SMH でらくらく
HP-UX システム管理
「X ベースもしくは TUI（Terminal User Interface）ベースで利用する SAM」か
ら、「Web ベースで利用する SMH」へと、HP-UX のシステム管理は大きく変貌し
ようとしています。こうした Web 化の流れの背景には、Linux の「Webmin」に代
表される Web ベースのシステム管理ツールが、新しい世代のエンジニアに浸透しつ
つある現状があります。これから新たに HP-UX に触れる若手エンジニアにとって、
PC の Web ブラウザから簡単に操作できる SMH は、より親しみやすいシステム管
理ツールとなるはずです。

《 連載期間：2007 年 2 月～2007 年 10 月 》
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て、CacheFS（Cache File System）、CDFS （Compact Disc File System）、CIFS （Common Internet File System）
などの各ファイルシステムの管理が可能です。

第6回

secweb によるセキュリティ属性管理

今回紹介する「Security Attributes Configuration ツール（secweb）」は、SMH に備わるツール群のひとつで、HP-UX ユ
ーザに関連するさまざまなセキュリティ属性の設定を Web ベースで実施する機能を提供します。例えばログイン時間や、パス
ワード入力ミスを許容する回数、パスワードの長さや文字の種類、有効期限といった属性について、HP-UX システム全体での
デフォルト値に加えてユーザごとの固有設定が可能です。

第7回

WBEM による障害管理のメカニズム

SMH では、HP-UX システム上で発生するさまざまなイベント情報や障害情報を管理するツール、「Event Viewer
（evweb）」を提供します。この evweb の最大の特徴は、WBEM（Web Based Enterprise Management）と呼ばれる標
準規格をベースとしている点です。WBEM とは、標準化団体 DMTF によって標準化された「Web ベースのエンタープライズ
管理」のための標準規格。ネットワーク上に存在するサーバーや OS、ネットワーク機器などの統合管理に必要なプロトコルや
データ構造を規定します。今回は、HP-UX の障害管理の基盤となる WBEM のメカニズムについて説明します。

第 8 回 evweb による障害管理
今回は、このメカニズムの上に実装されている障害管理ツール「Event Viewer（evweb）」について説明します。HP-UX で
は、システムの内部で発生する多種多様なイベント情報を「WBEM Provider」を通じて WBEM のイベントとして取得できま
す。evweb は、これらのうち管理対象としたいイベントに対して「サブスクリプション」を登録しておくことで、特定のイベ
ントが発生したときのみ通知を受けることができるツールです。
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最終回 SMH の便利な機能
2 月から連載を始めた SMH でらくらく HP-UX システム管理も今月が最後になります。
今まで登場した SMH の各ツールは、実は HP-UX 11i v3 が実行環境だったのをご存知でしょうか。永らく使われていた HPUX 11i v2 の SAM からユーザーインターフェースは変更となりましたが、Web ブラウザからの使い易い・直感的なインター
フェースにより既存の HP-UX 管理者はもちろん、新規に HP-UX を管理するユーザにも簡単なシステム管理を提供します。
前号までに一通り HP-UX の管理に必要な SMH のツールを説明してきましたが、最終回の今号では、今まで紹介していなかっ
た SMH の便利な以下の機能について説明します。



SMH で確認できるシステムのログ



SMH のカスタマイズ



SMH に統合されたツール
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第1回
SMH を知る
2007 年 2 月

テクニカルライター 小林聡史

「X ベースもしくは TUI（Terminal User Interface）ベースで利用する SAM」から、「Web ベースで利用する SMH」へと、
HP-UX のシステム管理は大きく変貌しようとしています。こうした Web 化の流れの背景には、Linux の「Webmin」に代表さ
れる Web ベースのシステム管理ツールが、新しい世代のエンジニアに浸透しつつある現状があります。これから新たに HP-UX
に触れる若手エンジニアにとって、PC の Web ブラウザから簡単に操作できる SMH は、より親しみやすいシステム管理ツール
となるはずです。今回は、次世代の HP-UX システム管理ツールである SMH の概要を紹介します。

SMH とは
HP-UX のシステム管理は、図 1 のようにマルチシステムを統合管理する Systems Insight Manager（SIM）に各種管理ツール
がプラグインとして統合されています。このプラグインのひとつが SAM（System Administrator Manager）と SMH
（System Management Homepage）でサーバーの構成を統合管理するツールです。
ご存知の通り、HP-UX のシステム管理では「SAM」が広く利用されています。この SAM に代わる新しい世代のシステム管理ツ
ールとして 2005 年 5 月より HP-UX に搭載され始めたのが SMH です。

図 1：HP-UX 11i / Integrity サーバーの管理

SMH は、ひとことでいえば「Web ベースの SAM」です。SMH では、ハードウェア障害管理をはじめ、パフォーマンス情報の
表示、システムの各種しきい値の管理、各種診断、そしてソフトウェアのバージョン管理などを SMH の Web インターフェース
から実施できます。
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図 2： System Management Homepage（SMH）の画面例

＜表：SMH の管理機能＞
ツール名

内容

HP-UX Accounts for Users and Groups (ugweb)

ユーザおよびグループの管理

HP-UX Disks and File Systems (fsweb)

ディスク、ファイルシステム、LVM の管理

HP-UX System Fault Management (evweb)

イベント管理およびイベント表示

HP-UX Kernel Configuration (kcweb)

カーネル構成管理

HP-UX Peripheral Device (pdweb)

周辺デバイス管理

HP-UX Security Attributes Configuration (secweb)

セキュリティ管理

Partition Manager (parmgr)

nPartitions 管理

VM Manager

Integrity VM 管理

これらの他にも、プリンタ管理やネットワーク管理、監査機能、PAM 設定、リソース管理、ソフトウェア管理、時刻設定など、
これまで SAM から起動して利用していた X-Windows ベースの管理ツールも、SMH から起動可能です。さらに SMH では、
SMH プラグインと呼ばれる拡張メカニズムをサポートしており、kcweb やパーティション・マネージャといった既存の Web ベ
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ースのツールも SMH に統合されています。ちなみに、これら X ベースのツールは Web ベースへの移行が随時進められており、
将来的にはその大半が Web ベースとなる予定です。

もともと SMH は、ProLiant サーバー向けの Windows／Linux 対応システム管理ツールとして提供されていた製品です。HPUX 専用のツールである SAM とは違い、SMH はマルチプラットフォーム対応である点が大きな特徴です。HP-UX をはじめ、
Windows および Linux など、Integrity サーバーと ProLiant サーバー上で動作する 3 種類の OS をサポートします。よって、
これらの OS 間でシステム管理ツールを統一化することで、OS ごとに別々のツール操作を習得する必要もなくなります。

本連載では、この SMH を中心とした HP-UX のシステム管理手法を説明していく予定です。

HP-UX システム管理のロードマップ
HPE では、HP-UX システム管理の手段として、以下の 4 種類のツールを引き続き提供する予定です。

【拡張 CLI】
拡張 CLI（Enhanced Command Line Interface）とは、シェルからコマンド入力で利用できる管理コマンド群を指します。今
後リリースされる HP-UX では、こうした CLI による管理機能も引き続き提供されます。熟練した UNIX 管理者にとってはもっ
とも効率のよい管理手段である上、シェルスクリプト作成による管理作業の自動化が CLI の最大のメリットと言えます。また、ネ
ットワーク接続が未設定の Integrity サーバーであっても、シリアルケーブルで接続しさえすれば利用できる点も便利です。

【SAM TUI】
SAM の TUI、すなわちメニュー形式のコンソール UI による管理機能も、これまで通り利用可能となります。拡張 CLI と同様
に、シリアルケーブルや ssh、telnet などで接続するだけで利用できる軽量さが魅力です。一方で、メニュー形式の UI ではオプ
ションや操作が一覧表示されるため、拡張 CLI のようにコマンドオプションを頭に入れておく必要性が少なくなります。コマンド
入力と GUI ツールの中間的な存在です。

【SIM】
SIM（Systems Insight Manager、以下 SIM）は、複数システム向けの Web ベース管理ツールです。SAM や SMH はあくまで
システム単体用の管理ツールであり、複数台のサーバーを効率よく管理する機能は備えていません。一方、SIM はデータセンター
などにおいて多数の HPE サーバーを効率よく管理するために開発されたツールです。例えば、ネットワーク上の各サーバーから
自動的にサーバー・リソース情報を収集するインベントリ管理に適しています。また、何人もの管理者がデータセンターを共同運
用するために必要な、ロールベースのセキュリティ管理とシングルサインオン機能などを提供します。

