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションの両方に当てはま
ります (VM 内のすべての SCSI ディスクは同じコントローラータイプを使用します)。ただし、ファイルベ
ースのディスクでは、同じ VM 内で SCSI および IDE ディスクを混在することができます。
論理サーバー管理機能を備えた HPE Matrix Operating Environment ビジュアル化のユーザーは、
lsa.properties ファイルの ESX_DEFAULT_NETWORK_VIRTUAL_DEVICE に、5 つの ESXi ネットワーク仮
想デバイスタイプのいずれかを指定できます。
ESXi ネットワーク仮想デバイスタイプは、次のとおりです。
◦
◦
◦
◦
◦

e1000
e1000e
vmxnet
vmxnet2
vmxnet3

値を指定しない場合は、デフォルトの「e1000」が使用されます。
ESX_DEFAULT_NETWORK_VIRTUAL_DEVICE の設定は、HPE Matrix OE ビジュアル化で作成されたす
べての論理サーバーに適用されます。

ネットワークアダプターの選択に関する制限事項

論理サーバー用のストレージの定義
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選択できる有効なネットワークアダプターのセットは、VM のオペレーティングシステムによって決まり
ます。各オペレーティングシステムの有効なネットワークアダプタータイプのセットについては、http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs で VMware のドキュメントを参照してください。
論理サーバーを移動する機能やアクティブでない論理サーバーに関連するサーバーブレードの用途を簡単に
変更する機能など、Virtual Connect 論理サーバーの利点を実現するには、すべてのローカルディスクを削除す
るか、無効にする必要があります。
注記:
Matrix OE ビジュアル化から論理サーバーを作成する場合、ローカルディスクはサポートされません。
ただし、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場合、手動でファイルを編集し
てローカルディスク情報を提供することによる、ローカルディスクサポートのためのメカニズムがあり
ます。詳しくは、ローカルディスク情報による物理サーバーの変更を参照してください。論理サーバー
には、SAN からブートする OS と、同じ SAN にあるデータディスクを構成することをお勧めします(論
理サーバーが、ある Virtual Connect システムから別の Virtual Connect システムに移動するときに最大
限の柔軟性を発揮するため)。
Matrix OE は、仮想マシン論理サーバーについては、そのブートおよびデータストレージとしてハイパーバイ
ザーファイルシステム内部のファイルを使用する VMware および Hyper-V 仮想マシンをサポートします。こ
のファイルシステムは、ローカルディスク、SAS、FC SAN、Flat SAN (3PAR StoreServ への直接接続)、お
よび iSCSI 上に置くことができます。VM 環境のストレージサポートについて詳しくは、http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある HPE Insight Management サポートマトリックスを参照してくだ
さい。

ストレージタイプ
物理(Virtual Connect および Operations Orchestration ワークフローを実装するサーバー)論理サーバーは、
SAN からプロビジョニングされるストレージを使用します。仮想マシンの論理サーバーは、VM ホストまたは
raw LUN アクセスのファイルシステムが提供するストレージを使用します。
論理サーバーストレージには、次のタイプがあります。
SAN ストレージエントリー

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 および LUN 識別子を手動で入力する必要があります。

SAN カタログストレージエ
ントリー (Virtual Connect
を実装したサーバーの論理
サーバーのみ)

事前にプロビジョニングされ、Storage Provisioning Manager にインポートさ
れたストレージ、または SPM によってオンデマンドでプロビジョニングされ
るストレージを選択できます。SPM は、ユーザー指定のサーバーの WWN に
ボリュームを動的に提示したり、Brocade SAN 環境で自動化されたゾーニン
グを実行できます。
このストレージタイプを使用すると、SPM によって事前にプロビジョニング
されたストレージまたはオンデマンドでプロビジョニングされたストレージ
を確実に使用できます。

事前設定された SAN カタロ
グストレージエントリー
（Virtual Connect を実装し
ているサーバーの論理サー
バーのみ）

Storage Provisioning Manager を使って事前に構成されたストレージを選択
できます。すべてのボリュームはすでに WWN に提示されており、WWN は
そのボリュームとともに表示されます。ボリュームを追加して、そのボリュ
ームに対する候補およびストレージポート WWN を選択すると、残りの情報
が自動的に入力されます。
このストレージタイプを使用すると、事前にプロビジョニングされて、SPM
から事前に提示されたボリュームが確実に候補として返されます。
注記:
このタイプのストレージプールエントリーは、Matrix インフラストラク
チャオーケストレーションでは使用できません。
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ストレージタイプ

表 7 : ストレージタイプ
ご使用の論理サーバーがアクテ
ィブになる位置

ご使用のストレージ構成

使用するストレージタイプ

Virtual Connect を実装している
サーバーと ESX 仮想マシン(ク
ロステクノロジー型の論理サー
バー)

SAN

SAN ストレージエントリーまたは
SAN カタログストレージエントリ
ー

Virtual Connect を実装している
サーバー

SAN

SAN ストレージエントリー

Virtual Connect を実装している
サーバー

Storage Provisioning Manager で構 SAN カタログストレージエントリ
成された SAN (表示の制御、および ー
オプションでボリュームの作成と
ゾーニング)

Virtual Connect を実装している
サーバー

WWN に事前に提示されているボリ 事前設定された SAN カタログスト
ュームを含み、Storage Provisioning レージエントリー
Manager で構成された SAN

ESX 仮想マシン

Storage Provisioning Manager で構 SAN カタログストレージエントリ
成された SAN (表示の制御、ボリュ ー
ームの作成、ゾーニング)

ESX 仮想マシン

SAN

ESX 仮想マシン

ファイル(ローカルドライブ、SAS、 ファイル(VM)ストレージエントリー
SAN、NAS、または iSCSI 上に存
在)

Hyper-V 仮想マシン

ファイル(ローカルドライブ、SAS、 ファイル(VM)ストレージエントリー
SAN、または iSCSI 上に存在)

Hyper-V 仮想マシン

Hyper-V VM ホストに提供されてい SAN ストレージエントリー
る Disk-Passthrough ディスクを含
む SAN

vPars および Integrity VM の仮
想マシン

SAN

vPars および Integrity VM の仮
想マシン

Virtual Connect を搭載したサーバ
SAN カタログストレージエントリ
ー Storage Provisioning Manager
ー
で構成された SAN (表示の制御、ボ
リュームの作成、ゾーニング)SAN
カタログストレージエントリー

vPars および Integrity VM の仮
想マシン

Shared Logical Volume (SLVM)ボリ ファイル(VM)ストレージエントリー
ュームグループで作成された論理
ボリュームとなる仮想ディスク

SAN ストレージエントリーまたは
SAN カタログストレージエントリ
ー

SAN ストレージエントリー

表は続く
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ご使用の論理サーバーがアクテ
ィブになる位置

ご使用のストレージ構成

使用するストレージタイプ

Operations Orchestration

SAN

SAN ストレージエントリー

ワークフロー物理サーバー
Operations Orchestration
ワークフロー物理サーバー

Storage Provisioning Manager で構 SAN カタログストレージエントリ
成された SAN
ー

次の方法を使用して、論理サーバーのストレージ構成を定義することができます。
•

•

ストレージエントリーの作成（56 ページ）(論理サーバーを作成する場合)
ストレージエントリーは 1 つの論理サーバーに関連付けられます。作成 > 論理サーバーストレージ構成
画面を使用してストレージエントリーを作成し、変更 > 論理サーバー...ストレージタブを使用して、その
エントリーを変更します。
ストレージプールエントリーの作成（62 ページ）(論理サーバーを作成して論理サーバーに関連付ける
前、または後)
各論理サーバーには複数のストレージプールエントリーを関連付けることができます。複数の論理サーバ
ーで同じストレージプールエントリーを共有できます。
ストレージプールエントリーの作成と変更を行うには、変更 > 論理サーバーストレージプール...を選択し
ます。ストレージプールエントリーは、ストレージエントリーをストレージプールに挿入することによっ
て作成することもできます。
Storage Provisioning Manager を使用してストレージを事前に構成している場合、ストレージプールエン
トリー用のカタログストレージを選択することができます。詳しくは、Storage Provisioning Manager
（79 ページ）を参照してください。

LSMUTIL データベースユーティリティを使用して論理サーバーのストレージを定義する方法の詳細は、論理
サーバーストレージでの LSMUTIL の使用（93 ページ）を参照してください。

ストレージエントリーの作成
ストレージエントリーは 1 つの論理サーバーに関連付けられます。
論理サーバーの作成中に新しいストレージエントリーを作成するには、作成 > 論理サーバー...メニューを選択
します。固有情報画面および演算リソース画面に必要な情報を入力します。3 つ目の画面では、論理サーバー
用のストレージ構成を指定できます。
ストレージプールエントリーの作成の詳細は、ストレージプールエントリーの作成（62 ページ）を参照し
てください。
1. ストレージタイプの選択ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのストレージタイプを選
択します。
選択できる項目は、論理サーバーのポータビリティグループによって異なります。
(SAN カタログストレージエントリーおよび事前設定された SAN カタログストレージエントリーストレ
ージタイプを使用できるのは、ストレージプールの管理画面だけです)
注記:
SAN カタログストレージプールエントリーは、ESX、Hyper-V、および Integrity Virtual Machine で使
用する Raw LUN で使用できます。これによって、Storage Provisioning Manager ストレージの自動
化が使用可能になります。
•
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SAN ストレージエントリー: クロステクノロジー型の論理サーバー(Virtual Connect を実装したサーバ
ーと ESX ホスト)、Virtual Connect 論理サーバー、Operations Orchestration ワークフロー論理サーバ
ー、および RDM を使用する仮想マシン論理サーバーに対応

ストレージエントリーの作成

注記:
Operations Orchestration ワークフロー物理サーバーで利用できるのは、それぞれ 1 つのストレー
ジプールエントリーのみです。Operations Orchestration ワークフロー物理サーバーへのボリュ
ームの追加または割り当てを行うには、関連付けられているストレージプールエントリーを変更
します。
•

ファイル(VM)ストレージエントリー: 仮想マシン論理サーバーに対応。ファイル(VM)ストレージは、複
数のデータストアに配置できます。
注記:
さまざまな VMware ESXi 環境および Hyper-V 環境では複数のデータストアがサポートされてい
ます。HP-UX vPars および Integrity VM 仮想マシンに対するすべてのストレージボリュームは同
じデータストアを使う必要があります。また、Hyper-V リンククローンディスクは、同じデータ
ストアを使用する必要があります。インポートが成功するには、これらの仮想マシンが単一のデ
ータストアを使用している必要があります。

2. 仮想マシン論理サーバーを作成する場合、ドロップダウンメニューからデータストアを選択します。
3. ストレージエントリーの作成ボタンを押します。選択したストレージタイプに応じて、ストレージエント
リー: SAN 画面、またはストレージエントリー: ファイル(VM)画面が表示されます。この画面では、論理
サーバーのストレージ構成を定義および表示できます。

図 14 : 論理サーバーのストレージ構成の作成

SAN ストレージエントリーの定義
SAN ストレージエントリー画面では、SAN または RDM ストレージエントリーを追加、変更、表示できます。
また、オプションとして、この画面で入力したストレージエントリーの詳細を、他の論理サーバーと共有でき
るストレージプールエントリーに保存できます。

SAN ストレージエントリーの定義
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重要:
Virtual Connect 論理サーバーを、ローカルディスクを使用するように構成した場合、その論理サーバー
は移動できません。また、その論理サーバーを使用開始した後、別のシステムで再度使用開始すること
もできません。Matrix OE ビジュアル化から論理サーバーを作成する場合、ローカルディスクはサポー
トされません。ただし、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場合、手動でフ
ァイルを編集してローカルディスク情報を提供することによる、ローカルディスクサポートのためのメ
カニズムがあります。詳しくは、ローカルディスク情報による物理サーバーの変更を参照してください。
SAN または RDM ストレージエントリーを定義するには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.

SAN ストレージエントリーの定義を入力します。
ポート定義を入力します。
ボリュームおよびパスの定義を入力します。
オプション：検証ステータスを確認します。

SAN ストレージエントリーの定義
1. オプション：ボックスに異なる名前を入力して、ストレージエントリーの名前を変更します。各ストレー
ジエントリーには、一意のデフォルト名が付与されています。
2. オプション：ストレージエントリーの説明を入力します。説明を入力してからエントリーをストレージプ
ールに挿入すると、プールエントリーの選択ドロップダウンメニュー(ストレージ構成の変更タブ、および
作成: ストレージ構成画面)にその説明が表示されます。
3. オプション：共有の最大数(このストレージ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。
4. オプション：この画面でストレージプールエントリーとして入力したストレージエントリーの詳細を保存
したい場合は、ストレージエントリーをプールに挿入するチェックボックスをチェックしてください。
5. ストレージエントリーをプールに挿入した後は、ストレージ割り当てテーブルのアクション列にある表示
(作成: ストレージ構成画面)を押して表示できます(変更はできません)。ストレージエントリーを作成し、
それをストレージプールに追加した場合は、変更 > 論理サーバーストレージプール...メニューを選択する
ことによってのみ、そのストレージプールエントリーを変更できます。
ストレージエントリーを作成したものの、ストレージエントリーをプールに挿入するチェックボックスを
チェックしなかった場合、変更ボタン(作成: ストレージ構成画面)を使用して、後からストレージエントリ
ーを変更できます。
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ポート定義
ポートの選択テーブルでは、この論理サーバー用のボリューム選択にアクセス可能なポートを定義できます。
SAN ストレージとの通信は、サーバーのファイバーチャネルポートを使用して開始されます。ポートは、順
番に追加されます。各ポートについて、ポートの通信に使用するファブリックをドロップダウンメニューから
選択する必要があります。各ポートと一緒にサーバー WWN が自動的に生成され、割り当てられます。この
WWN は、NIC の MAC アドレスと同様に、SAN でこの FC ポートを一意に特定するために使用されます。ス
トレージ管理者は、LUN のプロビジョニングの際に、以下の手順を実行してこれらのポートへのアクセスを
許可します。
1. ポートの追加ボタンをクリックしてポートの選択テーブルに 1 行追加します。最大 2 ポートまで追加でき
ます。
2. ファブリックドロップダウンメニューから値を選択します。
3. 速度ドロップダウンメニューから値を選択します。
ファイバーチャネルポートについては、1Gb、2Gb、4Gb、または自動(FC)を選択します。
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)ポートの場合は、ドロップダウンメニューから 1Gb、2Gb、4Gb、8Gb
(FCoE)、Preferred (FCoE)、またはカスタム(FCoE)を選択します。カスタム(FCoE)を選択する場合、テ
キストボックスにポート速度を入力します。カスタムポート速度は、0.1 GB 刻みで 0.1 GB から 10.0 GB
までの値を指定できます。
4. この論理サーバー用の各ポートに対し、手順 1 から 3 を繰り返します。
5. テーブルに追加した最後のポートを削除するには、最後のポートの削除ボタンをクリックします。その際、
追加した順番とは逆の順にポートを削除する必要があります。

図 15 : 論理サーバーの SAN ポート定義の作成

ボリュームおよびパスの定義
ボリューム(LUN)の作成と提示が完了したら、ストレージ管理者は、論理サーバーのストレージを定義するの
に必要な情報をサーバー管理者に提供します。ここには、次のような情報が含まれます。
•
•

ストレージ WWN (SAN との通信に使用するポートを一意に特定できるもの)
LUN (作成したボリュームを SAN 内で一意に特定できるもの)

この 2 つの情報に基づき、LUN へのパスが FC 環境内で一意に規定されます。
冗長性
複数のポートを使用することにより、冗長性およびフェイルオーバー機能が高まり、性能と信頼性が向上しま
す。
冗長チェックボックスを有効にするには、ポート選択テーブルで 2 つのポート(プライマリとセカンダリを 1
つずつ)を定義する必要があります。
•
•

すべてのボリュームに対して冗長を実装したい場合は、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にチェックを入れます。
または、特定のボリュームに対して冗長を実装したい場合は、そのボリュームの横にある冗長チェックボ
ックスをチェックします。

ボリュームおよびパスの選択
ボリュームとは、ストレージエリアネットワーク(SAN)内のディスクアレイ上の固定ディスクドライブで、必
ずしもコントローラーポートにマッピングされるとは限りません。ストレージボリュームがコントローラー
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ポートにマッピングされると、SAN において論理ユニット番号(LUN)としてアドレス指定できるようになりま
す。
この画面において、ストレージ WWN および LUN ID 値をボリュームおよびパスの選択テーブルに入力するこ
とはオプションですが、その論理サーバーを使用開始する前に、これらの値を入力する必要があります。この
画面で値を入力しない場合、後から、この論理サーバーのストレージエントリーを変更できます。
ボリュームおよびパスの選択テーブルでは、この論理サーバーに関するストレージボリュームの属性を入力で
きます。
1. 画面右側にあるボリュームの追加ボタンをクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルに 1 行追
加します。
2. ブートボリュームドロップダウンメニュー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。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。
3. ストレージボリュームのサイズを GB で入力します。
4. ストレージボリュームの RAID レベルを選択します。デフォルトはなしです。
5. プライマリブートパス(およびストレージボリュームの冗長を選択した場合はセカンダリブートパス)にな
るポート番号を割り当てます。
6. 各ストレージボリュームのサーバー WWN に対応する、ストレージポートの WWN および LUN 識別子を
取得します。(これらの値を簡単に入手できない場合、このストレージエントリーを保存し、変更 > 論理サ
ーバー...メニューで、後からストレージの値を追加できるよう選択してください。ストレージポート WWN
および LUN 識別子は、論理サーバーを使用開始する前に必要です)。
7. オプション：各サーバー WWN のストレージポート WWN を入力します。(この値は、論理サーバーが使用
開始される前に入力される必要があります。)
8. オプション：各サーバー WWN の LUN 識別子を入力します。(この値は、論理サーバーが使用開始される
前に入力される必要があります。)
9. この論理サーバー用の各ストレージボリュームに対し、手順 1 から 8 を繰り返します。

図 16 : 論理サーバー SAN ボリュームおよびパスの定義の作成

検証ステータス
ストレージ構成を指定したら、サーバー WWN がストレージポート WWN および LUN と関連付けられている
ことを、検証ボタンを押して確認します。
詳しくは、ストレージの検証（78 ページ）を参照してください。

ファイル(VM)ストレージエントリーの定義
ファイル(VM)ストレージエントリー画面では、ESX または Hyper-V 仮想マシン論理サーバー用のファイルス
トレージ構成を指定できます。
注記:
ファイル(VM)ストレージエントリーをストレージプールに挿入することはできません。論理サーバー
を関連付けできるファイル(VM)ストレージエントリーは 1 つだけであり、そのストレージエントリーを
共有することはできません。
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注記:
仮想マシンの論理サーバーを Virtual Connect 実装サーバーに移動する場合は、ファイル(VM)ストレージ
ではなく、SAN ストレージを指定します。SAN ストレージエントリーの定義（57 ページ）を参照して
ください。
ファイル(VM)ストレージエントリーを定義するには、次の操作を実行します。
1. ファイル(VM)ストレージエントリーの定義（61 ページ）を入力します。
2. ファイル(VM)ストレージの選択（61 ページ）を入力します。

図 17 : ファイル(VM)ストレージの選択

ファイル(VM)ストレージエントリーの定義
ファイル(VM)ストレージエントリーの定義を以下に示します。
1. オプション：ボックスに異なる名前を入力して、ストレージエントリーの名前を変更します。各ストレー
ジエントリーには、一意のデフォルト名が付与されています。
2. オプション：ストレージエントリーの説明を入力します。

ファイル(VM)ストレージの選択
1. ストレージの追加ボタンをクリックして、画面右側のストレージの選択テーブルに 1 行追加します。
2. 選択したストレージのサイズを GB で入力します。
3. 次のタイプに基づいて、選択したストレージのプロビジョニングタイプを入力します
•
•
•

•

•
•
•

シン: 使用する容量だけを割り当てて、指定した最大容量まで拡張します。
シック: ディスクの全容量を割り当てます。
EAGER_ZEROED_THICK: デフォルトのシック形式で仮想マシン(VM)ディスクを作成する、VMware
のプロビジョニング形式です。このディスクプロビジョニングプロセスは、シックプロセスに加えて、
ディスクのプロビジョニング時にディスクアレイ内のすべてのデータを割り当ててゼロで消去します。
LAZY_ZEROED_THICK: デフォルトのシックフォーマットで仮想ディスクを作成します。仮想ディス
クに必要なスペースは、仮想ディスクを作成するときに割り当てられます。物理デバイス上に残ってい
るデータは作成時に消去されませんが、後で必要に応じて、仮想マシンからの最初の書き込み時にゼロ
で消去されます。
EAGER_ZEROED_THICK および LAZY_ZEROED_THICK は ESXi VM でのみ使用できます。
VMware 共有ディスクでは、EAGER_ZEROED_THICK プロビジョニングフォーマットを使用する必要
があります。
未指定では、ハイパーバイザーの設定に基づいてデフォルト設定が使用されます。
注記:
プロビジョニングタイプは、VMware および Hyper-V 仮想マシンの論理サーバーとプライベート(共
有ではない)ディスクでサポートされます。Hyper-V テンプレートの展開の場合、ブートディスクお
よび含まれるデータディスクのプロビジョニングタイプは、VM テンプレートのディスクのタイプと
同じままです。

4. ストレージパスメニューからストレージパスを選択します。
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注記:
VMware ESXi および Hyper-V のさまざまな環境に対して、複数のデータストアがサポートされてい
ます。Integrity VM 仮想マシンに対するすべてのストレージボリュームは同じデータストアを使う必
要があります。また、Hyper-V リンククローンディスクは、同じデータストアを使用する必要があり
ます。インポートが成功するには、これらの仮想マシンが単一のデータストアを使用している必要が
あります。
5. この論理サーバー用に選択した各ストレージに対し、手順 1 から 4 を繰り返します。
重要:
論理サーバー管理は、クラスター化されたデータストアごとにただ 1 つの Hyper-V HA 仮想マシンが許
されるという Microsoft SCVMM で確立された規約と同じ規約に従います。したがって、高可用性の
Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを作成し、ストレージを構成するとき、HA 仮想マシンがすでに有効に
なっているデータストアは、使用できるストレージ選択として表示されません。同様に、HA 仮想マシ
ンをインポートするときに同じデータストアに仮想マシンが存在する場合、HA 仮想マシンはインポー
トされません。Hyper-V では、一度にただ 1 つのクラスターメンバーにアクセスできます。
ライブ移動または SAN 移動操作タイプを使用して Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを移動するには、クラス
ター共有ボリュームサポートを用意する必要があります(Hyper-V 2008 R2 以降の場合)。

ストレージプールエントリーの作成
Matrix OE では、ストレージ管理者が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。これ
らのストレージ定義は、ストレージプールとしてあらかじめ定義しておきます。
ストレージエントリーの作成の詳細は、ストレージエントリーの作成（56 ページ）を参照してください。
各ポータビリティグループは、あらかじめ定義したストレージプールを 1 つ含んでいます。ストレージプール
エントリーの作成、管理、変更を行うには、変更 > 論理サーバーストレージプール...を選択し、ストレージプ
ールの管理画面を表示します。ストレージプールエントリーは、論理サーバーの作成時に、新しく作成したス
トレージエントリーをストレージプールに挿入することによって作成することもできます。
Matrix OE では、ストレージの定義を共有する各論理サーバーに一意のサーバー WWN が割り当てられるよ
う、十分なサーバー WWN が用意されます。用意するサーバー WWN の数は、共有の最大数によって決まり
ます。これは、クラスター内の各システムが同じストレージボリュームにアクセスするクラスター環境では有
益です。ストレージを共有するシステムでは、LUN アクセスを調整するため共有分散ロック管理システムを
利用する必要があります。
論理サーバーは複数の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。複数の論理サーバーで同
じストレージプールエントリーを共有できます。
Storage Provisioning Manager を使って、カタログストレージを構成することができます。そして、ストレー
ジプールエントリーの追加/変更: SAN 画面でカタログストレージオプションを指定することができます。詳
しくは、Storage Provisioning Manager（79 ページ）を参照してください。
論理サーバーの作成前または作成後にストレージプールエントリーを作成するには、変更 > 論理サーバース
トレージプール...メニューを選択してから、次の手順を実行します。
1. ドロップダウンメニューからポータビリティグループを選択するか、すべてを選択して、すべてのストレ
ージプールエントリーを表示します。ドロップダウンメニューには、その環境内で検出されたポータビリ
ティグループ(VC ドメイングループおよび VM ホスト)がリストされます。環境内にポータビリティグル
ープが 1 つしかない場合、それがデフォルトで表示され、すべてはドロップダウンメニューに表示されま
せん。
ポータビリティグループを作成または変更するには、ポータビリティグループの管理画面を使用します。
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注記:
新しいストレージプールエントリーを作成するには、ポータビリティグループ(すべて以外)を選択し
ておく必要があります。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。
2. オプション：フィルターオプションドロップダウンメニューから値を選択し、環境に関連のあるストレー
ジプールエントリーだけを表示します。
3. オプション：プールエントリーの取得/更新を押して、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、および削除の各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。
4. オプション：タグの管理をクリックして、新しいストレージタグを作成できるストレージタグの管理画面
を表示します。これで、このタグは、タグフィルタードロップダウンメニューに含まれます。タグリスト
表(ストレージプールエントリー: SAN 画面)でタグを選択して、タグをストレージプールエントリーに関連
付けます。
5. ドロップダウンメニューからストレージタイプを選択します。SAN ストレージプールエントリー、SAN カ
タログストレージエントリー、事前設定された SAN ストレージプールエントリーのうちの 1 つまたは複数
を選択できます。
6. エントリーの追加ボタンを押して、新しいストレージエントリーを作成します。
ストレージエントリーを追加するか、表示または変更するストレージプールエントリーを選択すると、ス
トレージプールエントリー: SAN 画面が表示されます。
図 18 : ストレージプールの管理画面（63 ページ）を参照してください。

図 18 : ストレージプールの管理画面

ストレージプールエントリーと論理サーバーの関連付け
論理サーバーの作成時に、ストレージプールエントリーを論理サーバーのストレージ構成として選択すること
ができます。作成 > 論理サーバー...ストレージ構成画面から次の手順を実行します。
1. ドロップダウンメニューから、ストレージプールエントリーを選択します。オペレーティングシステムが
論理サーバー用に指定したオペレーティングシステムと一致しているエントリーのみ、選択できます。こ
れまでにプールエントリーが定義されていない場合、またはストレージプールエントリー:SAN 画面のサー
バー WWN の管理テーブルにある、サーバー WWN の横の準備完了をチェックしていない場合、ドロップ
ダウンメニューは空になります。
2. 選択したストレージプールエントリーをこの論理サーバーのストレージ構成に割り当てるには、プールエ
ントリーの挿入ボタンを押します。論理サーバーストレージ構成にプールエントリーを挿入した後、変
更 > 論理サーバーストレージプール...メニューを選択し、ストレージエントリーテーブルのアクション列
にある表示を押して、エントリーを表示できます。

ストレージプールエントリーと論理サーバーの関連付け
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図 19 : ストレージプールエントリーと論理サーバーの関連付け（64 ページ）画面を参照してください。

図 19 : ストレージプールエントリーと論理サーバーの関連付け
ストレージプールエントリーを後から追加することもできます。また、変更 > 論理サーバー...メニューを選択
することにより、この論理サーバーのストレージ構成を変更し、ストレージプールエントリーとこの論理サー
バーを関連付けることができます。
変更 > 論理サーバーストレージプール...メニューを使用してストレージプールエントリーを追加すると、スト
レージプールエントリーはドロップダウンメニューに挿入されます。
注記:
論理サーバーを作成し、そのストレージ構成をストレージプールに挿入し、その後で論理サーバーを変
更する場合は、論理サーバーの変更のストレージタブでカタログストレージのオプションは使用できま
せん。カタログストレージオプションは、ストレージプールエントリーの追加/変更: SAN 画面でのみ指
定することができます。

SAN ストレージプールエントリーの定義
論理サーバーの作成中にストレージエントリーを定義している場合でも、ストレージプールエントリーを定義
している場合でも、ストレージの定義と作成のプロセスは基本的に同じです。違いは、カタログストレージオ
プションがストレージプールエントリー画面にだけ表示されるという点のみです。
以下の手順に従い、SAN ストレージエントリー、SAN カタログストレージエントリー、あるいは事前設定さ
れた SAN カタログストレージエントリーを定義します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ストレージプールエントリーの定義を入力します。
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。
ブートボリュームのポート定義を入力します。
ボリュームおよびパスの定義を入力します。
オプション：検証ステータスを確認します。
サーバー WWN の管理に従って準備完了のチェックをオンにします。

ストレージプールエントリーの定義
各ポータビリティグループは、あらかじめ定義したストレージプールを 1 つ含んでいます。ストレージプール
エントリーは、事前に構成しておき、後で論理サーバーに関連付けることができます。ストレージプールエン
トリーの作成、管理、変更を行うには、ストレージプールの管理を使用します。ストレージプールエントリー
は、ストレージエントリーをストレージプールに挿入することによって作成することもできます。
1. 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。
2. 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。説明を入力すると、ストレージ構成の変
更タブ、およびストレージ構成の作成画面にあるプールエントリーの選択ドロップダウンメニューにその
説明が表示されます。
3. ドロップダウンメニューから、オペレーティングシステムを選択します。指定したオペレーティングシス
テムは、ストレージアレイのホストモードがこの論理サーバーへの提示に適していることを確認するため
に使用されます。SPM を使用している場合は、オペレーティングシステムの情報を使用して自動的にホス
トモードを調整できます。
4. 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。この選択項目は、事前設定された SAN カタログストレージ
エントリーでは使用できません。
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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。

タグ選択
タグリストテーブルでは、ストレージタグを最大で 16 個選択し、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。
ストレージプールエントリーを定義するときに、個々のボリュームのタグを定義できます。ストレージプール
エントリーにタグを設定すると、独自のタグが定義されているボリュームを除き、ストレージプールエントリ
ー内のすべてのボリュームに適用されます。タグを定義するには、以下のようにします。
1. タグ選択からストレージタグを選択します。選択したものにチェックが付きます。
2. タグリストテーブルは、ストレージタグが存在しない場合は表示されません。ストレージタグを作成する
には、ストレージプールの管理画面でタグの管理ボタンを押します。(この画面で取消しを押すと、ストレ
ージプールの管理画面に戻ります。)

図 20 : ストレージプールエントリーの定義とタグ選択の追加

ブートボリュームのポート定義
ポートの選択テーブルでは、このストレージプールエントリー用のボリュームの選択に対応するポートを入力
できます。
注記:
事前設定された SAN カタログストレージエントリーの場合、この手順をスキップして、ボリュームお
よびパスの定義に直接進んでください。
1. ポートの追加ボタンをクリックしてポートの選択テーブルに 1 行追加します。
2. ファブリックドロップダウンメニューから値を選択します。
3. 速度ドロップダウンメニューから値を選択します。
選択肢は、無効、1Gb、2Gb、4Gb、8Gb、16Gb、自動(FC)、およびカスタム(FCoE)です。
注記:
8Gb および 16Gb の速度は、モジュール Hill がエンクロージャー内で使用可能な場合にのみ使用でき
ます。
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)の場合は、ドロップダウンメニューから 8Gb (FCoE)、カスタム
(FCoE)、あるいは推奨(FCoE)を選択します。カスタム (FCoE)を選択する場合、テキストボックスにポー
ト速度を入力します。Flex-20 モジュールがエンクロージャー内で使用可能な場合、カスタムポート速度に
は 0.1 から 20.0 GB までの値を指定できます。
4. このストレージプールエントリー用の各ポートに対し、手順 1 から 3 を繰り返します。
5. テーブルに追加した最後のポートを削除するには、最後のポートの削除ボタンをクリックします。その際、
追加した順番とは逆の順にポートを削除する必要があります。
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表 8 : ポートの選択
名前

説明

制限事項

論理ポート

論理ポート番号です。

表示のみ。最大 2 ポートまで持つ
ことができます。

ファブリック

VC のみのサーバーとストレージ
エリアネットワーク内のストレー
ジデバイスを接続する事前に構成
済みのハードウェア。Virtual
Connect Manager (VCM)で定義さ
れているファブリックを選択しま
す。

ドロップダウンメニューから値を
選択します。

速度

ファイバーチャネルポートあるい 自動、無効、1Gb、2Gb、4Gb、
は FCoE ポートのポート速度です。 8Gb (FCoE)、カスタム(FCoE)、お
よび推奨(FCoE)。デフォルトは
「自動」に設定されています。

サーバー WWN

サーバーのワールドワイド名です。 サーバー WWN の管理テーブルで
のみ表示されます。

ボリュームおよびパスの定義
冗長(SAN ストレージエントリーおよび SAN カタログストレージエントリーのみ)
複数のポートを使用することにより、冗長性およびフェイルオーバー機能が高まり、性能と信頼性が向上しま
す。
冗長性チェックボックスを有効にするには、ポート選択テーブルで 2 つのポート（プライマリとセカンダリを
1 つずつ）を定義する必要があります。
•
•

すべてのボリュームに対して冗長を実装したい場合は、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にチェックを入れます。
または、特定のボリュームに対して冗長を実装したい場合は、そのボリュームの横にある冗長チェックボ
ックスをチェックします。

