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プラットフォームに関する留意事項 
 

概要 
OpenVMS Alphaから OpenVMS Industry Standard 64 for HP Integrityサーバ (OpenVMS 
I64) への移行は，多くの場合，ほとんど問題なく実施できるはずです。Alpha プロセ
ッサ・ベースの HP AlphaServer と Intel® Itanium® 2 プロセッサ・ベースの HP 
Integrity サーバでは OpenVMS の機能にほとんど違いはありません。 

通常，OpenVMS Alpha から OpenVMS I64 に移行しても，次に挙げる分野は影響を受
けません。 

 ファイル・システム 

 データの互換性 (オペレーティング・システム関連を参照) 

 クラスタ構成 (オペレーティング・システム関連を参照) 

 システム管理 

 ネットワーク 

 セキュリティ 

 DCL コマンド 

 ユーティリティ 

この PAD (Planning Assessment Document) ドキュメントは次の 3つのセクションに分
かれており，影響を受ける機能に焦点を当てて説明します。 

 移行方法 

 ハードウェア関連 

 オペレーティング・システム関連 

 ビジネス・プラクティス 
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移行方法 

方法 1 － マシンの入れ換え 
Integrity サーバを新規に導入して，既存の AlphaServer の置き換えあるいは増強を図
る方法です。新しい Integrity サーバを設置し，アプリケーションのインストール，設
定，およびテストを実施します。その後，ニーズに合わせた段階的なスケジュールで，

既存サーバから新しいサーバにデータとアプリケーションを移行します。 

この方法の利点の 1 つは，現在の運用環境に大きな影響を与えずに SLA (Service 
Level Agreement) を維持できることです。 

方法 2 － クラスタへのノードの追加 
クラスタにノードを追加する方法では，ソースの Alpha システムのある既存または新
規の OpenVMS クラスタに，新しい Integrity サーバを追加します。クラスタ化された 
Alpha システムがない場合は，新しい Alpha クラスタと Integrity クラスタを作成する
必要があります。クラスタ化された Alpha システムがある場合は，ターゲットの 
Integrity サーバを既存の OpenVMS クラスタに追加する必要があります。 

この方法は，現在の，OpenVMS を稼動しているシステムとは独立して実行できます。
クラスタ化された Alpha システムがない場合は，新しいクラスタを準備することをお
勧めします。そうすることで，MSCP サービス機能などの標準のクラスタ機能を使用
してデータの交換をより迅速かつ簡単に実施できるようになります。クラスタがない

場合，データ交換に使用できる手段は DECnet，TCP/IP，NFS などのネットワーク・
プロトコルのみになります。  

クラスタを構築する際は，クラスタ・インターコネクトについて検討する必要があり

ます。すべての Alpha および Integrity サーバですべてのクラスタ・インターコネクト
がサポートされているわけではありません。サポートされているクラスタ・インター

コネクトの詳細は，次の Web サイトの「HP OpenVMS Alpha Quickspecs」を参照して
ください。 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/Division/10410.html

また，「Integrity Server QuickSpecs」に関しては次のサイトを参照してください。 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/Division/11715.html  
 

既存クラスタにノードを追加する方法の詳細は，OpenVMS のマニュアル『OpenVMS 
Clusterガイド』および『OpenVMS Cluster シテテム』を参照してください。これらの
マニュアルは下記の URLで参照できます。 

http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/manual/ 
 

新しい Integrity サーバを設置し，オペレーティング・システムのインストール，設定，
およびテストを実施します。その後，各サーバを既存の OpenVMS クラスタに追加し
ます。 

OpenVMS I64 システムのある混在アーキテクチャ・クラスタ (Alpha および Integrity 
サーバ・システム) では，次の問題に留意してください。 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/Division/10410.html
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/Division/11715.html
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/manual/
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 個々の Integrity サーバに，それぞれ専用のシステム・ディスクが必要です。こ
の制限は OpenVMS I64 V8.2 にのみ適用され，V8.2-1 の OpenVMS I64 では解消
されています。 

 クラスタ内の全ノードで，AlphaServer システムと Integrity  サーバ・システムの
それぞれのオペレーティング・システムは，混成クラスタをサポートしている

バージョンが動作している必要があります。 

実運用での使用では，VAX と Integrity の混在クラスタの使用はサポートされません
ので注意してください。VAX と Integrity の混在クラスタは移行目的の場合のみサポ
ートされています。 