【SMH】
SMH は、システム単体の Web ベース管理機能を提供するツールです。Web ブラウザから利用できるわかりやすい UI を提供す
るほか、kcweb、pdweb といった既存の Web ベースのツール、および SIM とシームレスに統合されています。拡張 CLI のよ
うに個々のコマンドやオプションを覚える必要がなく、いわば“Web 世代”の HP-UX 管理者に最適なシステム管理手段と言える
でしょう。今後この SMH には、HP-UX の中心的なシステム管理ツールとして、積極的に機能追加されていく予定です。

SMH のアドバンテージ
では最後に、SMH への移行によって得られるメリットをまとめておきます。

6
SMH でらくらく HP-UX システム管理



Web ベースである――SMH では、システム管理機能の大半が Web ブラウザからアクセスできます。つまり、HTTP およ
び HTTPS での接続さえ可能であれば、リモート管理も容易に実施でき、SAM のように ssh／telnet 接続のためのファイア
ウォール設定などをあらかじめ済ませておく手間がかかりません。また SSL（Secure Socket Layer）による通信の暗号化
をサポートしており、SMH 上での操作・設定内容が漏洩するリスクもありません。ちなみに SMH をインストールしたサー
バーでは、SMH 内蔵のアプリケーション・サーバー（Tomcat）が自動的に起動し、Web ブラウザからのリクエストを受
け付ける状態となります。



Web ベース／X ベースのプラグインをサポート――SMH では、Web ベースおよび X ベースの既存のシステム管理ツール
をプラグインとしてサポートしています。これまでは SAM がいわゆる“ランチャー”（ツールを起動する窓口）の役目を担っ
てきましたが、今後は SMH が統合ランチャーとして用いられます（なおリモートの PC などから X ベースのツールを起動
するには、あらかじめ X サーバーを PC にインストールしておく必要があります）。つまり、今後の HP-UX のシステム管
理では、どのような作業を始めるにも、まずは SMH のページを開くという動作が基本となります。



マルチプラットフォーム対応――ProLiant サーバーや Integrity サーバー上で動作する Windows、Linux、HP-UX の各
プラットフォームをサポートします。それぞれのプラットフォームごとに個別のシステム管理ツールを習得する労力が少な
くなります。



SIM とのシームレスな統合――SAM にはない SMH の特徴のひとつは、SIM とシームレスに統合されている点です。例え
ば、SIM 上に表示されたサーバー一覧からいずれか 1 台を選択すると、SMH によるシステム単体の管理画面を開けます。
また、いずれかのサーバーにハードウェアのトラブルが検出された場合、まずは SIM の画面上で該当サーバーに赤く印が付
き、それをたどっていくことで SMH のプラグインである evweb の障害管理画面を開くことができます。つまり管理者か
ら見れば、すべてがひとつの総合的な管理ツールに見えるのです。SIM や SMH、evweb といった各種ツールを個別に起動
して、ツールを切り替えながらトラブル・シューティングする必要はありません。



WBEM ベースの障害管理をサポート――SMH では業界標準のプロトコルを元に WBEM（Web Based Enterprise
Manager）ベースの障害管理をサポートしています。

以上、今回は次世代の HP-UX システム管理ツールである SMH の概要を紹介しました。次回以降では、この SMH を用いた HPUX システム管理の基本操作を説明する予定です。

7
SMH でらくらく HP-UX システム管理

第2回
SMH のユーザー管理
2007 年 3 月

著：日本ヒューレットパッカード株式会社

SMH（System Management Homepage）は、HP-UX をはじめ、Integrity サーバー・ProLiant サーバーの Linux と
Windows の各 OS にインストールすることができます。HP-UX 11i v2 (B.11.23) 以降では、SMH がデフォルトでインストー
ルされています。今回は、SMH の起動方法とログイン方法を紹介し、SMH から呼び出す Web ベースのツール「ugweb」によ
るユーザーとグループの管理について説明します。

SMH を起動する
SMH（System Management Homepage）は、HP-UX をはじめ、Integrity サーバー・ProLiant サーバーの Linux と
Windows の各 OS にインストールすることができます。HP-UX 11i v2 (B.11.23) 以降では、SMH がデフォルトでインストー
ルされています。

SMH にログインするには、Web ブラウザから以下の URL を開きます。

http://＜ホスト名＞:2301/

ここで＜ホスト名＞の部分には、Integrity サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。なお、HP-UX のデフォルト設
定では、SMH の自動起動が有効に設定されています。SMH のデーモンが上記のポート 2301 で常時リクエストを待機してお
り、リクエストを受け次第、ポート 2381 にて SMH を起動します。そして SMH へのリクエストが一定時間途絶えると、SMH
が自動的に停止します。SMH をポート 2381 上で常時起動するには、smhstartconfig(1M)コマンドを参照してください。

この URL を初めて開く場合、そのサーバーを信頼するかどうかを尋ねるセキュリティの警告ダイアログボックスが表示されます
ので、[Yes]をクリックします。これにより、SMH のログインウィンドウが表示されます。

図 1：SMH のログインウィンドウ
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このログインウィンドウでは、HP-UX に登録されているユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In]をクリックします。ちなみ
に、一般アカウントでログインするには、事前に SMH のセキュリティ設定にてユーザグループを追加する必要があります。その
ため、初回ログイン時には、root ユーザーでログインします。

ログイン後は、以下のような画面が表示されます。

図 2：SMH ログイン後の画面

ちなみに、SMH ではこうした Web インタフェースに加えて、TUI（テキスト・ユーザーインタフェース）も用意しています。

図 3：TUI ベースの SMH
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ugweb によるユーザーとグループの管理
ログイン後の画面上にて、[System Configuration]－[Accounts for Users and Groups]をクリックすることで、Accounts
for Users and Groups (ugweb) ツールを開くことができます。この ugweb は、ローカルおよび NIS システム上のユーザーア
カウントとグループを管理する Web ベースのツールです。

図 4：SMH の tools タブ

ugweb では、1 台の Integrity サーバーについて、ローカルのユーザーアカウントをはじめ、NIS ユーザーアカウント、および
グループを管理できます。具体的には、以下の各機能を備えます。



ローカルシステムのユーザーアカウントの追加、変更、無効化、および削除



ローカルシステムのユーザーアカウントのパスワード、セカンダリグループ、およびセキュリティ属性の変更



ユーザーテンプレートとタスクのカスタマイズの管理



NIS システムのユーザーアカウントの追加、変更、無効化、および削除



NIS システムのユーザーアカウントのパスワード、セカンダリグループ、およびセキュリティ属性の変更、NIS マップの更
新



ローカルシステムと NIS システムのグループの追加、変更、および削除

ちなみに ugweb は、SIM（System Insight Manager）のように複数サーバーのユーザーやグループを管理する機能は備えま
せん。ただし、SIM から ugweb を起動することも可能です。

ローカルユーザータブの使い方
ugweb のローカルユーザータブでは、HP-UX で作成されたローカルユーザーアカウントを表示または管理できます。このタブ
での作業内容は、ローカルシステムの/etc/passwd ファイルに反映されます。
このローカルユーザータブでは、以下の作業を実施できます。
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新しいローカルユーザーアカウントの追加



既存のローカルユーザーアカウントの変更（所属するグループ、ユーザーID、パスワード、またはセキュリティポリシーな
どの変更）



既存のローカルユーザーアカウントの削除



ローカルユーザーアカウントの有効化/無効化

図 5：ugweb のローカルユーザータブ

以下の表は、ローカルユーザータブに表示される各カラムの意味を表します。

表：ローカルユーザータブの各カラムの内容
カラム名

ログイン名

説明

ローカルユーザーアカウントのログイン名
プログラム、ファイル、ディレクトリ、またはシステムやネットワークのリソースに対するパー

ユーザーID
ミッションを識別する ID 番号
プライマリグループ

ログイン時にユーザーが属するデフォルトのグループ

名前

ローカルユーザーの名前

最後に行ったログイン

ユーザーが最後にログインした日時

アカウントの状態

ユーザーアカウントの状態
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ローカルユーザーアカウントを追加するには、以下の手順を実行します。