ボリュームおよびパスの選択
ボリュームは、ストレージエリアネットワーク(SAN)内のディスクアレイ上に作成され、必ずしもコントロー
ラーポートにはマップされません(LUN 番号も定義されている場合は、提示時に実施)。ストレージボリューム
がコントローラーポートにマッピングされると、SAN において論理ユニット番号(LUN)としてアドレス指定で
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、このストレージプールエントリーのストレージボリュームの属性
を入力できます。ストレージプールの管理画面でストレージタイプに SAN カタログストレージエントリー
あるいは事前設定された SAN カタログストレージエントリーを選択した場合、このテーブルの値が、候補の
表示を押したときに表示される候補のフィルター条件になります。
SAN ストレージエントリーの場合、この画面において、ストレージポート WWN および LUN 値をボリューム
およびパス選択テーブルに入力することはオプションですが、このストレージプールエントリーを共有するす
べての論理サーバーを使用開始する前に、これらの値を入力する必要があります。
すべてのストレージタイプの場合:
1. SAN ストレージエントリーの場合:
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a. 画面右側にあるボリュームの追加ボタンをクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルに 1 行
追加します。
b. オプション：特定のボリュームに対して冗長を実装したい場合は、そのボリュームの横にある冗長チェ
ックボックスをチェックします。
c. ブートドロップダウンメニュー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。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。
d. ストレージボリュームのサイズを GB で入力します。
e. ストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
f. オプション：ストレージボリュームのタグを選択します。
g. 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 および LUN 識別子を
ストレージ管理者から入手します。
h. 各ボリューム(またはパス)のストレージポート WWN を入力します。
i. 各ボリュームの LUN 識別子を入力します。
j. オプション：サーバー WWN の管理で、テキストボックスにサーバー WWN を入力して変更します。こ
の操作は、SAN があらかじめゾーンに分割されている場合に役立ちます。
k. ドロップダウンリストからポートを選択します。
l. テキストボックスに有効なストレージポート WWN を入力し、保存を押します。
m. 特定のサーバー WWN についてゾーニングと提示が完了したら、SPE を編集し、サーバー WWN を準
備完了としてチェックを付けます。
2. SAN カタログストレージエントリーの場合:
a. 画面右側にあるボリュームの追加ボタンをクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルに 1 行
追加します。
b. オプション：特定のボリュームに対して冗長を実装したい場合は、そのボリュームの横にある冗長チェ
ックボックスをチェックします。
c. ブート時にサーバー WWN にボリュームを認識させるようにする場合は、マスク済チェックボックスに
チェックをつけます。このチェックボックスがチェックされていない場合、そのボリュームは、サーバ
ー WWN からブート時に認識されないデータディスクになります。
d. ストレージボリュームのサイズを GB で入力します。
e. ストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
注記:
可能な候補の最大数を SPM から取得するには、RAID を任意のままにします。
f. オプション：ストレージボリュームのタグを選択します。
g. ボリュームが選択されていない場合、ストレージボリュームの前にあるラジオボタンセレクターを使っ
て選択します。
h. ストレージプールエントリーを手動で定義するときに、SPM テンプレートを指定できます。デフォル
ト値は HP Matrix Default Storage Template です。
i. 選択した構成(サイズおよび RAID)と一致する Storage Provisioning Manager のボリュームが、候補ドロ
ップダウンメニューに表示されます。ボリュームは、すでに存在しており適切なサイズであるかどう
か、すでに存在しており適切なサイズに拡大される、または SPM によってオンデマンドプロビジョニ
ングされるかどうかを示します。
j. 候補ドロップダウンメニューから値を選択します。
k. オプション：サーバー WWN の管理で、テキストボックスにサーバー WWN を入力して変更します。こ
の操作は、SAN があらかじめゾーンに分割されている場合に役立ちます。
l. ドロップダウンメニューからストレージポート WWN を選択し、保存を押します。
3. 事前設定された SAN カタログストレージエントリーの場合：
a. 画面右側にあるボリュームの追加ボタンをクリックして、ボリュームおよびパスの選択テーブルに 1 行
追加します。
b. ブート時にサーバー WWN にボリュームを認識させるようにする場合は、マスク済チェックボックスに
チェックをつけます。このチェックボックスがチェックされていない場合、そのボリュームは、サーバ
ー WWN からブート時に認識されないデータディスクになります。
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c. ストレージボリュームのサイズを GB で入力します。
d. ストレージボリュームの RAID レベルを選択します。
注記:
可能な候補の最大数を SPM から取得するには、RAID を任意のままにします。
e. オプション：ストレージボリュームのタグを選択します。
f. ボリュームが選択されていない場合、ストレージボリュームの前にあるラジオボタンセレクターを使っ
て選択します。
g. 選択した構成(サイズおよび RAID)と一致する Storage Provisioning Manager のボリュームが、候補ドロ
ップダウンメニューに表示されます。ボリュームは、すでに存在しており適切なサイズであるかどう
か、すでに存在しており適切なサイズに拡大される、または SPM によってオンデマンドプロビジョニ
ングされるかどうかを示します。
h. 候補ドロップダウンメニューから値を選択します。事前提示される候補には、ターゲット WWN のリス
トがあります。候補を選択すると、ターゲット WWN の有効なリストがドロップダウンメニューに表示
されて、そこからそれぞれパスを選択できます。
i. ストレージポート WWN ドロップダウンメニューから値を選択します。LUN ボックスには、自動的に
データが入力されます。
j. 保存を押します。
k. ストレージプールの管理画面で、ストレージプールエントリーのステータス列を監視します。(プール
エントリーの取得/更新を押してページを更新する必要がある場合があります。)
ストレージボリュームの前のラジオボタンを使用して選択し、ボリュームの削除ボタンを使用してエントリー
をテーブルから削除します。
重要:
SAN カタログストレージエントリーおよび事前設定された SAN カタログストレージエントリーの場
合、ボリュームの削除操作を行うと、ストレージボリュームがストレージカタログに利用可能なリソー
スとして返されます。事前設定された SAN カタログストレージエントリーからボリュームを削除して
も、提示およびゾーニングは有効のままであるため、ボリュームはサーバーから削除されません。管理
者は、ストレージアレイに移動し、ホスト/イニシエーター WWN からボリュームの提示を手動で解除す
る必要があります。

表 9 : ボリュームおよびパスの選択
名前

説明

制限事項

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

指定した各ストレージボリューム
が 2 つのポートを持っていること
を示します。

冗長を実装するには、2 つのポート
(1 つはプライマリ、もう 1 つはセ
カンダリ)を定義する必要がありま
す。

ボリューム

ストレージボリュームに割り当て
られた番号です。

表示のみ。

冗長

チェックされている場合、ボリュー 表示のみ。この画面では通常、チェ
ムに 2 つのパスを使用してアクセ ックされていません。ストレージ
スできることを表しています。
ボリュームが 2 つのポートを持っ
ている場合は、ストレージプールの
管理タブでのみチェックされます。

チェックボックス

表は続く
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名前

説明

制限事項

マスク済

チェックされている場合、ボリュー SAN カタログストレージエントリ
ムがサーバー WWN に表示される ーおよび事前設定された SAN カ
ことを表しています。チェックさ タログストレージエントリーのみ。
れていない場合、ボリュームがサー
バー WWN に表示されないことを
表しています。
注記:
これは、事前提示された SPE
には有効なオプションでは
ないため、無効化されます。
ボリュームがブート時に表示され
なくてよいデータディスクである
場合は、このチェックボックスのチ
ェックを外すことができます。た
とえば、論理サーバーに Linux をプ
ロビジョニングしている場合は、デ
ータディスクにチェックをつけな
い(マスクしない)ようにする必要
があります。チェックをつけると、
プロビジョニングは失敗します。

ブート

はいを選択すると、これはオペレー
ティングシステムのディスクボリ
ュームとなります。2 つ以上のス
トレージボリュームを指定する場
合、1 つだけをブートボリュームに
できます。

値は、はいまたはいいえに設定しま
す。デフォルトは、追加する最初の
ボリュームの場合ははい、以後のボ
リュームの場合はいいえです。ボ
リュームがブートボリュームの場
合ははいを選択し、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。

サイズ

ストレージプールエントリーのサ
イズ(GB 単位)です。

整数でなければなりません。

表は続く
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名前

説明

制限事項

RAID レベル

複数のハードドライブ間でデータ ドロップダウンメニューから値を
を分割または複製できるストレー 選択します。
ジスキームの数。アーキテクトま
たは管理者に特定の RAID 要件が
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デザイ
ナーのサービステンプレートまた
は Matrix OE ビジュアル化ストレ
ージプールエントリーで明示的に
指定できます。特定の RAID の要
件が存在しない場合は RAID レベ
ルを任意に設定することをお勧め
します。この設定によって、Matrix
OE はその他の要件を使用してス
トレージを選択することができ、ス
トレージソリューションによって
時間の経過に伴い RAID レベルが
変更された場合の問題を防止する
ことができます。明示的な RAID
要件が存在する場合は、Storage
Provisioning Manager のストレー
ジサービスが不適合となる可能性
があります。

タグ

ストレージボリュームにタグ定義 デフォルトは未割り当てです。
を指定します。特定のボリューム
に複数のタグを選択できます。選
択したタグに応じて、候補の選択や
ストレージのプロビジョニングで
使用される要件が追加されます。
選択したタグは、タグ選択ドロップ
ダウンの横のテキスト領域に表示
されます。「未割り当て」タグ選択
は、ボリュームにタグを指定しない
ときに選択されます。これがデフ
ォルトの選択となります。ボリュ
ームにタグが設定されない場合は、
ストレージプールエントリータグ
がボリュームに使用されます。
ストレージタグが存在しない場合、
タグドロップダウン選択は空です。
ストレージタグを作成するには、ス
トレージプールの管理画面でタグ
の管理ボタンを押します。(この画
面で取消しを押すと、ストレージプ
ールの管理画面に戻ります。)

表は続く
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名前

説明

制限事項

プライマリまたはセカンダリ

このポートには、プライマリまたは
セカンダリのブートパスが含まれ
ているようにしてください。そう
でない場合、無効になります。

デフォルトでは、プライマリが選択
されています。確実に 1 つのブー
トパスがプライマリであることが
必要です。冗長が選択された場合
にのみ、セカンダリブートパスを選
択できます。

ポート

ポート番号。

表示のみ。

テンプレート

Storage Provisioning Manager 内 SAN カタログストレージエントリ
で定義されたストレージテンプレ ーおよび事前設定された SAN カ
ートを使って設定されるドロップ タログストレージエントリーのみ。
ダウンメニュー。選択したテンプ
レートによって、候補の選択および
ストレージのプロビジョニング中
に使用される要件が追加されます。

候補

SAN カタログストレージエントリ
ドロップダウンメニューに
Storage Provisioning Manager の ーおよび事前設定された SAN カ
ストレージボリューム(事前にプロ タログストレージエントリーのみ。
候補の表示ボタンを押してドロッ
ビジョニングして SPM ストレー
ジカタログにインポートできるか、 プダウンメニューの値を表示しま
す。
または SPM がオンデマンドプロ
ビジョニングできるストレージボ
リューム)が表示されます。

候補の表示ボタン

SPM 内で使用可能な「一致する」
ストレージの検索を開始します。

ストレージポート WWN

ストレージのワールドワイド名で
す。

これは、アクティベーションに必要
です。また、SAN ストレージ環境
で有効なストレージポート WWN
SAN ストレージエントリーおよび である必要があります。事前設定
SAN カタログストレージエントリ の場合は表示のみです。
ーの場合、このフィールドには 16
桁の 16 進数で表された文字列を
入力できます。(文字列はコロン、
ダッシュ、スペースで分けられてい
る場合や、分けられていない場合が
あります)。事前設定された SAN
カタログストレージエントリーま
たは SAN カタログストレージエ
ントリー
の場合、ドロップダウンメニューに
は、Storage Provisioning Manager
からのストレージポート WWN が
含まれます。

表は続く
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名前

説明

制限事項

アクセス

ボリュームを介しての LUN への
RDM のみ。物理または仮想。デフ
RDM アクセス。raw デバイスマッ ォルトは仮想です。
ピング(RDM)は、raw デバイスの代
理として機能する、VMFS ボリュー
ムにあるファイルです。マッピン
グの仮想モードは、マップされたデ
バイスの完全な仮想化を意味しま
す。ストレージハードウェア間で
の移植性が物理モードよりも高く、
仮想ディスクファイルと同じよう
に動作します。raw デバイスマッ
ピングの物理モードは、マップされ
たデバイスの最低限の SCSI の仮
想化を意味します。SAN 管理ソフ
トウェアにとっては最も柔軟性が
高く、仮想マシンで SAN 管理エー
ジェントまたはその他の SCSI タ
ーゲットベースのソフトウェアを
実行する際に便利です。

LUN

ロジカルユニット番号(LUN)識別
子です。

これは、アクティベーションに必要
です。1～255 の正の整数。

Disaster Recovery レディ

ボリュームをディザスタリカバリ
構成が完了したボリュームとして
識別します。このボックスにチェ
ックを付けることは、ディザスタリ
カバリに必要なすべての変更で構
成されたことを意味します。スト
レージプールエントリーが
Disaster Recovery Ready と見なさ
れるには、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、こ
のボックスにチェックが付けられ
ている必要があります。

このチェックボックスは、ボリュー
ムがストレージレプリケーション
要件で設定された SPM テンプレ
ートを使用するときは、自動的に設
定されます。そうでない場合は、ボ
リュームがディザスタリカバリ用
に構成されるときに手動で設定す
る必要があります。

検証ステータス
ストレージプールエントリーを指定したら、サーバー WWN がストレージポート WWN および LUN と関連付
けられていることを、検証ボタンを押して確認することもできます。
この画面での検証は、SAN カタログストレージエントリーおよび事前設定された SAN カタログストレージエ
ントリーでは使用できません。カタログベースのストレージは、提示の完了時に検証されます。
詳しくは、ストレージの検証（78 ページ）を参照してください。

サーバー WWN の管理
サーバー WWN の管理テーブルでは、ストレージプールエントリーのサーバー WWN を管理できます。
図 21 : WWN 選択ドロップダウン（73 ページ）は、ESX または HPVM カタログストレージプールエントリ
ーに対して、WWN 列の下にリストされているサーバー WWN を選択する必要があることを示してます。
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図 21 : WWN 選択ドロップダウン
WWN の形式は、WWN (プロキシ WWN)です。
WWN は、ホストアダプターポートのサーバー WWN で、プロキシ WWN は、ホストが接続される SAN スイ
ッチノード WWN です。
候補を検索するには、SAN スイッチもカタログストレージプールエントリーの SAN ストレージアレイに接続
されている必要があります。SAN スイッチと SAN ストレージアレイの両方は、SPM (Storage Provisioning
Manager)によって管理される必要があります。
ステータス列には、ストレージプールエントリーの提示ステータスが表示されます。
プールエントリーの取得/更新を押して、最新のステータスを表示します。ステータス列には、次の値が表示
される可能性があります。
•
•
•
•
•

提示が開始しました
提示が保留中です
提示が完了しました
エラーが発生しましたが、提示が完了しました
操作不能(他のステータスと組み合わせて表示される可能性があります)
重要:
論理サーバーによって SAN ストレージエントリーが使用できるようにする前に、各サーバー WWN の
横にある準備完了チェックボックスにチェックを入れる必要があります。このチェックは、ストレージ
のゾーニングが完了し、ストレージプールエントリーの使用準備が整っていることを示します。SPM ス
トレージカタログを使用するストレージプールエントリーには必要ありません。SPM は SAN のゾーニ
ングを処理しているので(自動または手動)、SAN カタログストレージエントリーおよび事前設定された
SAN カタログストレージエントリーの場合、準備完了チェックボックスはグレー表示され、デフォルト
で選択されています。

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
のプールエントリーにより指定された許可共有数に基づいて決まります。各許可共有のポートごとに、1 つの
サーバー WWN が割り当てられます。論理サーバーはこのプールエントリーを共有しているため、論理サー
バーには特定のサーバー WWN がポートごとに割り当てられます。
ストレージプールの管理画面のストレージプールテーブルにある使用可能列の値は、準備完了にチェックが
入ったサーバー WWN 数から、すでに割り当てられたサーバー WWN 数を差し引いた値になります(このプー
ルエントリーを共有する論理サーバー数)。
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図 22 : ストレージプールの管理
ストレージプールの管理画面のストレージプールエントリーテーブルで使用可能として表示されるストレー
ジエントリーの数は、準備完了にチェックが入ったサーバー WWN の数から、すでにストレージエントリー
を共有している論理サーバーの数を差し引いた値になります。
Available = Ready - Sharers
2 つ以上のポートが指定されている場合、使用可能なストレージエントリーの数の算出には、準備完了にチェ
ックが入ったサーバー WWN の数が少ないポートが使用されます。
所有者列には、ストレージプールエントリーを共有する論理サーバーの名前が表示されます。ストレージプー
ルエントリーに所有者が表示されるのは、論理サーバーの作成ストレージ画面または論理サーバーの変更タブ
で所有者が論理サーバーに関連付けられている場合のみです。

ストレージ複製
7.5 より前のリリースでは、ストレージの複製はすべて、Matrix の帯域外で実行されました。ストレージの複
製が必要な場合、ストレージ管理者はストレージをアレイを手動で構成していました。Storage Provisioning
Manager (SPM)を使用してボリュームを必要に応じてプロビジョニングする場合、ボリュームを複製のソース
ボリュームにすることができます。たとえば、ディザスタリカバリ(DR)保護を行う Matrix リカバリ管理構成
のプライマリサイトでは、論理サーバーのストレージ(ストレージプールエントリーのボリューム)が複製され
ても Matrix では認識されませんでした。管理者は、適切な手順を手動で実行し、ストレージが正しく構成さ
れるまでこれを使用しないようにする必要がありました。Matrix SPM はリモートサイトで複製されたストレ
ージには使用できませんでした(バックアップボリュームは SPM ストレージカタログにインポートできませ
ん)。
7.5 のリリースでは、ストレージを複製するように明示的に指定する管理者向けのメカニズムが Matrix OE ビ
ジュアル化によって提供されます。また、管理者は 3PAR StoreServe ストレージシステムの SPM を介した複
製を任意で自動化できます。ストレージプールエントリーは、それ自体が Disaster Recovery が有効であり、
ストレージプールエントリー内の個々のボリュームが Disaster Recovery レディであることを示します。チ
ェックボックスがストレージプールエントリー(図 23 : Disaster Recovery が有効（76 ページ）を参照)と
ボリュームおよびパスの定義(図 25 : Disaster Recovery レディ（77 ページ）を参照)画面に追加されます。
以下の各項では、このストレージとその使用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
レーションによってフィールドが自動的に設定されている場合や、複製のための新しいリモートコピー要件に
よる SPM ストレージテンプレートを使用する場合を含む)。

ディザスタリカバリ保護付きストレージの概要
ストレージは、それぞれのリモートの場所の間での複製によって保護できます。このように複製されたストレ
ージは、多くの場合、ディザスタリカバリ(DR)保護付きストレージと呼ばれます。複製によってデータの保
護や共有が可能になり、サイト障害が発生した場合のデータ損失を防止できます。DR 保護付きストレージ
は、複製機能を持つストレージアレイと専用のソフトウェアで可能になります。Matrix Operating
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Environment 7.5 では、ストレージを DR 保護付きにすることを明示的に指定でき、SPM によって高速で信頼
性のある、よりスケーラブルな DR を提供するストレージ複製プロセスを自動化できます。

DR 保護付きストレージの構成
3PAR StoreServ ストレージシステムでストレージの複製を自動化する SPM を有効にするには、さまざまな
前提条件があります。複製元ストレージを複製先ストレージに接続するために、3PAR StoreServe ストレージ
システム(各場所に 1 つ)を 1 対 1 のリモートコピーに設定する必要があります。これは、3PAR の管理コンソ
ールまたは SSH 経由での 3PAR CLI を使用して実行されます。1 対 1、1 対 N、および N 対 1 などの複数の構
成オプションがあり、SPM では 1 対 1 のオプションのみサポートしています。3PAR ストレージのリモート
コピーについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/3par にある 3PAR StoreServ ストレージのユーザードキ
ュメントを参照してください。
複製元ストレージと複製先ストレージの間でのリモートコピーを設定したら、リモートコピーグループが複製
対象のストレージボリュームを含むように構成する必要があります。リモートコピーグループは手動で作成
するか、SPM によって自動化されます。
リモートコピーグループのさまざまな作成方法を以下に示します。
1. リモートコピーグループの手動構成
SPM が 3PAR StoreServ ストレージの Basic Replication を使用している場合(特定の 3PAR OS バージョ
ンでは唯一の選択項目)、リモートコピーグループ(RCG)の構成は手動で実行します。この手順は SSH 経
由で 3PAR CLI を使用して実行する必要があります。RCG の作成については、http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs にある Storage Provisioning Manager ユーザーガイドを参照してください。RCG が作成
されたら、3PAR の管理コンソールまたは 3PAR CLI を使用して複製元ストレージボリュームと複製先(バ
ックアップ)ストレージボリュームを RCG に追加できます。
注記:
ストレージボリュームのプロビジョニング中、SPM では特定の 3PAR OS バージョンの RCG にボリ
ュームを自動的に追加することもできます。
2. リモートコピーグループの自動構成
SPM が 3PAR StoreServ ストレージの Advanced Replication を使用している場合は(特定の 3PAR OS バ
ージョンでは唯一の選択項目)、リモートコピーグループ(RCG)をあらかじめ設定する必要はなく、ボリュ
ームを手動で追加する必要もありません。Matrix では、SPM を使用してこのプロセスを自動化します。

DR 保護付きストレージを使用したストレージプールエントリーの作成
Matrix OE ビジュアル化を使用して DR 保護付きストレージのストレージプールエントリーを作成する場合、
ボリュームは、ユーザーが手動で複製することも、SPM を使用して自動的に複製することもできます。どち
らの場合もストレージプールエントリーの Disaster Recovery が有効チェックボックスは、ストレージ複製
を示します(図 23 : Disaster Recovery が有効（76 ページ）を参照)。これは、ストレージプールエントリ
ーを作成する管理者であれば手動で設定できますが、以下のシナリオでは自動的に設定されます。
•

Disaster Recovery が有効チェックボックスを選択すると、ストレージプールエントリー内のボリューム
がディザスタリカバリ(DR 保護付きストレージ)を目的とするものとして識別されます。このボックスに
チェックを付けると、ストレージプールエントリー内の各ボリュームに Disaster Recovery が有効チェッ
クボックスが表示されます。
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•

図 23 : Disaster Recovery が有効
ストレージプールエントリー内のボリュームがストレージの自動化に SPM を使用していることを Matrix
が識別すると、Disaster Recovery が有効チェックボックスが自動的にチェックされ、各ボリュームの
SPM テンプレートにリモートコピー要件が取り込まれます。リモートコピーの要件には、リモートコピー
グループ名のほかに、ターゲットアレイ名やターゲットプール名などのターゲットリソース情報が含まれ
ます。

図 24 : DR テンプレート

•

リモートコピー要件を含む SPM テンプレートの定義について詳しくは、http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs にある Storage Provisioning Manager ユーザーガイドおよび 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では、リモートコピー要件を含む SPM ストレージテン
プレートを使用してプロビジョニングされるディスクでストレージプールエントリーを自動生成するとき
にも、Disaster Recovery が有効チェックボックスに自動的にチェックが付けられます。
注記:
ストレージプールエントリーでは、すべてのボリュームでリモートコピー要件のある SPM テンプレー
トを使用しているか、リモートコピー要件のある SPM テンプレートをまったく使用していないかのい
ずれかになります。リモートコピー要件のある SPM テンプレートを(すべてではなく)一部のボリュー
ムで使用することはサポートされていません。
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注記:
ストレージプールエントリーが論理サーバーに使用される、または 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 Matrix リカバリ管理を通じて DR 保護される場合、論理サーバーのすべての
ストレージプールエントリーのすべてのボリュームが同じリモートコピーグループを使用している必要
があります。Matrix リカバリ管理では、リカバリグループのすべてのストレージが(ストレージ複製グル
ープで構成されている)同一のリモートコピーグループを使用している必要があります。ストレージを
使用している論理サーバーが回復可能ではない 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(サービス全体ではなく、ベースとなる論理サーバーを保護している DR)の一部である場合は、
Disaster Recovery が有効チェックボックスにチェックを付けないでください(図 23 : Disaster
Recovery が有効（76 ページ）を参照)。つまり、リモートコピー要件付きの SPM テンプレートは、こ
のような論理サーバーのボリュームには使用できません。
図 25 : Disaster Recovery レディ（77 ページ）に表示されている Disaster Recovery レディチェッ
クボックスは、ボリュームのディザスタリカバリの構成が完了していることを示しています。このボッ
クスにチェックを付けることは、ボリュームがディザスタリカバリに応じて構成されている(複製されて
いる)ことを意味します。ストレージプールエントリーが Disaster Recovery レディと見なされるには、
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、このボックスにチェックが付けられている必
要があります。

図 25 : Disaster Recovery レディ
このチェックボックスは、ボリュームがリモートコピー要件で設定された SPM テンプレートを使用す
るときに自動的に設定されます。そうでない場合は、ボリュームがディザスタリカバリ用に構成される
ときに手動で設定する必要があります。

手動で構成された DR ストレージの使用
DR ストレージを手動で構成するには、次の手順を実行します。
1. Disaster Recovery が有効フラグを手動で設定します(図 23 : Disaster Recovery が有効（76 ページ）を
参照)
ストレージプールエントリーのボリュームをストレージ複製用に手動で構成する場合は、ストレージプー
ルエントリーの Disaster Recovery が有効チェックボックスに手動でチェックを付けます。ストレージ
複製用に各ボリュームを手動で構成する場合は、ストレージインターフェイスを使用して適切に複製を構
成する必要があります。たとえば、複製グループを作成して複製するボリュームを含める場合、3PAR
StoreServ ストレージでは、これらがリモートコピーグループとなります。
2. 各ボリュームに Disaster Recovery レディを手動で設定します(図 25 : Disaster Recovery レディ（77 ペ
ージ）を参照)
ストレージ複製のためにストレージプールエントリーの各ボリュームを手動で構成したら、このチェック
ボックスにチェックを付けて、そのボリュームが構成済みであり、(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一部である)論理サーバーで使用できることを示します。複製では、Matrix リカバ
リ管理を介して DR 保護を有効にしますが、他の目的にも使用されます。

ストレージのプロビジョニングと DR 構成を自動化する SPM の使用
SPM では、ストレージプールエントリー内のボリュームの構成を自動化できます(3PAR StoreServ ストレー
ジシステムの複製構成を含みます)。この機能を使用するには、SPM でリモートコピー要件付きの SPM テン
プレートを作成し、SAN カタログストレージエントリーを定義する際にそのテンプレートを選択します。テ
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ンプレートの選択では適切な SPM テンプレートを選択できます。重要な情報を示す SPM テンプレート名を
付けることをお勧めします(この場合は、複製されたストレージにリモートコピーを使用しています)。候補の
表示ボタンをクリックすると、適切な候補が返され、そこから選択できます。ストレージプールエントリーを
保存すると、各ボリュームに選択した候補がプロビジョニングされます。SPM では、オンデマンドプロビジ
ョニングを使用してストレージを(複製で)作成できますが、カタログから事前にプロビジョニングして複製を
構成することもできます。SPM テンプレートの定義、リモートコピー要件、その候補選択のガイド方法につ
いて、および SPM での既存のリモートコピーグループの使用、または新しいリモートコピーグループの作成
に関する情報について詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある Storage Provisioning
Manager ユーザーガイドを参照してください。
注記:
SPM のフルフィルメントのために Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによってストレ
ージプールエントリーが自動的に生成される場合、各ボリュームに返される最初の候補が自動的に選択
されます。SPM テンプレートにリモートコピー要件がある場合、プロビジョニングには複製の構成が含
まれます。
注記:
SPM は、Basic Replication と Advanced Replication をサポートします。Remote Copy のアレイ機能を
以下に示します。
1. 基本のリモート複製(一部の 3PAR OS バージョン 3.1.2 MU1 以降では唯一の選択項目)では、管理者
が手動でリモートコピーグループを作成し、SPM によってプロビジョニングされたボリュームを手
動で追加する必要があります。SPM は、オンデマンドプロビジョニング、または事前にプロビジョ
ニングされているストレージを使用できます。
2. 高度なリモート複製(一部の 3PAR OS バージョン 3.2.1 以降では唯一の選択項目)では、SPM によっ
てリモートコピーグループを作成してボリュームを追加できます。3PAR OS 3.2.1 以降では高度な
複製がサポートされていますが、ストレージ管理者は必要に応じて基本の複製のみを可能にするよう
に選択できます。
3. デフォルトのリモートコピー要件を含む SPM テンプレートでは、リモートコピーグループ名をカス
タマイズすることしかできません。リモートコピー要件が読み取り専用である場合は、リモートコピ
ーグループ名をカスタマイズできません。

ストレージの検証
SAN ストレージエントリーを使用している場合(SPM を使わない)、Enterprise Virtual Array (EVA)ストレージ
と Modular Smart Array (MSA)ストレージをオンデマンドでチェックすることで、Virtual Connect 論理サーバ
ーのストレージ構成をオプションで検証することができます。検証では、各ストレージの WWN と LUN ID の
ペアの存在を確認することで、誤りを特定して修正することができます。また、ユーザー定義の値と実際の値
を表示することで、各ストレージボリューム属性を比較します。Matrix OE は、ボリューム定義を検証するた
めにストレージと通信します。
Matrix OE 論理サーバー管理のストレージ検証機能は、次の HPE ディスクアレイでサポートされます。
•
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HPE P2000 G3 MSA ストレージおよび HPE MSA 2040 ファイバーチャネル

ストレージの検証

•

◦ 明示的またはデフォルトのマッピングの使用
◦ MSA SMI-S プロバイダーバージョン 1.1.2 以降
EVA 4x00/6x00/8x00 and HPE P6300/P6350/P6500/P6550

ストレージ検証、および Storage Provisioning Manager (SPM)との統合を含む、Matrix OE 論理サーバー機能
は、P6000 Command View ソフトウェアバージョン 10.2、10.3、10.3.1、10.3.2、および 10.3.3 をサポート
します。サポート対象バージョンの最新情報については、Insight Management サポートマトリックス(http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs)を参照してください。
検証は、SAN カタログストレージエントリーおよび事前設定された SAN カタログストレージエントリーでは
使用できません。カタログベースのストレージは、提示の完了時に検証されます。
ストレージ構成を指定したら、サーバー WWN がストレージポート WWN および LUN と関連付けられている
ことを、検証ボタンを押して確認します。
各ポート用のテーブル行の数は、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用の共有の数に対
応します。

図 26 : SAN ストレージ
重要な設定情報については、SAN ストレージの検証のための Systems Insight Manager の構成（30 ページ）
を参照してください。

Storage Provisioning Manager
HPE Matrix OE の一部として自動的にインストールされる Storage Provisioning Manager (SPM)は、サービス
を中心とするストレージ管理インターフェイスを提供するソフトウェアツールです。これを使用すると、スト
レージカタログで利用可能なストレージサービスにより、HPE ストレージ要求を満たすことができます。こ
れによって、ストレージの管理タスクが安全に自動的に行われます。
SPM を使用すると、ストレージ管理者がストレージボリュームのカタログを定義できます。このようなボリ
ュームは、Matrix OE にストレージプールエントリーとして指定されるストレージ要求と自動的に照合されま
す。照合は、サイズ、RAID レベル、必要なオペレーティングシステムモードと提示の状態、オプションのテ
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キストタグに基づいて行われます。ストレージ管理者は、カタログ全体、アレイ、または個々のボリュームご
とに、ストレージの操作(表示のみ、提示状態の変更、オンデマンドのプロビジョニングの実行など)を実行す
るための適切な権限を付与できます。
ストレージの操作(オペレーティングシステムモードの変更または LUN マスキングの調整など)は、許可され
ている場合は自動的に実行されます。OS モードを変更すると、事前プロビジョニングできるボリュームの数
が自動的に減り、ストレージプールエントリーが論理サーバーに関連付けられるときに Matrix Operating
Environment によってホストモードが適切に調整されます。LUN マスキングを使用すると、オペレーティン
グシステムを展開する前にはデータボリュームが提示されないようにし、オペレーティングシステムのインス
トールが成功した後で再び提示されるようにできます。ストレージ管理者が手動で操作する必要がありませ
ん。
SPM は、論理サーバー管理画面を使用してサーバー管理者からストレージ要求を受けます。次に、存在する
または作成が可能な、要件を満たすすべてのボリュームサービスを検出して、そのリストをストレージプール
エントリーの追加/変更: SAN 画面に戻します。この画面を表示するには、変更 > 論理サーバーストレージプ
ール...を選択してから SAN カタログストレージエントリーまたは事前設定された SAN カタログストレージ
エントリーストレージタイプを選択し、エントリーの追加をクリックします。サーバー管理者はその後に、ス
トレージ要求を満たす適切なボリュームサービスを選択することができます。
SPM の構成の詳細は、Storage Provisioning Manager (SPM)の構成（31 ページ）を参照してください。
デフォルトでは、SPM は SPM_プレフィックスを使用してストレージボリュームを作成します。SPM ストレ
ージテンプレートを定義するときに、ストレージ設計者はカスタムのプレフィクスを指定できます。手動で作
成されたストレージプールエントリーからの SPM プロビジョニングではすべて Matrix Default Storage
Template が使用されます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスのために実行された
SPM プロビジョニングでは、他の SPM ストレージテンプレートを使用することができます。
デフォルトでは、SPM はプレフィックス「LSM」を使用してストレージソリューションにホストエントリー
を作成します。これは、lsa.properties ファイル内に SPM_HOSTNAME_PREFIX プロパティを追加また
は変更することによってカスタマイズできます。ストレージアレイでのホスト名の制限のため、このプレフィ
ックスは 5 文字以下にします。選択しない場合、使用されるデフォルトのプレフィックスは「LSM」です。
ホスト名の残りは、名前の一意性を保証するためにホスト定義内で定義されたイニシエーター WWN です。
デフォルトでは、SPM は、特定のファブリック/ネットワーク上のすべてのコントローラーポートに対してス
トレージをゾーニングします。SPM は 3PAR StoreServ ストレージに対するホワイトリストをサポートして
います(このため、ストレージ管理者はストレージポートのサブセットに SPM を限定できます)。SPM は、ポ
ートグループ(特定のファブリック/ネットワーク上のポートのサブセット)へのゾーニングの概念もサポート
しています。デフォルトでは、SPM はプレフィックス SPM_を使用してゾーンを作成します(これは SPM スト
レージテンプレートでカスタマイズできます)。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある以下を参照してください。
•
•
•
•

Faster Storage Provisioning in the Matrix Operating Environment: use of the Storage Provisioning
Manager storage catalog with controlled storage operations
Storage Provisioning Manager ユーザーガイド
ホワイトペーパー Matrix Operating Environment and Storage Provisioning Manager support for port
groups
SPM のオンラインヘルプは、
https://localhost:8000/help/index.html
を参照してください。
注記:
デフォルトで、Matrix OE は、「localhost」のホスト指定を使用して SPM サービスの検索および通信を
実行します。クラスター環境で Matrix OE から SPM を使用するには、C:\Program Files\HP
\Virtual Server environment\conf\lsa というデフォルトの場所で見つかる
lsa.properties ファイルを編集します。
SPM_HOSTlocalhost プロパティを、<SPM_HOST><cluster FQDN>に変更します。
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図 27 : SPM 環境を構成するアプリケーション、サーバー、アレイの関係
注記:
SPM の現在のリリースでは、Modular Smart Array (MSA)はサポートされていません。