移行のプロセスは，新しい Integrity サーバのステージング，オペレーティング・シス
テムのインストール，設定，およびテストで構成されます。その後，各サーバを 
OpenVMS クラスタに追加します。新しい Integrity システムを Alpha システムのある
クラスタに統合した後，アプリケーションを配備できます。 
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ハードウェア関連 

ブートとコンソール 
ハードウェア・アーキテクチャの違いにより，Integrity サーバと AlphaServer システ
ムとでは，ブート・シーケンスとコンソール・インタフェースにも相違点があります。

迅速さが求められる IT部門スタッフの日常サポート業務を速やかに行い，Integrity 
サーバを社内データ・センタに統合するためにも，この違いをしっかりと把握してお

くことが大切です。 

 AlphaServer：電源投入時に ROM からロードされたコンソール・コードが，ハ
ードウェア自己診断テストを実行し，デバイスを初期化します。さらに，プラ

イマリ・ブート・パスを使用してプライマリ・ブート・コード (APB) をメモリ
にロードし，実行します。 

APB はデバイスのブート・エリアにアクセスし，セカンダリ・ブート・ローダ 
(SYSBOOT.EXE) を実行します。このセカンダリ・ブート・ローダによって，
カーネルのベース・イメージの execlet がメモリにロードされ，エグゼクティブ
に制御が渡されます。そして，エグゼクティブによってブート・プロセスが完

了します。 

 Integrity サーバ：ブート・シーケンスは AlphaServerに似ていますが，アプロー
チの仕方がやや異なります。Integrity サーバに電源を投入すると，最初に一連
のハードウェア自己診断テストが実行され，続いてフラッシュ ROM から EFI 
(Extensible Firmware Interface) がロードされます。EFI はドライバをロードし，
ハードウェアを初期化して，EFI Boot Manager を実行します。EFI Boot Manager 
から OpenVMS ブート・ローダが呼び出され，このブート・ローダが OpenVMS 
のカーネルをロードします。 

EFI Boot Manager が表示するメニューには，メニュー自体を設定するためのオ
プションの他，プライマリ・ブート・デバイス，アクティブ・コンソール・デ

バイス，自動ブート・タイムアウト，セキュリティ・パスワード，およびシス

テムの日付/時刻などを設定するためのオプションが用意されています。管理者
は，このメニューからシステムのハードウェア構成を確認できます。また，EFI 
シェルに入り，起動スクリプトやブート・オプションなど，より細かい操作を

行うこともできます。 

ブートおよびコンソールの相違点の詳細は，『ブートおよびコンソールに関する相違

点』を参照してください。 
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診断機能 
Integrity サーバでは診断機能が新しくなり，AlphaServer の同機能に比べ一段と充実し
ています。特に新しい診断機能として，HP Integrity サーバで使用するオフライン診
断環境 (ODE) が用意されています。 

ODE は IPF Offline Diagnostics and Utilities CD に収められており，この CD から実行で
きるほか，HP サービス・パーティション (HPSP) からも実行可能です。ODE には，
メニューあるいはコマンド行インタフェースを通じてすべての Integrity サーバで使用
できる診断ユーティリティが含まれています。ODE は，主に次の目的で使用します。 

 オペレーティング・システムをブートできないシステムの診断 

 オフライン状態でのコア・チップセット (CPU，メモリ，I/O コントローラ・チ
ップ) の詳細診断 

 ファームウェアのダウンロード，ブート・ディスクの復旧などの機能 

環境に関する注意点 
AlphaServer を Integrity サーバで置き換える場合も，既存環境に Integrity サーバを追
加する場合も，供給電力，空調設備，および設置スペースが新しいサーバ環境要件を

満たしていることを事前に確認する必要があります。移行を円滑に行うためにも，次

の Web サイトで Integrity サーバの環境情報を確認してください。 

http://www.hp.com/products1/servers/integrity/index.html (英語) 
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/integrity/ (日本語) 

ファームウェアのアップグレード方法 
Integrity サーバでは，次に挙げる 2 通りの新しい方法でファームウェアをアップグレ
ードできます。 

 EFI Firmware Package：HPの Web サイトで配布されているファイルです。ダウ
ンロード後，EFI システム・パーティションにコピーします。システムをリブ
ートして EFI Boot Manager メニューから EFIシェルに入ると，このファイルを
使ってシステム・ファームウェアと BMC ファームウェアを更新できます。 

 HP Smart Setup DVD：ファームウェアの更新などに使用できるブート可能な 
DVDです。この DVD を DVDドライブに挿入してシステムをリブートし，EFI 
Boot Manager メニューで [Bootable DVD] を選択します。EFI ベースのセット
アップ・ユーティリティ (EBSU) が起動し，指示に従ってファームウェアを更
新できます。 