ローカルユーザータブで、[ユーザーアカウントを追加]をクリックします。[ユーザーアカウントの追加]ページが表示され
ます。



[ログイン名]フィールドにログイン名を入力します（必須です）。



[ユーザーID]を指定します。デフォルトでは[次に利用できる ID]ボタンが選択されており、ID を入力する必要はありませ
ん。[ID を指定]ボタンをクリックすることで、ID を明示的に入力することも可能です。また、[ユーザーID の複製の許可]
チェックボックスを選択することで、複数のユーザーアカウントに同じユーザーID を指定することもできます。



[プライマリグループ名]フィールドで利用可能なプライマリグループのリストから、ユーザーが所属するプライマリグルー
プ名を選択します。



[ホームディレクトリ]フィールドにユーザーのホームディレクトリを入力します。ユーザーアカウントの作成と同時にホー
ムディレクトリをシステム上に作成する場合は、[ホームディレクトリの作成]をチェックします。なお、[ホームディレクト
リ]フィールドにはデフォルトのデータが入力されています。



ログインシェルのリストから使用するログインシェルを選択します。



[コメント]フィールドに氏名、住所、電話番号、自宅電話番号などの情報を入力します。区切り記号としてカンマを使用し
ます。



アカウントエージングオプションを設定するには、[アカウントエージングオプション≫]をクリックします。以下のいずれ
かのアカウントエージングオプションを選択します。
・制限なし (通常の動作)
・アカウントエージングの有効化



パスワードエージングオプションを設定するには、[パスワードエージングオプション≫]をクリックします。以下のいずれ
かのパスワードエージングオプションを選択します。
・制限なし (通常の動作)
・次回ログイン時におけるパスワード変更の強制
・スーパーユーザーにのみパスワード変更を許可
・パスワードエージングの有効化



パスワードエージングの有効化オプションを選択した場合、以下の項目を設定します。
・パスワード変更を許容する最大時間
・パスワード変更が可能になるまでの最小時間
・パスワードの有効期限が切れる前に警告が表示される日数



[アカウントの状態]フィールドで、ユーザーアカウントを有効または無効にすることができます。[無効化]を選択した場
合、新しいパスワード情報を入力する必要はありません。



[パスワード]フィールドおよび[パスワードの再入力]フィールドに新しいパスワードを入力します。



[追加]をクリックします。

以上の操作により、ユーザーアカウントが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。最後に[OK] をクリックして
ローカルユーザーページに戻ります。
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図 6：ugweb のユーザーアカウントを追加するページ

グループタブの使い方
一方、ugweb のグループタブでは、HP-UX システムで利用可能なグループを表示または管理できます。具体的には、以下の作
業が可能です。


新しいグループの追加



既存のグループの変更 (所属するグループの変更、グループ内のユーザーの追加または削除)



グループの削除



NIS マップの更新 (NIS サーバーにログインしている場合)

このタブでの作業内容は/etc/group ファイルに反映され、NIS が動作していないスタンドアロンシステムをはじめ、NIS クライ
アント、NIS サーバーにおいて参照されます。

図 7：ugweb のグループタブ

以上、ここでは SMH のログイン方法を紹介し、ugweb によるユーザーとグループの管理について説明しました。
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第3回
kcweb によるカーネル・パラメータ管理
2007 年 4 月

著：日本ヒューレットパッカード株式会社

SMH（System Management Homepage）では、HP-UX のカーネル・パラメータを設定管理するためのツール「HP-UX カ
ーネル構成（kcweb）ツール」を提供しています。カーネル・パラメータとは、HP-UX カーネルの動作をこまかく制御するため
の設定値です。例えば、オープン可能なファイル数の最大値や、プロセスのメモリサイズの最大値など、さまざまなシステム・リ
ソースの割り当てを制御できます。今回は、kcweb によるカーネル・パラメータ管理の方法を紹介します。

kcweb とは何か
SMH（System Management Homepage）では、HP-UX のカーネル・パラメータを設定管理するためのツール「HP-UX カ
ーネル構成（kcweb）ツール」を提供しています。カーネル・パラメータとは、HP-UX カーネルの動作をこまかく制御するため
の設定値です。例えば、オープン可能なファイル数の最大値や、プロセスのメモリサイズの最大値など、さまざまなシステム・リ
ソースの割り当てを制御できます。そのほか、セキュリティ・ポリシーの設定や、オプション機能の有効化など、HP-UX では
150～200 種類のカーネル・パラメータが利用されています。

kcweb では、以下の作業が可能です。



カーネル・パラメータの変更――HP-UX のカーネル・パラメータを変更できます。システムをリブートせずに変更できるパ
ラメータも数多くあります。



カーネル・パラメータのリソース使用量のモニター――カーネル・パラメータのリソース使用量をグラフ表示により監視で
きます。



カーネル・モジュールのロード/アンロード――カーネル・モジュールを動的にロード/アンロードできます。システムのリ
ブートは不要です。



カーネル・パラメータのアラーム設定――特定のカーネル・パラメータのリソース使用量がしきい値を超えた時に、通知を
受け取るようアラームを設定できます。複数のパラメータにアラームを設定したり、1 つのパラメータに複数のアラームを
設定したりできます。



システムのリブート―― kcweb からシステムをリブートできます。

ちなみに kcweb は、HP-UX System Administration Manager(SAM) や Systems Insight Manager(SIM) から起動するこ
ともできます。

kcweb の使い方
まずは、kcweb を起動します。SMH のトップページにて、[System Configuration]－[Kernel Configuration]をクリックす
ることで、kcweb を開けます。
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図 1：kcweb のトップページ

kcweb のトップページを開くと、調整パラメータタブが表示されます。このタブでは、HP-UX の各種カーネル・パラメータの
表示や設定が可能です。以下の表は、調整パラメータタブに表示される各カラムの意味を表します。

表 1：調整パラメータタブのカラム内容
カラム名

説明

調整パラメータ

カーネル・パラメータの名前

調整機能

カーネル・パラメータの種別。次のいずれかの値です。

•

Static――変更後にシステムのリブートが必要なカーネル・パラメータ

•

Dynamic――変更後にシステムをリブートする必要のないカーネル・パラメータ

•

Auto――変更後にシステムをリブートする必要のないカーネル・パラメータ。ただしカー
ネル調整パラメータをデフォルト値に設定し、カーネルが実行時に適切な値に設定する場合
には、リブートが必要です。

現在値

アクティブなカーネル、または現在実行中のカーネルでのカーネル・パラメータ値

次回ブート時の値

システムのリブート後に、カーネル・パラメータに設定される値

デフォルト値

カーネル・パラメータのデフォルト値

現在の使用率（%)

モニター可能なカーネル・パラメータの使用率

モジュール

パラメータに対応するモジュール（存在する場合）の名前
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調整パラメータタブでいずれかのカーネル・パラメータを選択すると、画面下にはパラメータの詳細情報が表示されます。

図 2：カーネル・パラメータ maxdsiz の詳細情報

カーネル・パラメータの使用量を表示するには、次の手順を実行します。



調整パラメータタブを選択すると、カーネル・パラメータの一覧が表示されます。



必要なカーネル・パラメータを選択します。



画面下にカーネル・パラメータの詳細情報が表示されます。

カーネル・パラメータに対するモニター機能を有効にしておくと、同パラメータの最近のリソース使用率と、現在の上位利用者が
表示されます。

また、[調整パラメータを変更]をクリックすることで、指定したカーネル・パラメータの値を変更できます。
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図 3：カーネル・パラメータ maxdsiz の変更

ここで、[マンページ]をクリックすると、選択したカーネル・パラメータについての詳細な説明を記載した man ページを参照で
きます。

図 4：カーネル・パラメータ maxdsiz の man ページ
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アラーム機能の使い方
kcweb は、カーネル・パラメータのリソース使用率を監視するアラーム機能を備えます。指定したしきい値を超えた時にシステ
ムから通知を受け取ることで、システムの過負荷状況を回避できます。このアラーム機能では、複数のパラメータに 1 つのアラ
ームを設定したり、1 つのパラメータに複数のアラームを設定したりできます。アラームは、モニター可能なカーネル・パラメー
タに対して設定することが出来ます。