Operations Orchestration ワークフロー
標準的な Matrix OE ソリューションは、Virtual Connect を使用する BladeSystem c-Class サーバーに革新的な
サポートを提供します。Matrix OE は、Virtual Connect を介してサーバーに関する情報を収集して、電源を操
作できます。Matrix OE は、ストレージに関する情報を収集できます。また、Storage Provisioning Manager
と組み合わせて使用すると、ホストモードの変更、LUN のマスキング、ボリュームの作成、SAN のゾーニン
グといった操作を実行できます。この革新的なサポートに加えて、Matrix OE によってサポートされるサーバ
ーを HPE Operations Orchestration (OO)ワークフローを介して拡張できます。インフラストラクチャオーケ
ストレーションの Matrix OE ソリューションには、Virtual Connect を使用していない ProLiant および Integrity
iLO2 以降のサーバーを含むサーバーに対する OO ワークフローのリファレンス実装が含まれており、必要に
応じて他の HPE サーバータイプ用にカスタマイズすることができます。
以下の各セクションでは、Matrix OE ソリューションの拡張サーバーアダプター(ESA)コンポーネント、構成
手順、ならびにサーバーワークフローのカスタマイズ方法について説明します。

Operations Orchestration ワークフロー
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拡張サーバーアダプター
拡張サーバーアダプター(ESA)は、論理サーバーおよび Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに
対するサーバー操作を提供します。Matrix OE には、Virtual Connect を使用していない BladeSystem サーバ
ーまたはラックマウント型サーバーに対するリファレンス実装が含まれています。電源操作は、特定の環境に
対してカスタマイズが可能な Operations Orchestration ワークフローを使用して iLO 経由で直接実行されま
す。
ESA で使用される Operations Orchestration は、OO エンジンという形態に組み込まれています。OO エンジ
ンは、Insight Management の機能を拡張するためのワークフローを定義し、利用します。OO は、データセ
ンターの IT リソースのメンテナンス、トラブルシューティング、補修、プロビジョニングを行う、構造化シ
ーケンス(操作フロー)のアクションを作成したり使用したりするためのシステムです。
ESA で OO ワークフローを開始するには、OO 認証情報を構成する必要があります。ESA の構成の詳細は、
拡張サーバーアダプター(ESA)の構成（32 ページ）を参照してください。
Operations Orchestration および ESA について詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にあるホ
ワイトペーパー Server Workflows for Matrix Operating Environment を参照してください。
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データベースユーティリティ LSMUTIL
LSMUTIL コマンド
LSMUTIL は、コマンドラインまたは DOS バッチファイルから実行できるツールです。LSMUTIL は、Matrix
OE データベース内の論理サーバーテーブルから情報を読み取ります。ユーザーが選択したオプションに基
づいて、スクリプトは論理サーバーとストレージプールエントリーに関する情報をエクスポートするか、指定
した XML ファイルからインポートされる情報でシステムを更新します。
注記:
LSMUTIL を使用すると、論理サーバー画面を使用しないでストレージプールエントリーを作成できま
す。また、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションで作成された論理サーバーがローカルデ
ィスクを使用するように構成できます。詳しくは、論理サーバーストレージでの LSMUTIL の使用（93
ページ）を参照してください。
LSMUTIL のコマンドラインは次のとおりです。
lsmutil -option parameter > filename

LSMUTIL オプション
LSMUTIL のコマンド行では、以下のオプションとパラメーターを指定できます。オプションを指定しない場
合は、-help が使用されます。
特定のコマンドの詳細なオンラインヘルプを表示するには、help パラメーターを指定します。たとえば、
import コマンドの詳細を表示するには、lsmutil -import -help コマンドを使用します。
注記:
以下の注記が適用されます。
•
•
•

コマンド-list にパラメーター-cr、-ls、または-spe が指定され、それ以外のパラメーターが指
定されない場合、デフォルトは all となります。
コマンド-export にパラメーター-an または-spe が指定され、それ以外のパラメーターが指定され
ない場合、デフォルトは all となります。
画面の出力をファイルにリダイレクトするには、以下のようにコマンドを入力します。
lsmutil –list –ls –file filename.txt ファイルパラメーターが不要で、出力を画面に直接
出力するコマンド(list、reserve、unreserve、および version など)の場合、次のような方法
で画面出力をファイルにリダイレクトできます。lsmutil –list –ls > filename.txt

データベースユーティリティ LSMUTIL
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表 10 : LSMUTIL オプション
オプショ
ン

パラメーター

説明

-export

-an [-vc | -oowf] [names names] -file
filename

管理対象リソースエントリーの注釈を、
指定したファイルに XML フォーマット
でエクスポートします。生成された
XML ファイルは、変更したりインポート
したりして、自動的に検出されないロー
カルディスク情報の作成や変更を行うこ
とができます。出力ファイル名を指定す
る必要があります。以下のリストにエク
スポートパラメーターを定義します。
•

•

vc パラメーター - Virtual Connect ベ
ースのエントリーがエクスポートさ
れます。
oowf パラメーター - Operations
Orchestration ワークフローベースの
エントリーがエクスポートされます。

パラメーター names は、コンマ区切りの
管理対象リソースエントリーの名前のリ
ストとなります。

表は続く

84

データベースユーティリティ LSMUTIL

オプショ
ン

パラメーター

説明

-spe [-available | -vm | - ストレージプールエントリーを XML フ
vc | -oowf] [-names
ァイルにエクスポートします。出力ファ
names] -file filename
イル名を指定する必要があります。
以下のリストにエクスポートパラメータ
ーを定義します。
•

•

•

•

available パラメーター - 利用可能
なストレージプールエントリーが一
覧表示されます。
vm パラメーター - 仮想マシンベース
のストレージプールエントリーがエ
クスポートされます。
vc パラメーター - Virtual Connect ベ
ースのストレージプールエントリー
がエクスポートされます。
oowf パラメーター - Operations
Orchestration ワークフローベースの
エントリーがエクスポートされます。

パラメーター[names]は、ストレージプー
ルエントリーの名前の、コンマ区切りの
リストにすることもできます。
注記:
SPE のエクスポートまたはインポ
ート機能には、下層の SPM サービ
スおよびボリュームへの参照を保
持するために必要プロパティは含
まれません。
–ls -file filename

-help

-import

論理サーバーエントリーを XML ファイ
ルにエクスポートします。このファイル
は変更してからインポートできます。
LSMUTIL スクリプトの有効なオプショ
ンを一覧にします。オプションが指定さ
れない場合は、これがデフォルトオプシ
ョンになります。

-an -file filename

管理対象リソースエントリーの注釈を、
指定したファイルから XML フォーマッ
トでインポートします。
入力ファイル名を指定する必要がありま
す。

表は続く
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オプショ
ン

パラメーター

説明

-spe -file filename

ストレージプールエントリーを XML フ
ァイルからインポートします。入力ファ
イル名を指定する必要があります。この
ファイルのデータでシステムの情報が更
新されます。
注記:
-import -spe オプションは、カタロ
グベース(SPM ベース)のストレー
ジプールエントリーでは使用でき
ません。
SPE のインポートまたはエクスポ
ート機能には、下層の SPM サービ
スおよびボリュームへの参照を保
持するために必要プロパティは含
まれません。

-ls -file filename

論理サーバーエントリーを XML ファイ
ルからインポートします。以前にエクス
ポートした論理サーバーを変更します。
XML から定義済みの論理サーバー定義
をインポートすることによって、複数の
論理サーバーエントリーを作成します。
注記:
ストレージエントリーは、ストレ
ージプール内にはなく、SPM を使
用して作成されたボリュームでな
ければ、-import -ls オプション
の一部として、作成したり、変更
したりできます。プールされるス
トレージエントリーおよび SPM
ストレージエントリーは、import -spe オプションの一部
として作成することができます。
作成後は、インポートされた論理
サーバーが参照することができま
す。

表は続く
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オプショ
ン

パラメーター

説明

-list

-cr [-vm | -vc | -oowf] [xml] [-names names] [file filename]

all、vm、vc、および oowf の管理対象
リソースに関する短い一覧を ASCII 形式
で SYSOUT に出力します。-xml パラ
メーターを指定すると、管理対象リソー
スの長い一覧が XML 形式で出力されま
す。
以下のリストに管理対象リソースのパラ
メーターを定義します。
•
•
•

vm パラメーター - 仮想マシンベース
の管理対象リソース。
vc パラメーター - Virtual Connect ベ
ースの管理対象リソース。
oowf パラメーター - Operations
Orchestration ワークフローベースの
管理対象リソース。

パラメーター names は、コンマ区切りの
管理対象リソースの名前のリストとなり
ます。
-ls [-active | -inactive][details] [-xml] [-names
names] [-file filename]

all、active、あるいは inactive の論
理サーバーに関する短い一覧を ASCII 形
式で SYSOUT に出力します。
-details パラメーターを指定すると、
論理サーバーのより詳細な一覧が表示さ
れます。このリストを names パラメー
ターと一緒に使用することにより、特定
の論理サーバーの詳細を検索することが
できます。-xml パラメーターを指定す
ると、論理サーバーの長い一覧が XML 形
式で出力されます。パラメーター
[names]は、論理サーバーの名前の、コン
マ区切りのリストにすることもできま
す。

表は続く
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オプショ
ン

パラメーター

説明

-spe [-available | -vm | vc | -oowf] [-details] [xml] [-names names][file filename]

すべての available、vm、vc、または
oowf のストレージプールエントリーに
関する短い一覧を ASCII フォーマットで
出力します。-xml パラメーターを指定
すると、ストレージプールエントリーの
長い一覧が XML 形式で SYSOUT に送信
されます。以下のリストに、各パラメー
ターに対して表示される内容を示しま
す。
•

•

•

•

available パラメーター - 利用可能
なストレージプールエントリーが一
覧表示されます。
vm パラメーター - 仮想マシンベース
のストレージプールエントリーが一
覧表示されます。
vc パラメーター - Virtual Connect ベ
ースのストレージプールエントリー
が一覧表示されます。
oowf パラメーター - Operations
Orchestration ワークフローベースの
ストレージプールエントリーが一覧
表示されます。

-details パラメーターを指定すると、
ストレージプールエントリーの詳細な一
覧が表示されます。このリストを
names パラメーターと一緒に使用する
ことにより、特定の SPE の詳細を検索す
ることができます。
パラメーター[names]は、ストレージプー
ルエントリーの名前の、コンマ区切りの
リストにすることもできます。
-wwn -startWWN wwn
[-range n] [-lsm] [-free]
[-file filename]

指定の WWN (必須)で始まる WWN の短
いリストを、ASCII 形式で出力します。
以下のリストにパラメーターを示しま
す。
•
•
•

range - クエリする WWN の数を指定
します。
lsm -「LSA」または「LSARES」が所
有する WWN のみが返されます。
free - ステータスが「free」の WWN
のみが返されます。

表は続く
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オプショ
ン

パラメーター

説明

-reserve

指定した Virtual Connect ドメイングル
-wwn [WWN|
ープに、指定した WWN またはイニシエ
DomainGroupName
NumberofWWNs] –help ーター WWN を事前に割り当てます。
予約済みの WWN を ASCII フォーマッ
トで標準出力に表示します。
DomainGroupName を入力する場合、
Virtual Connect ドメイングループ名と 1
～100 の整数を指定してください。以下
のいずれかのフォーマットで指定できま
す。
•
•

-reserve -wwn
08:03:24:34:AE:89:21:99
-reserve –wwn
DomainGroupName 32

lsmutil -reserve -wwn 以外の指定
も行う場合、DomainGroupName と
WWN の予約数、または予約する単一の
WWN を指定する必要があります。
予約オプションに-wwn パラメーターの
みを指定する場合、利用可能なドメイン
グループが表示されます。
WWNsToUnreserve
unreserve

コンマやセミコロンで区切られた一覧の
WWN を割り当て解除します。

-activate

-names names -target
targetname [-force]

指定したターゲットで指定した論理サー
バーの使用を開始します。targetname
は、HPE SIM システムページに表示され
るターゲットの優先システム名です。通
常、これはホストの名前か、ブレードの
シリアル番号です。パラメーター
[names]は、論理サーバーの名前の、コン
マ区切りのリストにすることもできま
す。-force を使用すると、使用開始を試
みる前に確認チェックが実行されませ
ん。

deactivat
e

-names names [-force]

指定した論理サーバーの使用を停止しま
す。-force を使用すると、使用停止を試
みる前に確認チェックが実行されませ
ん。
パラメーター[names]は、論理サーバーの
名前の、コンマ区切りのリストにするこ
ともできます。

表は続く
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オプショ
ン

パラメーター

説明

-delete

-names names [-force]

指定した論理サーバーを削除します。force を使用すると、削除を試みる前に確
認チェックが実行されません。パラメー
ター[names]は、論理サーバーの名前の、
コンマ区切りのリストにすることもでき
ます。

unmanag
e

-names names [-force]

指定した論理サーバーの管理を停止しま
す。-force を使用すると、コマンドを試
みる前に確認チェックが実行されませ
ん。パラメーター[names]は、論理サーバ
ーの名前の、コンマ区切りのリストにす
ることもできます。

-clear

-causes causes -spe names names

次のように、指定した SPE から 2 つの操
作不能原因を除去します。
•
•

unmanaged (管理解除)
duplicated (複製)

このコマンドは、RDM ストレージを使用
しているときに発生する可能性のある 2
つのストレージ状態を除去するために使
用できます。Matrix OE は、ストレージが
別のどこかで使用中である場合、RDM に
これらの状態を設定します。このような
状態がすでに解消されているとわかって
いる場合は、このコマンドを使用してこ
れらのエラーを除去することができま
す。
コマンドラインには、unmanaged (管理
解除)または duplicated (複製)として 1 つ
または両方の原因を指定できます。
パラメーター[names]は、ストレージプー
ルエントリーの名前の、コンマ区切りの
リストにすることもできます。
注意:
これらの原因を除去する前に、こ
のような状況がすでに解消されて
いることを必ず確認してくださ
い。
createDB

[-force]

LSM データベースの空白コピーを作成
します。-force スイッチを指定しない
と、確認が求められます。

表は続く
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-deleteDB [-force]

説明
Matrix OE データベース内の LSM 論理
サーバーテーブルを削除します。-force
スイッチを指定しないと、確認が求めら
れます。
警告:
この操作の結果として、Matrix OE
データベースからサーバーテーブ
ルが失われる場合があります。

[-force]
upgradeD
B

LSM データベースをインストール済み
製品バージョンにアップグレードしま
す。-force スイッチを指定しないと、確
認が求められます。

-inventory [-vm | -vc]

すべて、vm、または vc エントリーのホ
ストを XML 形式で sysout に出力しま
す。
•

vm - 仮想マシン管理

•

で制御されるホストを出力します。
vc - VCEM で制御されるホストを出
力します。

一覧があると、CMS 問題のデバッグに便
利です。

表は続く
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オプショ
ン

パラメーター

説明

-remove

-cr {-vm | -vc} [-force]
uuid

関連付けられた演算リソースを LSM デ
ータベースから削除します。また、デー
タベース内の他のオブジェクトから演算
リソースの参照を削除します。vm パラ
メーターまたは vc パラメーターが必要
です。
•
•

vm - 仮想マシンベースの演算リソー
ス。
vc - Virtual Connect ベースの演算リ
ソース。

指定した演算リソースは、その uuid を使
用して削除されます。uuid は、<uuid>タ
グ内の XML CR リスト"lsmutil -list -cr xml"から見つかります。
-force スイッチを指定しないと、確認が
求められます。
警告:
この操作の結果として、演算リソ
ースと、LSM データベース内の他
のオブジェクトから演算リソース
への参照が失われる場合がありま
す。
-version

Matrix OE の現在のバージョンと、Matrix
OE データベース内にある論理サーバー
テーブルのバージョンを標準出力に表示
します。これらのバージョン番号は一致
していても、一致していなくても構いま
せん。

LSMUTIL の例
C:\>lsmutil -list -ls
Logical Server List on host labmachine at 2011-01-17 10:05:46
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Server Name
VCDG
Storage WWN
testls_esx_inactive

Type

Arch

ESX

ProLnt NEW

testls_esx_nosan

ESX

ProLnt NEW

testls_hyperv_active

HyperV

ProLnt ACTIVE

testls_hyperv_inactive

HyperV

ProLnt INACTIVE

testls_vc_active

VCBlade

ProLnt ACTIVE

LSMUTIL の例

State

Cup1
50:06:0B:00:05:00:00:44
testls_vc_inactive
Cup1
50:06:0B:00:05:00:00:3E

50:06:0B:00:05:00:00:46
VCBlade
ProLnt NEW

論理サーバーストレージでの LSMUTIL の使用
LSMUTIL コマンドラインインターフェイスを使用して、以下を実行します。
•
•
•
•

Matrix OE ビジュアル化の論理サーバーストレージ画面を使用せずに、ストレージ情報を変更して複数の
ストレージプールエントリーを作成します(複数のストレージプールエントリーの作成を参照)。
ストレージプールエントリーを定義するサーバー管理者と、ストレージの作成、提供およびゾーニングを
行うストレージ管理者の間の情報伝達を促進します(ストレージ情報のインポートとエクスポートを参照)。
ストレージ事前割り当てのためにイニシエーター WWN を要求します(ストレージの事前割り当てのため
のサーバー(イニシエーター) WWN の要求を参照)。
サーバー情報を変更してローカルディスクの詳細を含めます(ローカルディスク情報による物理サーバー
の変更を参照)。

ストレージ情報のインポートとエクスポート
LSMUTIL には 2 つのオプション(-export -spe および-import -spe)があり、ストレージプールエントリ
ーを定義するサーバー管理者と、ストレージの作成、提供およびゾーニングを行うストレージ管理者の間の情
報伝達が促進されます。
注記:
ストレージプールエントリーを XML ファイルにエクスポートして、そのストレージプールエントリーを
削除し、その後、保存したストレージプールエントリーを XML ファイルからインポートする使用事例で
は、新しい SPM サービスが作成されることになります(削除したストレージプールエントリーの以前の
SPM サービスは削除されます)。
lsmutil -export -spe コマンドで生成される XML ファイルには、既存のストレージプールエントリーを
表す<StorageEntry>要素がいくつか含まれます。それぞれの要素にはプロパティや要素がタグで指定され
ています。
注記:
論理サーバー内のストレージ定義は、SPM ベースのストレージおよびプールされるストレージを除き、
インポートおよびエクスポート SPE コマンドをサポートするすべてをサポートします。-import spe コマンドを使用して、SPM ストレージおよびプールされるストレージを定義できます。定義した後
は、論理サーバーから作成されたそのストレージを参照することができます。この場合、ストレージエ
ントリーの名前のみが論理サーバー内で必要とされ、Matrix OE はそのストレージを、ストレージエン
トリーが使用可能であることを想定する論理サーバーに自動的に接続します。ストレージエントリーか
らサーバー WWN が自動的に選択され、論理サーバーに割り当てられます。プールされるストレージエ
ントリーおよび SPM ベースのストレージエントリーの作成について詳しくは、ストレージ情報のイン
ポートとエクスポート（93 ページ）を参照してください。
エクスポートされた XML ファイルの<Volume>指定は、サーバー管理者からの要求を表します。ストレージ
管理者は、要求されたストレージボリュームの作成、提供、ゾーニングを行うときに、<ServerWWN>要素内
で<WWN>タグの付いたイニシエーター WWN を使用できます。ストレージのコントローラーポート WWN
(および LUN 番号)は、<SanVolumePath>要素で編集できます。
lsmutil –import –spe コマンドが入力されると、Matrix OE は XML ファイルのストレージプールエント
リーの照合を<id>要素に基づいて行います。一致する<id>が検出されると、XML ファイルの情報が使用さ
れて、ストレージプールエントリーが更新されます(たとえば、ストレージのコントローラーポート WWN お
よび LUN 番号などの情報を追加し、場合によっては追加のポートと WWN を定義します)。例の XML ファイ
ルをストレージのインポートとエクスポートのための XML ファイルの例（108 ページ）に示します。

論理サーバーストレージでの LSMUTIL の使用
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論理サーバーでの LSMUTIL の使用
ストレージの作成および変更に関する LSMUTIL のサポートに基づいて、LSMUTIL は論理サーバーの作成お
よび変更にも使用されます。これは、作成のスクリプト、または論理サーバーや論理サーバーグループの編集
に関するメカニズムを提供します。
LSMUTIL コマンドラインインターフェイスを使用して、以下を実行します。
•
•

Matrix OE ビジュアル化の論理サーバー画面を使用せずに複数の論理サーバーを作成します。
Matrix OE 画面を使用せずに論理サーバー定義を変更します。

LSMUTIL 論理サーバーオプションについて詳しくは、次の表を参照してください。

表 11 : LSMUTIL 論理サーバーオプション
LSMUTIL オプション

目的

-export –ls -file filename 1

論理サーバーエントリーを XML ファイルにエクスポ
ートします。このファイルは変更してからインポー
トできます。

-import -ls -file filename

論理サーバーエントリーを XML ファイルからインポ
ートします。以前にエクスポートした論理サーバー
を変更します。XML から定義済みの論理サーバー定
義をインポートすることによって、複数の論理サーバ
ーエントリーを作成します。
注記:
ストレージエントリーは、ストレージプール内
にはなく、SPM を使用して作成されたボリュ
ームでなければ、-import -ls オプションの
一部として、作成したり、変更したりできま
す。プールされるストレージエントリーおよ
び SPM ストレージエントリーは、-import spe オプションの一部として作成することが
できます。作成後は、インポートされた論理サ
ーバーが参照することができます。

1

-export –ls -file filename パラメーターについて詳しくは、LSMUTIL オプション（83 ページ）を
参照してください。

論理サーバー情報のインポートとエクスポート
LSMUTIL には、-export –ls と-import -ls の 2 つのオプションが含まれています。
既存の論理サーバーを表す複数の<LogicalServer>要素を含む lsmutil -export –ls コマンドで生成さ
れる XML ファイル。それぞれの要素にはプロパティや要素がタグで指定されています。XML ファイル内の
プロパティは、Matrix OE GUI を介して編集できる論理サーバーのプロパティに対応しています。これらに
は、名前、説明、オペレーティングシステム、CPU 要件、メモリ要件、ネットワーク定義、ストレージ定義
などのプロパティのタグが含まれます。論理サーバーのエクスポート(-export –ls)、生成された XML の編
集、論理サーバーのインポート(-import -ls は、Matrix OE GUI を介した論理サーバーの編集と機能的に同
等です。論理サーバーの XML ファイル内で定義可能なタグおよび値については、データベースユーティリテ
ィ LSMUTIL: 論理サーバー定義 XSD ファイル（95 ページ）を参照してください。
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既存の論理サーバーでの LSMUTIL の使用
lsmutil –import -ls コマンドが入力されると、Matrix OE は、XML ファイルの論理サーバーエントリー
の照合を<id>要素に基づいて行います。一致する<id>が検出されると、XML ファイル内の情報は論理サーバ
ーエントリーの更新(たとえば、メモリ要件などの情報を変更する)ために使用されます。データベースユーテ
ィリティ LSMUTIL: 論理サーバーのインポートとエクスポートに関する XML ファイルの例（102 ページ）
は、論理サーバーのインポートとエクスポートに関する XML ファイルの例です。

新しい論理サーバーの作成
–import -ls オプションは、論理サーバーの一括作成にも使用できます。論理サーバーを作成するには、サ
ーバー管理者は、名前、OS、ポータビリティグループ、CPU とメモリの要件、ネットワークとストレージの
定義などの論理サーバーに関する詳細情報を XML ファイルに追加します。lsmutil –import -ls コマン
ドを入力すると、XML ファイルに指定された定義の対応する論理サーバーエントリーが作成されます。Matrix
OE は、新たに作成された論理サーバーエントリーに ID 値を自動的に割り当てます。管理者は、データベー
スユーティリティ LSMUTIL: 論理サーバー定義 XSD ファイル（95 ページ）のファイルで定義したように要
素を XML ファイルに指定する必要があります。データベースユーティリティ LSMUTIL: 論理サーバーのイ
ンポートとエクスポートに関する XML ファイルの例（102 ページ）は、論理サーバーのインポートとエクス
ポートに関する XML ファイルの例です。
データベースユーティリティ LSMUTIL: 論理サーバー定義 XSD ファイル
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://
hp.com/ae/model/ServiceModel"
xmlns="http://hp.com/ae/model/ServiceModel" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="LogicalServers" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LogicalServer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"
minOccurs="1" />
<xs:element name="portabilityGroupName"
type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="id" type="xs:int" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="description" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="architecture" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="operatingSystem" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="osVariation" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="resourceName" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="vmVersion" type="xs:int"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="enableHA" type="xs:boolean"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="drProtected" type="xs:boolean"
nillable="true" minOccurs="0" />
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<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" />

name="memoryMb" type="xs:int"
name="baseMemory" type="xs:int"
name="floatMemory" type="xs:int"
name="cpuCores" type="xs:int"
name="cpuSpeedGHz" type="xs:float"
name="cpu64Bit" type="xs:boolean"

<xs:element name="vmDatastore" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="StorageEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="name"
type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="type"
default="UNKNOWN" minOccurs="0" >
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="UNKNOWN" />
<xs:enumeration
value="SAN" />
<xs:enumeration
value="FILE" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="volumeType"
nillable="true" default="UNKNOWN" minOccurs="0" >
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="UNKNOWN" />
<xs:enumeration
value="LSM" />
<xs:enumeration
value="SPM_MANUAL_GENERATED_PRE_PRESENTED" />
<xs:enumeration
value="SPM_MANUAL_GENERATED" />
<xs:enumeration
value="SPM_AUTO_GENERATED" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="description"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="id" type="xs:int"
nillable="true" minOccurs="0" />
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<xs:element name="portabilityGroupName"
type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="memberType"
default="UNKNOWN" minOccurs="0" >
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="UNKNOWN" />
<xs:enumeration
value="VCDOMAINGROUP" />
<xs:enumeration
value="ESX" />
<xs:enumeration
value="HYPERV" />
<xs:enumeration
value="HPVM" />
<xs:enumeration
value="XENSERVER" />
<xs:enumeration
value="ILO" />
<xs:enumeration
value="OOWF" />
<xs:enumeration
value="USERDEFINED" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="useRedundancy"
type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="operatingSystem"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="sharers"
type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="tag" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xs:element name="Volume" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="volumeNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="storageSize" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="storageSizeType" default="MB" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="MB" />
<xs:enumeration
value="GB" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
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name="minStorageSize" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="maxStorageSize" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="raidLevel" default="NONE" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="NONE" />
<xs:enumeration
value="RAID0" />
<xs:enumeration
value="RAID1" />
<xs:enumeration
value="RAID4" />
<xs:enumeration
value="RAID5" />
<xs:enumeration
value="RAID6" />
<xs:enumeration
value="RAID01" />
<xs:enumeration
value="RAID05" />
<xs:enumeration
value="NA" />
<xs:enumeration
value="RAID3" />
<xs:enumeration
value="RAID10" />
<xs:enumeration
value="RAID50" />
<xs:enumeration
value="RAID60" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="bootDisk"
type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="useRedundancy" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="presented" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="tag"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element
name="spmTemplateName" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="datastore" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="vmRdmAccess" default="UNKNOWN" nillable="true" minOccurs="0" >
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="UNKNOWN" />
<xs:enumeration
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value="PHYSICAL" />
<xs:enumeration
value="VIRTUAL" />

name="provisioningType" default="UNDECIDED"

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
nillable="true" minOccurs="0" >
<xs:simpleType>
<xs:restriction

base="xs:string">
<xs:enumeration
value="UNDECIDED" />
<xs:enumeration
value="THIN" />
<xs:enumeration
value="THICK" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="SanVolumePath" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="pathNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="targetWWN" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="LUN" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="priority" default="DISABLED" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="PRIMARY" />
<xs:enumeration value="SECONDARY" />
<xs:enumeration value="USEBIOS" />
<xs:enumeration value="DISABLED" />
</
xs:restriction>
</
xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="port" type="xs:int" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
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<xs:element name="SanPort"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="portNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="hidden"
type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="portSpeed" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="customPortSpeed" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="fabric"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element
name="ServerWWN" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="wwnNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="WWN" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element
name="type" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element
name="nodeValue" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element
name="allocatedValue" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element
name="ready" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="inProfile" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Network" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="name"
type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="networkNumber"
type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="description"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="networkPxe"
default="DISABLED" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
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<xs:enumeration
value="ENABLED" />
<xs:enumeration
value="DISABLED" />
<xs:enumeration
value="USEBIOS" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="directIO"
type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="portSpeedType"
default="Auto" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="Auto" />
<xs:enumeration
value="Custom" />
<xs:enumeration
value="Preferred" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="minPortSpeed"
type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="maxPortSpeed"
type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="forceUplinkSets"
type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="uplinkSetName"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="multipleNetwork"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="vlanName"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="untaggedNetwork" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="vlanId"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element
name="vlanUplinkSetName" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="switchType"
default="STANDARD" nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:enumeration
value="STANDARD" />
<xs:enumeration
value="LOGICAL" />
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="vmNetworkName"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="subnetName"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="portClassification"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="vlanId"
type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="hideUnusedFlexNics"
type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
データベースユーティリティ LSMUTIL: 論理サーバーのインポートとエクスポートに関する XML ファイルの例
以下は、Virtual Connect ベースの論理サーバー、2 つのストレージエントリー、2 つの定義されたネットワー
クを含む XML ファイルの例です。ストレージエントリーの 1 つはプールされるため、論理サーバーはこのス
トレージエントリーをその名前で参照します。もう一方のストレージエントリーは、論理サーバーのローカル
に配置されるため、XML 内に完全に定義されます。
注記:
定義内の<id>26</id>は、以前にエクスポートした論理サーバーとしてこれを識別します。(
「26」の値は
参照用に使用する内部 ID です)。インポート時に、この値はデータベース内の既存の論理サーバーの検
索に使用されます。その論理サーバーは、XML ファイルの変更された値で更新されます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LogicalServers xmlns="http://hp.com/ae/model/ServiceModel">
<LogicalServer>
<name>Sample_VC_LogicalServer</name>
<portabilityGroupName>libra_vcdg</portabilityGroupName>
<id>26</id>
<description>This is a sample logical server</description>
<architecture>Proliant</architecture>
<operatingSystem>Microsoft Windows</operatingSystem>
<osVariation>unspecified</osVariation>
<resourceName>vsels_Sample_VC_LogicalServer</resourceName>
<vmVersion>0</vmVersion>
<enableHA>false</enableHA>
<drProtected>false</drProtected>
<memoryMb>4096</memoryMb>
<baseMemory>0</baseMemory>
<floatMemory>0</floatMemory>
<cpuCores>2</cpuCores>
<cpuSpeedGHz>1.0</cpuSpeedGHz>
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<cpu64Bit>false</cpu64Bit>
<StorageEntry>
<name>Sample_VC_LogicalServer_lss_615</name>
<type>SAN</type>
<volumeType>UNKNOWN</volumeType>
<description></description>
<id>27</id>
<portabilityGroupName>libra_vcdg</portabilityGroupName>
<memberType>VCDOMAINGROUP</memberType>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<operatingSystem>Microsoft Windows</operatingSystem>
<sharers>1</sharers>
<Volume>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<storageSize>30000</storageSize>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<minStorageSize>0</minStorageSize>
<maxStorageSize>0</maxStorageSize>
<raidLevel>RAID1</raidLevel>
<bootDisk>false</bootDisk>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<presented>false</presented>
<vmRdmAccess>UNKNOWN</vmRdmAccess>
<provisioningType>UNDECIDED</provisioningType>
<SanVolumePath>
<pathNumber>1</pathNumber>
<targetWWN>CC:01:43:80:02:A3:00:52</targetWWN>
<LUN>2</LUN>
<priority>PRIMARY</priority>
<port>1</port>
</SanVolumePath>
</Volume>
<SanPort>
<portNumber>1</portNumber>
<hidden>false</hidden>
<portSpeed>5</portSpeed>
<customPortSpeed>0</customPortSpeed>
<fabric>FCOE_SAN_1</fabric>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:01:43:80:02:A3:00:52</WWN>
<type>0</type>
<nodeValue>50:01:43:80:02:A3:00:53</nodeValue>
<allocatedValue>50:01:43:80:02:A3:00:52</allocatedValue>
<ready>false</ready>
<inProfile>false</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>
<SanPort>
<portNumber>2</portNumber>
<hidden>true</hidden>
<portSpeed>0</portSpeed>
<customPortSpeed>0</customPortSpeed>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:01:43:80:02:A3:00:4C</WWN>
<type>0</type>
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<nodeValue>50:01:43:80:02:A3:00:4D</nodeValue>
<allocatedValue>50:01:43:80:02:A3:00:4C</allocatedValue>
<ready>false</ready>
<inProfile>false</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>
</StorageEntry>
<StorageEntry>
<name>libra_vcdg_PoolEntry_14</name>
</StorageEntry>
<Network>
<name>GoodTrunk</name>
<networkNumber>1</networkNumber>
<description>NIC1</description>
<networkPxe>DISABLED</networkPxe>
<directIO>false</directIO>
<portSpeedType>Auto</portSpeedType>
<minPortSpeed>0</minPortSpeed>
<maxPortSpeed>0</maxPortSpeed>
<switchType>STANDARD</switchType>
</Network>
<Network>
<name>ZKO_LABA_NET</name>
<networkNumber>2</networkNumber>
<description>NIC2</description>
<networkPxe>DISABLED</networkPxe>
<directIO>false</directIO>
<portSpeedType>Auto</portSpeedType>
<minPortSpeed>0</minPortSpeed>
<maxPortSpeed>0</maxPortSpeed>
<switchType>STANDARD</switchType>
</Network>
</LogicalServer>
</LogicalServers>