Integrity サーバ用の最新のファームウェアと診断機能は，弊社の Web サイトからダ
ウンロードできます。 

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html (英語)，
http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html (日本語) 
この Web サイトで「Download drivers and software (ドライバ & ソフトウェ
アをダウンロードする)」を選択し，お使いの Integrity サーバ名を入力してください。 

http://www.hp.com/products1/servers/integrity/index.html
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/integrity/
http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html
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パーティション 
「パーティション」は，サーバ上の CPU (プロセッサ) が個々のセクションに分割さ
れていて，各セクションが別々のシステムとして機能している場合に作成されます。

パーティションにはハード・パーティションとソフト・パーティションの 2 種類があ
ります。 

ハード・パーティションは，1 台の大規模なサーバを，より小さな個々のシステムに
分割することによって，サーバをセグメント化します。分割されたシステムはそれぞ

れ，独自の CPU，オペレーティング・システム，別のブート・エリア，メモリ，入
出力サブシステム，ネットワーク・リソース，電源およびファンを備えた，物理的に

も電気的にも独立した自己完結サーバとして機能します。HP Integrity のセル・ベー
ス・サーバ (x76**，rx86**，Integrity Superdome サーバなど) は，nPar と呼ばれるハ
ード・パーティションに分割でき，OpenVMS V8.2-1 以降のリリースでサポートされ
ます。 

ソフト・パーティションは，オペレーティング・システムのリソース・マネージャを

使用してサーバをセグメント化します。ソフト・パーティションはハード・パーティ

ションの機能の大部分を持ちますが，物理的および電気的な独立性はありません。

HP Integrity サーバは，仮想パーティション，または vPar と呼ばれるソフト・パーテ
ィションに分割できます。OpenVMS Alpha システムでは，ソフト・パーティション
は Galaxy とも呼ばれています。 

現時点では，OpenVMS ソフト・パーティション (vPar または Galaxy) をサポートして
いるのは HP Alpha システムだけです。Integrity サーバでは，OpenVMS の将来のリリ
ースで vPars がサポートされる予定です。 

周辺機器 
既存のネットワークに Integrity サーバを追加する場合は，OpenVMS I64 システムでサ
ポートされている周辺機器を事前に確認しておく必要があります。Integrity サーバで
サポートされている周辺機器の仕様は，次の Web サイトで製品ごとに確認できます。 

http://www.hp.com/products1/servers/integrity/options.html  (英語) 
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/integrity/option/ (日本語) 

AlphaServer システムでサポートされている周辺機器については，次の Web サイトを
参照してください。 

http://h18000.www1.hp.com/alphaserver/products/options.html (英語) 

Integrity サーバと AlphaServer システムで，サポート状況が異なる可能性が高い周辺
機器のカテゴリを次に示します。  

 グラフィック・アダプタ 

 ネットワーク・アダプタ 

 ストレージ・アダプタ 

 シリアル回線カード 

 X.25 

 クラスタ構成用のアダプタ (CI，DSSI)  

http://www.hp.com/products1/servers/integrity/options.html
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/integrity/option/
http://h18000.www1.hp.com/alphaserver/products/options.html
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OpenVMS I64 でサポートされている周辺機器についての説明は，OpenVMS でサポー
トされている I/O オプションの Webサイト (英語) を参照してください。 

適合しない周辺機器に関する問題がある場合は，最寄りの HP 担当者にご相談くださ
い。  

ストレージ 
環境移行のもっとも重要な側面の 1 つは，新しいターゲット・サーバへの安全なデー
タ移行です。OpenVMS Alpha システムから OpenVMS I64 システムに移行する場合，
OpenVMS Alpha で使用していたストレージは，直接接続するか SAN 経由でアクセス
するかを問わず，ほとんどの場合 Integrity サーバで利用できます。 

ストレージ・ソリューションはハードウェアとそれに関連するソフトウェアから構成

され，これらによってアプリケーションで使用されるデータ・ストレージ・インフラ

が実装されます。ストレージ・ソリューションは HP StorageWorks によって提供され
ており，HPのすべての オペレーティング・システムで Fibre Channel SAN ベースの
ソリューションを採用しています。代表的なソリューションとしては，MSA，EVA，
XP の各アレイ・ファミリと，Backplane RAIDのような SCSI ソリューションがあり
ます。 

ストレージの再利用を検討する際には，Integrity サーバでそのハードウェアがサポート
されているかどうかを確認してください。また，ファームウェアの更新が必要かどう