新しいアラームを追加するには、アラームタブにて[アラームを追加]をクリックし、[アラームの追加]画面を開きます。

図 5：[アラームの追加]画面

18
SMH でらくらく HP-UX システム管理

以下の表では、この画面の各フィールドの内容を表します。

表 2：[アラームの追加]画面のフィールド内容
フィールド名

説明

調整パラメータ

アラームでモニターするカーネル・パラメータ名

しきい値

アラームを発生させるしきい値

イベントタイプ

アラーム通知の送信時期を指定

•

initial――最初のポーリング時と、しきい値を超えるごとに通知が送信されます。ブート時
にも通知が送信されます。

•

repeat――ポーリングごとと、しきい値を超えるごとに通知が送信されます。

•

return――しきい値を超えた後、リソース使用量がしきい値を下回った最初のポーリング時
に通知が送信されます。

いずれもチェックされていない場合は、kcalarm で設定されたデフォルトのイベントタイプが適用さ
れます。また、複数のチェックボックスをチェックすることが可能で、initial と return の両方を選
択すると、使用量がしきい値を通過するごとに通知が送信されます。
ポーリング間隔

リソース使用率をモニターする間隔（分単位）

通知タイプ

カーネルのリソース使用量がしきい値を超えた時の通知方法

•

console――システムコンソールにメッセージが送信されます。

•

email――指定されたアドレスに E-mail でメッセージが送信されます。

•

opcmsg――opcmsg デーモンを介して、ITO と OpenView アプリケーションにメッセ
ージが送信されます。

•

snmp――SNMP トラップを使用する Network Node Manager などのアプリケーション
にメッセージが送信されます。

•

syslog――システムのログファイルにアラームが記録されます。

•

textlog――指定したファイルにアラームが記録されます。

•

tcp――指定されたホストの指定されたポートに TCP のイベントが送信されます。

•

udp――指定されたホストの指定されたポートに UDP のイベントが送信されます。

通知内容が変更されたときは、対応するフィールドが表示されます。たとえば、新しい通知方法とし
て tcp を選択した場合、画面の内容が更新されて[ホスト名]フィールドと[ポート番号]フィールドが
表示されます。
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ここで追加したアラームは、アラーム一覧にて確認できます。

図 6：アラーム設定一覧
以上、ここでは SMH から kcweb ツールを起動して、カーネルパラメータを管理する方法について説明しました。

参考情報
HP-UX では、設定値の変更にシステムのリブートが必要のないダイナミックなカーネルパラメータをサポートしています。最新
の HP-UX11i v3 では、このダイナミックなカーネルパラメータの数が増え、システムをリブートする機会がさらに少なくなって
います。このように計画停止の低減により、いかにサーバーを止めず、ビジネスを継続するのに有効な改善が HP-UX では行われ
ています。

図 7：主な動的カーネル調整パラメータの一覧

※OS のアップデートリリースごとにパラメータが増減する場合があります。
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第4回
ncweb によるネットワーク管理
2007 年 5 月

著：日本ヒューレットパッカード株式会社

これまでの HP-UX におけるネットワーク管理は、おなじみの管理ツール SAM で実施する方法が一般的でした。一方、HP-UX
11i v3 からは、ネットワーク管理の手段として「Network Interfaces Configuration ツール（ncweb）」が新たに提供され
ています。ncweb では、SMH の Web 画面を通じて、ネットワーク・インタフェースの IP アドレスや VLAN などの設定が可能
です。

ネットワーク管理の標準ツール ncweb
これまでの HP-UX におけるネットワーク管理は、おなじみの管理ツール SAM で実施する方法が一般的でした。一方、HP-UX
11i v3 からは、ネットワーク管理の手段として「Network Interfaces Configuration ツール（ncweb）」が新たに提供され
ています。ncweb では、SMH の Web 画面を通じて、ネットワーク・インタフェースの IP アドレスや VLAN などの設定が可能
です。
ncweb を起動するには、SMH の Tools タブより「Network Interfaces Cards」を選択します。

図 1：SMH の Tools タブから ncweb を起動する

まずは、ncweb を用いてネットワーク・インタフェースカード (NIC) の設定を行う方法を説明します。ncweb の NIC タブを開
くと、システム上にインストールされたネットワーク・インタフェース・カードに関する情報が表示されます。
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図 2：NIC タブの内容

表：NIC タブの表示内容
フィールド名

説明

インタフェース名

インタフェースの名前。インタフェースのクラス (LAN) とインデックス番号を識別します。

サブシステム

インタフェースを制御するドライバまたはソフトウェアの名前 。

ハードウェアパス

インタフェースのハードウェアパス。 IPoIB などの論理インタフェースでは、論理ハードウェアパス
となります。

インタフェースの状態

インタフェースの状態。「アップ」もしくは「ダウン」となります。

インタフェースタイプ

インタフェースのタイプ。

IPv4 アドレス

インタフェースの IPv4 アドレス。

IPv6 アドレス

インタフェースの IPv6 アドレス。

この NIC タブでは、設定したいネットワーク・インタフェースを選択して、以下の作業を実施できます。



NIC 属性の表示および変更



VLAN の追加



IP アドレス設定



IP インタフェースの削除

22
SMH でらくらく HP-UX システム管理



IP 論理インタフェースの追加

NIC 属性の表示と修正
「NIC 属性の表示／変更」ページでは、選択した LAN インタフェースの属性値の表示や変更が可能です。ここで表示または変更
が可能な属性については、HP-UX の man ページ nwmgr_iether(1M) に詳しい説明があります。

図 3：NIC 属性の表示／変更ページ

同ページにて OK ボタンをクリックすると、変更した属性の値がシステムに反映されます。また保存チェックボックスが選択され
ている場合は、変更の有無にかかわらず、保存されたすべての属性値が構成ファイルに保存されます。

VLAN の追加
ncweb の「VLAN の追加」ページを使用することで、上述のような物理 NIC だけでなく VLAN インタフェースを追加できま
す。VLAN の追加ページには、VLAN 対応の NIC の一覧と、それに対して作成する VLAN インタフェースの属性値が表示されま
す。
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図 4：VLAN インタフェースの追加ページ

VLAN インタフェースを追加するには、以下の手順を実施します。



NIC ページ、または VLAN メインページで VLAN の追加をクリックし、VLAN の追加ページを表示します。



VLAN 対応インタフェースの一覧にて、対象となる NIC を選択します。



VLAN ID を入力します。



VLAN 名を入力します（デフォルト：UNNAMED）。



VPPA を入力します（デフォルト: 自動生成される値）。



優先順位を入力します（デフォルト: 0）。



優先順位オーバーライドレベルを入力します（デフォルト: CONF_PRI）。



ToS を入力します（デフォルト: 0）。



ToS オーバーライドレベルを入力します（デフォルト: IP_HEADER）。



構成オプションを選択します。



OK をクリックし、VLAN インタフェースを追加します。

なお、上記の手順により VLAN インタフェースを追加しても、IP アドレスは自動的には割り当てられません。VLAN インタフェ
ースに IP アドレスを割り当てるには、VLAN メインページに移動して VLAN インタフェースを選択し、IP 属性の表示／変更を選
択します。

IP 属性の表示/変更
NIC や VLAN インタフェースの設定を終えたら、続いてはそれらの物理インタフェースに IP アドレスを割り当てます。ncweb
の「IP 属性の表示／変更」ページでは、物理インタフェースの IPv4 属性と IPv6 属性、インタフェースのカプセル化タイプ、構
成済みネットワーク・インタフェースの DHCP 設定の表示、追加、変更を行うことができます。
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図 5：IP 属性の表示／変更ページ

ネットワーク・インタフェースの IP 属性を変更するには、以下の手順を実施します。



[APA]、[NIC]、[VLAN] タブのリストペインで、必要な構成済みネットワーク・インタフェースを選択します。



詳細ペインにインタフェースの詳細が表示されます。



IP 属性の表示/変更をクリックします。



[属性の表示/変更] ページが表示されます。



対象の IPv4 属性を変更します。



対象の IPv6 属性を変更します。



構成オプションを選択します。



[OK] をクリックします。

以上の手順を実施すると、IP 属性が正常に変更されたことを示すメッセージが表示されます。これにより、
/etc/rc.config.d/netconf（IPv4 論理インタフェース）や/etc/rc.config.d/netconfv6（IPv6 論理インタフェース）、および
/etc/hosts（ホストエイリアス情報）の各ファイルが更新されます。これにより、NIC や VLAN インタフェースを介した IP ネッ
トワークへのアクセスが可能になります。

また、「IP 論理インタフェースの追加」ページを利用することで、1 つの物理インタフェースに複数の IP アドレスを割り当てる
ことも可能です。
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図 6：IP 論理インタフェースの追加ページ