複数のストレージプールエントリーの作成
–import –spe オプションは、カタログベースではないストレージプールエントリーを作成するためにも使
用できます。論理サーバーで使用されるさまざまな事前割り当て済みストレージボリュームをインポートし
て、ストレージプールエントリーを一括作成するメカニズムが提供されます。
–import –spe オプションは、論理サーバーで使用されるさまざまな事前割り当て済みストレージボリュー
ムをインポートすることでストレージプールエントリーを一括作成するメカニズムを提供してストレージプ
ールエントリーを作成するために、または Storage Provisioning Manager の自動機能によって SPM ベースの
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ます。プールされるストレージエントリーおよび
SPM ベースのストレージエントリーの作成について詳しくは、カタログベースのストレージプールエントリ
ーのインポート XML（110 ページ）を参照してください。
前もって非 SPM ストレージプールエントリーを作成するために、ストレージ管理者は XML ファイルにスト
レージボリュームの詳細を設定します。lsmutil –import –spe コマンドを入力すると、XML ファイルに
指定されたストレージボリュームに対応するストレージプールエントリーが作成されます。Matrix OE は、新
たに作成されたストレージプールエントリーに ID 値を自動的に割り当てます。
ストレージ管理者は、XSD ファイルでのストレージ定義（105 ページ）で定義されているような XSD ファイ
ルに含まれる要素を XML ファイルに指定する必要があります。例の XML ファイルをストレージのインポー
トとエクスポートのための XML ファイルの例（108 ページ）に示します。指定する要素は、<name>、
<description>、<type>(SAN)、<portabilityGroupName>などです。<sharers>の数は 1 以上にする
必要があります。
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XSD ファイルでのストレージ定義
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://
hp.com/ae/model/ServiceModel"
xmlns="http://hp.com/ae/model/ServiceModel" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="StorageEntries" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="StorageEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="type" type="xs:string" nillable="true"
minOccurs= "0" />
<xs:element name="description" type="xs:string" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="id" type="xs:int" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="portabilityGroupName" type="xs:string"
minOccurs="0" />
<xs:element name="memberType" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name=>"useRedundancy" type="xs:boolean"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="operatingSystem" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="sharers" type="xs:int" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="tag" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xs:element name="Volume" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="volumeNumber" type="xs:int"
minOccurs="0" />
<xs:element name="storageSize" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="storageSizeType" default="MB" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="MB" />
<xs:enumeration value="GB" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="minStorageSize" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="maxStorageSize" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="raidLevel" default="NONE" nillable="true"
minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string"
<xs:enumeration value="NONE" />
<xs:enumeration value="RAID0" />
<xs:enumeration value="RAID1" />
<xs:enumeration value="RAID4" />
<xs:enumeration value="RAID5" />
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<xs:enumeration value="RAID6" />
<xs:enumeration value="RAID01" />
<xs:enumeration value="RAID05" />
<xs:enumeration value="NA" />
<xs:enumeration value="RAID3" />
<xs:enumeration value="RAID10" />
<xs:enumeration value="RAID50" />
<xs:enumeration value="RAID60" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="bootDisk" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="useRedundancy" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="presented" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="SanVolumePath" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="pathNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="targetWWN" type="xs:string" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="LUN" type="xs:string" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="priority" default="DISABLED"
nillable="true" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="PRIMARY" />
<xs:enumeration value="SECONDARY" />
<xs:enumeration value="USEBIOS" />
<xs:enumeration value="DISABLED" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="port" type="xs:int" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SanPort" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="portNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="hidden" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="portSpeed" type="xs:int" minOccurs="0" >
<xs:element name="customPortSpeed" type="xs:int" minOccurs="0" />
<xs:element name="fabric" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ServerWWN" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element
<xs:element
<xs:element
<xs:element
<xs:element

name="wwnNumber" type="xs:int" minOccurs="0" />
name="WWN" type="xs:string" minOccurs="0" />
name="type" type="xs:int" minOccurs="0" />
name="nodeValue" type="xs:string" minOccurs="0">
name="allocatedValue" type="xs:string"

minOccurs="0">
<xs:element name="ready" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="inProfile" type="xs:boolean" nillable="true"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

ストレージの事前割り当てのためのサーバー(イニシエーター) WWN の要求
LSMUTIL の-reserve -wwn オプションを使用して、ストレージ管理者は、指定した Virtual Connect ドメイ
ングループまたは特定のサーバー WWN に対して 1～100 のサーバー(イニシエーター) WWN を要求できま
す。サーバー WWN は、ストレージプールエントリーの作成時に割り当てられるのではなく、事前に割り当
てられ、ストレージの事前割り当てのために予約されます。
サーバー WWN が事前に割り当てられることで、管理者は、必要なゾーン分割を事前に構成でき、後で使用
するためにボリュームを事前に提示することもできます。WWN の事前割り当ては、管理者が-import -spe
オプションを使用して新しい SAN ストレージプールエントリーを作成する場合に必要です。これは、ストレ
ージプールエントリーでは、サーバー WWN が、そのストレージポートに対して指定されている必要がある
ためです。管理者が–import –spe オプションを使用して、既存のストレージプールエントリーを変更する
場合、サーバー WWN の指定は任意です。
このような予約済みのサーバー WWN は、関連付けられたストレージプールエントリーが削除されると、自
由に再利用できます。すなわち、永続的に予約された状態が保たれるわけではありません。必要なくなったボ
リュームを削除して、同じイニシエーター WWN と SAN ゾーニングを使用する別のボリュームセットを使用
可能にするには、(論理サーバーに関連付けられていない)ストレージプールエントリーからボリュームを削除
し、新しいボリュームを追加します。こうすると、ストレージプールエントリー内のサーバー WWN(および
それらのサーバー WWN のために特定のアレイコントローラーターゲットポートに対して処理された SAN
ゾーニング)は保持されます。ストレージプールエントリーが削除されても、サーバー WWN を再利用できま
す。ストレージ管理者は、それらのサーバー WWN の次のユーザーに不適切なアクセス権が与えられないよ
うに、ゾーニングを調整する必要があります。

XML ファイルの例
ストレージのインポートとエクスポートのための XML ファイルの例（108 ページ）は、2 つのストレージプ
ールエントリーを含む XML ファイル例です。どちらの SAN ストレージも"razorsaw"ポータビリティグルー
プのストレージプールにあります。
•

1 つ目のストレージプールエントリーには、20 GB のブートボリュームが 1 つあり、Windows ホストモー
ド、RAID0、シングルパス(冗長性なし)が設定されています。ストレージターゲット情報は、
<SanVolumePath>の<targetWWN>要素に指定されています。<LUN>も指定されています。<SanPort>
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•

要素には、ストレージ管理者が LUN マスキングと SAN ゾーニングを構成するために使用する、<WWN>の
中でタグが付いた HBA イニシエーター WWN の情報が含まれます。
2 つ目のストレージプールエントリーは、40 GB のデータボリューム 1 つと 10 GB のブートボリュームを
含む Web サーバーに対するものです。これら 2 つのボリュームには、Linux ホストモード、RAID なし、
シングルパス(冗長性なし)が使用されています。イニシエーター WWN は、<SanPort> <ServerWWN>要
素の中にあり(<WWN>内でイニシエーター WWN のタグが付いています)、ストレージターゲット情報
(<targetWWN>および<LUN>)は<SanVolumePath>要素の中にあります。

ストレージのインポートとエクスポートのための XML ファイルの例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StorageEntries xmlns="http://hp.com/ae/model/ServiceModel">
<StorageEntry>
<name>razorsaw_PoolEntry_102</name>
<type>SAN</type>
<description>HPIO-01</description>
<id>102</id>
<portabilityGroupName>razorsaw</portabilityGroupName>
<memberType>UNKNOWN</memberType>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<operatingSystem>Microsoft Windows</operatingSystem>
<sharers>1</sharers>
<Volume>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<storageSize>20000</storageSize>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<minStorageSize>0</minStorageSize>
<maxStorageSize>0</maxStorageSize>
<raidLevel>RAID0</raidLevel>
<bootDisk>true</bootDisk>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<presented>false</presented>
<SanVolumePath>
<pathNumber>1</pathNumber>
<targetWWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</targetWWN>
<LUN>1</LUN>
<priority>PRIMARY</priority>
<port>1</port>
</SanVolumePath>
</Volume>
<SanPort>
<portNumber>2</portNumber>
<hidden>true</hidden>
<portSpeed>0</portSpeed>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</WWN>
<type>1</type>
<nodeValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</nodeValue>
<allocatedValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</allocatedvalue>
<ready>false</ready>
<inProfile>false</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>
<SanPort>
<portNumber>1</portNumber>
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<hidden>false</hidden>
<portSpeed>0</portSpeed>
<fabric>LSA_SAN_A</fabric>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</WWN>
<type>1</type>
<nodeValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</nodeValue>
<allocatedValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx<allocatedValue>
<ready>false</ready>
<inProfile>true</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>
</StorageEntry>
<StorageEntry>
<name>Web Server</name>
<type>SAN</type>
<description>40 GB data, 10 GB boot disk</description>
<id>151</id>
<portabilityGroupName>razorsaw</portabilityGroupName>
<memberType>UNKNOWN</memberType>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<operatingSystem>Linux</operatingSystem>
<sharers>1</sharers>
<Volume>
<volumeNumber>2</volumeNumber>
<storageSize>40000</storageSize>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<minStorageSize>0</minStorageSize>
<maxStorageSize>0</maxStorageSize>
<raidLevel>NONE</raidLevel>
<bootDisk>false</bootDisk>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<presented>false</presented>
<SanVolumePath>
<pathNumber>1</pathNumber>
<targetWWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</targetWWN>
<LUN>1</LUN>
<priority>PRIMARY</priority>
<port>1</port>
</SanVolumePath>
</Volume>
<Volume>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<storageSize>10000</storageSize>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<minStorageSize>0</minStorageSize>
<maxStorageSize>0</maxStorageSize>
<raidLevel>NONE</raidLevel>
<bootDisk>true</bootDisk>
<useRedundancy>true</useRedundancy>
<presented>false</presented>
<SanVolumePath>
<pathNumber>2</pathNumber>
<targetWWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</targetWWN>
<LUN>0</LUN>
<priority>SECONDARY</priority>
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<port>2</port>
</SanVolumePath>
<SanVolumePath>
<pathNumber>2</pathNumber>
<targetWWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</targetWWN>
<LUN>0</LUN>
<priority>SECONDARY</priority>
<port>2</port>
</SanVolumePath>
</Volume>
<SanPort>
<portNumber>2</portNumber>
<hidden>false</hidden>
<portSpeed>0</portSpeed>
<fabric>LSA_SAN_B</fabric>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</WWN>
<type>1</type>
<nodeValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</nodeValue>
<allocatedValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</allocatedValue>
<ready>true</ready>
<inProfile>false</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>
<SanPort>
<portNumber>1</portNumber>
<hidden>false</hidden>
<portSpeed>0</portSpeed>
<fabric>LSA_SAN_A</fabric>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</WWN>
<type>1</type>
<nodeValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</nodeValue>
<allocatedValue>50:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx</allocatedValue>
<ready>true</ready>
<inProfile>false</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>
</StorageEntry>
</StorageEntries>

カタログベースのストレージプールエントリーのインポート XML
インポート XML ファイルの例
カタログベースのストレージプールエントリーを含むインポート XML ファイルの例。VC タイプ、ESX RDM
タイプ、HPVM タイプはサポートされます。
SPE <type>フィールドは、「SAN」に設定する必要があります。
以下は、インポート XML ファイルの新しいフィールドです。
•
•
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<volumeType>: SPE 全体に指定し、SPM_MANUAL_GENERATED を指定します。
<spmTemplateName>

カタログベースのストレージプールエントリーのインポート XML

•

ボリュームプロビジョニングに使用される SPM テンプレートの名前。指定しない場合は、HPE Matrix デ
フォルトストレージテンプレートが使用されます。
<tag>: ボリューム属性ごとに指定し、これはオプションです。指定した場合、タグは SPM 内で使用する
ストレージリソースを識別するために使用されます。
注記:
1. SPM SPE の XML で定義される新しい SPM ボリュームは、ホストに常に提示されます。
<presented>タグを「false」に設定しても、ボリュームが新規の場合、サーバー WWN に提示されま
す。ただし、既存のボリュームを編集する場合は、<presented>タグに従います。
2. VM raw LUN の(GUI またはインポートにより作成した)SPM ベースのストレージプールエントリー
は、マスクまたはマスク解除できません(VM ではこの方法で表示を操作しないでください)。
3. インポート XML で SPE から既存のボリュームを削除する場合、「Volume <name> will be
removed. Please enter 'y' to continue or other keys to abort.」という操作を確
認する警告メッセージが表示されます。
4. インポート XML で、既存の SPM ボリュームまたは SPM サービスを使用することはできません。
5. ストレージプールエントリーを XML ファイルにエクスポートして、そのストレージプールエントリ
ーを削除し、その後、保存したストレージプールエントリーを XML ファイルからインポートする使
用事例では、新しい SPM サービスが作成されることになります(削除したストレージプールエントリ
ーの以前の SPM サービスは削除されます)。

SPM ベース SPE の入力 XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StorageEntries xmlns="http://hp.com/ae/model/ServiceModel">
<StorageEntry>
<name>virgo_vcdg_PoolEntry_61</name>
<type>SAN</type>
<volumeType>SPM_MANUAL_GENERATED</volumeType>
<description></description>
<portabilityGroupName>virgo_vcdg</portabilityGroupName>
<memberType>VCDOMAINGROUP</memberType>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<operatingSystem>Microsoft Windows</operatingSystem>
<sharers>1</sharers>
<Volume>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<storageSize>0</storageSize>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<minStorageSize>1000</minStorageSize>
<maxStorageSize>0</maxStorageSize>
<raidLevel>NONE</raidLevel>
<bootDisk>true</bootDisk>
<useRedundancy>false</useRedundancy>
<presented>true</presented>
<tag>boot</tag>
<tag>silver</tag>
<spmTemplateName>HP HPE Matrix Default Storage Template</
spmTemplateName>
<vmRdmAccess>UNKNOWN</vmRdmAccess>
<provisioningType>UNDECIDED</provisioningType>
<SanVolumePath>
<pathNumber>1</pathNumber>
<targetWWN>23:01:00:02:AC:00:38:3F</targetWWN>
<LUN>1</LUN>
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<priority>PRIMARY</priority>
<port>1</port>
</SanVolumePath>
</Volume>
カタログベースのストレージプールエントリーのインポート XML です。この XML には、ESX の RDM ボリ
ュームがあります。以下を除き、VC タイプの XML のようになります。
•
•

<fabric>はスイッチノードの World Wide Name です。<fabric>が指定されない場合、インポート時に決定
されます。
<ServerWWNs>はインポート時に再作成されます。ただし、<ServerWWN>が指定されている場合、上記
の<fabric>検索を支援するためだけに使用されます。

ESX RDM ボリュームに関する SPM ベース SPE の入力 XML
<StorageEntry>
<name>HPVM_PoolEntry_76</name>
<type>SAN</type>
<volumeType>SPM_MANUAL_GENERATED</volumeType>
<description></description>
<id>76</id>
<portabilityGroupName>ESX</portabilityGroupName>
<memberType>ESX</memberType>
....
<SanPort>
<portNumber>1</portNumber>
<hidden>false</hidden>
<portSpeed>0</portSpeed>
<customPortSpeed>0</customPortSpeed>
<fabric>20:01:33:40:02:a3:00:7a</fabric>
<ServerWWN>
<wwnNumber>1</wwnNumber>
<WWN>50:01:43:80:02:a3:00:3a</WWN>
<type>3</type>
<allocatedValue>lsmsrv09</allocatedValue>
<ready>true</ready>
<inProfile>false</inProfile>
</ServerWWN>
</SanPort>

ローカルディスク情報による物理サーバーの変更
Virtual Connect 環境では、HPE Matrix OE ソフトウェアはサーバーブレードに関する情報(メモリ、プロセッ
サー、および可能な接続)を自動的に収集します。ローカルディスク情報(DAS - Direct Attached Storage とも
呼ばれる)は、現在は収集されません。したがって、収集されたサーバー情報に特定のプロパティを含むロー
カルディスクがあるかどうかを示す注釈を付ける必要があります。ローカルディスクのブートボリュームは、
ストレージプールエントリーでは表されません。
HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションは、ブートにローカルディスクを使用する Virtual
Connect 論理サーバーをサポートします。これらの論理サーバーは、SAN からのブートを使用する論理サー
バーのように柔軟に移動することはできませんが、ローカルディスクブートを使用する論理サーバーは、サー
バーで最初から使用開始することができます。オペレーティングシステムがローカルディスクにインストー
ルされているため、一時停止されても再び同じ物理サーバーで使用開始されます。論理サーバーを(適切なサ
イズのローカルディスクがある)別の物理サーバーで使用開始する場合には、オペレーティングシステムを再
配備する必要があります。
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注記:
論理サーバーを作成するときに、論理サーバーの作成ウィザードを使用してローカルディスクを指定す
ることはできません。SAN ディスクからのブートを指定する必要があります。ローカルディスクがサ
ポートされるのは、HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションで作成される論理サー
バーのみです。
lsmutil -export - an コマンドによって-file filename.xml パラメーターを使用して選択したファ
イル名で XML ファイルがエクスポートされます。これにはサーバーブレードを表す物理リソースが含まれ、
このサーバーブレード上で論理サーバーを使用開始できます。この XML ファイルに、ローカルディスクのあ
るサーバーブレードを示す注釈を付けることができます。
次に、-import -an を使用してこのファイルをインポートします。インポート後、HPE Matrix OE はブート
ボリュームとして使用できるローカルディスクを持つ演算リソースを認識します。この情報は、ストレージプ
ールエントリーに関する情報と一緒に HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションで共有さ
れます。これで、HPE Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションが、所定のサービステンプレー
トの開始をサポートする適切なリソースを決定できるようになります。
注記:
HPE Matrix OE ビジュアル化のツール>論理サーバー>使用停止...メニューを選択しても、Virtual
Connect 論理サーバーを使用停止できません。ローカルディスクを持つ論理サーバーを使用停止するに
は、lsmutil コマンドを使用します。
-file filename パラメーターによって指定されるファイルには、論理サーバーをホストできる各物理サー
バーブレードに対する<CliComputePhysical>要素が含まれます。このファイルを変更し、ブートに使用で
きるローカルディスクを含む各物理サーバーについて、<CliComputePhysical>要素の<CliLocalDisk>
要素にローカルディスク情報を指定できます。
<CliLocalDisk>の重要なプロパティを次に示します。
•
•
•
•
•
•

<name>:ディスクの指定
<storageType>:LOCAL に設定
<shareble>:false に設定
<storageSizeType>:MB に設定
<raidLevel>:NONE に設定
<storageSize>:ローカルディスクのサイズ(MB)。マイナスの値を設定した場合、インポート時にローカ
ルディスクはデフォルト値に設定されます。

<description>と<volumeNumber>の値は、ユーザーの環境に応じて設定できます。その他のフィールド
(<deviceType>、<storageSpeed>、<diskStatus>など)は指定しないでください。
<CliComputePhysical>で検出される他のプロパティは変更しないでください(name、uuid および
portabilityGroupID)。
次に、-file filename パラメーターを使用して指定したファイルの例を示します。
filename.xml ファイルの例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ComputeActuals xmlns="www.infosim/sn">
<CliComputePhysical>
<name>USE7093F30</name>
<uuid>34333034-3533-5355-4537-303933463330</uuid>
<portabilityGroupId>2</portabilityGroupId>
<portabilityGroupName>vcdg-valencia</portabilityGroupName>
<CliLocalDisk>
<name>localdisk-01</name>
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<description>my local disk</description>
<deviceType>0</deviceType>
<storageType>LOCAL</storageType>
<storageDeviceType>0</storageDeviceType>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<raidLevel>NONE</raidLevel>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<storageSize>55555</storageSize>
<sharable>false</sharable>
<storageSpeed>0</storageSpeed>
<diskStatus>IN USE</diskStatus>
</CliLocalDisk>
</CliComputePhysical>
<CliComputePhysical>
<name>USM737017E</name>
<uuid>34333034-3333-5355-4D37-333730313745</uuid>
<portabilityGroupId>2</portabilityGroupId>
<portabilityGroupName>vcdg-valencia</portabilityGroupName>
<CliLocalDisk>
<name></name>
<description></description>
<deviceType>0</deviceType>
<storageType></storageType>
<storageDeviceType></storageDeviceType>
<storageSizeType></storageSizeType>
<raidLevel>NONE</raidLevel>
<volumeNumber>0</volumeNumber>
<storageSize>0</storageSize>
<sharable>false</sharable>
<storageSpeed>0</storageSpeed>
<diskStatus></diskStatus>
</CliLocalDisk>
</CliComputePhysical>
</ComputeActuals>
以下のサンプル手順に従って、ローカルディスク情報を使用して物理サーバーを変更します。
1. -file filename パラメーターを指定して選択した XML ファイルに対して lsmutil -export -an を
実行します。
2. 任意のエディターを使用して XML ファイルを編集します。
3. UUID またはサーバー名のどちらかを検索して、変更する物理サーバーをブラウズします。
4. XML ファイルを更新するには、以下の例に示す情報を完全に入力したことを確認します。
<name>localdisk-01</name>
<description>my local disk</description>
<deviceType>0</deviceType>
<storageType>LOCAL</storageType>
<storageDeviceType>0</storageDeviceType>
<storageSizeType>MB</storageSizeType>
<raidLevel>NONE</raidLevel>
<volumeNumber>1</volumeNumber>
<storageSize>55555</storageSize>
<sharable>false</sharable>
<storageSpeed>0</storageSpeed>
<diskStatus>IN USE</diskStatus>
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5. lsmutil -import -an コマンドを使用して XML ファイルをインポートします。
6. HPE Matrix OE の Refresh Logical Server Resources 画面でリソースを更新します。
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原因
この章では、論理サーバーの使用時に発生する可能性がある問題と、問題を修正するために必要なトラブルシ
ューティング手順について説明します。

HPE Systems Insight Manager (SIM)からサーバーの登録を解
除した後、サーバープールを削除できない
症状
SIM からサーバーの登録を解除した後、サーバーが属しているサーバープールを削除すると、次のメッセージ
で失敗します。
Cannot perform the requested operation because some resources in the selected
pools are not licensed for use or have been unregistered.
原因
操作の時点で、サーバーのリソースが更新されていませんでした。
アクション
手順
1. HPE Matrix OE ビジュアル化の画面で、ツール > 論理サーバー > 更新...を選択して、HPE Matrix OE を更
新し、変更を有効にします。
2. HPE Matrix インフラストラクチャオーケストレーションコンソールのサーバータブで、回転している緑色
の矢印アイコンをクリックして変更点を検出します。
3. サーバープールの削除操作を繰り返します。

RDM がデータディスクである場合、SPM 自動プロビジョニング
が呼び出されない
Matrix OE ビジュアル化および SPM でディスクタグを追加できます。ただし、1 つのタグが Matrix OE ビジ
ュアル化側のみ、別のタグが SPM 側のみに追加されます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーショ
ンでは、Matrix OE ビジュアル化と SPM の両方からのタグを一覧表示します。
SPM 側にのみ存在するタグを使用して Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの物理ディスク
(RDM)を構成した場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションが SPM 自動プロビジョニングを
呼び出し、SPM タグを使用して Matrix OE ビジュアル化側に SPE を作成しようとすると、Matrix OE ビジュ
アル化ではそのようなタグの存在を認識できないため要求は失敗します。
SPM は、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの要求の詳細について、一致する SPM 候補がボ
リューム 1 では見つかりませんでしたというエラーを返します。

Hyper-V CSV ボリュームを削除しても、使用開始ターゲットとし
てはそのボリュームが削除されない場合がある
クラスター共有ボリューム(CSV)を持つ Hyper-V クラスター環境では、CSV ボリュームが環境から削除され
た場合、Matrix OE ビジュアル化が、論理サーバーの使用開始時に依然としてそのボリュームを使用可能なデ
ータストアとして表示する場合があります。
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推奨される操作
以下のように、使用開始ターゲットとしてのボリュームを削除します。
1. ボリュームに関連付けられている物理ディスクを非提供にします。
2. 論理サーバーリソースを更新します。
3. Insight Control 仮想マシン管理リソースを選択します。

HP-UX Portable Image の使用に関するトラブルシューティング
ブートパス要件
長い形式の EFI ブートパスが存在していない場合、論理サーバーでブートの問題が発生します。症状には、ブ
ートの失敗と、以下のエラーメッセージを示す物理から仮想への移動の失敗が含まれます。
Failed to Update the VM's Resources. Exception: Unable to modify the guest - The
HPVM API used to set the EFI failed, most likely an invalid EFI passed in.
Integrity VM と Integrity VM ブレードが異なるバージョンの EFI を使用しています。Virtual Connect を実装し
ている Integrity VM ブレードは、論理サーバー管理によって作成されたサーバープロファイルの中で指定され
た FC ブート WWN および LUN を使用して HP-UX をブートすることができます。一方、Integrity VM にはこ
の機能はありません。その結果、事前プロビジョニングされたディスクと OS を持つ論理サーバーは、Virtual
Connect を実装しているサーバー上でブートできますが、物理から仮想への移動後に、論理サーバーは
Integrity VM ゲストとしてブートすることはできません。原因は、VC によって挿入されたブートパスが長い
形式の EFI ブートパスではなく、ディスクシグネチャーや、EFI ブートファイルへのフルパスが含まれていな
いことです。
さらに、Integrity VM から、Virtual Connect を実装しているサーバーに論理サーバーが戻されるたびに、VC
によって追加のブートパスが挿入されることがあります。この動作が発生するのは、Integrity VM ゲストへの
インポートの際に、VC によって挿入されたブートパスが変更されることが原因であり、したがって、論理サ
ーバーが Virtual Connect を実装したサーバーに戻されるときに、そのパスはもう機能していません。この動
作は結果的に、物理から仮想への移動の失敗を招くこともあります。
推奨される操作
この問題を解決するには、物理から仮想への移動、および仮想から物理への移動を実行する前に、有効な長い
形式のブートパスをインストールします。ブートパスを作成するために、以下のものを含め、いくつかのオプ
ションがあります。
•
•

EFI ブートマネージャーを使用したブートパスの追加(最も簡単な方法)。
HP-UX のブート(インストール済みの場合)と
setboot -p<path>

•

コマンドの使用。
HP-UX をインストールするときに(まだインストールされていない場合)ブートパスを自動的に追加。

コマンドラインユーティリティを使用した Integrity VM ゲストの管理
hpvmmodify を使用して仮想ファイバーチャネル HBA を Integrity VM ゲストに追加しても、ゲストに関連付
けられている論理サーバーに対して、ストレージポートが追加されません。
通常、Integrity VM ゲストに加えた変更は、仮想マシン管理リソースを次に更新するときに、関連付けられて
いる論理サーバーに反映されます。ただし、この中には仮想ファイバーチャネル HBA (VMSAN デバイスとも
いう NPIV)は含まれていないので、その結果、論理サーバーと Integrity VM ゲストは非同期になり、その後、
論理サーバーを、Virtual Connect を実装しているサーバーに移動したときに問題が発生する可能性がありま
す。
推奨される操作
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この状況を回避するには、ゲストを論理サーバーに関連付けるときに、論理サーバー管理の外部にあるツール
を使用して Integrity VM ゲストの仮想ファイバーチャネル HBA を管理することを避けてください。

Integrity VM 上での論理サーバーの使用開始
Integrity VM 上での論理サーバーの使用開始が、次のメッセージが表示されて失敗します。
The operation has failed. (The save Configuration operation on virtual machine
configuration [vm://16.92.97.33/vsels_g1] failed: [manageVNics] Error:
[addVirtualSystemResources] : Failed to Add the VM's Resources. Exception:
Unable to add guest resources - Network device add failed.)
Integrity VM の command.log ファイルにも、次のようなメッセージが記録されます。
(/var/opt/hpvm/common/command.log): 09/01/11 10:40:38|ERROR|host|root|Invalid
Ethernet MAC Address '0x00215A9B0004' - Linkloop failure.
以下の手順を実行した場合、Integrity VM 上での論理サーバーの使用開始は失敗することがあります。
手順
1. Integrity VM 上で論理サーバーを作成および使用開始します。ゲストは、VCEM によって割り当てられた
MAC アドレスを取得します。
2. アップグレードなど、CMS の再インストールを実行します。Integrity VM ゲストは、インストール済みの
状態にとどまります。
3. Integrity VM 上で新しい論理サーバーを作成および使用開始します。ゲストは、最初のゲストと同じ MAC
アドレスを取得します。再インストールの際に、VCEM の割り当てプールはリセットされたからです。
注記:
1（118 ページ）
と 3（118 ページ）
の論理サーバーのホストは必ずしも同じホストである必要はありません。
推奨される操作
この問題を解決するには、既存のゲストをインポートしてください。そのゲストの MAC アドレスは、VCEM
によって予約されています。

あるサーバーブレードから別のサーバーブレードへの VM ホストの移動
VM ホストは、VM 論理サーバーを使用開始しようとしたときに、Device is unavailable というハード
ウェアの例外とともに、誤って拒否されたターゲットホストリストに置かれることがあります。論理サーバー
管理の移動操作を使用して、Integrity VM ホストを、ある Integrity サーバーブレードから別の Integrity サーバ
ーブレードに移動したときに、この動作が発生することがあります。図 28 : Device is unavailable メッセー
ジ（118 ページ）に詳細を示します。

図 28 : Device is unavailable メッセージ
以下の手順を実行した場合、あるサーバーブレードから別のサーバーブレードへの VM ホストの移動が失敗す
ることがあります。
設定には、あるエンクロージャー内にある Integrity VM ホスト(ソース)と、別のエンクロージャー内にあるベ
アメタルサーバー(ターゲット)が含まれています。
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Integrity VM 上での論理サーバーの使用開始

手順
1. NPIV 機能(HP-UX PI がインストールされて有効になっており、vSwitch および FC が構成済み)を使用する
ために、HP-UX vPars and Integrity VM の VSP を構成します。
2. HPE Systems Insight Manager で、Integrity VM ホストおよびベアメタルサーバーに対して、Matrix OE お
よび仮想マシン管理に関するライセンス供与と構成を行います。
3. ソースエンクロージャーとターゲットエンクロージャー、および Integrity VM ホストを含むポータビリテ
ィグループを作成します。
4. Matrix OE ビジュアル化を通じて、Integrity VM ホスト上で NPIV ベースの VM 論理サーバーを作成および
使用開始します。
5. これらの NPIV ベースの VM 論理サーバー上で、HP-UX OS を手動で展開します。
6. Matrix OE ビジュアル化を通じて、Integrity VM ホストから、これらの NPIV ベースの VM 論理サーバーを
電源オフおよび使用停止します。
7. Matrix OE ビジュアル化を通じて、Integrity VM ホストの VC ベースの論理サーバーを、他のエンクロージ
ャー内にある別のブレードにインポートおよび移動します。
a. ソースシステムに HP-UX PI をインストールし、kctune gio_portable_image=1 コマンドを実行し
たことを確認します。
b. ソースが正しくシャットダウンされたことを確認します。
8. VC ベースの論理サーバーの移動後、Integrity VM ホストを仮想マシン管理に再登録して再識別し、論理サ
ーバーの更新を実行します。
9. ターゲットの Integrity VM ホスト上で NPIV ベースの VM 論理サーバーを使用開始します。
Integrity VM ホストが、使用可能なターゲット選択リストの中に表示されていないことを確認します。
推奨される操作
この状況を解決するには、上記の手順に調整を加え、VM ホストの物理から物理への移動(7（119 ページ）)、
そして VM 論理サーバーの再使用開始(9（119 ページ）)より前に、以下の操作を実行します。
•
•
•

VM ホストの物理から物理への移動後、論理サーバーのポータビリティグループを編集し、移動された VM
ホストを削除します。
移動された VM ホストの再検出と再ライセンス付与を実行します。
ポータビリティグループを編集し、VM ホストをもう一度追加します。

ブートパスのない Integrity VM ゲストのインポート
SAN ベースのストレージを使用して構成した Integrity VM ゲストで、インポート操作中に障害が発生し、以
下のようなエラーメッセージが表示されます。
Import failed for 16.92.100.170. The HP Integrity VM guest uses NVIP storage but
has no boot path configured. A boot path is typically inserted when HP-UX is
installed, or by the HP-UX setboot command or through the EFI Boot Maintenance
Manager.
この問題は、以下の例のようなシナリオで発生することがあります。
手順
1. SAN ベースのストレージと、OS とともにプロビジョニングされたわけではない LUN を使用して、新しい
Integrity VM ゲストを作成します。
a. hpvmcreate コマンドを使用して、VM ホスト上で Integrity VM ゲストを作成します。
b. ゲストを起動します。
c. インポート操作を使用してゲストを LSM にインポートします。次のようなエラーメッセージが表示さ
れます。
Import failed for 16.92.100.170. The HP Integrity VM guest uses NVIP storage
but has no boot path configured. A boot path is typically inserted when HP-

ブートパスのない Integrity VM ゲストのインポート
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UX is installed, or by the HP-UX setboot command or through the EFI Boot
Maintenance Manager.
2. SAN ベースのストレージと、OS とともにすでにプロビジョニングされた LUN を使用して、新しい
Integrity VM ゲストを作成します。
a. hpvmcreate コマンドを使用して、VM ホスト上で Integrity VM ゲストを作成します。
b. ゲストを起動します。
c. EFI から OS を直接ブートします。
d. インポート操作を使用してゲストを LSM にインポートします。次のようなエラーメッセージが表示さ
れます。
Import failed for 16.92.100.170. The Integrity VM guest uses NVIP storage
but has no boot path configured. A boot path is typically inserted when HPUX is installed, or by the HP-UX setboot command or through the EFI Boot
Maintenance Manager.
推奨される操作
この問題を解決するには、EFI を使用して(ゲストがブートしない場合)、または setboot コマンドを使用し
て(OS がブートする場合)、Integrity VM ゲストの有効なブートエントリーを追加します。有効なブートエント
リーを追加したあと、論理サーバー管理の更新を実行し、Insight Control 仮想マシン管理エントリーを選択す
る必要があります。

カタログストレージエントリーがストレージタイプの選択メニュ
ーの中に表示されない
ストレージプールの管理画面を表示したときに、SPM サービスの実行が停止した場合、またはデフォルトス
トレージテンプレートがもう利用できなくなっている場合、SAN カタログまたは事前設定された SAN カタロ
グストレージエントリーオプションは、ストレージタイプの選択メニューの中で表示されません。
ページを表示している間に、SPM サービスの実行が停止した場合、またはデフォルトストレージテンプレー
トがもう利用できなくなった場合、カタログストレージオプションを追加しようとすると、問題の解決方法を
示す説明とともに、メッセージが表示されます。

構成ファイルがデフォルトの場所にある Microsoft Hyper-V 仮
想マシンのインポートがサポートされない
構成ファイルがハードディスク上のデフォルトの場所(\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V)に
ある Hyper-V 仮想マシンは、論理サーバー管理ではサポートされません。仮想マシンの構成ファイルがこの
場所にある場合、その仮想マシンゲストを論理サーバーとしてインポートすることはできません。Microsoft
Hyper-V については、仮想マシン管理が、このディレクトリに構成ファイルが作成されている仮想マシンの再
登録を許可するという制限事項があります。再度使用開始での問題を避けるため、論理サーバー管理がパスを
チェックし、構成ファイルがデフォルトの場所にある仮想マシンを拒否します。

論理サーバー操作の失敗後の復旧
使用停止などの論理サーバーの操作を実行した後、レポートの論理サーバーのジョブステータス画面に次のよ
うなエラーメッセージが表示される場合があります。
内部エラーが発生しました。この論理サーバーは矛盾のある状態である
可能性があります。HP は、論理サーバー {logical server name} を管理解除して、
{resource name: profile or VM}の状態を確認することを
強くお勧めします。
考えられる原因
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カタログストレージエントリーがストレージタイプの選択メニューの中に表示されない

•
•
•

環境構成の問題。
論理サーバーの操作の実行中にリソースが使用できなくなった。
論理サーバー管理の外部でリソースが変更された。たとえば、仮想マシンが削除された、サーバーブレー
ドプロファイルが変更されたなどの場合があります。

推奨される操作
1. ご使用の環境で以下が正しく設定されているか確認します。正しく設定されていないと、さまざまなエラ
ーの原因となる可能性があります。
•
•
•
•
•
•
•

すべての管理対象サーバーについて DNS が構成されている。
CMS、管理対象システム(ESX ホストを含む)、VMware vCenter の間で時間の同期処理が行われてい
る。
Systems Insight Manager 内で VMware vCenter 認証および URL が正しく設定されている。
Systems Insight Manager で VMware vCenter が検出されている。
Systems Insight Manager 内で Onboard Administrator 認証および URL が正しく設定されている。
Systems Insight Manager で個々の VM ホストが構成および識別されている。
個々の VM ホストが

仮想マシン管理に登録されている。
2. サーバーリソースを更新して、直近の 30 分以内に行われた環境構成の変更が反映されるようにします。
(論理サーバー管理は、30 分ごとに自動更新を行います。また、以下の手順を行えば、即時に更新が行われ
ます。)
•

Virtual Connect 論理サーバーの場合は、HPE Matrix OE ビジュアル化画面で、ツール > 論理サーバー >
更新...を選択し、Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)を選択します。
• 仮想マシン論理サーバーの場合は、ツール > 論理サーバー > 更新...を選択し、Insight Control 仮想マ
シン管理(VMM)を選択します。
3. 論理サーバーの操作を再度実行してみます。リソースの問題が一時的なものである場合は、再度実行する
ことで成功する場合があります。
4. これらの操作で問題が解決できない場合は、論理サーバーを管理解除します。HPE Matrix OE ビジュアル
化画面から、削除 > 論理サーバーの管理解除...を選択します。
5. リソースが使用できるようになったら Virtual Connect を実装しているサーバーまたは仮想マシンを論理
サーバーとしてインポートします。

操作不能状態の論理サーバーの復旧
操作不能の状態の論理サーバーでは、削除と管理解除以外の操作は実行できません。論理サーバーアイコン
レポート > 論理サーバーの詳細表示...をクリック(またはメニューを選択)して、論理サーバーの詳細を表示
します。操作不能フィールドがはいになっていれば、論理サーバーは操作不能の状態です。操作不能状態の論
理サーバーの復旧、原因、および推奨される操作について詳しくは、次の表を参照してください。

操作不能状態の論理サーバーの復旧
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表 12 : 操作不能状態の論理サーバーの復旧
考えられる原因

推奨される操作

論理サーバーに関連付けられている Virtual Connect 以下のいずれかの操作を実行してください。
実装サーバーリソースまたは VM ホストリソースが • ツール > 論理サーバー > 更新を使用して、該当す
管理の操作のために利用できなくなっています。次
る論理サーバーリソース(VC または VM)を更新し
のような場合が考えられます。
ます。
• Virtual Connect Enterprise Manager を使用して、 • サーバーブレードまたは VM ホストを管理操作に
使用できなくしたのと逆の手順を実行し、元に戻
ドメイングループを管理から削除するか、ドメイ
してください。利用しているリソースがブレード
ンをメンテナンスモードに移行した。
の場合、ドメイングループを復元するか、ドメイ
• 仮想マシン管理を使用して VM ホストを登録解
ングループをメンテナンスモードから戻します。
除またはシャットダウンした。
VM ホストの場合は、仮想マシン管理を使用して
VM ホストを再登録するか、VM ホストを再起動し
ます。ツール > 論理サーバー > 更新...を使用し
て、該当する論理サーバーリソース(Virtual
Connect または仮想マシン)を更新します。
• 操作不能な論理サーバーを管理解除します。
クロステクノロジー型論理サーバーのブレードと
次の手順を実行してください。
VM ゲストの両方のリソースが使用開始され、同時に
動作しています。VCEM または仮想マシン管理を使 1. 操作不能な論理サーバーを管理解除します。
用して、論理サーバーに関連付けられているブレー 2. インスタンスとして必要なリソースを特定し、そ
の他のインスタンスを削除します。仮想マシン管
ドまたは VM ゲストのリソースを使用開始した場
理を使用して下層にある仮想マシンを削除する
合、このような使用開始は推奨できないという警告
か、VCEM を使ってブレードインスタンスを削除
のダイアログボックスが表示されます。
します。*
3. 残りのインスタンスの状態を確認し、必要に応じ
て、残りのインスタンスをバックアップから復元
し、復元したインスタンスの管理解除および再イ
ンポートを行います。残りのインスタンスの状態
が確認できない場合、削除して再作成します。
HPE Logical Server Automation サービスまたは
1. 操作不能な論理サーバーを管理解除します。
CMS 全体の障害の直後に、操作不能な状態の論理サ 2. 論理サーバーをインポートし直します。
ーバーが検出されました。移動の操作などが部分的
に完了している場合、これらの操作は LSA サービス
や CMS の再起動後に再開されず、CMS では復元さ
れたリソースと論理サーバーの状態の同期処理が行
えないことがあります。

表は続く
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考えられる原因

推奨される操作

Systems Insight Manager から認証情報を取得でき
なかったために、仮想マシンの登録のロールバック
中に、論理サーバーが「操作不能」とマークされて
います。

ESX 仮想マシン論理サーバーの場合は、仮想マシン管
理を使って仮想マシンの登録を解除します。Hyper-V
仮想マシン論理サーバーでは、仮想マシン管理の CLI
を使用して仮想マシンの登録を解除します。
1. 仮想マシン管理のインストール先ディレクトリに
移動し、さらに clientapi\bin に移動します。
C:\Program Files\HP\Insight Control
virtual machine management\clientapi
\bin
2. adminlogin.cmd コマンドを使用して、セッション
を認証します。
C:\Program Files\HP\Insight Control
virtual machine management\clientapi
\bin>adminlogin.cmd Login successful.
3. VM の URI または構成パスを見つけます(cli
getVmIds)
C:\Program Files\HP\Insight Control
virtual machine management\clientapi
\bin> cli getVmIds vm://
15.1.50.205/C:\VSE_VirtualMachines
\vsels_ls-hyperv-01\ Virtual Machines
\880401BA-5024-4E76-9CD3AA5F706F3332.xml
4. “cli unregisterVm –vm “vmUri”を使用して、仮想マ
シンの登録を解除します。
C:\Program Files\HP\Insight Control
virtual machine management\clientapi
\bin>cli unregisterVm -vm "v m://
15.1.50.205/C:\VSE_VirtualMachines
\vsels_ls-hyperv-01\ Virtual Machines
\880401BA-5024-4E76-9CD3AA5F706F3332.xml ok C:\Program Files
\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>
5. ツール > 論理サーバー... > 更新...を使用して論理
サーバーの仮想マシン管理リソースを更新します

VC スタッキングモードを「フルスタッキング」から 「フルスタッキング」以外の構成は使用しないでくだ
「水平スタッキング」または「プライマリスライスス さい(Virtual Connect 4.30 以降では部分スタックモー
タッキング」に変更した後に操作不能な論理サーバ ドをサポートしますが、Matrix OE はこのような構成
ーが表示されます。Matrix OE は、フルスタッキング をサポートしていません)。次の操作を実行してくだ
以外の構成をサポートしていません。
さい。
1. Virtual Connect ドメイングループのメンテナンス
モードをオンにします。
2. VC スタッキングモードを「フルスタッキング」に
変更します。
3. Virtual Connect ドメイングループのメンテナンス
モードをオフにします。

トラブルシューティング
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*Matrix

OE がインストールされていることが検出された状態で、論理サーバーに関連付けられたサーバーブレ
ードに対して管理操作を実行しようとすると、VCEM で警告が発行されます。VCEM を使用してこのような
操作を行うと、論理サーバーが操作不能になることがあります。削除しようとしているブレードインスタンス
(プロファイル)が正しいことを確認し、「YES」と入力して処理を進めます。次のような警告メッセージが表
示されます。
重要:VCEM は、HP Matrix Operating Environment のような他の製品が使われているかもしれないこ
とを検出しました。このサーバープロファイルを割り当てると、上位レベルマネージャーと矛盾する可能性が
あります。このサーバープロファイルの割り当てには、上位レベルマネージャーを使うことをお勧めします。
この操作を続行するには、YES と入力してください。

論理サーバーの電源を入れるときの問題の修正
Virtual Connect 論理サーバーまたは仮想マシン論理サーバーの電源が入らず、エラーを返すことがあります。
この問題が発生した場合は、下記のようにファームウェアバージョンとハードウェアをチェックします。
推奨される操作: ファームウェアバージョンをチェックする
Virtual Connect Manager、Onboard Administrator、Integrated Lights Out (iLO)、およびサーバーブレード BIOS
の推奨ファームウェアバージョンをチェックします。ファームウェアバージョンが推奨バージョンと異なる
場合は、電源要求が失敗する場合があります。
推奨される操作: Onboard Administrator を使用してハードウェアをチェックする
ほとんどの電源問題は、ハードウェア自体に関連しています。たとえば、電源に関する問題は、温度、ファン
速度、ファンが効率の良い構成でインストールされていない、電源装置の位置による電力不足、ブレードと相
互接続モジュールの稼働に関する問題、または一般にデバイス障害エラーなどで発生する場合があります。こ
れらの問題は、
（Integrated Manager を通じて Systems Insight Manager で使用できる）Onboard Administrator
のラックの概要ページまたは Onboard Administrator Insight Display を使用して特定することができます。
ラックの概要ページには、システムステータスを特定するエラーアイコンが表示されます。クリティカルエラ
ーとメジャーエラーは電源要求に影響するので、ただちに修正する必要があります。詳しくは、http://
www.hpe.com/support/hpesc にある BladeSystem c-Class Onboard Administrator ユーザーガイドの「エン
クロージャーの電源管理」セクションを参照してください。
推奨される操作: ディスクスペースをチェックする
Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを作成するときに、VM ホストの空きディスクスペースの容量が、論理サー
バーで指定されているメモリの容量よりも小さい場合、論理サーバーは電源オンになりません。空きディスク
スペースは通常メモリサイズよりも大きいので、このようなエラーが発生するのはまれです。
論理サーバーを正常に電源オンにするには、データストアサイズを、VM ディスクサイズと VM メモリサイズ
の合計サイズ以上にする必要があります。
データストアに十分な空きディスクスペースを確保できたら、Systems Insight Manager を使用して論理サー
バーの電源をオンにしてみます。VM ノードを選択し、電源ボタンをクリックします。

シングルサインオン iLO または Onboard Administrator のアク
セスエラー
シングルサインオンを設定した iLO や Onboard Administrator 用のテクノロジーアイコンをクリックしたと
きに、手動でログインしなければならなかったり、ブラウザーで「404 Not Found」のエラーが発生すること
があります。
推奨される操作
iLO または Onboard Administrator にログインし、必要なすべてのライセンスが適用され、Systems Insight
Manager のシングルサインオンが適切に設定されていることを確認してください。そして、中央管理システ
ムで iLO または Onboard Administrator を再度検出します。
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論理サーバーの操作はキャンセルできない
論理サーバーの操作が開始した後では、レポート > 論理サーバーのジョブステータス...画面で操作のステータ
スを表示できますが、操作をキャンセルすることはできません。実行中のジョブは、タイムアウトしません。
ジョブが長時間にわたって(2 時間を超えて)実行されているように見える場合は、ジョブは完了しているが、
基礎となるソフトウェアで何らかの問題が発生している場合があります。ジョブの実行は継続し、論理サーバ
ーはロックされます。ロックは、Logical Server Automation サービスの次回の再起動時に解除されます。

操作の進行中に Logical Server Automation サービスを停止ま
たは再開してはいけない
論理サーバー操作の進行中に、LSA サービスを停止または再開すると、予想外の結果が発生する可能性があ
ります。そのような結果の例として、Logical Server Automation サービス再開後のストレージプールエント
リーの保存エラー（126 ページ）があります。
推奨される操作
レポート > 論理サーバーのジョブステータス...画面を調べて、進行中の論理サーバー操作がないことを確認し
てから LSA サービスを停止または再開します。

TCP レイヤーのポートの使用中に Logical Server Automation
サービスの起動障害
Logical Server Automation サービスは、lsaclient.properties ファイルから TCP レイヤーのポートを読
み取ります。デフォルトでは、LSA サービスは次のポート番号を使用します。
LSA_RMI_PORT=51001
LSA_JMS_PORT=51002
これらのポートのいずれかが使用中の場合、論理サーバー管理は、空いている別のポート番号を探して、見つ
かれば、ファイルを更新し、サービスを再開します。空いているポートが見つからない場合は、LSA サービ
スは起動に失敗し、次のメッセージが表示されます。nnn は RMI または JMS です。
The nnn port {number} used by the Logical Server Automation
service is currently in use. Ensure that there is a free port,
edit the lsaclient.properties file to replace the port
in use with a free port, and restart the service.
推奨される操作
lsaclient.properties を修正し、使用中のポートから空いているポートに変更し、サービスを再起動し
てください。空いているポートを確認するには、netstat -A コマンドを使用します。

大規模システムの場合、Logical Server Automation サービスで
使えるメモリが不足する可能性がある
1000 を超える多数の管理対象ノードや 64 ビット CMS 上に 1000 を超える多数の論理サーバーを備えるシス
テムでは、Logical Server Automation サービスでメモリが使い尽くされ、/logs/hp_lsa_service.log ま
たは/logs/vselog.lsm.log ファイルにメモリ不足エラーが表示されることがあります。次のエラーが表
示される場合があります。
java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
推奨される操作 1
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GC のオーバーヘッドの制限および/または Java ヒープスペースエラーを修正するために、次に示す手順で構
成ファイルを修正してメモリの割り当て量を増やします。
1. C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\hp_lsa_service.conf にある構
成ファイル(デフォルト位置で示しています)を修正します。
2. wrapper.java.maxmemory=1024 の値を増やします。値は 2048 をおすすめします。
3. Logical Server Automation サービスを再開します。
推奨される操作 2
PermGen スペースエラーを修正するために、次に示す手順で構成ファイルを修正して permanent generation
領域のサイズを増やします。
1. C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\hp_lsa_service.conf にある構
成ファイル(デフォルト位置で示しています)を修正します。
2. 次の行を追加します。
（additional.2 の行がすでに存在する場合は、additional.2 を additional.
3 に変更します。additional.2 と additional.3 の行がすでに存在する場合は、additional.2 を
additional.4 に変更します。additional.4 以降が存在する場合もこれに準じた操作を行います。）
wrapper.java.additional.2=-XX:PermSize=32m -XX:MaxPermSize=128m
3. Logical Server Automation サービスを再開します。

Logical Server Automation サービス再開後のストレージプール
エントリーの保存エラー
Logical Server Automation サービスの再開後、ストレージプールエントリーの追加/変更画面でストレージプ
ールエントリーの保存を試みると、次のエラーが表示されることがあります。
Software caused connection abort: socket write error
推奨される操作
論理サーバー上で操作が実行されているときは、Logical Server Automation サービスのシャットダウンや再開
を避けてください。こうした場合、以下を実行してください。
1. Matrix OE からサインアウトして、ブラウザーウィンドウを閉じます。
2. 新しいブラウザーウィンドウを開いて、Matrix OE にサインインします。
3. 操作を再度実行してください。

VMware vCenter で障害が発生した後の Logical Server
Automation サービスの再開
VMware vCenter で障害が発生した後、論理サーバーデータベースの ESX ホストおよび仮想マシンに関する
情報は更新されません。また、論理サーバーリソースを更新すると、操作が 30 分以上かかるか、ブラウザー
でタイムアウトが発生することがあります。
推奨される操作
vCenter の再起動後、レポート > 論理サーバーのジョブステータス...メニューを使用して、進行中の論理サー
バー操作がないことを確認します。その後、Logical Server Automation サービスを再起動します。

論理サーバーを使用開始する際にサービスが停止していると、プ
ロファイルは作成されるが論理サーバーと関連付けられない
Logical Server Automation サービスが停止しているときに新しい論理サーバーの最初の使用開始操作が進行
中の場合、論理サーバー定義は、作成された Virtual Connect プロファイルが論理サーバーと関連付けられな
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い状態で残されます。論理サーバーがこの状態に陥った場合は、使用開始を試みても失敗し、次のエラーが表
示されます。
Unable to create profile {profile name}. (Cannot perform server profile
operation because:
Server profile name {profile name} is duplicate. Another server profile with
the same name
already exists in VCEM. Verify all the server profile information is correct
and perform the operation again.)
重要:
このエラーは、指定した Virtual Connect プロファイル名が既存のプロファイルに割り当てられている場
合に論理サーバーを初めて使用する際にも発生します。この場合、ベースになるプロファイルを削除す
るための以下の推奨処置を実行すると、そのプロファイルが使用中の場合、データが消失します。既存
のプロファイルを誤って消去するとデータは消失します。これを避けるために、以下の手順 1 および 2
に従い、使用開始操作が正常に完了しなかったことと Virtual Connect プロファイルが失敗した操作の中
で作成されたことを確認してください。
推奨される操作
1. 下の灰色のメニューバーから、レポート > 論理サーバーのジョブステータスメニューを使用して、論理サ
ーバー使用開始ジョブのステータスを確認します。論理サーバーの使用開始ジョブが正常には完了してい
ないことを確認します。
2. ベースになる Virtual Connect プロファイル定義が、論理サーバー定義と整合していることを確認します。
a. レポート > 論理サーバー詳細表示...メニューを使用して、論理サーバー定義を表示します。管理リソー
ス名をメモします。
b. 上部の青いメニューバーから、ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise Manager
(VCEM)...を選択して、Virtual Connect プロファイルを表示します。サーバープロファイルタブで、
Virtual Connect プロファイルを選択して、編集...をクリックします。
3. ツール > 内蔵コンソール > Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)...を使用し、サーバープロファ
イルタブを選択して Virtual Connect プロファイルを削除します。プロファイルを選択して、削除...をクリ
ックしてください。
4. 下の灰色のメニューバーで、ツール > 論理サーバー > 使用開始...を使用して、論理サーバーを使用開始し
ます。

シリアル番号として「工場出荷時デフォルト」を使用して VC ド
メイングループを作成する
Matrix OE ビジュアル化は、シリアル番号として「Factory-Default」を使用して VCEM で作成された VC ドメ
イングループをサポートしません。
推奨される操作
この問題を解決するには、次の手順に従います。
1. VC ドメイングループ名を記録します。
2. VCEM で VC ドメイングループを削除します。
3. 同じ名前で VC ドメイングループを再作成し、シリアル番号タイプを選択:フィールドで「論理シリアル番
号」を選択します。
4. VC ドメイングループの作成が終了したあと、SPE ベースの論理サーバーがある場合は、Matrix OE ビジュ
アル化にアクセスし、ツール > 論理サーバー > 更新を選択します。
5. VCEM および論理サーバーの関連付けを変更するのチェックボックスを選択します。両方のフィールド
に、VC ドメイングループ名を挿入し、更新をクリックします。
6. プロビジョニングを再度試します。
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VC ドメイングループでは移植可能な WWN および MAC アドレ
スを使う
WWN および MAC アドレスにハードウェアのデフォルト設定を使用する VCEM VC ドメイングループは、論
理サーバーではサポートされません。論理サーバーには、ブレード間で移動できる移植可能な WWN と MAC
アドレスが必要です。VC プロファイルで使用される HW-DEFAULT 設定は、物理サーバーブレードのデフォ
ルト設定であり、それらの WWN と MAC アドレスはプロファイルマイグレーション時にプロファイルと同時
に移動されません。
推奨される操作
Virtual Connect Enterprise Manager で VC ドメイングループを作成する場合は、移植可能な WWN および
MAC アドレスに対して VCEM のデフォルトオプションを選択します。詳細は、Virtual Connect Enterprise
Manager のドキュメントを参照してください。

有効なホスト名を論理サーバー名として使用しない
論理サーバーを作成またはインポートするときに、環境内で有効なホストと同じ名前をその論理サーバーに指
定しないでください。論理サーバー管理では、Systems Insight Manager 内の既存のシステムの名前は使用で
きないようになっていますが、論理サーバーを作成またはインポートした後に同じ名前を持つホストが検出さ
れた場合は、論理サーバー情報が上書きされ、Matrix OE ビジュアル化はその論理サーバーを表示しなくなり
ます。
各ホスト名は Matrix 環境内で一意である必要があります。
推奨される操作
1. Logical Server Automation Service を再起動します。これにより Systems Insight Manager システムが変
更され、そのホスト名が指定されたサーバーが再び論理サーバーとなります。
2. 論理サーバーが使用開始されている場合は、ツール > 論理サーバー > 使用停止...を使用してそのサーバー
を使用停止します。
3. 変更 > 論理サーバーの変更...を使用して論理サーバーの名前を変更します。固有情報タブで、論理サーバ
ーの名前を新しい固有の名前に変更します。
4. 元の論理サーバーの Systems Insight Manager ノードを削除します。ノードを削除するには、すべてのサ
ーバーをクリックして、手順 3 で新しい名前に変更したシステムを選択して削除をクリックします。
5. Logical Server Automation Service を再起動します。これにより、論理サーバーが新しい名前で再作成され
ます。
6. 以前に使用開始されていた論理サーバーを使用停止した場合は、ツール > 論理サーバー > 使用開始...を使
用して再度使用開始します。
7. Systems Insight Manager メニューからオプション > 検出...を選択してホストを再検出します。

ネットワーク数の超過
Virtual Connect 論理サーバーで、使用しようとするネットワーク接続が超過している場合があります。論理サ
ーバーが、特定のブレードの NIC がサポートするより多くのネットワーク接続を必要とした場合、論理サー
バーで指定されたネットワークのいくつかがオペレーティングシステムから使用できなくなります。

論理サーバーを使用開始または移動するときの NIC の不足を示
すエラー(Virtual Connect Flex-10 サポート)
c-Class BladeSystem 用の Virtual Connect Flex-10 Ethernet モジュールがサポートされます。Flex-10 テクノ
ロジーにより、接続ごとに NIC の数が増えます。多数のネットワークが構成されているときに Virtual
Connect 論理サーバーを使用開始または移動すると、使用できるターゲットのリストに NIC の不足を示すソ
フトエラーアイコンとともに Flex-10 付きのブレードが表示されます。
推奨される操作
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ターゲットエンクロージャーとブレードが Flex-10 をサポートしていることがわかっている場合は、エラーメ
ッセージが NIC 不足に関係していることを確認します。このような場合は、メッセージを無視してターゲッ
トを選択できます。

VC ドメイングループの名前を変更したり、移動するときは注意
する
VC ドメイングループの名前を変更したり、移動するときは、注意してください。これは、メニューからツー
ル > 論理サーバー > 更新...を選択して、論理サーバーの関連付けを変更するを選択すると実行できます。こ
の機能を使用して、VC ドメイングループを結合しないでください。この機能は、論理サーバーを新しいドメ
イングループ名に再び関連付けるためにだけ使用する必要があります。新しいドメイングループ名に既存の
ドメイングループを指定しないでください。指定すると、論理サーバーが使用できなくなる場合があります。

ブレード交換の前に論理サーバーを使用停止または移動する
論理サーバーを現在ホストしているエンクロージャー内のブレードを交換する場合は、交換の前にそのブレー
ドでアクティブ論理サーバーをすべて使用停止または移動します。新しいブレードがインストールされ、検出
され、ライセンスされたら、Virtual Connect サーバーリソースについて、メニューからツール > 論理サーバ
ー > 更新...を選択します。その後、論理サーバーをブレード上で再度使用開始するか、移動先の場所から戻し
ます。

ストレージプールエントリーを使用する論理サーバーの管理解除
によって矛盾した状態が発生する
ストレージプールエントリーが管理解除された論理サーバーに関連付けられている場合、VC プロファイルに
よって使用されている WWN はストレージプールエントリー内に残り、ストレージプールエントリーは操作
不能とマークされます。これらの WWN の準備完了チェックボックスはグレー表示され、WWN がこの状態で
ある間は、新しい論理サーバーに割り当てられません。
論理サーバーを操作可能にするには、以下のいずれかを実行します。
推奨される操作 1
VC プロファイルを削除(WWN を解放)し、サーバーリソースの更新を実行し、Virtual Connect リソースを選
択します。これにより、既存の WWN の再使用が可能になります。
推奨される操作 2
共有の最大数を増やして、使用可能な新しい WWN を追加します。これは、新しい論理サーバーが、ディス
クへのアクセスを現在の VC プロファイルと共有できる場合のみ有効です。
推奨される操作 3
使用できない WWN を変更し、その場所に新しい値を入力します(このオプションは SAN カタログストレージ
エントリーには使用できません)。
論理サーバーの管理解除を使用して、以前に使用開始された論理サーバーを管理解除することはお勧めしませ
ん。論理サーバーの管理解除によって、矛盾した状態が発生したり、ストレージプールエントリーが使用でき
ないと表示されたりすることがあります。ただし、VCEM を使用してプロファイルの管理を計画している場
合は例外です。

VC ドメイングループの名前を変更したり、移動するときは注意する
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ストレージプールエントリーのステータスが「エラーが発生した
が提示は完了 - 操作不能」または「提示が完了 - 操作不能」にな
る
SPM にインポートされたアレイからストレージプールエントリーを作成した後、Matrix OE ビジュアル化の
ストレージプール画面でストレージプールエントリーのステータスが、「エラーが発生したが提示は完了 - 操
作不能」または「提示が完了 - 操作不能」になります。
考えられる原因は、アレイを SPM にインポートしたときに、アレイのプロパティ画面で Matrix User Security
Group 以外のセキュリティグループが選択されていたことです。
推奨される操作
ストレージ管理者、または SPM を使用する権限のある管理者が、以下の手順を実行する必要があります。
1. https://localhost:8000 を指定してブラウザーを開き、SPM を起動します。「localhost」は CMS の
名前です。
2. アレイを右クリックし、セキュリティグループの変更を選択します。
3. Matrix User Security Group を選択します。
4. Matrix OE で、ツール > 論理サーバー > 更新、または変更 > 論理サーバーストレージプール画面で、スト
レージプールエントリーを更新します。
操作不能なストレージプールエントリーのステータスが、「提示が完了 - 使用可能」に変化します。

論理サーバーを、SLVM ファイルベースのストレージを使用する
ゲストに関連付けると、論理サーバーは操作不能になる
Integrity ゲストは、SLVM ストレージを使用できます。これは、Matrix OE 論理サーバー管理の中では、ファ
イルベースストレージと呼ばれるものです。これらのボリュームは、HP-UX LVM ボリュームグループの中で
作成されます。デフォルトでは、HP-UX ホストの起動時に、このボリュームグループはオンラインになりま
せん。この結果、既存のゲストは自らのストレージにアクセスできず、さらに、関連付けられているすべての
論理サーバーも操作不能になります。
推奨される操作
Integrity VM ホストの起動中に Serviceguard を自動的に開始することを有効にするには、クラスター内のすべ
てのホストで、次のコマンドを実行します。
HPVMBay1# ch_rc -a -p AUTOSTART_CMCLD=1
HPVMBay8# ch_rc -a -p AUTOSTART_CMCLD=1

論理サーバーの管理を解除すると VC プロファイルで使用される
WWN が使用できない状態で残される
論理サーバーの管理を解除すると、ベースになる Virtual Connect プロファイルでその後も使用される WWN
が使用できなくなります。これにより、ストレージプールエントリーが使用できなくなることがあります。
推奨される操作
•

ストレージプールエントリーを再利用したいが、元の WWN を保持する必要がない場合、ストレージプー
ルエントリーを修正して
共有の最大数

•

を 1 つ増やします。これにより、WWN の 2 つめのセットがストレージプールエントリーに割り当てられ、
ストレージプールエントリーを再利用できます。
元の WWN を再利用したい場合は、次のいずれかの方法で WWN を解放します。
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1. Virtual Connect Enterprise Manager を使用して、VC プロファイルの割り当てを解除し、削除します。
2. ツール > 論理サーバー > 更新...を使用して、VCEM GUID サーバーを更新します。これにより、ストレ
ージプールエントリー内の WWN を利用できるようになります。
または
1. VC プロファイルが電源が投入されているブレードに割り当てられていない場合は、Virtual Connect
Enterprise Manager を使用して VC プロファイルをサーバーブレードに割り当て、電源を投入します。
2. ツール > 論理サーバー > インポート...を使用して、サーバーブレードをインポートします。これによ
り、新しい論理サーバーが作成され、ストレージプールエントリーに自動的に関連付けられます。
3. 論理サーバーの使用を停止します。
4. 論理サーバーを削除します。これにより、ストレージプールエントリーと WWN が解放されます。

CMS、管理対象システム、VMware vCenter のクロックの同期
CMS、管理対象システム(VM ホストを含む)、VMware vCenter の間で時間の同期処理が行われていることを
確認してください。同期が取れていないと、vCenter と Matrix OE ソフトウェアの両方でエラーが発生しま
す。
推奨される操作
Windows Time Service や Network Time Protocol のようなクロック同期化ソフトウェアを使用します。

ESX VM 論理サーバーのデータストアの移動
ESX 仮想マシン論理サーバーのデータストアをストレージのメンテナンス(たとえば、アレイの撤去やアレイ
でのメンテナンス作業)のために移動する場合は、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.