以上、今回は ncweb によるネットワーク管理の方法を紹介しました。

第5回
fsweb によるディスク/ファイルシステム管理
2007 年 6 月

テクニカルライター 小林聡史

SMH では、HP-UX におけるディスク管理やファイルシステム管理のための GUI ツールとして、「Disks and File Systems ツ
ール（fsweb）」を提供します。fsweb では、物理ディスクや論理ボリューム、およびファイルシステムの管理を実施できま
す。HP-UX の標準ファイルシステムである VxFS（Veritas File System）および HFS（Hierarchical File System）に加え
て、CacheFS（Cache File System）、CDFS （Compact Disc File System）、CIFS （Common Internet File System）な
どの各ファイルシステムの管理が可能です。

fsweb によるディスク＆ファイルシステム管理
SMH では、HP-UX におけるディスク管理やファイルシステム管理のための GUI ツールとして、「Disks and File Systems ツ
ール（fsweb）」を提供しています。fsweb では、物理ディスクや論理ボリューム、およびファイルシステムの管理を実施でき
ます。
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fsweb を起動するには、SMH のトップページより「Disks and File Systems」を選択します。つづいて「ディスク」タブを選
択します。

図 1：fsweb のディスクタブ

このディスクタブでは、HP-UX で使用する物理ディスクの管理が可能です。同タブの画面上部には、サーバーに接続された物理
ディスクや DVD ドライブの一覧が表示されます。この一覧にていずれかのディスクを選択すると、個々のディスクの詳細情報が
画面下部に表示される仕組みです。図 1 は、2 行目のディスクを選択し、その詳細情報を表示した例です。
また画面右側には、選択したディスクに対して実行できる各機能のリンクが表示されます。たとえば、ディスクの統計情報の表示
をはじめ、ディスクの「使用中」マークの設定、デバイス ID 設定、LUN 属性の設定が可能です。
複数の物理ディスクをまとめたボリュームグループ（VG）を管理するには、「ボリュームグループ」タブを開きます。

ボリュームグループの管理
複数の物理ドライブをまとめたボリュームグループ（VG）を管理するには、「ボリュームグループ」タブを開きます。
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図 2：ボリュームグループタブ

このボリュームグループタブも、ディスクタブと同様に、画面上部には VG の名称やタイプ、サイズ、空き容量などの一覧が表示
されます。また、一覧にていずれかの VG を選択すると、画面下部にその詳細情報が表示されます。図 2 の例では、選択した VG
に含まれる論理ボリュームの割り当て状況が円グラフで表示されています。
さらに画面右側には、VG の作成／変更／削除、使用開始／停止、縮小／拡張、エクスポート、配布／配布削除などの各機能のリ
ンクが表示されます。

VG の作成手順は以下の通りです。



ボリュームグループタブにて「VG の作成」をクリックします。



「ボリュームグループの作成」ウィンドウで、ボリュームグループ名を入力します。



物理ボリュームの構成領域で、「未使用ディスクの選択」ボタンをクリックして、ボリュームグループに追加する物理ボリ
ュームを選択します。



「未使用ディスクの選択」ウィンドウで、ボリュームグループに追加する物理ボリュームを選択します。選択した物理ボリ
ュームに複数のパスが存在する場合、テーブルのチェックボックスをクリックすることでプライマリパスを選択できます。
つづいて「選択」ボタンをクリックします。



「ボリュームグループの作成」ウィンドウで、物理ボリュームグループを作成して物理ボリュームを配置するために、物理
ボリュームの物理ボリュームグループの必要な情報を入力します。ボックスを空白のままにすると、物理ボリュームは物理
ボリュームグループに配置されません。



「オプション属性」にて、必要な情報を入力します。



「プレビュー」または「作成」をクリックします。
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以上の手順により、新しい VG が作成されます。

論理ボリューム（LV）の管理
つづいて、「論理ボリューム」タブを選択することで、論理ボリューム（LV）の管理が可能です。

図 3：論理ボリュームタブ

論理ボリュームタブでは、画面上部に LV の一覧、画面下部に LV の詳細情報が表示されます。また選択した LV に対して、画面
右側のリンクをクリックすることで、LV の変更／拡張／縮小／削除、使用状況の変更、マーク設定が可能です。また、LV のミラ
ーリングに関する操作として、ミラーの追加／削除や、分割、マージが可能です。

たとえば、LV を作成するには以下の手順を実施します。



論理ボリュームタブにて「LV の作成」をクリックします。



「論理ボリュームの作成」ウィンドウで、使用するボリュームグループのラジオボタンをクリックします。



論理ボリュームの定義領域では、LV 名とサイズに論理ボリュームの情報を入力します。



ミラーリングを用いる場合は、ミラーの構成領域にて「ミラーリングを有効」にするをクリックします。なお、ミラーリン
グを利用するには MirrorDisk/UX ソフトウェアが別途必要です。



ストライピングを用いる場合は、ストライプオプションの構成領域にて、「ストライプを有効にする」をクリックします。



エクステント割り当てオプションで、必要な情報を入力します。



「プレビュー」または「作成」をクリックします。

以上の操作で、LV が新しく作成されます。

29
SMH でらくらく HP-UX システム管理

ファイルシステム管理
「ファイルシステム」タブでは、HP-UX の標準ファイルシステムである VxFS（Veritas File System）および HFS
（Hierarchical File System）に加えて、CacheFS（Cache File System）、CDFS （Compact Disc File System）、CIFS
（Common Internet File System）などの各ファイルシステムの管理が可能です。

たとえば、図 4 のようにファイルシステムのサイズのほか、使用している容量をグラフィカルに確認することも出来ます。

図 4：ファイルシステムタブ

このタブの画面右側のリンクを用いることで、ファイルシステムの追加／変更／削除や、マウント／マウント解除が可能です。ま
た VxFS については、アップグレードやスナップショット作成、エクステント単位もしくはディレクトリ単位のレポート作成、デ
フラグを実行できます。

たとえば、VxFS のファイルシステムを追加する手順は以下の通りです。



ファイルシステムタブにて「VxFS の追加」をクリックします。



「VxFS ファイルシステムの追加」ウィンドウで、ファイルシステムの構成に必要な情報を入力します。



「未使用ディスクの選択」または「未使用 LV の選択」をクリックします。



使用するデバイスのラジオボタンをクリックし、「選択」をクリックします。



ファイルシステム属性の構成とマウントオプションの構成で、必要な情報を入力します。
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「プレビュー」または「VxFS の追加」をクリックします。

図 5：ファイルシステムの追加

ここまでの操作で、VxFS が新たに作成されます。

以上、今回は fsweb によるディスクおよびファイルシステム管理を紹介しました。
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第6回
secweb によるセキュリティ属性管理
2007 年 7 月

テクニカルライター 小林聡史

今回紹介する「Security Attributes Configuration ツール(secweb)」は、SMH に備わるツール群のひとつで、HP-UX ユーザ
に関連するさまざまなセキュリティ属性の設定を Web ベースで実施する機能を提供します。例えばログイン時間や、パスワード
入力ミスを許容する回数、パスワードの長さや文字の種類、有効期限といった属性について、HP-UX システム全体でのデフォル
ト値に加えてユーザごとの固有設定が可能です。

secweb によるセキュリティ属性設定
今回紹介する「Security Attributes Configuration ツール(secweb)」は、SMH に備わるツール群のひとつで、HP-UX ユーザ
に関連するさまざまなセキュリティ属性の設定を Web ベースで実施する機能を提供します。なお secweb は、Web ベースの
SMH 以外にも、SAM（端末ベース）や SIM（Web ベース）から呼び出すことが可能です。

HP-UX では、主に以下のようなセキュリティ属性が利用されています。

表：HP-UX で用いられる主なセキュリティ属性
属性の種類

内容

ログイン属性

ログイン時間、同時ログイン数、アカウントをロックするまでに許容されるログインの失敗回数な
ど、ログイン動作の挙動を管理します。

パスワード属性

パスワードの長さ、文字数および文字の種類、パスワード履歴の個数、パスワードが変更できるよう
になる最短日数、パスワードの期限切れなど、パスワードの挙動を管理します。

ブート属性

システムをシングルユーザモードでブートするための認証ユーザを定義して、ブート認証機能を制御
します。

スイッチユーザ (su)

PATH 環境変数の値、su コマンドのルートグループ名、su が特定の環境変数を伝播するかどうかを

属性

定義します。

監査属性

ユーザが監査対象かどうかを管理します。

umask 属性

pam_unix または pam_hpsec によって開始されるすべてのセッションの umask() を管理しま
す。

これらにセキュリティ属性について、システム全体でのデフォルト値が設定できるほか、個々のユーザについて個別の設定も可能
です。この設定内容は、以下の各ファイルに納められます。
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/var/adm/userdb（ユーザ・データベース）



/etc/default/security（システム全体のデフォルト値）



/etc/security.dsc（デフォルト値）

例えばあるユーザのセキュリティ属性を取得する場合、HP-UX システムはまず、/var/adm/userdb に格納されたユーザ・デー
タベースを検索し、そのユーザに固有の設定値を取得します。もしユーザ固有の設定値がない場合は、/etc/default/security お
よび/etc/security.dsc に記されたシステム全体のデフォルト値を参照し、それを用いる仕組みです。

システムデフォルト値の設定
secweb を利用することで、これらの各ファイルに対する設定作業を Web ベースの GUI ツールを通じて実施できます。
secweb を起動するには、SMH のトップページより「Tools」から「Security Attributes Configuration」の「System
Defaults」を選択します。

※なお、HP-UX 11i v2 の SMH は、リリースによってこのメニューが表示されな場合があるので、Web ブラウザから以下の
URL を直接指定して開いてください（最新のアップデートではこの制限はありません）。
http://＜ホスト名＞:2301/secweb/secweb.cgi

最初に表示される「システムデフォルト」タブでは、/etc/security.dsc ファイルに格納された HP-UX システム全体のセキュリ
ティ属性について、表示や設定が可能です。一方、もうひとつの「ローカルユーザー」タブでは、個々のユーザのセキュリティ属
性を管理できます。

図 1：secweb の「システムデフォルト」タブ
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このタブでは、システム全体のセキュリティ属性が一覧表示され、各属性について「デフォルト」と「システム値」がそれぞれ表
示されます。このときシステム値の部分には、値がデフォルトから変更されていない場合は「< default >」、規定範囲をはずれ
ている場合は「< invalid value >」と表示されます。システム値がデフォルトから変更された場合には、その値が表示されま
す。

なお、スーパーユーザ権限を持たないアカウントから secweb を利用する場合は、SMH の設定（settings -> System
Management Homepage -> Security -> User Groups）で一般ユーザの所属する UNIX グループを設定します。ただし、一
般ユーザへの Administrator 権限の付与は慎重に行ってください。

セキュリティ属性の詳細
個々のセキュリティ属性について詳細な内容を確認するには、画面右側の「詳細の表示」リンクをクリックします。するとすべて
の属性の一覧が表示されます。

例えば、図 1 ように、AUTH_MAXTRIES の属性を選択すると、画面下部の「セキュリティ属性の詳細情報」の「プロパティ」タ
ブには、その属性名や説明、属性値の範囲、デフォルト値、システム値が表示されます。（図 2）

図 2：「プロパティ」タブ

一方、「ユーザーごとの例外」タブでは、この属性についてユーザごとに個別の値が設定されているか確認できます。

図 3：「ユーザーごとの例外」タブ
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ユーザー単位の設定
secweb の「ローカルユーザー」タブでは、ユーザ個別のセキュリティ属性の設定が可能です。

図 4：「ローカルユーザー」タブ

同タブでは、図 4 にあるように、ユーザ名とユーザ ID の一覧が表示されます。いずれかのユーザをラジオボタンで選択すること
で、画面下部の「ユーザーごとの例外」タブにセキュリティ属性とその値の一覧が表示されます。（図 4 では、「test」 ユーザ
を選択）
ここで、画面右側の「ユーザーごとの例外の構成」リンクをクリックすることで、個々のセキュリティ属性についてユーザ固有の
値を設定できます。

図 5：「ユーザーごとの例外の構成」
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ここで「ユーザ値」の項目には、ユーザ固有の値を記入します。この項目に「<default>」と記入すると、ユーザ固有の値は設定
されず、システム全体のデフォルト値が参照されます。

上図の例では、パスワード入力ミスを許容する回数を表す属性 AUTH_MAXTRIES について、システム全体のデフォルト値である
「5」に対して、ユーザ test に固有の値として「3」を設定しています。変更を反映するには、「プレビュー」ボタンをクリック
して変更内容を確認したのちに、「構成」ボタンをクリックします。「ローカルユーザー」タブに戻り、「ユーザーごとの例外」
タブ上でこの設定値を表示すると、以下のように正しく反映されていることがわかります。

例えばこの状態で、ユーザ test にてパスワードを間違えるログイン操作を試してみると、パスワードを 4 回誤って入力した時点
で以下のようにログインが拒否されることが確認できます。

login as: test
Password:
Access is denied by the AUTH_MAXTRIES attribute in security(4).

以上、今回は secweb によるセキュリティ属性の管理方法を説明しました。

参考情報
その他、SMH では以下のセキュリティ項目を設定することができます。



Audit（監査機能）の設定



Authentication（ユーザ認証）の設定



SMH に関するセキュリティ設定
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第7回
WBEM による障害管理のメカニズム
2007 年 8 月

テクニカルライター 小林聡史

SMH では、HP-UX システム上で発生するさまざまなイベント情報や障害情報を管理するツール、「Event Viewer
（evweb）」を提供します。evweb の最大の特徴は、WBEM（Web Based Enterprise Management）と呼ばれる標準規格
をベースとしている点。WBEM とは、標準化団体 DMTF によって標準化された「Web ベースのエンタープライズ管理」のため
の標準規格です。ネットワーク上に存在するサーバーや OS、ネットワーク機器などの統合管理に必要なプロトコルやデータ構造
を規定します。今回は、HP-UX の障害管理の基盤となる WBEM のメカニズムについて説明します。

evweb と WBEM
SMH では、HP-UX システム上で発生するさまざまなイベント情報や障害情報を管理するツール、「Event Viewer
（evweb）」を提供します。この evweb の最大の特徴は、WBEM（Web Based Enterprise Management）と呼ばれる標準
規格をベースとしている点です。そこで今回は、HP-UX の障害管理の基盤となる WBEM のメカニズムについて説明します。

図 1：evweb による障害情報の表示例

WBEM とは、マイクロソフトやインテル、シスコシステムズ、旧コンパック・コンピュータなどによって提案され、標準化団体
DMTF（Desktop Management Task Force）によって標準化された規格です。その名の通り、「Web ベースのエンタープラ
イズ管理」のための仕様であり、ネットワーク上に存在するサーバーや OS、ネットワーク機器などの統合管理に必要なプロトコ
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ルやデータ構造を規定します。要するに、従来の SNMP（Simple Network Management Protocol）や syslog に代わる、
HTTP と XML をベースとした新世代のネットワーク管理プロトコルといえます。すでにマイクロソフト Windows や HP-UX な
どのおもな OS から、サーバー製品、ストレージ製品、ネットワーク機器、そして OpenView をはじめとするネットワーク管理
ツールにおいて、業界標準のネットワーク管理プロトコルとしてサポートされています。
WBEM では、CIM（Common Information Model）と呼ばれるデータ構造（スキーマ）を用いて、管理対象のサーバーや OS
から多種多様な情報を取得できます。HTTP および XML というわかりやすい Web ベースのプロトコルを通じてサーバーや
OS、ネットワーク機器を管理することが可能な点が、WBEM のアドバンテージです。

<?xml version ="1.0" encoding="utf-8"?>
<CIM CIMVERSION="2.0" DTDVERSION="2.0">
<MESSAGE ID="51000" PROTOCOLVERSION="1.0"
<SIMPLERSP>
<IMETHODRESPONSE NAME="EnumerateInstances">
<IRETURNVALUE>
<VALUE.NAMEDINSTANCE>
<INSTANCENAME CLASSNAME="PG_OperatingSystem">
＜中略＞
<KEYBINDING NAME="CSName">
<KEYVALUE VALUETYPE="string">
mycomputer.hp.com
</KEYVALUE>
</KEYBINDING>
<KEYBINDING NAME="Name">
<KEYVALUE VALUETYPE="string">
HP-UX
</KEYVALUE>
</KEYBINDING>
</INSTANCENAME>
＜以下略＞

WBEM における CIM の例

WBEM Services for HP-UX
HP-UX 11i v2 以降では、HP-UX のさまざまな管理情報を WBEM 経由で提供できる「WBEM Services for HP-UX（以下、
WBEM Services）」および「WBEM Providers for HP-UX（以下、WBEM Providers）をサポートしています。以下の図は、
この両者の関係を示しています。
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図 2：WBEM Services と WBEM Providers の位置づけ