削除 > 論理サーバーの管理解除...を使用して論理サーバーを管理解除します。
VMware vCenter で、データストアを変更するオプションを選択して、仮想マシンを移行します。
Systems Insight Manager で、仮想マシンを新たに配置する VM ホストを再度識別します。
ツール > 論理サーバー > 更新...を使用してサーバーリソース情報を更新します(仮想マシン管理と
Systems Insight Manager を選択します)。
5. ツール > 論理サーバー > インポート...を使用して仮想マシンを論理サーバーとしてインポートします。

論理サーバーターゲットの移動画面に VM ホストが表示されない
VM ホストが移動: 論理サーバーのターゲットホストへの割り当て画面の利用可能なターゲットホストおよび
拒否されたターゲットホストテーブルに表示されない場合、または仮想マシンのインポートが「cannot find
VM」メッセージまたは「cannot find VM Host」メッセージで失敗する場合は、次の原因が考えられますので、
確認してください。
考えられる原因
•
•
•
•
•

UUID がヌル値になっているかまたは存在しない。
VM ホストに適切なライセンスがインストールされていない。
ホストの検出段階で、ターゲット VM ホストが検出されていない。
Integrity VM ターゲット: ソースサーバーとターゲットサーバー間のプライベートネットワークで SSH が
正しく設定されていない。
Integrity VM ターゲット: ターゲット VM ホストに、Integrity VM 6.2 以降がインストールされていない。

推奨される操作
•

VM ホストが正しく設定され UUID を備えていることを確認します。このチェックを実行するには、
Systems Insight Manager のシステムページを表示して VM ホストと UUID フィールドを確認します。
vselog.lsm.log に次のエラーが含まれる場合、この後の手順を実行します。

CMS、管理対象システム、VMware vCenter のクロックの同期
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2010-03-05 12:58:41,675 [pool-8-thread-9] WARN app - (LSM) Populate VM Host
(15.2.9.3) failed with exception: LSM_ADPT_VMM_ERR_NO_VM_HOST_UUID
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Systems Insight Manager を使用してシステムを識別します。
Systems Insight Manager で VM ホストのステータスをチェックします。
ホストの登録を解除してから再登録します。
VM のステータスが緑色の場合は、ツール > 論理サーバー > 更新...メニューを使用して、仮想マシン管
理リソースを更新します。
Insight managed system setup wizard を実行して、すべての管理対象サーバーにライセンスが正しくイン
ストールされていることを確認します。
VM ホストで認証が正しく設定されていることを確認し、ホスト検出プロセスを再実行します。
Integrity VM ターゲット: ソースホストとターゲットホスト間で安全に通信できるようにするには、両方の
システムで SSH キーを生成します。ゲストの移行に必要な SSH キーを生成してセットアップするには、
root の権限が必要です。Integrity VM で提供される secsetup スクリプトを使用してください。ソースホ
ストとターゲットホストで次のコマンドを実行します。
# /opt/hpvm/bin/secsetup -r otherhost
詳しくは、http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs にある HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイ
ドを参照してください。

•

Integrity VM ターゲット: VM ホストに LVM B.11.31.1503 をインストールします。ソフトウェアデポの
Web サイトで LVM を見つけるには、https://www.hpe.com/portal/swdepot に移動し、キーワード LVM
で検索します。

Integrity VM 論理サーバーをインポートできない
Integrity VM ゲストを論理サーバーとしてインポートしようとすると、論理サーバーのインポート画面に次の
エラーが表示されることがあります。
エラー: <システム名>のインポートに失敗しました。無効なストレージです。
推奨される操作
Integrity VM ストレージが、LUN 全体、取り出し可能 DVD、または Shared Logical Volume Manager (SLVM)
論理ボリューム(LV)から作成された仮想ディスクを使用して正しく構成されていることを確認します。SLVM
LV を含むボリュームグループは、CONTAINER_VOLUME_SLVM コンテナータイプを備える必要があります。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/hpux-hpvm-docs にある HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイド
を参照してください。

仮想マシン削除中の障害により、アクティブだが電源が入ってい
ない論理サーバーが残る
仮想マシンの削除には、仮想マシンが登録されていることが必要です。このため、削除処理の中で VM が登録
されます。
レポート > 論理サーバーのジョブステータス...画面には、削除操作のジョブの進行状況を説明するメッセージ
が表示されます。登録と実際の削除の間で障害が発生した場合に仮想マシンが再起動されていると、論理サー
バー管理は、登録された仮想マシンを認識し、関連する論理サーバーがアクティブであるとマークします。
障害の後で、削除ジョブは完了していない状態になり、論理サーバーはアクティブであるが電源は入っていま
せん。
推奨される操作
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Integrity VM 論理サーバーをインポートできない

1. ツール > 論理サーバー > 更新...メニューを選択し、仮想マシン管理サーバーリソースを更新します。
2. ツール > 論理サーバー > 使用停止...メニューを選択し、論理サーバーを使用停止します。
3. 削除 > 論理サーバーの削除...メニューを選択し、削除操作を繰り返します。

ESX 仮想マシン論理サーバーの移動では VM ホストが同じ
vCenter 内になければならない
論理サーバーをある VM Host ホストから別のホストに移動するには、それらの VM ホストが同じ VMware
vCenter のメンバーである必要があります。また、ESX 仮想マシン論理サーバーの複数のクラスター間での移
動は、それらのクラスターが 1 つの vCenter に含まれている場合に限り可能です。

VM ホストとして稼働する論理サーバーへの操作の実行
VM ホストとして動作している物理サーバー上で操作を実行する前に、VM ホスト論理サーバー上で実行され
ている VM ゲストの制御に関するすべてのジョブが完了していることを確認してください。その後、以下の表
で適切な手順について参照し、VM ゲストと VM 論理サーバーが操作不能になることを防止してください。
実行しようとする VM
ホストの操作

VM ゲストで実行する手順

VM ゲストで手順を実行した
後に
実行する VM ホスト用手順

別のブレードへの VC
プロファイルの移動

すべての VM ゲストの電源を切
るか正しい手順でのシャットダ
ウンを実行します。

1. VM ホストを仮想マシン管理から登録解除し
ます。HPE SIM で、設定 > 仮想マシン > 仮
想マシンホストの登録解除...の順に選択しま
す。
2. VM ホスト論理サーバーを移動します。ツー
ル > 論理サーバー > 移動を選択します。
3. 仮想マシン管理を使用して、移動後の VM ホ
ストを登録します。HPE SIM で、設定 > 仮想
マシン > 仮想マシンホストの登録...を選択し
ます。

VM ホストのシャット
ダウン

すべての VM ゲストの電源を切
るか正しい手順でのシャットダ
ウンを実行します。

VM ホスト論理サーバーをシャットダウンしま
す。

すべての VM ゲストの電源を切
るか正しい手順でのシャットダ
ウンを実行します。

1. VM ホストの正常シャットダウンを実行しま
す。
2. VM ホスト論理サーバーが存在している、
Virtual Connect を実装したサーバーを電源
オフにします。ツール > 論理サーバー > 電
源オフ...を選択します。

Virtual Connect を実装
したサーバーの電源オ
フ

表は続く

ESX 仮想マシン論理サーバーの移動では VM ホストが同じ vCenter 内になければならない
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実行しようとする VM
ホストの操作

VM ゲストで実行する手順

VM ゲストで手順を実行した
後に
実行する VM ホスト用手順

VM ホスト論理サーバ
ーの削除

•

•

•

VC プロファイルの使
用停止または割り当て
解除

VM ゲストが必要なくなった 1. VM ホストを仮想マシン管理から登録解除し
場合は、それらのゲストを削
ます。HPE SIM で、設定 > 仮想マシン > 仮
除します。それ以外の場合
想マシンホストの登録解除...の順に選択しま
は、すべての VM ゲストを適
す。
切なホストに移動します。
2. VM ホスト論理サーバーを削除します。ツー
論理サーバーではない VM ゲ
ル > 論理サーバー > 削除を選択します。
ストが存在している場合、適
切なツールを使用してゲスト
を再配置します。
非アクティブな論理サーバー
が存在している場合、それら
を再び使用開始し、次いでそ
れらの論理サーバーを適切な
ホストに移動します。

すべての VM ゲストの電源を切
るか正しい手順でのシャットダ
ウンを実行します。

VM ホスト論理サーバーを使用停止します。
ツール > 論理サーバー > 使用停止
を選択します。

VC プロファイルの使
用開始または別のブレ
ードへの再割り当て

すべての VM ゲストの電源を切
るか正しい手順でのシャットダ
ウンを実行します。

1. VM ホストを仮想マシン管理から登録解除し
ます。HPE SIM で、設定 > 仮想マシン > 仮
想マシンホストの登録解除...の順に選択しま
す。
2. VM ホスト論理サーバーをアクティブにしま
す。ツール > 論理サーバー > 使用開始を選
択します。
3. 仮想マシン管理を使用して、VM ホストを登
録します。HPE SIM で、設定 > 仮想マシン >
仮想マシンホストの登録...を選択します。

CMS と vCenter が異なるネットワークドメインにあるときの論
理サーバーの移動
ESX 仮想マシン論理サーバーを移動する際、CMS と vCenter が異なるネットワークドメイン(サブネット)に
あると、可能なターゲットホストの表示で遅延が発生する場合があります。同様に、ドラッグアンドドロップ
を使用して論理サーバーを移動している場合、有効なターゲットとしてホストが表示されるのに遅延が発生す
る場合があります。

ESX RDM ストレージプールエントリーの UI に関するサーバー
WWN の管理テーブルは SAN スイッチノード WWN が欠落して
いる
ESX ポータビリティグループの SAN カタログストレージエントリーを作成するときに、サーバー WWN の管
理テーブルの WWN で、SAN スイッチノード WWN (つまり、50:01:43:80:02:a5:00:21())が欠落します。
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CMS と vCenter が異なるネットワークドメインにあるときの論理サーバーの移動

注記:
•
•
•

SAN スイッチは、SAN ストレージアレイと ESX ホストに物理的に接続されます。
SAN スイッチと SAN ストレージアレイの両方は、SPM (Storage Provisioning Manager)によって管
理される必要があります。
SPM で管理されていない FC ネットワークが使用される場合、ゾーン外部の WWN のみが、SAN ス
イッチノード WWN を検索するときに考慮されます。(SAN スイッチノード WWN が外部のすべて
のゾーンでリストされていることを確認してください。)

トラブルシューティング
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HPE 3PAR StoreServ ストレージを HPE Matrix Operating
Environment および SAN 構成で使用するときのベストプラクテ
ィス
要約
HPE Matrix Operating Environment は、プライベートクラウド環境およびハイブリッドクラウド環境用の
Infrastructure-as-a-Service（IaaS）を提供します。このソリューションには、すばやい自動プロビジョニング
のためのセルフサービスポータルのほか、インフラストラクチャの最適化、リソースプールの管理、およびア
ップタイムの保証に役立つ組み込みのライフサイクル管理機能が含まれています。HPE Matrix により、他の
HPE Matrix システムや Amazon EC2 などのさまざまなパブリッククラウドプロバイダーに対するクラウド
拡張機能が提供されます。設計者は Matrix Operating Environment（Matrix OE）ソフトウェアを使用すること
で、特定のワークロードをサポートするための適切なコンピューティングリソース、ストレージリソース、お
よびネットワークリソースを指定するサービステンプレートを定義できます。エンドユーザーがサービスを
必要とするとき、Matrix はサービスニーズを満たすためのインフラストラクチャリソースのプロビジョニング
を自動化します。これには（HPE Storage Provisioning Manager による）ストレージボリュームの構成または
作成が含まれることがあります。この自動プロビジョニングによってリソースを必要に応じて使用し（サービ
スは日単位、週単位、あるいは月単位で必要になることがあるため）、必要がなくなった場合は別のサービス
に使用するためにリソースを開放します。これにより、すべてのリソースの使用率を最適化することができま
す。自動プロビジョニングに加えて、Matrix ではリソースの手動プロビジョニングもサポートします。
設計者が設計するサービスの内容はさまざまであるため、（手動でまたは動的に生み出される）ストレージリ
ソースにかかる I/O 負荷を予想することはできません。あるユーザーが、いくつかのストレージ LUN を使用
してデータベースサービスを作成し、データベース上で OLTP ワークロードを開始することもあれば、別のユ
ーザーが、ストリーミングメディアやファイルアーカイブ用の大規模なデータストアを必要とするサービスを
作成したり、大量のコンピューティング能力を必要とするが I/O 要求がわずかなワークロードを作成したりす
る場合もあります。このさまざまなワークロードと I/O 要求を処理するために、ストレージシステムは、予測
不可能なワークロード環境で動作するように設計され、将来の需要に対応するためのオンラインスケーリング
が簡単に行え、使用可能なすべてのストレージリソースを効率的に使用できるようにする必要があります。
HPE 3PAR StoreServ ストレージは、クラス最高のオープンテクノロジーとハードウェア設計およびソフトウ
ェア設計における多岐にわたる革新技術を兼ね備えています。すべての HPE 3PAR StoreServ ストレージは
複数のコントローラーノード（HPE 3PAR StoreServ アーキテクチャーの高性能データ移動エンジン）を結合
するフルメッシュの高速バックプレーンを備え、キャッシュコヒーレントでメッシュアクティブなクラスター
を形成します。この低レイテンシのインターコネクトにより、メッシュアクティブなコントローラーノードと
簡素化されたソフトウェアモデルを緊密に連携させることができます。さらに、各コントローラーノードはホ
ストへの 1 つまたは複数のパスを持つことができます。HPE 3PAR StoreServ ストレージはストレージコン
トローラーノードをクラスタリングすることにより、シングルインスタンスで高可用性があり、自己最適化が
可能な高性能ストレージシステムをホストに対して提供できます。HPE 3PAR StoreServ に組み込まれてい
る ASIC シン機能は、独自の効率性を発揮する、シリコンベースのゼロ検出メカニズムを備えています。この
メカニズムでは、パフォーマンスに影響を与えることなく割り当て済みの未使用領域を除去する機能を HPE
3PAR StoreServ システムに提供します。3PAR StoreServ ASIC は、パフォーマンス上の懸念を軽減させて従
来のアレイ関連コストを削減するための混合ワークロードのサポートも提供します。トランザクションおよ
びスループットに負荷のかかるワークロードは、競合することなく同じストレージリソース上で実行されま
す。HPE 3PAR StoreServ アーキテクチャーはモジュラー方式でスケーリングが可能なため、システムを小規
模システム、中規模システム、または集中型の超大規模システムとして展開することができます。従来のエン
タープライズ顧客は多くの場合、コスト要件とスケーラビリティ要件の範囲に対応する少なくとも 2 つのアー
キテクチャーを購入して管理する必要がありました。高いパフォーマンスとスケーラビリティを備えた HPE
3PAR StoreServ アーキテクチャーは、大規模または成長の著しいプロジェクト、ミッションクリティカルな
情報の統合、パフォーマンス要求の厳しいアプリケーション、およびデータのライフサイクル管理にうまく適
合し、仮想化環境およびクラウドピューティング環境の理想的なプラットフォームです。
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HPE 3PAR StoreServ ストレージから最大のパフォーマンスと処理能力を引き出すためには、インフラストラ
クチャを構成してリソースを割り当てるときにいくつかの設計ルールを覚えておく必要があります。このセ
クションではこれらのいくつかのルールについて述べ、I/O の負荷分散の要件と、HPE 3PAR StoreServ に接
続して使用できるサーバーおよびブレードについて説明します。本書では、Virtual Connect および Matrix OE
で NPIV（N-Port ID virtualization）を使用したときの影響についても検討します。また、このドキュメントは、
これらの構成を設計するときに留意するベストプラクティスを提供します。
SAN の基本構成
Matrix 構成の概要
次の図は、最大 16 台の HPE BladeSystem サーバーブレードを搭載した HPE BladeSystem c7000 エンクロー
ジャーで構成される Matrix OE 環境の概略図を示しています。各 c7000 エンクロージャーには、一対の HPE
Virtual Connect FlexFabric 相互接続モジュールがあります。それらのモジュールのアップリンクが SAN ファ
ブリックに接続され、Virtual Connect によって各ブレードからこれらのファブリックにアクセスできます。個
々の SAN ファブリックは、ファブリックネットワークを形成する 1 つまたは複数のファイバーチャネル SAN
スイッチで構成されます。SAN ファブリックは、HPE 3PAR StoreServ と、HPE c7000 エンクロージャーお
よびそのブレードサーバーの間の相互接続を提供します。ストレージプレゼンテーションおよびファブリッ
クゾーニングによって、特定のサーバーから特定のストレージデバイスへの選択的なアクセスが可能になりま
す。

図 29 : Virtual Connect および HPE 3PAR StoreServ を使用した Matrix OE の概略構成
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HPE 3PAR StoreServ ストレージ
HPE 3PAR StoreServ アーキテクチャーの重要な要素の 1 つに、混在型のワークロード用に設計された独自設
計の強力なデータ移動エンジンであるコントローラーノードがあります。コントローラーノードは HPE
3PAR StoreServ 内で動作し、接続を提供します。これらのノードの 2~8 個のクラスターとして 1 つのシステ
ムをモジュール構成とすることができます。お客様は、小型の「モジュール式アレイ」構成として 2 つのコン
トローラーノードから始めることができます。その後、強力な柔軟性とパフォーマンスを提供するノード 8 台
構成に、システムを停止させることなく段階的に拡張できます。ノードには 0 から 7 までの番号が付けられ、
0 と 1 が最初のノードペア、ノード 2 と 3 が 2 番目のペア、ノード 4 と 5 が 3 番目のペア、ノード 6 と 7 が
4 番目のペアになります。このモジュール方式は柔軟性があり、コスト効率の高い規模で開始でき、ニーズの
変化に応じてパフォーマンス、キャパシティ、接続能力、および可用性を高める際のコストが手頃なアップグ
レードパスを提供します。このシステムは 1 つのコントローラーノード全体が故障しても、データの可用性を
損なうことなく対応でき、各ノードは完全にホットプラグ可能なためオンライン状態で保守できます。
ホストとバックエンドストレージの接続については、各コントローラーノードは（モデルによって異なります
が）最大 9 個の高速 I/O スロットを装備しています（完全構成のシステムではシステム全体で最大 72 個のス
ロット）。この設計により、複数の通信プロトコルのアダプターを同時にネイティブサポートする強力な柔軟
性が提供されます。さらに、IP 経由のリモートミラーリング用に使用する組み込み型 Gigabit Ethernet ポート
を構成でき、ファイバーチャネルと IP のコンバーターの購入に要する増加コストがなくなります。すべての
バックエンドストレージ接続にはファイバーチャネルを使用します。各コントローラーノードは 4 ポートの
ファイバーチャネルアダプターを使用することで、ホストとストレージの両方の接続について、最大で合計
36 ポート、システム全体で最大で合計 288 ポートを提供できます（システムの構成にもよります）。

図 30 : 2 ノードのペア（4 ノード）を備えた HPE 3PAR StoreServ
図 2 は、2 ノードのペア（4 ノード）を備えた HPE 3PAR StoreServ の構成例を示しています。単純化するた
め、各ノードには単一アダプターから 2 つのホスト側ファイバーチャネルポートが描かれています（通常はア
ダプターあたり 4 つまたは 8 つのポートがあります）。3PAR StoreServ 上のポートは、ノード番号、アダプ
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ターが設置されているスロット番号、および特定のアダプターのポート番号によって一意に識別されます。し
たがって、ポート 0:1:0 は、ノード 0、スロット番号 1、そのアダプターのポート番号 0 にあるホスト側ポー
トです。各ホスト側ポートはファブリックに接続できるようにする一意の World Wide Name を持ちます。こ
の WWN をファブリックのゾーン構成内で使用して、サーバーまたはブレードからストレージにアクセスで
きるようにします。
注：WWN は 64 ビットの 16 桁の 16 進数ですが、このドキュメントでは単純化するために、ストレージサー
バーのポート番号の命名規則を使用して特定のポートの WWN を識別します（たとえば A1-010 はストレージ
サーバー A1 のポート 0:1:0 の WWN です）
ベストプラクティス: ノードペアの両方のノードのまったく同じスロットに、同数のポートを持つ同じ種類の
アダプターを設置することを強くお勧めします。
この図は、2 つの別々のファブリックに接続されている 2 つのホストバスアダプターポートを持つ単一の物理
サーバーも示しています。これらのポートは、図に示すように物理的に独立した 2 つの HBA アダプターの 2
つのポートとするか、複数ポートを備えた単一の HBA アダプターの 2 つのポートとすることができます。
Matrix OE 環境のブレードは、オンボードのコンバージドネットワークアダプター（CNA）を使用して、2 つ
の仮想 HBA を作成できます。サーバーまたはブレードの各 HBA（物理または仮想）には 1 つまたは複数の一
意の World Wide Name が割り当てられます（1 番目の WWN はポートに直接割り当てられ、もう 1 つの WWN
は NPIV を介してポートに追加されます）。Matrix 環境では、1 つのサーバーとする代わりに、HPE
BladeSystem ブレードおよび HPE Virtual Connect FlexFabric モジュールを複数備えた 1 つまたは複数の
HPE BladeSystem c7000 エンクロージャーである場合もあります（後で図 4 に示します）。
注：このドキュメントでは単純化のため、「サーバーまたはブレード番号－インデックス」という命名規則を
使用して特定のポートの WWN を特定します（たとえば H1-01 は、サーバーまたはブレード番号 1 のポート
番号 1 の WWN です）。同様に、このドキュメントでは、「ストレージリソース－インデックス番号」という
命名規則を使用して、特定の HBA に適用される特定のストレージリソースへのアクセスのために使用される
NPIV WWN を特定します。
図では 2 つの独立したファブリックである青色のファブリック（ファブリック 1）および赤色のファブリック
（ファブリック 2）を示しています。各ファブリックは、サーバーまたはブレードとストレージの間の物理パ
スを作成する、相互接続された 1 つまたは複数の SAN スイッチで構成することができます。この図では、各
ファブリックからストレージアレイ上の 4 つの個々のポートへの物理接続が示されていますが、デバイスへの
アクセスは、サーバーとストレージの WWN（サーバー側では H1 と S1、ストレージ側は A1） を使用して各
ファブリックに定義される SAN ゾーン構成によって決定されます。
HPE 3PAR StoreServ と SAN の接続
SAN ファブリックを使用して、サーバーまたはブレードと HPE 3PAR StoreServ の間の接続を設計するとき、
いくつかの冗長化ルールに従う必要があります。接続は、物理的なケーブル接続（図中のすべての線で、灰色
の線はオプションのケーブル接続または未使用のケーブル接続を示す）と、ファブリック内のゾーン構成で構
成されます。図 3 では、各サーバーまたはブレードと HPE 3PAR StoreServ の間の接続を有効にするために
使用できる 3 つの異なるゾーニング構成を示しています。
注：図 3 は、サーバーまたはホストからの全般的な LUN アクセスのために使用できるさまざまなゾーニング
方法を示していますが、SAN からのブート操作を実行するために使用されるブートパスについての詳細は説
明されていません（このドキュメントの範囲外です）。
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図 31 : HPE 3PAR StoreServ と SAN の構成
図 3（A）は、サーバーまたはブレードが、ストレージサーバー上の少なくとも 2 つのポートにゾーニングさ
れた最小構成を示しています（ゾーニングは同じノードペアの両方のノードに対して行う必要があります）。
ペアのノード 0 は青色のファブリック（ファブリック 1）にゾーニングされ、ノード 1 は赤色のファブリック
（ファブリック 2）にゾーニングされます。ボリュームがすべてのノードにどのように分散されているかに関
係なく、サーバーまたはブレードがすべてのノードにゾーニングされる特定の必要性はありません。最小構成
では 1 つのノードペアへのアクセスで十分です。
注：アクティブなサーバーまたはブレードの WWN は、ゾーニング構成で使用されたストレージポート上の
イニシエーターとしてのみログインします。
注：ノードペアの一部ではない HPE 3PAR StoreServ 内の 2 つのノードに 1 つのサーバーをゾーニングする
ことはお勧めしません。たとえば図 3A で、赤色のファブリック（ファブリック 2）がノード 2 のポート 2:1:1
にゾーニングされ、青色のファブリックがノード 0 にゾーニングされた場合、デバイスへのアクセスにはペア
でないノードが使用されます。この構成でも動作しますが、システムの可用性に関する一部の効果がなくなり
ます。この問題を回避する最善の方法は、ポートグループを使用して、同じノードペアのノードのサーバーポ
ートを同じポートグループにグループ化することです。詳しくは、「ポートグループによる分離」を参照して
ください。
図 3（B）は、HPE 3PAR StoreServ の各コントローラーノードが両方のファブリックにゾーニングされてい
る構成を示します。同じノードのペアの同じ ID を持つポートは、同じファブリックにゾーニングされる必要
があります。たとえば、ポート 0:1:0 と 1:1:0 がファブリック 1、ポート 0:1:1 と 1:1:1 がファブリック 2 にな
ります。つまり、偶数ポートがファブリック 1 へ、奇数ポートがファブリック 2 になります。
注：HPE Storage Provisioning Manager（SPM）を使用してストレージ構成を自動化する場合、SPM は常に、
選択された HPE 3PAR StoreServ に対してファブリック内の利用可能なすべてのストレージポート内でゾー
ニングを行います。このドキュメントの後半にある「Matrix OE 環境でのストレージプレゼンテーションとゾ
ーニング」セクションを参照してください。
図 3（C）は、ノードごとに 2 つのポートを使用した、ストレージサーバー内の 4 つのノードすべてのファブ
リックゾーニングを行った大規模な構成を示しています。この種類の構成では、より柔軟なファブリックゾー
ニングが可能であるため（特に手動ゾーニングを使用する場合）、多くの場合は HPE Matrix Operating
Environment のデフォルトの動作構成となります。ただし、この構成は、接続されているすべてのポートでポ
ートあたりのイニシエーター数が大幅に増加することもあります。以下のセクションでは、このような構成の
影響について説明し、この構成を変更してワークロードを複数のファブリックにより適切に分散させる方法を
示します。
ゾーニング構成で HPE 3PAR StoreServ の複数のポートとノードのペアを使用することで、サーバー上のオペ
レーティングシステムのマルチパスドライバーがストレージへの I/O 負荷が分散され、インフラストラクチャ
内のコンポーネント障害に対する保護が提供されます。ただし、この方法も、ゾーニングされたすべてのスト
レージポートのイニシエーターの数を増加させます。これは、ストレージサーバーポートにゾーニングされた
すべてのアクティブな WWN が、そのポートのイニシエーターとして登録されるためです。このことは、
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OSSA（Over Subscribed System Alert）の警告が HPE のグローバルサービスおよびサポート組織によって生
成される状況に至る可能性があり、ポートあたりの最大イニシエーター数の制限を超過したことを示す電子メ
ールがお客様に送信されます。詳しくは、このドキュメントの後の方にある「ポート数あたりの最大イニシエ
ーター数」セクションを参照してください。
ベストプラクティス: ノードペアの同じポートを常に同じファブリックに接続してください。つまり、ポート
0:1:1 と 1:1:1 をファブリック A に、0:1:2 と 1:1:2 をファブリック B に接続します。ノードペア内の各ノード
に 1 つずつの少なくとも 2 つのパスを持つようにデバイスの可用性が構成されるようにします。
HPE Matrix Operating Environment のストレージの留意事項
HPE Matrix Operating Environment は論理サーバーをサポートします。論理サーバーは、管理者が物理マシン
および仮想マシンを同じ管理構造を使用して管理するために使用できる抽象化されたサーバーのクラスです。
HPE Matrix Operating Environment は HPE CloudSystem Matrix の中核をなすインフラストラクチャ管理機
能で、共有サービスを提供するための理想的なプラットフォームである、サーバーリソース、ストレージリソ
ース、およびネットワークリソースにまたがる Converged Infrastructure ソリューションです。HPE 論理サー
バーテクノロジーを使用することで、システム管理者はさらに Converged Infrastructure を構築し、ビジネス
ニーズを満たすために新たなレベルの自動化、簡素化、相互運用性、および統合化を提供します。サーバー
OS とワークロードが物理サーバーに直接ホストされているか、ホストされている仮想マシン上にあるかにか
かわらず、論理サーバーによって計画、配置、調整、および管理で共通の手法を採ることができます。
論理サーバーは、作成が簡単で物理マシンおよび仮想マシン全体にわたって柔軟に移動できるサーバープロフ
ァイルによって定義されます。論理サーバープロファイルには、特定のオペレーティングシステム（OS）、ア
プリケーション、およびワークロードを動作するために必要なシステムリソース（プロセッサーやメモリなど
の構成要件、MAC アドレスやサーバーの WWN（World-Wide Name）などの固有識別子など）が記述されて
います。プロファイルはソフトウェア内で管理されており、ハイパーバイザーベースのソフトウェアを使用し
た仮想マシンの作成に適用されるか、HPE Virtual Connect テクノロジーを使用したベアメタルサーバーブレ
ードに適用できます。論理サーバーは、IT インフラストラクチャをニーズの変化に合わせて調整することを
サポートするために、適宜非アクティブ化したり移動したりすることができます。この柔軟な移動の鍵を握る
のは、ブートボリュームとデータボリューム用の共有ストレージを使用することです。
論理サーバーの定義には、必要なストレージリソースのタイプ（たとえば 1 つの 10GB ブートボリューム、1
つの 100GB 共有データボリューム、1 つの 10GB プライベートデータボリューム）を定義する 1 つまたは複
数のストレージプールエントリーが含まれています。ストレージの定義には、キャパシティ、RAID レベル、
オプションのテキストタグ、必要なファブリック、その他の関連情報が含まれています。ブレード上で論理サ
ーバーがアクティブ化された場合、Virtual Connect イニシエーター WWN のセットがブレードの HBA または
CNA に適用されます。ストレージはエクスポートして提供され、それらの WWN にゾーニングされるため、
適切なブートボリュームおよびデータボリュームへのアクセスが提供されます。
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図 32 : ブレードおよび Virtual Connect を使用した Matrix Operating Environment 論理サーバー
図 4 は、最大で 16 台のブレードを搭載する HPE BladeSystem c7000 エンクロージャーを示しています。エ
ンクロージャーは、Virtual Connect ファイバーチャネルモジュールのペア（従来のホストバスアダプター
（HBA）経由でのファブリックへのブレード接続）、またはコンバージドネットワークアダプター（CNA）を
介したファブリックへのブレード接続を提供する Virtual Connect FlexFabric モジュールのペア（図を参照）
を持つことができます。管理者は Virtual Connect Manager を使用して SAN ファブリックを構成でき、Virtual
Connect アップリンクポート経由で外部ファブリックに接続します。Virtual Connect Enterprise Manager お
よび Matrix Operating Environment はこれらのファブリックの定義を認識し、論理サーバーストレージ用の適
切なファブリックを実現するために使用されます。
Matrix では、ストレージプレゼンテーションおよびゾーニングに使用する Virtual Connect イニシエーター
WWN を割り当てることができます（割り当ては、Matrix OE にバンドルされている HPE Storage Provisioning
Manager ソリューションを使用して自動化できます）。Matrix OE により、Virtual Connect プロファイルにイ
ニシエーター WWN およびストレージコントローラー WWN に関する適切な情報が確実に含まれるようにな
り、またそのプロファイルが物理ブレードに適用され、その HBA または CNA がストレージアクセスのため
に適切に構成される（たとえば、ブートパスに適したイニシエーター WWN とストレージ WWW を持つ）よ
うになります。これにより、論理サーバーが 1 つのブレードから別のブレードに移行してもストレージアクセ
スが保持されます。WWN を含む Virtual Connect プロファイルが移行し、新しいブレードが（イニシエータ
ー WWN とブートターゲット情報で）適切に構成されます。この移行先は、別の c7000 エンクロージャーの
ブレード（ただし、同じ Virtual Connect ドメイングループの一部）である場合があります。
注：VC ドメイングループの内部ファブリック名は、相互の関連付けを容易にするためにファブリック名と一
致させるのが理想的です。
NPIV（N_Port ID Virtualization）は https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel 機能で、この機能により複
数の https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_ChannelID が単一の物理 N_Port を共有することが可能になりま
す。これにより、複数のファイバーチャネルイニシエーターが単一の物理ポートを占有できます。このメカニ
ズムは、エンクロージャー内のすべてのブレードを VC アップリンクポート経由で SAN ファブリックに接続
できるようにするために Virtual Connect によって使用されます。このメカニズムは、ブレード用の CNA また
は HBA の 1 つの物理ポートに対して複数のイニシエーター WWN を適用するためにも使用できます（マルチ
イニシエーター NPIV とも呼ばれます）。Matrix OE ではこの機能を使用して、論理サーバー全体での柔軟なス
トレージボリュームの使用を可能にします。プライベートブートボリュームになることが意図されているボ
リュームが 1 つのイニシエーター WWN に提供され、共有データボリュームが一連のイニシエーター WWN
に提供され、論理サーバーが（ストレージプールエントリーとして Matrix 内で表現される）両方のボリュー
ムを使用することがあります。Matrix OE では、論理サーバーによって必要となるストレージに基づいて、選
択された物理ブレードの HBA/CNA ポートに対して Virtual Connect が適切なすべてのイニシエーター WWN
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を適用します。イニシエーターの数が物理ポートの数を超えると、マルチイニシエーター NPIV を使用してそ
れらを物理ポートに適用します（おそらく 1 つのポートが 3 つのイニシエーター WWN を持ち、1 つは物理ポ
ート、2 つは NPIV 経由で適用されるポートです）。
注意:Matrix 環境では、Virtual Connect を SAN および HPE 3PAR StoreServ ストレージソリューションへの物
理的な接続用に使用します。VC アップリンクはノードペアの両方のノードに接続されるか別々のファブリ
ックに接続されます。ファブリックは次に、ノードペアの両方のノードに接続されるようにします。Matrix ス
トレージプールエントリー構成にはポートおよびファブリックの仕様が含まれており、すべての単一の物理ポ
ートは特定の 1 つのファブリックについてのイニシエーターしか持ちません（したがって、別々のファブリッ
クのイニシエーターは別々の物理ポートに存在します）。3 つ以上のファブリックが必要な場合は、ブレード
にメザニンカードを追加して物理ポートを追加することができます。
Matrix OE 環境でのストレージプレゼンテーションとゾーニング
Matrix OE は、ストレージのニーズ（必要なファブリック、ボリュームのサイズ、RAID レベル、および他の
関連情報）に関する情報を提供します。仮想ボリュームは HPE 3PAR StoreServ 上にすでに存在することもあ
りますが（事前プロビジョニングされたストレージ）、必要なときに SPM が仮想ボリュームを作成すること
もできます（オンデマンドでプロビジョニングされるストレージ）。HPE 3PAR StoreServ ストレージシステ
ム上の仮想ボリューム（Vvol）は、論理サーバーに関連付けられているストレージプールエントリーによって
使用される適切なイニシエーター WWN に仮想ボリュームをエクスポートすることによって、1 つまたは複数
の論理サーバーから見える、つまりアクセス可能になります。このプレゼンテーションは、ストレージプール
エントリーが論理サーバーに関連付けられる前に実際に行うことができ、通常は論理サーバーが物理ブレード
上でアクティブ化される前に実行できます。目的は、論理サーバーの電源が入り、適切なイニシエーター
WWN を使用して Virtual Connect モジュールを介して SAN へアクセスするタイミングに備えてすべてのス
トレージを準備することです。このプレゼンテーションプロセスは、ストレージ管理者が手動で事前に実行す
るか、または HPE Storage Provisioning Manager（SPM）を使用して自動化することができます。SPM が
HPE 3PAR StoreServ 上でのホスト定義の作成を自動化する場合、ストレージ管理者がこれらのホスト定義を
手動で作成されたものと区別できるようにするためにプレフィックスが使用されます。SPM は適切なファブ
リック上のすべてのコントローラーポートを使用して、適切なイニシエーターへのボリュームのプレゼンテー
ションを行います。コントローラーポートの選択は Matrix OE に戻され、適切な選択を自動で実行するか、管
理者が手動で実行する（おそらくストレージプールエントリー全体でコントローラーポートの選択を分散させ
る）ことができます。
SPM ではストレージプレゼンテーションの自動化に加えて、Brocade SAN 環境でゾーニングを自動化するこ
ともできます。SPM は、（Matrix および Virtual Connect によってブレード HBA または CNA に適用される）
イニシエーター WWN を含むゾーンセットを作成し、
（特定のファブリック上のすべてのコントローラーポー
トに対してプレゼンテーションを行ったときと同様に）適切なファブリック上にすべてのストレージコントロ
ーラーポート WWN を作成します。たとえば、図 3 の青色のファブリック（ファブリック 1）と赤色のファブ
リック（ファブリック 2）について、SPM がプレゼンテーションおよびゾーニングを行ったのが、構成 A に
ついては 1 つのコントローラーポート、構成 B については 2 ポート、構成 C については 4 ポートだとします。
管理者は手動でゾーニングすることができ、コントローラーポートのサブセットに対してゾーニングを実行で
きますが、Matrix ストレージプールエントリー構成で使用されているコントローラーポートが適切にゾーニン
グされているか特に注意を払う必要があります。つまり、ストレージ管理者がポート A を選択したが、ゾー
ニングがポート B に対して手動で行われた場合、ストレージアクセスの問題が生じる場合があります。この
問題は、自動化されたゾーニング環境において、ファブリック上のすべてのコントローラーポートにゾーニン
グが行われるようにすることによって回避できます。
Matrix、SPM、ストレージ自動化、ネーミングに使用されるプレフィックスについて詳しくは、http://
www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある HPE Matrix Operating Environment 7.6 Infrastructure Orchestration
User Guide の Matrix Operating Environment の SPM（HP Storage Provisioning Manager）との統合に関する
セクションを参照してください。
4 ポートと 8 ポートのゾーニング構成
特定のサーバーについてのゾーン構成で使用される HPE 3PAR StoreServ のホスト側ポートの数は、ストレー
ジシステム上のポートごとのイニシエーター数に大きく影響する場合があります。図 5 は、ホスト側ポートと
して使用するポートが 4 つの場合と 8 つの場合の違いを示しています。
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図 33 : 4 ポートと 8 ポート構成の比較
図 5 の左側の図は、ノードあたり 1 つのポートが各ファブリックに接続されている（偶数ポートが青色ファ
ブリック（ファブリック 1-A）、奇数ポートが赤色ファブリック（ファブリック 2-A））2 ノードの HPE 3PAR
StoreServ を示しています。
構成内の 3 つのブレードにはそれぞれコンバージドネットワークアダプター（CNA）があり、ストレージア
クセス用の WWN が割り当てられた 2 つの仮想 HBA（Hx-01 および Hx-02）があります。各 CNA のいずれか
の仮想 HBA が、ファブリック 1-A に接続されたアップリンクポートを持つ Virtual Connect Flex Fabric モジ
ュール 1 の VC SAN1 に BladeSystem バックプレーン経由で接続されています。各 CNA の別の仮想 HBA
は、ファブリック 2-A に接続されたアップリンクを持つ VC モジュール 2 の VC-SAN2 に接続するように構成
されています。
特定のポートおよびパスへの実際のアクセスは、ファブリック内のスイッチの WWN ゾーニングを使用して
実現されます。ゾーン構成は、HPE 3PAR StoreServ のホスト側ポート WWN だけでなく、CNA の仮想 HBA
WWN も含む各ファブリックで作成される必要があります （ゾーン構成について詳しくは、図 7 を参照して
ください）。
この構成で、HPE 3PAR StoreServ の仮想ボリューム（Vvol）は、仮想 WWN（H1-01 および H1-02）を使用
して Vvol をブレードにエクスポートすることによって、ブレード 1 へアクセス可能になります。ストレージ
管理者（または HPE Storage Provisioning Manager（SPM））は、ストレージボリューム（Vvol）へのアクセ
スを必要とする特定のサーバーまたはブレードの WWN を含むストレージサーバー上に適切なホスト定義を
作成します（このケースでは H1-01 と H1-02）。H1-01 はポート 0:1:0 と 1:1:0 にゾーニングされてイニシエ
ーターとしてログインし、H1-02 はポート 0:1:1 と 1:1:1 にゾーニングされて別のイニシエーターとしてログ
インしているため、Vvol は 4 つすべてのホスト側ポート経由でエクスポートされます。
ブレード 1 は、4 つの別々のパスによって、ストレージサーバーの 4 つのポート上で Vvol にアクセスできる
ようになります。ホスト上のマルチパスドライバー（MPIO）は、この 4 つのパスをホスト上の 1 つの仮想デ
バイスに簡素化します。この構成で、Virtual Connect モジュールまたはアップリンク、スイッチまたはファブ
リック、またはストレージサーバー上のノードに何らかの理由で障害が発生した場合、ホストはストレージサ
ーバーに到達可能な 2 つのパスを失います。MPIO ドライバーはすべての I/O を残りの 2 つに切り替え、I/O
は続行します。
注意:パスの障害は MPIO ドライバーによって検出される必要があり、ドライバーはこの障害に対応して、I/O
を残りのパスに切り替える必要があります。障害の検出とパスの切り替えには数秒かかることがあるため、ア
プリケーションによっては障害が発生したり、応答時間の低下が短時間続く原因となることがあります。
図 5 の右側の図は同じ構成を示していますが、4 ノードの HPE 3PAR StoreServ システムが使用され、各ファ
ブリックはストレージサーバー上の 4 つのホスト側ポートに接続されてゾーニングされています（合計 8 ポ
ート）。この構成では、各サーバーまたはブレードの WWN は、各ファブリックの 4 つのすべてのホスト側ポ
ートにログインし、4 つのすべてのポート上でイニシエーター数が加算されることに注意してください。
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ポート数あたりの最大イニシエーター数
任意の単一アレイのポートへのオーバーサブスクリプション（利用過多）を防ぐために、HPE グローバルサ
ービスおよびサポート組織は、1 つのポートに接続するサーバーまたは HBA（イニシエーター）の数にいく
つかの制限を設定しています。この制限は、ポート当たりのイニシエーターの最大数として表現されます。イ
ニシエーターとはポートにログインした一意の WWN です。イニシエーターはサーバーまたはブレードの
CNA/HBA の WWN に関連付けることができるため、ポートあたりのサーバー数への制限とみなすこともでき
ますが、この制限はさらに特定のポートに対して実行される I/O の合計を最小限に抑えることに狙いを定めて
います。各ポートが持つ I/O キューの深さを処理するためバッファーの量は一定であるため、特定のポートに
接続されるイニシエーターが増えるほど、バッファーすなわちポートのキューの深さが枯渇するリスクが高ま
ります。結果として I/O サービス時間が長くなり、ポートが I/O を拒否することさえ発生しかねません。HPE
3PAR StoreServ ストレージシステムは、イニシエーターの数が推奨される制限よりも多くなると、ポートあ
たりの一意の WWN 数を報告することが簡単にでき、HPE グローバルサービスおよびサポート組織によって
OSSA（Over Subscribed System Alert）電子メールメッセージが生成されて顧客に送信されます。このメッ
セージにより、ポートあたりのオーバーサブスクリプションの可能性があることを顧客に気づかせ、さらに多
くの物理ポートを使用してホスト接続を分散することをお客様に推奨します。
HPE 3PAR StoreServ のホスト側ポートに定義されている現在の制限は、ポートあたり最大 64 のイニシエー
ターです（1 イニシエーター= 1 WWN）。物理的な言い方をすれば、これはストレージのホスト側ポートあた
り 64 のサーバー（厳密には、CNA/HBA ポート上の一意の WWN）と言い換えることができます。
「ポートあ
たりのイニシエーター数」の使用は、ポートのオーバーサブスクリプションを制限するための絶対に確実な方
法というわけではありません。管理者は、ポートに接続されている物理サーバーがどのようなアプリケーショ
ンを使用し、どのような負荷が発生するかを考慮に入れて、この数値を適宜調整する必要があります。非常に
重い I/O 負荷がかかった状態で実行中の 1 つのサーバーが、1 つのポートを過剰に利用する可能性もありま
す。HPE グローバルサービスおよびサポートチームによれば、一般的に、VMware™ ESX/ESXxi や
Microsoft™ Windows HYPER-V ハイパーバイザーのような仮想化ソフトウェアを実行するサーバーは、専用
のオペレーティングシステムを実行するサーバーよりも多くの I/O を生成する可能性があることがわかって
います。このため、ハイパーバイザーを使用する場合、ポートごとのイニシエーターの最大数を、4Gb/秒の
ファイバーチャネル接続であれば 16 以下に、8Gb/秒のファイバーチャネル接続であれば 32 以下にすること
も推奨します。
注意: HPE 3PAR StoreServ には、アレイあたりの WWN 数の合計についても推奨される最大値があります。
この数値はアレイのモデルおよび構成に依存し、各アレイの仕様で定義されています。特定モデルの最新の推
奨値については、www.hpe.com/info/storage/docs の HPE 3PAR StoreServ Storage ベストプラクティスガ
イドを参照してください。
ポートあたりのイニシエーター（一意の WWN）の数を報告できることを除けば、HPE 3PAR StoreServ に
は、WWN がハイパーバイザーシステムのものなのか、あるいはスタンドアロンサーバーまたはブレードのも
のなのかを判断する手段がなく、アレイについても、WWN が専用の物理的な CNA/HBA ポートに由来するの
か、物理的な CNA/HBA ポートに追加された Virtual Connect マルチイニシエーター NPIV WWN に由来するの
かを判断できません。このことは、物理サーバー WWN でなくマルチイニシエーター NPIV の使用に依存する
HPE Matrix Operating Environment などのソリューションを使用した場合に誤ったアラームが生成されるこ
とにつながります。このようなタイプの環境では、物理サーバー/ブレード（CNA/HBA）が実際にいくつ使用
されているかを判別したり、アクティブなリソースが 1 つのポート上でどのような種類の負荷プロファイルを
持つかを判別したりすることが（HPE 3PAR StoreServ の観点から）困難です。
Virtual Connect のマルチイニシエーター NPIV の実装
マルチイニシエーター NPIV を使用すれば、HPE Virtual Connect は、WWN をすでに含む CNA ポートまたは
HBA ポートに複数の WWN を割り当てることができます。新しい WWN が既存の CNA または HBA の WWN
に追加され、CNA/HBA は新しい WWN が、あたかも実際の物理 CNA/HBA の WWN であるかのように、新し
い WWN を使用して I/O を実行することができます。1 つの物理または仮想の HBA ポートは、マルチイニシ
エーター NPIV によって追加される複数の WWN を持つことができます。NPIV が Matrix 環境にとってきわ
めて理想的であることの理由として、ストレージボリュームを柔軟に使用できるということがあります。各ス
トレージボリューム（Vvol）を異なるイニシエーター WWN にエクスポートし、その後必要に応じて結合およ
び再結合して論理サーバーのストレージを提供することができます。あるボリュームが最初の週はブートボ
リュームになり、次の週は共有データベースボリュームになり、その次の週はいくつかのボリュームのうちの
1 つとなる場合もあります。ストレージ Vvol は、Virtual Connect の WWN にエクスポートしてゾーニングし、
必要に応じて論理サーバーに関連付けることができます。論理サーバーが物理ブレード上でアクティブ化さ
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れると、Matrix は Virtual Connect が適切なイニシエーター WWN を CNA/HBA ポートに割り当てるようにし
ます（この数が物理ポートの数を超える場合はマルチイニシエーター NPIV 機能を使用します）。これにより、
論理サーバーは SAN ゾーニングやアレイ構成を変更しなくてもストレージリソースにアクセスできます。論
理サーバーは、元のブレード上の（関連付けされた WWN を含む）Virtual Connect プロファイルを非アクテ
ィブ化した後、新しいブレード上で（関連付けされた WWN を含む）Virtual Connect プロファイルをアクテ
ィブ化することによって、あるブレードから別のブレードに再配置できます。
さらにストレージリソースは、WWN のセットをエクスポートしてゾーニングし、それらの WWN を含む
Virtual Connect プロファイルを特定のサーバーまたはブレードのセット上で同時にアクティブ化することに
よって、複数のサーバー/ブレードから同時に利用できるようにすることができます。Matrix OE では、特定の
論理サーバー専用ではなく、複数の論理サーバー間で共有されるボリュームについては異なるイニシエーター
WWN が必要です。
ある構成では、WWN の 1 つのペアを使用してアレイ上の 1 つのストレージデバイス（VLUN）にアクセスで
きますが、別のケースでは、WWN の 1 つのペアを使用してアレイ上のストレージデバイスのグループ
（VLUN）にアクセスできます。1 対 1 の関係を使用するか、または多対 1 の関係を使用するかについては、ユ
ーザーがストレージリソースを要求する方法と、選択に使用される条件にすべて依存します。詳しくは、この
ドキュメントの「Matrix ストレージプールエントリーの作成と使用」のセクションを参照してください。
マルチイニシエーター NPIV の WWN を使用することは Matrix 環境に大きな利点と柔軟性をもたらします
が、この構成で使用される（物理ポートに適用されるか、またはマルチイニシエーター NPIV で指定される）
各 WWN はアレイ上のイニシエーター数に加算され、アレイに何らかのオーバーサブスクリプションアラー
ムを生じさせる可能性があります。アレイには、物理ポートに直接適用される WWN とマルチイニシエータ
ー NPIV を使用して適用された WWN を区別する方法がないため、アレイにログインする各 WWN が一意のイ
ニシエーターとしてカウントされます。
Matrix ストレージプールエントリー
Matrix Operating Environment では、ストレージプールエントリーを使用して、論理サーバーに必要な特定の
ストレージボリューム/LUN が定義されます。ストレージプールエントリーは通常の場合、必要なストレージ
のタイプ（サイズ、RAID レベル、タグなど）、および複数のサーバーからストレージにアクセス可能かどう
か（共有数を指定可能）の定義で構成されます。ストレージプールエントリーにはポートおよびファブリック
情報のほか、各ポートの WWN も含まれます。これらの WWN は最終的に、特定のブレードから特定のスト
レージにアクセスするために使用されます。1 つの論理サーバーは複数のストレージプールエントリーを持
つことができます（プライベートブートボリューム用に 1 つ、共有データベースボリューム用に 1 つなど）。
これらの各ストレージプールエントリーにはボリュームのファブリック仕様があり、適切なポートのイニシエ
ーター WWN が Virtual Connect プロファイルを介して物理ブレードに適用されます（必要に応じてマルチイ
ニシエーター NPIV を使用します）。
注意:ストレージプールエントリー内の WWN は、物理 WWN（物理ポートに直接適用される非 NPIV）または
仮想 WWN（マルチイニシャライザー NPV を使用して同じ物理ポートに複数適用される）になります。これ
は、ストレージプールエントリーが論理サーバーに関連付ける方法に基づいて決定されます。論理サーバー
が、ストレージボリュームへの冗長パス（2 つのファブリック/ポート）を持つ単一のストレージプールエント
リーを使用しているだけ場合の 、これらはブレード HBA ポートの物理 WWN になります。
プライベートストレージプールエントリー
単一の論理サーバーが使用するボリュームを含むストレージプールエントリーは、プライベートストレージプ
ールエントリーとみなすことができます。プライベートストレージプールエントリーは通常、ブートデバイス
用に使用されますが、アプリケーションまたはアプリケーションの一部が論理サーバーの間で共有されない場
合はアプリケーションストレージデバイス/LUN となることもできます。たとえば論理サーバーは、プライベ
ートブートボリューム、共有データベースボリューム、およびプライベートトランザクションログボリューム
を必要とする場合があります。プライベートボリュームは別々のストレージプールエントリーにすることも、
1 つにまとめることもできます。各ストレージプールエントリーには、ストレージプールエントリー内の適切
なファブリックのポートに割り当てられた Virtual Connect の WWN があります。論理サーバーがアクティブ
化されると、Matrix は Virtual Connect を使用して、関連付けられているストレージプールエントリー用のイ
ニシエーター WWN がブレードの CNA/HBA ポートに適用され、これらの WWN が SAN ファブリックにログ
インし、アレイのポートに表示され、HPE 3PAR StoreServ によって追加イニシエーターとして登録されるよ
うにします。
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注意:HPE Storage Provisioning Manager（SPM）またはストレージ管理者は、適切な WWN がアクティブ化
される前であっても、アレイにホスト定義を追加します。管理者は、論理サーバーに必要な WWN を手動で
入力できます（ストレージプールエントリー定義で使用可能）。または SPM が WWN をストレージアレイの
ホスト定義にプログラマチックに追加します。その後、ストレージデバイスをホスト定義にエクスポートする
ことができ、WWN が SAN にログインするとすぐに、ストレージデバイスが見えるようになり、アクティブ
化されたサーバーによって使用できるようになります。
共有ストレージプールエントリー
ストレージプールエントリーは共有数の指定です。共有する予定のないストレージプールエントリーの場合、
カウントは 1 です（プライベートストレージプールエントリー）。共有ストレージプールエントリーには複数
のサーバー/ブレードから同時に利用可能でアクセスできるストレージリソースが含まれています。これはク
ラスター環境あるいはハイパーバイザー環境の場合や、特定のソフトウェアアプリケーションで複数のサーバ
ーから同じデバイス/LUN へのアクセスを必要とする場合の典型的な例です。ストレージプールエントリーを
複数のサーバーに同時に使用できるようにする必要があるため、ストレージプールエントリーには（必要なす
べてのサーバーにストレージを提供できるようにするための）複数の WWN が割り当てられます。WWN の数
は共有数およびポートの数によって決定されます（たとえば、冗長性がない場合は 1 つのポート、冗長性があ
る場合は 2 つのポート、ブレードに追加の HBA メザニンカードがある場合はさらに多くのポートとなりま
す）。
共有ストレージプールエントリー内のすべてのボリュームが共有されます。特定の論理サーバー専用になる
予定のボリュームは、別個のストレージプールエントリー内に存在する必要があります。
ベストプラクティス: 必要な場合を除いて、共有ストレージプールエントリーを作成しないでください。共有
ストレージを要求する場合、64 のすべてのサーバー/ブレードがストレージに本当にアクセスする必要がある
かどうか、あるいは 8 つ、4 つ、または 2 つのサーバーだけで十分ではないかどうかを判断してください。こ
れは必ずしも実現可能あるいは実用的とはいえませんが、可能な場合は常に、共有ストレージプールエントリ
ーの共有数を減らすようにしてください。