WBEM Provider とは、管理対象となるリソースから情報を収集し、WBEM Services に伝えるソフトウェアです（SNMP にお
ける SNMP エージェントに相当）。HP-UX では豊富な WBEM Providers に対応しており、Integrity サーバーのハードウェア
まわりの情報（プロセッサやメモリ、ファン、電源など）から、OS 情報（バージョン、プロセス、ソフトウェア、LVM な
ど）、ネットワーク（IP、DNS、NIS など）、仮想化関連の情報（nPars、vPars、Integrity VM など）、さらには
Serviceguard にいたるまでを網羅しています。

WBEM Provider と WBEM クライアント
以下の表は、HP-UX 11i v2 における WBEM Provider の対応状況をまとめたものです。

WBEM Provider

システム情報（サーバーモデル、シリアル番号など）
nPars 情報
vPars 情報
Integrity VM
プロセッサ
メモリ
ファン
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電源
Ethernet
ホストバスアダプタ（FibreChannel および SCSI）
IO ツリー拡張
OS 情報（バージョンなど）
SD-UX
プロセス
LVM
IP、DNS、NIS、NTP
Serviceguard

これらの WBEM Provider が取得した情報は、WBEM Services に含まれる CIMOM（CIM オブジェクトマネージャ）に集めら
れます。そこで先に例として挙げたような CIMXML に変換され、Web サーバーを通じて WBEM クライアントに提供される流れ
です。
一方、WBEM クライアントとしては、SMH に統合された evweb をはじめ、SIM、OpenView などを利用します。さらに、
HP-UX 上では WBEM の開発キットが提供されているので、ユーザ・アプリケーションに WBEM クライアント機能を組み込むこ
とで、WBEM Provider から得た情報をアプリケーションの動作に反映させたり、エンタープライズ管理ツールを自作したりする
ことも可能です。上述のとおり、すべての情報は XML として取得できるため、SNMP などに比べてこうした作り込みは容易で
す。
また、HP が提供する遠隔モニタリングサービス ISEE（Instant Support Enterprise Edition）も WBEM クライアント機能に対
応しています。WBEM Provider から自動通知された障害情報に基づき、リアルタイムの遠隔サポートを提供可能です。
こうした WBEM Services および WBEM Providers の機能は、これまでの HP-UX では EMS（Event Monitoring Services、
以下 EMS）が担ってきた役割のひとつ、障害情報のモニタリング機能と重なります。今後の HP-UX では、その役割が SFM
（System Fault Management、以下 SFM）と呼ばれる新しいツールに段階的に移行する予定です。
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図 3：SFM の構成

上図に示すとおり、SFM は Integrity サーバーのプロセッサやメモリ、シャーシ（ファン・電源・温度・電圧など）、そしてフ
ァームウェアといったハードウェア・コンポーネントから情報を収集する WBEM Provider から構成されています。さらに、
EMS が発したイベントを WBEM Indication（EMS イベントに相当するメカニズム）に変換する機能も備えます。SMH の
evweb のイベント管理機能は、こうした SFM をベースに実装されています。
以上、今回は WBEM のメカニズムを中心に説明しました。

第8回
evweb による障害管理
2007 年 9 月

テクニカルライター 小林聡史

今回は、このメカニズムの上に実装されている障害管理ツール「Event Viewer（evweb）」について説明します。HP-UX で
は、システムの内部で発生する多種多様なイベント情報を「WBEM Provider」を通じて WBEM のイベントとして取得できま
す。evweb は、これらのうち管理対象としたいイベントに対して「サブスクリプション」を登録しておくことで、特定のイベン
トが発生したときのみ通知を受けることができるツールです。

evweb とは何か
前回は、HP-UX に新たに導入された WBEM ベースの障害管理のメカニズムについて紹介しました。今回は、このメカニズムの
上に実装されている障害管理ツール「Event Viewer（evweb）」について説明します。
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evweb は、おもに以下のコンポーネントから構成されます。



Event Subscription Administration（イベント・サブスクリプション管理）
イベント通知を受ける設定（サブスクリプション）の管理



Event Archive（イベント・アーカイブ）
発生したイベント情報を保存するデータベース



Event Viewer（イベント・ビュアー）
Event Archive に保存されたイベント情報を表示するビュアー

なお、evweb に備わるこれらのコンポーネントの機能は SMH 上の GUI にて利用可能なほか、コマンドライン・インタフェース
を通じて利用することができます。

さて、evweb を起動するには、SMH のトップページにて「Tools」メニューを選択し、「evweb」→「Select Subscription
Administration」をクリックします。これにより、「Event Subscription Administration」ページが表示されます。

図 1：Event Subscription Administration ページの表示例

前回紹介したとおり、HP-UX システムの内部で発生する多種多様なイベント情報は、「WBEM Provider」を通じて WBEM の
イベントとして取得できます。evweb では、これらのうち管理対象としたいイベントに対して「サブスクリプション」を登録し
ておくことで、特定のイベントが発生したときのみ通知を受けることができます。上図の Event Subscription Administration
ページでは、このサブスクリプションの一覧が表示されます。
新規のサブスクリプションを登録するには、この画面右側の「Create subscription」をクリックします。
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図 2：Create Subscription ページ

このページでは、サブスクリプションの名称をはじめ、対象となるイベントの重要度（Severity）、監視するデバイス種類、イベ
ント ID などの条件を指定します。また、収集したイベントの送信先（Destination）として、evweb の Event Archive をはじ
め、syslog、メールを指定可能です。ここでメールアドレスを設定すれば、特定のイベントが発生した段階でメールによる通知
を受けることができます。

これらのサブスクリプション内容を指定し、ページ下の「Create」ボタンをクリックすることで、新規のサブスクリプションが
登録されます。登録したサブスクリプションは、Event Subscription Administration ページの一覧に追加されます。

Event Archive でのイベントの検索
前述のとおり、evweb では Event Archive と呼ばれるデータベースに過去のイベント情報を蓄積し、その内容を Event
Viewer から閲覧できます。Event Viewer を開くには、evweb のトップページから「Event Viewer」を選択します。

図 3：Event Viewer での検索条件の指定

この Event Viewer ページでは、過去に発生した大量のイベント情報の中から、特定の条件に合致するものを検索することがで
きます。条件としては、例えば発生日時の範囲や、イベントの重要度、カテゴリ、イベント ID などを指定できます。これらの条
件を指定したのち、「Search」ボタンをクリックすることで、検索結果が一覧表示されます。

図 4：Event Viewer での検索結果の表示例
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この一覧表示の中から、いずれかひとつのイベント情報を選択することで、その詳細情報を確認できます。

evweb のログ機能
evweb によるイベント管理機能の動作は、/var/opt/sfm/log/sfm.log ファイルにログ記録されます。このログ・ファイルに
は、例えば以下のようなフォーマットで記載されます。

01/04/06 06:50:08 EVMAN_COMMANDS ERROR 1069627450 1 Subscription with this
name already exist, Please choose different name and try again.

このように、「日時」、「モジュール名」、「重要度」、「プロセス ID」、「スレッド ID」、「メッセージ」がテキスト形式で
記されます。また、ログ記録の対象となる重要度として、「Critical（重大）」、「Error（エラー）」、「Warning（警
告）」、「Information（情報）」のいずれかから選択が可能です。

以上、今回は evweb による障害管理について説明しました。

最終回
SMH の便利な機能
2007 年 10 月

日本ヒューレット・パッカード

2 月から連載を始めた SMH でらくらく HP-UX システム管理も今月が最後になります。
今まで登場した SMH の各ツールは、実は HP-UX 11i v3 が実行環境だったのをご存知でしょうか。永らく使われていた HP-UX
11i v2 の SAM からユーザインターフェースは変更となりましたが、Web ブラウザからの使い易い・直感的なインターフェース
により既存の HP-UX 管理者はもちろん、新規に HP-UX を管理するユーザにも簡単なシステム管理を提供します。
前号までに一通り HP-UX の管理に必要な SMH のツールを説明してきましたが、最終回の今号では、今まで紹介していなかった
SMH の便利な以下の機能について説明します。



SMH で確認できるシステムのログ



SMH のカスタマイズ



SMH に統合されたツール

SMH の Logs メニュー
システムを安定して稼動させるために、サーバーのハードウェアに異常がないかどうか、OS やアプリケーションは正常に動作し
ているかどうか、システムリソースに余裕があるかどうか、不正なアクセスがないか、このようなシステム監視も管理者の重要な
役割です。
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SMH では、システムの運用・管理のために重要なログファイルに対するアクセスも提供しています。HP-UX システム上で発生
するさまざまなイベント情報や障害情報、デーモンプロセスが出力するプログラムの情報などをログファイルに記録しています。
まず SMH のメニューバーにある［Logs］メニューを選択すると、図のようにログに関するツールの一覧ページが表示されま
す。

図 1：Logs メニューの表示

それぞれのツールの概要は以下の表の通りです。

表 1：SMH で確認できるログ
カテゴリ名

ツール名

概要

Evweb

Event Viewer

記録された WBEM イベントの詳細表示

Log Viewer

EMS による Low レベルのログの詳細表示

Partition Manager

Partition Manager Log

Partition Manager に関するログの表示

SAM Log

SAM Log Viewer

SMH から実行した作業のログ。SMH の内部で実行され記
録されたコマンドの確認

System Log Viewer

System Log Viewer

syslog ファイルやメールログの内容を表示

System Management Homepage

SMH のアクセスのエラーに関するログの表意

Error Log
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System

System Management Homepage

Management

Log

SMH のアクセスに関するログ表示

Homepage

「Logs」の画面から、「SAM Log Viewer」を選択すると以下の図のように、SMH で実行したコマンドのログを確認すること
が出来ます。

図 2：SAM Log Viewer で SMH のコマンドログを確認

また、HP-UX の診断ツールである STM（Support Tool Manager）によるハードウェアの診断結果のログも参照することが出
来ます。

アクセスは以下の手順で行います。
［Tools メニュー］

－＞

［IPMI Event Viewer］ －＞ ［Event Viewer］ －＞

ここでログファイルを指定します。（図

3）
また、イベントが多数記録されている場合、重要度の低いイベントを省いて、Alert のあるレベル以上のイベントを表示させるた
めに、フィルタの指定も行うことが出来ます。（以下の例では、Alert のレベル 3（Warning）以上を選択）
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図 3：ハードウェアイベントのログファイルと Alert レベルの指定

Alert フィルタを使って表示させたので、Alert レベルが 3（Warning）、5（Critical）、7（Fatal）のイベントだけが表示され
ました。（図 4）
この時、ログのエントリナンバーをクリックするとイベントの詳細が別ウィンドに表示されます。ここに表示されている詳細情報
から、8 月 21 日に Critical（Alert Level : 5）なイベント（System firmware error）が起こったことがわかります。
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図 4：ハードウェアイベントの表示

SMH のカスタマイズ
SMH では、メニューバーの［Settings］からメニューの追加機能と、SMH のセキュリティ設定のカスタマイズ機能を提供して
います。ここでは、SMH のホームページ（ログイン直後のトップページ）にツールを追加するカスタマイズの方法を紹介しま
す。
まず、メニューバーから［Settings］

－＞［Add Custom Menu］を選択して メニューを追加するページに移動し、追加する

メニューの項目を入力します。
下の例では、SMH の［Home］ページの［日々の管理作業］というメニューカテゴリに ［プロセスの一覧］というツールが追加
されます。実行されるコマンドは、HP-UX の［ps -ef］コマンドになります。最後に［Add］ボタンを押して登録が完了です。
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図 5：メニューを追加するカスタマイズのウィンド

表 2：Add Custom Menu のパラメータの説明
Type

Page

追加するメニューのタイプ（以下の 3 種類）を指定します。

•

Command Line ： HP-UX のコマンド

•

X Application ： X ウィンドベースのツール

•

URL ： Web ページのリンク

メニューを追加する SMH 内のページを指定します。メニューバーに表示されている、次の 5 つの場所があり
ます。

•

Category

Home、Settings、Tasks、Tools、Logs

メニューを追加する、上記［Page］の中のカテゴリを指定します。新しいカテゴリを指定した場合には、新
たに作成されます。

Tool Name

追加するメニューの名前を指定します。

Command /

追加するメニューのタイプがコマンドの場合には、HP-UX のコマンドを、Web ページのリンクの場合には

URL

URL を指定します。

メニューの作成に関して注意することがあります。


メニューの編集機能が提供されていないので、作成したメニューの内容を変更したい場合は、一度削除してから新たに同じ
メニューを作成しなおす必要があります。削除する方法は、［Settings］－＞［Remove Custom Menu］から登録され
ているメニューの一覧が表示されるので、削除する項目を選択して［Remove Selected Items］ボタンを押します。



作成したコマンドメニューの実行結果（出力）はブラウザのウィンドに表示されますが、入力には対応していないので対話
形式のコマンドは使うことが出来ません。

49
SMH でらくらく HP-UX システム管理

（参考情報）
作成したカスタムメニューは /opt/hpsmh/data/htdocs/xlaunch/custom_menus.js ファイルに登録されます。

図 6：カスタマイズを実施した SMH のトップページの例

SMH のセッションタイムアウトの変更
また、SMH のセッションのタイムアウトの初期値は 15 分ですが、この時間が短い、あるいは、ダイアログが表示されてわずら
わしいと感じることもあるでしょう。このセッションタイムアウトの値は設定ファイルを編集することで変更することができま
す。

以下がその設定ファイルの内容です。
ここにあるように<session-timeout>の設定を 1 行追加します。数値の指定は分単位になります。（以下の例では 60 分）

# cat /opt/hpsmh/conf.common/smhpd.xml
<?xml version="1.0"?>
<system-management-homepage>
<admin-group>test;root</admin-group>
<operator-group></operator-group>
<user-group></user-group>
<allow-default-os-admin>True</allow-default-os-admin>
<anonymous-access>False</anonymous-access>
<localaccess-enabled>False</localaccess-enabled>
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<localaccess-type>Anonymous</localaccess-type>
<trustmode>TrustByCert</trustmode>
<xenamelist/>
<ip-restricted-logins>False</ip-restricted-logins>
<ip-restricted-include/>
<ip-restricted-exclude/>
<ip-binding>False</ip-binding>
<ip-binding-list/>
<session-timeout>60</session-timeout>

＜－この行を追加

</system-management-homepage>

SMH に統合されたツール
SMH には、今まで紹介してきた管理ツール以外にも Web ベースの GUI に統合されたツールがあります。


Serviceguard Manager
クラスター環境を管理するツール。今月の特集でも紹介しています。
Serviceguard 製品をインストールすると SMH の Tools メニューに Serviceguard Manager のメニューが追加されま
す。



Partition Manager
物理パーティション（nPartitions）を管理するツール。



Integrity Virtual Machine Manager
仮想マシン（HPVM）を管理するツール。VSE Suite 製品に含まれますが、HPVM 製品を単体で使用する場合は、HP のソ
フトウェアのダウンロードサイトから無償で入手することができます。

最後に主なツールの SAM と SMH の対応表を載せて締めくくりたいと思います。
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表 3：SAM・SMH に統合されているツール
SMH (11i v3)
SAM（11i v2）
TUI

Web GUI

Accounts for Users and Groups

New

ugweb

Audit and Security

←

secweb

Security Attributes Configuration

New

secweb

Disks and File Systems

New

fsweb

Display

←

X ウィンド版

Kernel Configuration

New

kcweb

Networking and Communications

←

ncweb

Peripheral Devices

New

pdweb

Printers and Plotters

←

X ウィンド版

Performance Monitors

Process Management
Resource Management

一部機能
←

Routine Tasks -> System Log Files
Software Management（SD-UX）

X ウィンド版
一部機能

New

X ウィンド版

Time
Distributed Systems Administration Utilities

X ウィンド版

Partition Manager

Web 版

Serviceguard Manager

Web 版

Integrity Virtual Machine Manager

Web 版
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表が示す通り、SAM から一部省かれた機能がありますが、SMH の TUI 版、Web 版とも今まで通り HP-UX のシステム管理を行
うのに十分なレベルに達しています。

今回をもって、「SMH でらくらく HP-UX システム管理」の連載は終了となります。
これから、HP-UX 11i v3 の導入を予定しているユーザの方たちにも参考になる内容だったのではないでしょうか。
今まで 9 ヶ月にわたってご愛読いただきありがとうございました。

HP-UX
www.hpe.com/jp/hpux
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