図 34 : プライベートストレージプールエントリーと共有ストレージプールエントリーおよびブレード上の論理サーバ
図 6 は、3 つのブレード上でアクティブ化された 3 つの論理サーバーと 4 つのストレージプールエントリーに
よる構成を示しています。ストレージプールエントリーのうちの 3 つはプライベートストレージプールエン
トリーで、4 番目（SPE4）は 3 つすべての論理サーバーで共有されている共有ストレージプールエントリー
です。
注意: 図 6 では、SPE1 と SPE2 は単一のストレージデバイス/LUN として示され、SPE3 および SPE4 は複数
のストレージ/LUN として示されています。これはただ単に、ストレージプールエントリーが 1 つまたは複数
のストレージボリュームを持つことができることを示したにすぎません。ストレージプールエントリーは、ブ
ートデバイスとして使用される単一のストレージボリュームを含むこともあれば、ブートボリュームとその他
のプライベートボリュームを含むこともあります。共有アプリケーションデータ用に使用するストレージプ
ールエントリーは、アクセスするすべての共有のための複数のストレージボリュームを持つことがあります。

付録

147

青色のファブリック（スイッチ 1）は、各ブレードの CNA/HBA ポートのどれかを HPE 3PAR StoreServ のノ
ードペアの両方のノード上のコントローラーポートに接続します。同様に、赤色のファブリック（スイッチ
2）は、サーバーブレードの別の CNA/HBA ポートを同じノードペアの別のポートに接続します。差し込み図
は、スイッチ 1 のゾーニング構成の詳細を示しています。ストレージプールエントリーが論理サーバーに割り
当てられ、論理サーバーが物理ブレードでアクティブ化されたと仮定すると、物理サーバー WWN（H1-01）
と同様にストレージプールエントリー WWN（S1-001、S4-001）はスイッチポートにログインします。WWN
ゾーニングは、各イニシエーター WWN を、適切なファブリック上のストレージサーバーポート WWN にゾ
ーニングするよう構成されます。この例ではスイッチ/ファブリック上に 4 つの別々のゾーンセットが作成さ
れます。ゾーンセットは、SPM によって自動的に作成されるか、ストレージ管理者によって手動で作成され
ます。
注意: デフォルトでは、SPM は適切なファブリック上のすべてのストレージサーバーポートを HBA/CNA の
WWN にゾーニングします。図 6 の場合、これは青色のファブリックではポート 0:1:0 およびポート 1:1:0、
赤色のファブリックではポート 0:1:1 およびポート 1:1:1 です。管理者はポートグループを定義することでそ
の動作を制御できます（www.hpe.com/info/storage/docs にある SPM ユーザーガイドのファイバーチャネ
ルサービスゾーニングのセクションを参照してください）
注意: 図 6 で、物理サーバーまたはブレードの HBA WWN（H1-01 または H1-02）は、この例では任意のゾー
ンセット定義で使用されていないため、ストレージサーバーのホスト側ポートから見えず、ストレージサーバ
ー上の別のイニシエーターとしてカウントされません。
ゾーンセット構成が作成され、Virtual Connect 環境の物理ブレード上で論理サーバーがアクティブ化される
と、HBA/CNA WWN は SAN にログインし、ゾーニングされたストレージサーバーの各ホスト側ポートから
見えるようになり、各ポートのイニシエーターの数に加算されます。
図 6 に見られるように、4 つのストレージプールエントリーを作成することで（1 つは 3 つすべてのサーバ
ー/ブレード間で共有されている）、HPE 3PAR StoreServ ストレージサーバーのポートごとのイニシエーター
数を 6 にすることができます。共有ストレージプールエントリーは、3 つのサーバーで共有されている各アレ
イポートに 3 つのイニシエーターを追加し、それらの 3 つのサーバーすべてがアクティブ化されます。スト
レージプールエントリーがさらに大きい構成で共有される場合、さらに多くのイニシエーターが関与すること
になります（たとえば、1 つの共有ストレージプールエントリーを持つ 1 つの 8 ノードクラスターは、それら
の 8 つのサーバーがアクティブ化されたときに、ストレージサーバーポート上でポートごとのイニシエーター
数にさらに 8 つのイニシエーターが加算されることになります）。一部の共有サーバーがまだアクティブ化さ
れていない場合、それらのサーバーは認識可能なイニシエーターの数への加算を行っていません。
注意: HPE 3PAR StoreServ はポートあたりのアクティブな WWN/イニシエーター数のみカウントします。ス
トレージアレイ上のすべてのホスト定義、またはブレード上で現在アクティブ化されていない論理サーバーに
関連付けられている WWN を持つ Matrix 内の構成済みストレージプールエントリーは、ポートあたりのイニ
シエーターとしてカウントされません。カウントは、ストレージプールエントリーが関連付けられている論理
サーバーが物理ブレード上でアクティブ化されたときに増分されます。
注意: 図 6 の SPE3 および SPE4 には、ストレージプールエントリーの WWN にエクスポートされた複数の
VLUN があります。単一のストレージプールエントリーに複数のデバイス/VLUN を持つことに対して、複数
のストレージプールエントリーがそれぞれ 1 つのボリューム/デバイス/VLUN を持つ場合の影響を考慮するこ
とが重要です。たとえば、SPE4 にはストレージプールエントリーに関連付けられているボリュームが 1 つだ
け存在し、2 番目のデバイス用に別のストレージプールエントリーが作成された場合、ポートあたりの 3 つの
追加イニシエーターが構成に追加されます （8 ノードクラスターの例では、8 つの論理サーバー上の 2 つのデ
バイスにアクセスするために 16 のイニシエーターが使用されます）。
Matrix ストレージプールエントリーの作成と使用
ストレージプールエントリーの手動作成
Matrix Operating Environment のリリース 7.0 以前では、ストレージプールエントリーは管理者によって手動
でのみ作成できました。ストレージプールエントリーには、要求されたストレージに関する情報（サイズ、
RAID、冗長性、タグ）および Virtual Connect WWN が含まれています。ストレージ管理者は、ストレージを
手動で作成、エクスポート、およびゾーニングします（アレイ上のホストの定義を含む）。ストレージに関す
る情報（コントローラーポート WWN、LUN）は、手動でストレージプールエントリーを追加するか、（スト
レージ管理者がボリュームをストレージカタログにインポートした後で）HPE Storage Provisioning Manager
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によって自動的に設定される場合があります。ストレージプールエントリーは、ユーザーがストレージリソー
スを要求したときにプロビジョニング用に利用でき、論理サーバー構成に追加することができます。
ストレージプールエントリーを手動で作成すると、ストレージのプロビジョニングの柔軟性が制限されます。
事前定義されたストレージサイズが使用され、これはユーザーの要求に最も一致する結果となります。ボリュ
ーム（VLUN）とストレージプールエントリーの関係が 1 対 1 で、各ストレージプールエントリーが 1 つのス
トレージボリュームのみを持つ場合もあります。あるいは、エンドユーザーが複数のボリュームを要求するこ
とをストレージ管理者が事前に知っていて、そのようなストレージプールエントリー（たとえば 10GB のブー
トボリュームと 50GB のデータボリュームを含むもの）を特別に作成する場合もあります。
最大限に柔軟性を実現するために、管理者はボリュームごとに個別のストレージプールエントリーを作成する
ことができます（論理サーバーが最初の週にボリューム 1、2、および 3 を使用できるようにし、その論理サ
ーバーが必要でなくなったときに、ボリューム 1 をデータベース論理サーバーに使用し、ボリューム 2 を Web
サービス論理サーバーに使用し、ボリューム 3 は未使用のままにします）。この分離により柔軟な再利用が可
能ですが、代わりに WWN が増加します。各ストレージプールエントリーは別々の WWN を持ち、適宜サー
バーに適用されます。3 つのすべてのボリュームが 1 つのストレージプールエントリーにある場合、必要な
WWN は少なくなりますが、ボリュームはグループとして割り当てられます（したがって、すべてがデータベ
ース論理サーバーに含められます）。
たとえば、エンドユーザーが SQL データベースを作成し、log および redo または temp 領域からデータを分
離するために、データベース用の 4 つの個別のストレージデバイス/LUN を要求する場合があります。これら
を共有ボリュームにする場合、それらは専用のブートボリュームではなく別のストレージプールエントリー内
に存在する必要があります。データベース用の 4 つの個別のストレージプールエントリーに加えて、プライベ
ートブートボリューム用（およびプライベートトランザクションログ）のための 5 番目のストレージプールエ
ントリーが追加されるため、ストレージサーバーポートごとに 5 つのイニシエーターが追加される結果となり
ます。4 つのデータベースデバイス/LUN が単一のストレージプールエントリーに構成された場合、要求によ
って追加されるポートあたりのイニシエーター数は 1 つのみとなります。
ここで、次のケースを考えてみます。最初の要求が SQL データベースを 8 ノードクラスター上で共有するこ
とで、要求された 4 つのデータベースデバイス/LUN が 4 つのストレージプールエントリーに割り当てられた
とします。このとき、8 つのサーバー/ブレード上のわずか 4 つのデータベースデバイスのために、32 のイニ
シエーターが HPE StoreServ コントローラーポートに追加されることになります （繰り返しになりますが、
ストレージプールエントリーを共有するすべての論理サーバーは、同時にアクティブになると仮定します）。
ストレージプールエントリーの自動作成
Matrix Operating Environment 7.0 リリース以降では、ストレージプールエントリーの作成は HPE Storage
Provisioning Manager（SPM）の使用により自動化できます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーシ
ョンは、サービステンプレート定義内のストレージ情報に基づいて、ストレージプールエントリーを自動生成
できます。SPM は、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ボリュームを使
用して、ストレージ要求（手動作成または自動生成されたストレージプールエントリー）を満たすことができ
ます。SPM はアレイ上でボリュームを作成し、必要な場合にホスト定義を作成し、プレゼンテーションおよ
びエクスポートを行い、
（Brocade SAN 環境で）ゾーニングを調整することができます。つまり、ユーザー要
求に必要な特定の VLUN だけでなくストレージプールエントリーの定義を、ユーザーがサービスを要求した
直後に作成できます。ユーザーがシステムから複数のプライベートストレージデバイス/LUN を要求した場
合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションがこの要求を単一のストレージプールエントリーとし
て作成できるため、要求に使用される WWN の数が削減されます。共有されるボリュームは、プライベート
ボリュームとは別のストレージプールエントリーに配置する必要があります。
注意: Matrix はストレージプールエントリーを自動生成するとき、ブートディスクとすべてのプライベートデ
ータディスクを常に同じストレージプールエントリーに作成します。要求されたすべての共有ディスクは、2
つ目のストレージプールエントリーにまとめられます。
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図 35 : 使用するストレージプールエントリーの数を最小限に抑える
図 7 は、ユーザー要求を処理するとき、それぞれが単一のボリューム/LUN を持つ 5 つのストレージプールエ
ントリーを使用する場合と、すべてのボリューム/LUN を単一のストレージプールエントリーにグループ化す
る場合の違いを示しています。図では、1 つのサーバーだけがストレージプールエントリーにアクセスしてい
るプライベートストレージプールを想定しています。
ベストプラクティス: すべてのプライベートストレージボリュームを単一のストレージプールエントリーに
グループ化し、すべての共有ストレージボリュームを個別のストレージプールエントリーにグループ化するこ
とが重要です。これによって構成で使用する WWN の数を減らすことができます。今後論理サーバーでボリ
ュームの同じ組み合わせが必要なくなることが懸念される場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレー
ションは（ストレージプールエントリーを手動で事前定義する代わりに）特定のユーザー要求に基づいてスト
レージプールエントリーを自動生成することができます。
アレイポート全体でのストレージアクセスのロードバランシング
このドキュメントの前の方のセクションに記載されていますが、ポートあたりのイニシエーター数が最大 64
（8Gb SAN でハイパーバイザーを使用するときは 32）という HPE 3PAR StoreServ の要件は、アレイポート
あたり最大 64 台の物理サーバーに構成を制限することによってポートあたりの I/O オーバーサブスクリプシ
ョンを防止することを意図して設定されたものです。この要件は、大量のイニシエーター WWN を同じ物理
ポート上に追加するマルチイニシエーター NPIV の使用を考慮していませんでした。Matrix 環境（および
NPIV を使用するほとんどの新しいハイパーバイザー構成）では、ポートあたりのイニシエーター数は、わず
か数台の物理サーバー/ブレードを使用するだけで推奨される最大値の 64 を簡単に超過します。ただし、この
推奨は、1 つのアレイポートについての I/O のオーバーサブスクリプションを防止するためのものであって、
特に物理サーバーの数を制限するものではないことに注意してください。
ポートあたりのイニシエーター数が多いあるいは少ないことは、I/O のサブスクリプションが過剰であるか過
小であるかに直接関連しません。たとえば、共有リソースを使用するとポートあたりのイニシエーター数が大
幅に増加する可能性がありますが、あらゆる時点で I/O を実行しているサーバーまたはブレードは 1 つだけで
す（クラスター環境を想定）。そして、わずか 1 つの WWN を使用する単一プライベートリソースは、非常に
高い I/O 速度で実行し、ポートにオーバーサブスクリプションが発生します。本書では、それぞれの HPE
StoreServ コントローラーポート上のイニシエーター数を減らすためのいくつかのオプションが説明されて
います。ユーザーは、リソースを共有しているサーバーの数を減らしたり、ストレージプールエントリーの数
が最小になるようにストレージボリューム/LUN をグループ化したりできます。これらの方法では、ポートあ
たりのイニシエーター数を少ししか節約できず、これらの方法は多くの場合、エンドユーザー要求にサービス
を提供する際の制限が多すぎる方法だとみなされます。
イニシエーターの WWN の数を減らす方法に加えて、I/O のワークロードを一部のストレージサーバーポート
全体にわたって適切に分散することが、おそらくもっと重要です。ストレージのホスト側ポートが複数のサー
バーからの負荷によって過負荷状態になっている場合、このセクションに記載されている解決策は、複数のス
トレージサーバーポートにわたって負荷を分散させることに役立ちます。1 つのサーバーが処理している単
一イニシエーターからの I/O が、アレイポートで処理可能な量を超えている場合、アプリケーションの再設計
が必要な場合があります。
設計とプランニングを行うために、Matrix 構成の各サーバーまたはブレードが平均 3 つのストレージプールエ
ントリーを持ち、各 CNA/HBA ポートに 3 つの WWN が割り当てられると想定します。これにより、1 つ目の
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ストレージプールエントリーをプライベートボリュームに割り当て、2 つ目を共有ボリュームに割り当て、さ
らにいくつかのボリュームに異なるストレージタグが必要な場合に 3 つ目のストレージプールエントリーを
割り当てることができます。SAN ファブリックの冗長性およびブレードあたり 2 つの CNA/HBA ポートがあ
ると仮定すると、WWN はサーバーまたはブレードあたり合計 6 つとなりますが、各 HBA ポートは別々のフ
ァブリックすなわちアレイの個別ポートに接続されるため、3PAR StoreServ の制限事項の計算には 3 を使用
することにします。16 ブレードを持つ c7000 エンクロージャーを考えた場合、アレイのポートのイニシエー
ター数に対する WWN は 48 となります（16 ブレード×3WWN = 48 イニシエーター）。ここで、図 8 に示すよ
うに、32 台のブレードを搭載した c7000 エンクロージャー 2 台について考えた場合、32 ブレード×3WWN =
96 のイニシエーターとなります。

図 36 : 2 つのファブリック構成を持つ 32 台のサーバーまたはブレード
論理サーバーの I/O ワークロードによっては、この構成によってアレイポートが過負荷状態になったり、その
ような状態にならなかったりしますが、この構成により、オーバーサブスクリプションイベントが発生して電
子メールメッセージが生成されます。この 2 つのファブリック構成では、3 つの WWN を持つ論理サーバーが
21 個を超えて定義されて実行された場合、ポートあたりのイニシエーター数は推奨される最大値を超えます。
動的な Matrix 環境では、サーバーまたはブレードあたりの負荷または使用率を予測することは非常に困難で
す。ほとんどの Matrix 構成が複数の c7000 エンクロージャー（それぞれ 16 台のブレードを搭載）で構成され
ることを考慮すれば、Matrix 環境内のすべてのサーバー/ブレードについて、複数の HPE 3PAR StoreServ コ
ントローラーポートに負荷を分散させることを計画することが重要です。
複数のファブリックによる分離
図 8 では、ファブリックは 2 つだけで（青色（ファブリック 1-A）および赤色（ファブリック 2-A））、各ファ
ブリックはストレージの 4 つのホスト側ポートに接続されてゾーニングされています。図 9 では、4 つのファ
ブリックの構成になっており（青色（ファブリック 1-A）、赤色（ファブリック 2-A）、紫色（ファブリック 1B）、緑色（ファブリック 2-B））で、それぞれがストレージの 2 つのホスト側ポートに接続されてゾーニング
されています。
ベストプラクティス: 環境内に複数のファブリックを定義することによって、ストレージプールエントリーお
よび論理サーバーが使用するイニシエーター WWN を、ホスト側ポートの複数のサブグループにわたって分
散することができ、HPE 3PAR StoreServ 上のホスト側ポートが大きな数になることはありません。したがっ
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て、Matrix 構成内で使用されるすべてのホスト側ポート上で、すべての WWN（イニシエーター）が確実に見
えなくなります。これによって単一ポートでのポート数あたりのイニシエーター数が減少しますが、最も重要
な点は、単一ポートのオーバーサブスクリプションの発生リスクを減らすことです。

図 37 : 4 つのファブリック構成を持つ 32 台のサーバー/ブレード
4 つの単独のファブリックを可能にするには SAN ファブリックを再構成する必要があります。これは次のど
ちらかの方法で実現できます。1 つは、仮想スイッチ機能がスイッチベンダーでサポートされている場合に、
仮想スイッチ機能を使用して、独自のファブリックを形成できる各スイッチを 2 つの仮想スイッチに分割する
方法です。もう 1 つは、新しい SAN スイッチを環境に追加して新しいファブリック構成を作成する方法で
す。
図 9 の構成では、Virtual Connect ドメイン内に追加の論理 SAN ファブリックを定義するために Virtual
Connect が使用されています。図では 2 つの c7000 エンクロージャーと 2 つの Virtual Connect FlexFabric モ
ジュールのセットが示されていますが、Virtual Connect ドメインは両方のエンクロージャーにまたがっている
ことに注意してください。各論理 SAN 構成では、関連付けられているファブリックへの専用のアップリンク
が必要です。この構成により、Virtual Connect は必要に応じて任意のブレードをすべてのファブリックに接続
することができます。
注意:Virtual Connect ドメイングループ内のすべてのエンクロージャーのすべてのブレードは、あらゆる時点
で 4 つのファブリックのどれかに論理的に接続できます。図 9 は、ある特定の時点で 1 つのブレードが 4 つ
のファブリックのうち 2 つしか使用できないように構成される方法を示しています。
注意: ファブリックが複数になるとファブリック環境の管理コストが増加し、追加のハードウェアコストが発
生することもあります。
図 8 の構成で、2 つのファブリック（青色（ファブリック 1-A）および赤色（ファブリック 2-A））はストレー
ジの 4 つのホスト側ポートにそれぞれ接続され、ストレージサーバー上の合計 8 つのポートを使用します。
SPM はファブリック内のすべてのホスト側ポートにあらゆるストレージをゾーニングするため、WWN は各
ファブリックによって使用される 4 つのすべてのポート（合計で 8 つ）にログインし、8 つのすべてのポート
のイニシエーター数の増加の要因になります。図 9 の構成では、ファブリックは今度はファブリックあたり 2
つのホスト側ポート（合計で 4 つ）にのみ接続され、そのファブリック上でゾーニングされているすべての論
理サーバーは、各ファブリックが使用中の 2 つのホスト側ポート（合計 4 つ）にのみイニシエーターを追加
します。
ストレージプールエントリー（つまり論理サーバー）を特定のファブリックに割り当てる方法は、ストレージ
のホスト側ポートのリソースを分散させるために不可欠になっています。Virtual Connect は、エンクロージャ
ー内のすべての物理ブレードと、必要な SAN ファブリックの間の論理接続を実行します。すべての物理ブレ
ードは、すべてのファブリックに論理的に接続できますが、その接続は、割り当てられている論理サーバーの
ファブリック要件に基づいて行われます。通常、特定のブレードは 2 つのファブリックにのみ接続できます。
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これは各 CNA には 2 つの仮想 HBA しか構成されていないためです。しかし、ハードウェアを追加すること
によって、1 つのブレードを 4 つのすべてのファブリックに接続することができます。論理サーバーまたはブ
レードを 4 つのすべてのファブリックに接続することは、ファブリックを分離する目的を無視した使い方で
す。
図 9 は、1 番目のエンクロージャー内のブレード 1～8 の論理サーバーと、2 番目のエンクロージャー内のブ
レード 17～24 の論理サーバーが、青色のファブリック（ファブリック 1-A）と赤色のファブリック（ファブ
リック 2-A）に関連付けられている構成を示しています。これらの 16 個の論理サーバーと、これらに関連付
けられたストレージプールエントリーが、2 つのファブリックによって使用されるストレージの 4 つのホスト
側ポートにゾーニングされます。各論理サーバーは CNA HBA ごとに平均 3 つの関連する WWN を持ってい
ると仮定すると、ストレージサーバーのホスト側ポートは合計 48 のイニシエーターを持つことになります
（アクティブな WWN のみがイニシエーターとしてカウントされるため、16 の論理サーバーすべてがアクティ
ブだと仮定します）。
同様に、ブレード 9～16 および 25～32 に関連付けられている論理サーバーには、紫色のファブリック（ファ
ブリック 1-B）と緑色のファブリック（ファブリック 2-B）の要件を含むストレージプールエントリーが存在
します。これらの論理サーバーは、これらのファブリックに接続されている、ストレージの 4 つのホスト側ポ
ートにゾーニングされており、すべてのアクティブな WWN がこれらのポートにログインします。上記と同
様に、論理サーバーの CNA HBA あたりの WWN が平均 3 つと仮定すると、ストレージのホスト側ポートご
とに 48 個のイニシエーターが存在することになります。
この方法を使用して 4 つの異なるファブリックを作成すると、ユーザーはストレージアレイ上に存在する可能
性があるポートごとのイニシエーターの数を減らすことができ、同時により多くの論理サーバーおよびストレ
ージプールを Matrix Operating Environment 内に作成できます。
注意: このタイプの複数のファブリック構成は、ストレージプールエントリーを手動で作成した場合に最も適
切に実装され、それぞれ特定のファブリック要件を持つ複数のストレージプールエントリーの作成が必要で
す。個々のストレージプールエントリーが定義されたファブリックの正しい組み合わせを使用するよう細心
の注意を払ってください。
ベストプラクティス: HPE 3PAR StoreServ は、複数のリソースに対するホストアクセスを分散させるために、
ノードあたりのホスト側のストレージポートの合計数を変更できるように設計されています。ポートあたり
のイニシエーターの数を制限するには、特定のホスト側ポートのセットを Matrix Operating Environment の専
用にして、可能であれば、これらのポートを他のサーバーまたはアプリケーションと共有しないようにするこ
とをお勧めします。管理者は、ポートグループを定義することでその動作を制御できます（詳しくは、「ポー
トグループによる分離」のセクションを参照してください）
注意:共有ストレージプールエントリーを作成するとき、共有ストレージリソースにアクセスするすべての論
理サーバーは、同じファブリックのセットに配置されている必要があります。ファブリックごとに必要な
WWN の数を最小限に抑えるために、論理サーバーのレイアウトと、これらのサーバーでの共有ボリュームの
使用について慎重に計画します。
手動でのファブリックゾーニングによる分離
複数ファブリックの構成に代わる別の方法は、図 10 に示すように、デフォルトの 2 つのファブリック構成内
にファブリックゾーンを選択的に作成することです。選択的な手動ゾーニング構成を使用すると、図 9 と同じ
結果が得られることがありますが、この方法は、各ゾーンセットに特定のストレージのホスト側ポートのみを
含むようにファブリック上のストレージゾーンを手動で作成または変更することについて管理者の自発的な
関与が必要です（一方、SPM の自動ゾーニングはファブリック上のすべてのコントローラーポートにゾーニ
ングを行います）。この方法は物理装置をあまり必要としませんが、長期にわたるサポートがさらに複雑にな
る場合があり、人の手動での介入による遅延が発生します。
ベストプラクティス: 手動でのゾーンセット構成を使用して、利用可能なストレージのホスト側ポートのサブ
セットのみを含めるようにすると、イニシエーターの数が各ストレージプールエントリーの特定のポートのセ
ットのみに制限することができます。ストレージのホスト側ポートの複数のセット全体にストレージプール
エントリーを分散させることで、アレイのポートごとのイニシエーター数を分散させることができます。管理
者は、ポートグループを定義することでその動作を制御できます（詳しくは、「ポートグループによる分離」
のセクションを参照してください）。
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図 38 : 2 つのファブリック構成および手動での選択的ゾーニングが行われた 32 台のサーバー/ブレード
SPM には自動ゾーニングを実行する機能がありますが、前述したように、ファブリックのすべてのポートに
ゾーニングを行います（図 8 の構成ではファブリックあたり 4 つのポート）。ストレージ管理者は、SPM の自
動ゾーニングを許可する代わりに手動ゾーニングを使用できます。HPE Storage Provisioning Manager には
非管理対象 SAN（ゾーニングが実行されない SAN）という概念があり、ストレージ管理者は特定のファブリ
ックがオープンゾーニングとなっているか（ゾーニングが不要）、または手動ゾーニングが必要か（ストレー
ジ管理者がゾーニングを行いその作業を反映するように XML ファイルを更新する）を指定することができま
す。
ストレージを必要とする Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのワークフローは、手動ゾーニ
ングだと仮定して一時停止し、ゾーニングが必要な対象が何であるか（どのイニシエーターおよびストレージ
コントローラー WWN であるか）についての情報が電子メールで送信されます。要求は、ファブリック上の
すべてのポートに対してゾーニングを行うという場合もありますが、管理者は Matrix ストレージプールエン
トリーを調べて選択された特定のコントローラーポートを判別し、そのポートのみをゾーニングに使用するこ
とができます。正しいポートをゾーニングすることが非常に重要です。そうしないと、サーバーがそのストレ
ージにアクセスできない場合があります（特定のコントローラーポート WWN が HBA に構成されているブー
トデバイスなど）。SPM はすべてのポートへのゾーニングを必要とするため、実際にゾーニングされるポート
が 1 つのみの場合でも、ファブリックのすべてのポートへのゾーニングを SPM XML ファイルが反映するよう
にする必要があります。
図 10 では、ブレード 1～8 および 17～24 上の論理サーバーとストレージプールは、ストレージアレイ上のポ
ート 0:1:0、1:1:0、0:1:1、および 1:1:1 のみを使用するように手動でゾーニングされています。これにより、
これらの論理サーバー上で使用される WWN はこれらの 4 つのポートでのみカウントされるようになりま
す。同じように、ブレード 9～16 および 25～32 に割り当てられている論理サーバーおよびストレージプール
は、ストレージアレイ上のポート 2:1:0、3:1:0、2:1:1、および 3:1:1 のみを使用するようにゾーニングされ、
これらの論理サーバーの WWN は、これらのポート上のイニシエーター数にのみ加算されます。
注意:図 10 では、ストレージプールエントリーについてファブリックあたり 2 つのポートを使用する例（合計
で 4 ポート）を使用しましたが、管理者はそれをさらに細かく分割して、各ストレージプールエントリーにつ
いてファブリックあたり 1 つのポート（合計で 2 ポート）を使用するように決定することもできます。4 ポー
トの 2 セットのみに負荷を分散する方が、2 ポートの 4 セットを管理するよりも簡単です。
注意:Virtual Connect で定義されているファブリックは 2 つだけで（青色（ファブリック 1-A）および赤色（フ
ァブリック 2-A））、これらの 2 つのファブリックにすべてのブレードが接続されています。図 10 の紫色およ
び緑色の線は、ゾーン構成の詳細を示しているにすぎません。
注意:管理者は引き続き、ストレージデバイスへのマルチパスアクセスが少なくとも 2 つのノードにわたって
ゾーニングされていることを確認し、ノードペアの関係にあるノードを使用する責任があります。
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ポートグループによる分離
ポートグループは、前のトピックで説明されているファブリックの分離を使用した構成に代わる構成です。

図 9（B）は、ポートグループを使用することによって、ノードペアが使用されていることを確認でき、使用
されるコントローラーポートを制御できることによって、ポート間のロードバランシングを制御できます。
同じ色はポートグループを表していることに注意してください。この場合、各ファブリックに対して 2 つのポ
ートグループが定義されています。これにより、異なるサーバー間でロードバランシングを制御できます。ま
た、各ポートグループ内でノードペアが使用されることに注意してください。たとえば「0:1:0」がダウンし
た場合、ポート「1:1:0」が「0:1:0」の ID を自動的に取得し、サーバーに対してそのコントローラーノードの
ように認識されるため、サーバーはフェイルオーバーする必要がなくなります。
ポートグループについて詳しくは、次を参照してください。
http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=c04034824
ベストプラクティスの要約
HPE 3PAR StoreServ
•

•
•
•

サーバーの I/O 負荷に対応するため、必要に応じて 3PAR StoreServ のノード数を増やします。負荷が中程
度のいくつかのサーバーによる冗長アクセスであれば、1 つのペアで十分な場合があります。サーバー数
および I/O 負荷が増加するにつれて、ノードペアの追加が必要になることがあります。
可能な限り、Matrix OE 専用のポートセットを用意し、他のサーバーおよびソリューションとポートを共
有しないでください。
ノードペアの同じポートを同じファブリックに接続してください（つまり、ポート 0:1:1 と 1:1:1 をファブ
リック A に、0:1:2 と 1:1:2 をファブリック B に接続します）。
HPE 3PAR StoreServ 上の少なくとも 2 つのノードに少なくとも 2 つのパスを持つようなデバイスの可用
性を構成し、それらのノードがノードペアの一部であるようにしてください。

Matrix OE 構成
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•

イニシエーター WWN を最小限に抑えるために、使用する Matrix ストレージプールエントリーの数は必要
最小限にしてください。
• すべてのプライベートストレージボリュームを単一のストレージプールエントリーにグループ化し、すべ
ての共有ストレージボリュームを個別のストレージプールエントリーにグループ化することが重要です。
これによって構成で使用する WWN の数を減らすことができます。今後論理サーバーでボリュームの同じ
組み合わせが必要なくなることが懸念される場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは
（ストレージプールエントリーを手動で事前定義する代わりに）特定のユーザー要求に基づいてストレージ
プールエントリーを自動生成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が
ストレージプールエントリーを自動生成するとき、使用されるストレージプールエントリーの数を自動的
に最小限にしようとします（プライベートボリューム用に 1 つ、共有ボリューム用に 1 つ）。
• 共有ストレージを要求するときは、ユーザーが判断してください。すべてのサーバー/ブレードがストレー
ジにアクセスすることは必須ですか。サーバーのサブセットで十分ではないですか。これは必ずしも実現
可能あるいは実用的とはいえませんが（たとえば 8 ノードクラスターのすべてのノードが共通のボリュー
ムセットにアクセスする必要があるなど）、可能な場合は常に、共有ストレージプールエントリーの共有数
を減らすよう努めてください。
• ストレージプールエントリーは常に同じ数のサーバーで共有するようにしてください。あるストレージプ
ールエントリーを 4 つのノードで共有し、別のストレージプールエントリーを 8 つのノードで共有するよ
うに作成してください。ただし、3 つのノードや 7 つのノードで共有するストレージプールエントリーを
作成しないでください。使用されるストレージプールエントリーが少なくなるほど、使用される WWN お
よびイニシエーターも少なくなります。
SAN ファブリック構成
•

•

論理サーバーとストレージプールエントリーをストレージサーバーのホスト側ポートのサブグループに制
限するように、複数のファブリックを実装することを検討してください。このオプションでは、別々のフ
ァブリック用にハードウェアを追加する必要があるため、ファブリックの管理作業が多くなりますが、
WWN およびイニシエーターが削減されて、ストレージのホスト側ポートの複数のサブグループに分散さ
れるため、リソースのロードバランシングが良好になります。
あるいは、手動ゾーニングを使用して（ファブリック上のすべてのコントローラーポートへの自動 SPM ゾ
ーニングを断念して）、論理サーバーとストレージプールエントリーをストレージサーバーのホスト側ポー
トのサブセットに制限することを検討します。このソリューションでは必要なハードウェアおよびファブ
リックの管理作業が少なくなりますが、ゾーニング構成を管理するための管理者による自発的な情報提供
が必要です。なお、手動ゾーニングによる分離を使用する代わりに、ポートグループを使用する方法があ
ります。

詳細情報
•

HPE 3PAR StoreServ ソリューション

•

http://www.hpe.com/jp/storage http://www.hpe.com/info/3parwww.hpe.com/info/storage/docs
HPE CloudSystem Matrix でのストレージ自動化の有効化
http://www.hp.com/go/matrix
http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs

•

www.hpe.com/info/virtualconnect
HPE BladeSystem c7000 エンクロージャー
http://www.hpe.com/info/blades-ja

命名規則
c-Class ブレード環境の管理ソリューションのさまざまなコンポーネントに名前と説明を指定することができ
ます。たとえば、SAN ファブリック、論理サーバーストレージプールエントリー、および論理サーバーの名
前を指定できます。さらに、システム管理者は、さまざまなコンポーネント(サーバーブレード、iLO リモー
ト管理インターフェイス、仮想マシンホストおよび仮想マシン)のホスト名を指定します。この項では、この
名前に関するベストプラクティスについて説明します。これはガイドラインです。システム管理者はこの推
奨事項に従う必要はありません。
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論理サーバー名
ウィザードを使用して論理サーバーを作成する場合、管理者はさまざまな名前を指定できます。論理サーバー
名は短い説明文字列ですが、説明フィールドを使用してより詳細な説明を指定できます。論理サーバーは特定
のポータビリティグループ内で定義され、名前はその範囲内で一意でなければなりません。この名前は、オペ
レーティングシステムのインストール時にサーバーに適用されるホスト名とは異なります。これ以降の項で
は、ポータビリティグループの詳細と、論理サーバーのホスト名を選択するためのベストプラクティスについ
て説明します。
論理サーバーの作成画面には、管理対象リソース名も示されます。作成している論理サーバーの種類(Virtual
Connect ブレードまたは仮想マシン)に基づいて、基礎となる Virtual Connect プロファイル名または仮想マシ
ン名でこの名前が使用されます。値を指定することで、システム管理者は、この論理サーバーを、他の管理イ
ンターフェイスに表示されるエントリーと相関させることができます。値を指定しない場合は、適切な名前が
構築されます。

図 39 : 論理サーバーの作成
ポータビリティグループ名
ポータビリティグループとは、そのグループ内で論理サーバーを移動させることができる、物理システムまた
は仮想システムのグループです。HPE Matrix Operating Environment では、次のデフォルトのポータビリティ
グループが定義されています。
•
•
•
•
•

各 Virtual Connect ドメイングループ
すべての ESX ハイパーバイザー
すべての Hyper-V ハイパーバイザー
すべての Integrity VM ハイパーバイザー
Virtual Connect を使用しないすべてのサーバー(Operations Orchestration ワークフローによって管理され
る)

これらのデフォルトのポータビリティグループの名前を変更することはできませんが、管理者は追加のポータ
ビリティグループを定義できます。灰色のメニューバーから、変更 > 論理サーバーのポータビリティグルー
プ...を選択し、グループの作成ボタンを押します。たとえば、特定の ESX ハイパーバイザーセットのポータ
ビリティグループが役立つ場合があります。ポータビリティグループの名前には、そのグループ分けをわかり
やすく反映する名前を選択する必要があります(たとえば、特定の ESX クラスターの名前を含めることができ
ます)。
管理者はポータビリティグループを定義するときに必要に応じて説明を指定できます。また、管理者はグルー
プのタイプを定義するように要求され(例: Virtual Connect、ESX、Hyper-V、Integrity Virtual Machine ホスト
を備えたサーバー)、グループのメンバーを選択します。論理サーバーの定義中にポータビリティグループを
表示すると、HPE Matrix Operating Environment は、名前の終わりにグループのタイプをかっこで囲んで表示
します。
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ホスト名
ホスト名は、該当するオペレーティングシステム環境の制限に従う必要があります。論理サーバーのホスト名
を指定する場合、物理ブレードに関連する名前ではなく、オペレーティングシステムおよびアプリケーション
に関連付けられている名前を選択することをお勧めします。ホスト名は論理サーバーとともに移動します。
たとえば、システム A によってホストされる仮想マシン上で論理サーバーを使用開始し、その後、論理サー
バーをシステム B のハイパーバイザーに移動することがあります。同様に、ブレード X で使用開始した論理
サーバーをブレード Y に移動することがあります。選択したホスト名は論理サーバーとともに移動します(ま
た、Virtual Connect を使用すると、ネットワークおよびストレージ管理者の介入なしでネットワークおよびス
トレージの構成要素も移動します)。論理サーバー名にホスト名を含めることが適している場合もあります
(論理サーバーの作成時点で判明している場合)。また、論理サーバー名をよりわかりやすくすることもできま
す。
iLO リモート管理インターフェイスのホスト名を指定する場合、物理ブレードに関連付けられた名前を選択す
ることをお勧めします(iLO はその 1 つの物理ブレードのみをサポートするためです)。一部の環境では、これ
は、関連付けられるサーバーの OS/アプリケーション環境のホスト名に関連する iLO リモート管理インターフ
ェイスのホスト名を選択するための規則になっています。たとえば、サーバーのホスト名に「ilo」というプレ
フィックスまたはサフィックスを付けて iLO のホスト名とします。これは、アダプティブインフラストラクチ
ャの柔軟性を利用して OS/アプリケーションのコンテナーを移動する環境では適していません。
サーバー blade49.x.y.com と iLO ホスト名 blade49ilo.x.y.com のシナリオを考えてみます。blade49 で現在ホ
ストされている論理サーバーを(たとえば blade50 に)移動すると、その物理ブレードで別の論理サーバーを使
用開始できます。これは大きな混乱を生じる可能性があります。blade49ilo.x.y.com の iLO ホスト名を持つ物
理ブレードで新しいワークロードがホストされるようになりますが、blade49.x.y.com は blade50 上に配置さ
れています。このため、OS/アプリケーションコンテナーのホスト名をワークロードに関連付けて、iLO のホ
スト名をそれに対応する物理サーバーに関連付けることをお勧めします。ホスト名 SAP-DEV-3.x.y.com は、
ある日は blade49 上に存在し、別の日は blade12 上に存在します。iLO 名は、物理的位置に基づくことができ
ます(enc01bay1-iLO.x.y.com など)。同様に、仮想マシンのホスト名を物理ホストとは無関係のものにして、
ハイパーバイザーホスト間でホスト名を移行する場合に混乱を避ける必要があります。
ホスト名に加えて、論理サーバー自体の名前があります。さらに、他の管理インターフェイス内にも名前があ
ります(ストレージ管理ソフトウェア内のホスト定義など)。物理ブレードではなく OS/アプリケーション環
境に関連付けた名前を使用する推奨事項は、ストレージ管理ツールでのホストの命名だけでなくホスト名にも
適用されます。論理サーバーで実行する OS とアプリケーションイメージに関連付けられる名前を選択して
ください。
ネットワーク名
ネットワーク名の場合、論理サーバーを作成するシステム管理者は名前を指定することはなく、既存の名前付
きネットワークから選択します。管理者(サーバーまたはネットワーク)は、Virtual Connect Manager などの管
理インターフェイスを使用して、Virtual Connect Ethernet モジュール経由のさまざまなネットワーク接続の
名前を指定できます、これらの同じ名前を、Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)を介して使用できま
す。データセンターの既存のガイドライン(ネットワーク管理者が指定した可能性がある)にこれらの名前を
準拠させることをお勧めします。同様に、VMware のネットワーク名が定義されています。VMware ESX の
仮想スイッチと Virtual Connect の両方でネットワークに同じ名前を付けることをお勧めします。これによ
り、2 つのプラットフォーム間で一貫性が維持され、管理が容易になります。クロステクノロジー型の論理サ
ーバー機能を使用する(論理サーバーを Virtual Connect を使用する物理ブレードから ESX 仮想マシンに移行
し、物理ブレードに戻す)場合、Virtual Connect 内のネットワークに、ESX ハイパーバイザーホスト内の対応
するネットワーク(vSwitch)と同じ名前を付ける必要があります(これにより、HPE Matrix OE がネットワーク
接続を関連付けることができます)。
Virtual Connect ブレードで使用開始する論理サーバーを作成する場合、システム管理者は接続に適切なネット
ワークを選択することができます。表示されるネットワーク名は、Virtual Connect の構成時に指定されたネッ
トワーク名か、HPE Virtual Machine Manager 内の vSwitch として定義されたネットワーク名(ESX または
Hyper-V ハイパーバイザー環境の場合)です
Virtual Connect Enterprise Manager 画面のネットワーク名には、Virtual Connect Enterprise Manager に表示
される、特定の Virtual Connect ドメイングループに関連付けられたネットワーク名が表示されます。
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図 40 : Virtual Connect Enterprise Manager のネットワーク名
SAN ファブリック名
ストレージ管理者が使用するインターフェイスを介してストレージ構成と相関できるように、ファブリック名
と、プロパティの説明情報を選択することをお勧めします(HPE 3PAR StoreServ Management Console、HPE
P6000 Command View EVA および SAN 管理ソリューションなど)。
管理者(システムまたはストレージ)は、Virtual Connect Manager などの管理インターフェイスを使用して、
Virtual Connect FlexFabric モジュールまたはファイバーチャネルモジュール経由のさまざまな SAN ストレー
ジファブリック接続の名前を指定できます。これで、これらの名前を、Virtual Connect Enterprise Manager
(VCEM)を介して使用できます。データセンターの既存のガイドライン(ストレージ管理者が指定した可能性
がある)にこれらの名前を準拠させることをお勧めします。
論理サーバーの定義を作成するときに、システム管理者はストレージを指定します(または、HPE Matrix イン
フラストラクチャオーケストレーションが論理サーバーおよび必要なストレージプールエントリーの作成を
自動化している場合があります)。論理サーバーストレージプールエントリーを事前に作成しておき、論理サ
ーバーの作成時に選択できます。また、論理サーバー作成ウィザードの手順 3 から直接作成することもできま
す。論理サーバーで必要とされるストレージボリュームを定義するときに、システム管理者はストレージ接続
用の適切なファブリックを選択します。論理サーバーインターフェイスに表示されるファブリック名は、
VCEM で認識されたファブリック名です。通常、ストレージ/SAN 管理者が指定したファブリック名と一致す
るように、VC ファブリック名を選択します。
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図 41 : Virtual Connect Enterprise Manager のファブリック名
HPE Matrix は、バンドルされている HPE Storage Provisioning Manager (SPM)ソリューションと統合します。
SPM は、インポート用の SAN ファブリック(SPM ではネットワークと呼ばれる)を検出し、ゾーニングを実行
することで、Brocade SAN 環境での SAN 操作を自動化できます。VCM/VCEM で認識されている SAN ファブ
リックと、SPM および BNA (Brocade Network Advisor ソリューション)で認識されているネットワークとの
相関は、VCM 内の各ファブリックに関連付けられた「接続先」WWN を介して確立されます。VCM ファブリ
ックと、SPM で認識されているネットワークとのこの相関をサポートするには、論理サーバーストレージの
VCM 内のファブリックに関連付けられている「接続先」WWN が、SPM にインポートされた SAN ネットワ
ークのいずれかに存在し、SPM カタログからの論理サーバーストレージ要求を処理できる必要があります。
SPM について詳しくは、http://www.hpe.com/info/matrixoe/docs にある HPE Storage Provisioning
Manager ユーザーガイドを参照してください。
Virtual Connect Enterprise Manager 画面のファブリック名には、HPE Storage Provisioning Manager 内のネ
ットワーク名が表示されます。VCM ファブリックと SPM ネットワークとの相関を容易にするには、SPM で
定義するネットワーク名を、Virtual Connect Manager で定義する(および HPE Matrix OE と Virtual Connect
Enterprise Manager で使用する)ファブリック名と一致させることをお勧めします。
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図 42 : HPE Storage Provisioning Manager のネットワーク名
SPM には、Virtual Connect Manager、VCEM、および HPE Matrix OE で認識されていない追加のネットワー
クが定義されている場合があります。これらは HPE Matrix OE で認識されていないため、ストレージプール
エントリーの定義時にこれらのネットワーク(ファブリック)は選択肢として提供されません。これらは、HPE
Matrix OE ソリューションの外部の要求を満たすために SPM に存在している可能性があります。
「ストレージプールエントリーの作成時に認識されているファブリック名」の画面には、論理サーバーストレ
ージプールエントリーの定義時に使用できる SAN ファブリック名が表示されています。論理 HBA ポートご
とに適切なファブリックを選択できます。HPE Matrix OE ソフトウェアは、論理サーバーの HBA ポートごと
に適切なイニシエーター WWN を割り当てます。管理者はこの値を必要に応じて上書きできます。論理ポー
トを定義すると、管理者はボリュームとそのプロパティの定義に進むことができます。

図 43 : ストレージプールエントリーの作成時に認識されているファブリック名
「ストレージプールエントリーの作成時に認識されているファブリック名」の画面に表示されているように、
HPE Matrix OE ソフトウェアは、定義された論理サーバー HBA ポートごとに WWN を割り当てます(サーバー
WWN 列を参照)。この WWN は、ストレージプレゼンテーションと SAN ゾーニングのためにストレージ管理
者と共有されます(SPM がこのプレゼンテーションとゾーニングを自動化することもできます。また、ストレ
ージボリュームのオンデマンドプロビジョニングも可能です)。ストレージ管理者は、ディスクアレイコント
ローラーポートの WWN および LUN に関する情報を返します。この情報は、論理サーバーのストレージプー

付録

161

ル定義に入力できます(または、HPE Matrix が SPM のストレージ候補に基づいてこの情報を自動的に入力す
ることもできます)。
または、ストレージ管理者が(lsmutil -reserve -wwn コマンドを使用して)一連のイニシエーター WWN
を予約しており、ストレージの作成、プレゼンテーション、およびゾーニングをすでに実行している場合があ
ります。この場合、ストレージプールエントリーを作成する管理者は、予約されたイニシエーター WWN を
入力し(自動割り当てされた値を置き換えます。自動割り当てされた値は現在のサーバー WWN 列に表示され
たままになります)、適切なストレージの詳細を入力します。
前述のように、管理者は HPE Storage Provisioning Manager の機能を代わりに使用することもできます(スト
レージカタログにボリュームをインポートし、ストレージプールエントリーの要求と自動的に照合して、スト
レージの詳細を自動的に入力する。論理サーバーのニーズに合わせてホストモードを変更し、LUN マスキン
グを調整する。Brocade 環境でオンデマンドストレージプロビジョニングや自動 SAN ゾーニングを実行す
る)。ストレージ検証機能、ストレージ定義のエクスポートおよびインポート機能、SPM の使用方法を含め、
これらのシナリオについて詳しくは、GUID-D7147C7F-2016-0901-0479-0000000007EF.xml を参照してくだ
さい。
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サポートと他のリソース
ご連絡の前にご用意いただく情報
ご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。
•
•
•
•
•
•

ソフトウェア製品名
ハードウェア製品のモデル番号
オペレーティングシステムの種類とバージョン
該当するエラーメッセージ
他社製のハードウェアまたはソフトウェア
テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

HPE への連絡方法
次の方法で HPE のテクニカルサポートにお問い合わせください。
•
•

•

米国内での連絡方法については、「Customer Service/Contact HPE United States」の Web サイト(http://
www.hpe.com/support/hpesc)を参照してください。
米国内の場合は、http://www.hpe.com/contact で HPE にお問い合わせください。このサービスは、休日
なしで 24 時間ご利用いただけます。品質向上のため、お電話の内容を録音またはモニターさせていただく
ことがあります。
他の地域では、「Contact HPE Worldwide」の Web サイト(http://www.hpe.com/contact)で問い合わせ方
法を確認してください。

HPE が所有していないソフトウェアコンポーネントについての
セキュリティ報告およびアラートポリシー
Hewlett Packard Enterprise 製品には、オープンソースソフトウェア（OpenSSL など）や他社製ソフトウェア
（Java など）が含まれることがあります。Hewlett Packard Enterprise では、Insight Management のエンドユ
ーザー使用許諾契約書（EULA）にリストされている HPE が所有していないソフトウェアコンポーネントが
Insight Management とともに収録されていることを明らかにしています。EULA は、Insight Management
Installer と一緒に Insight Management DVD #1 に収録されています。
Hewlett Packard Enterprise では、EULA でリストされているソフトウェアコンポーネントのセキュリティ報
告について、Hewlett Packard Enterprise 製品に対するサポートと同レベルのサポートで対応しています。ま
た、セキュリティ上の問題の削減に取り組み、そのような問題が発生してもユーザーがそのリスクを軽減でき
るよう支援しています。
Hewlett Packard Enterprise は、セキュリティ上の問題が発見された場合に備え十分定義されたプロセスを用
意しており、その成果がセキュリティ報告の公開です。セキュリティ報告には、問題に関する高レベルでの説
明とセキュリティ上の問題を軽減するための方法の解説が掲載されています。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスへの登
録
Insight Management には、1 年間、24 時間年中無休の HPE ソフトウェアテクニカルサポートおよびアップデ
ートサービスが含まれています。このサービスは、ソフトウェアの実装および操作に関する問題を解決するた
めの支援情報についての NEC テクニカルリソースへのアクセスを提供します。
このサービスはさらにソフトウェアアップデートおよびリファレンスマニュアルへのアクセスを提供します。
NEC から、電子形式のデータとして入手することができます。電子ライセンスの使用権を購入した場合、電
子アップデートが利用できます。
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このサービスで、Insight Management のお客様は、効率の良い問題解決およびソフトウェアアップデートの
通知と入手を受けることができます。このサービスについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/services/insight-ja

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法
ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新版のソフトウェアおよびドキュメントを入手いただけ
ます。ソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータルでは、ソフトウェアサポート契約にある製品に
対するソフトウェア、ドキュメント、およびライセンスのアップデートにアクセスできます。
このポータルには、http://jpn.nec.com/dl からアクセスできます。
プロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクした後で、http://www.hpe.com/info/
hpesoftwareupdatesupport にあるソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータルを参照し、ソフ
トウェア、ドキュメントおよびライセンスアップデートを取得してください。

Hewlett Packard Enterprise 製品販売店
最寄りの Hewlett Packard Enterprise 製品販売店は、次の方法で調べることができます。
•
•

米国内の場合は、
「Hewlett Packard Enterprise U.S. Service Locator」の Web サイト(http://www.hpe.com/
service_locator)を参照してください。
他の地域では、「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」の Web サイト(http://www.hpe.com/
contact)を参照してください。

関連情報
Matrix OE および関連製品のマニュアルならびにホワイトペーパーの最新バージョンは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトからダウンロードできます。
Hewlett Packard Enterprise Information Library
Insight Management と Matrix OE を最大限に活用するには、以下のマニュアルを熟読することをお勧めしま
す。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrix Operating Environment お使いになる前に
HPE Insight Management サポートマトリックス
HPE Matrix Operating Environment リリースノート
HPE Matrix Operating Environment Integrity CMS インストール/構成ガイド
HPE Capacity Advisor ユーザーガイド
HPE Application Discovery ユーザーガイド
HPE Global Workload Manager ユーザーガイド
HPE Insight Control 仮想マシン管理ユーザーガイド
HPE Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイド
HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド
HPE Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイド

システム要件と、インストールおよびアップグレード手順については、以下のドキュメントを参照してくださ
い。
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ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法

Central Management Server (CMS)プラットフォー インストールガイド
ム
Microsoft® Windows®

HPE Insight Management インストール/コンフィギ
ュレーションガイド

HP-UX

Matrix Operating Environment Integrity CMS インス
トール/構成ガイド

Windows オペレーティングシステムに関する関連 HPE ドキュメントについては、http://www.hpe.com/
support/hpesc を参照してください。
Linux オペレーティングシステムに関する関連 HPE ドキュメントについては、http://www.hpe.com/support/
hpesc を参照してください。

表記規約
本書では、次の表記規約を使用します。
マニュアル名

マニュアルの名前です。Web では、マニュアルのハイパーリンクになる場合があります。

コマンド

コマンド名またはコマンド句。たとえば、ls -a。

コンピューター コンピューターが表示する情報です。
出力
Ctrl+x または
Ctrl+x

Ctrl キーを押しながら x キーを押すことを示します。

環境変数

環境変数名 (PATH など)。

キー

キーボード上のキーです。Return と Enter は、同じキーを指しています。

用語

用語集ではなく、文書の文中で定義される用語です。

ユーザー入力

入力するコマンドなどのテキスト文字列を示します。

代入

実際の値を代入するプレースホルダーの名前です。

[]

コマンド構文では、この中にオプションの内容が含まれます。

{}

コマンド構文では、この中に必須の内容が含まれます。

|

選択リスト内の項目を区切るための文字です。

...

前の要素を 1 回以上繰り返すことができることを示します。

警告

けがにつながる重要な情報への注意を喚起する注意です。

注意

データの消失や破壊、またはハードウェアやソフトウェアの損傷につながる重要な情報へ
の注意を喚起する注意です。

重要

重要な情報への注意を喚起する注意です。

注記

追加情報や補足情報を含む注意です。

ヒント

役立つ情報を提供する警告です。

表記規約

165

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。
デバイスサポートについて詳しくは、以下の Web サイトを参照してください。
www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

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、製品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載
ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの
版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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