かの確認も必要です。HP ストレージ製品については，次の Web ページが役立ちます。 

http://h18006.www1.hp.com/storage/index.html (英語) 
http://h50146.www5.hp.com/products/storage/index.html (日本語)

OpenVMS Alpha システムでサポートされており，OpenVMS I64 システムでもサポー
ト予定のストレージ管理ソフトウェアを次に示します。  

HP Hierarchical Storage Management for OpenVMS (英語) 
Hierarchical Storage Management for OpenVMS (日本語) 

ファイルの使用パターンと指定したポリシーに基づいて，磁気ディスクとテープ間で

自動的かつ透過的にデータを移動させます。HSM for OpenVMS は OpenVMS のファ
イル・システム，Archive Backup System for OpenVMS，および Storage Library System 
for OpenVMS に完全に統合されます。  

HP Save Set Manager for OpenVMS (英語) 

セーブ・セットをテープ間でコピーする機能，複数のバックアップ・セーブ・セット

をマージして仮想セーブ・セットを作成する機能，およびテープに保存されている 
OpenVMS バックアップ・セーブ・セット内のデータの読み取りや復元が可能かどう
かを検証する機能があります。 

HP Disk File Optimizer for OpenVMS (英語) 
Disk File Optimizer (日本語) 

ディスク上のデータの断片化を，バックグラウンドで自動的かつ安全に，指定された間

隔で解消します。断片化を解消することで，ディスクの性能と使用効率が向上します。 

http://h71000.www7.hp.com/openvms/integrity/v8_2_integrity_io_options.html
http://h71000.www7.hp.com/openvms/integrity/v8_2_integrity_io_options.html
http://h18006.www1.hp.com/storage/index.html
http://h50146.www5.hp.com/products/storage/index.html
http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/hsmpage.html
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/management/hsm/
http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/ssmpage.html
http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/dfopage.html
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/management/dfo/
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HP RAID Software for OpenVMS (英語) 
RAID Software for OpenVMS (日本語) 

ディスクのストライピング (RAID レベル 0)，パリティ RAID (RAID レベル 5)，およ
びボリューム・パーティショニングによってデータの可用性を保証し，I/O 性能を高
めます。HP RAID Software for OpenVMS はハードウェアより上の部分で動作するた
め，複数のコントローラにわたってボリュームを管理することでコントローラ障害か

らシステムを保護できるとともに，種類の異なるコントローラにわたってボリューム

を管理することもできるため，新旧のテクノロジを併用して投資を有効活用すること

ができます。  

HP Media Robot Utility (英語) 

コマンド行インタフェース，グラフィカル・ユーザ・インタフェース，およびアプリ

ケーション・プログラミング・インタフェースを備え，HP テープ・ライブラリとテ
ープ・ローダのハードウェアを直接制御するユーティリティです。テープ・ライブラ

リとテープ・ローダの設置，操作，およびトラブルシューティングが容易になります。  

 

弊社によるデータ移行サービスもご利用いただけます。詳細は，次のWebサイトを
参照してください。 

http://www.hp.com/hps/storage/ns_migration.html (英語)  

http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/raidpage.html
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/management/raid/
http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/mrupage.html
http://www.hp.com/hps/storage/ns_migration.html
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オペレーティング・システム関連 

オペレーティング環境 
HP OpenVMS Integrity オペレーティング環境は，OpenVMS I64 オペレーティング・シ
ステムと OpenVMS レイヤード製品を提供するための新しいパッケージング形態です。
以下のような OEライセンス形態で提供されます。 

Foundation OE (FOE) は，OpenVMS オペレーティング環境のコア環境です。オペレー
ティング・システム，ネットワーク製品および基盤製品が含まれています。FOEに
含まれている製品は，個別に注文することはできません。 

Enterprise OE (EOE) は，FOEにシステム管理ツールを追加した環境です。EOEを構成
する製品のうち FOEに含まれていないものについては，個別に注文することもでき
ます。 

Mission Critical OE (MCOE) には，EOEにクラスタ機能および RTR (Reliable 
Transaction Router)を追加した環境です。MCOEを構成する製品のうち FOEに含まれ
ていないものについては，個別に注文することもできます。 

詳細については，下記の URLの OpenVMS オペレーティング環境の SPDを参照して
ください。 

http://h18000.www1.hp.com/info/XAV12Z/XAV12ZPF.PDF

 

データの互換性 
ODS-2 データ・ファイルのディスク上の形式は，VAX システムでも Integrity システ
ムでも同じです。ただし，ODS-1 ファイルは OpenVMS I64 ではサポートされていま
せん。Record Management Services (RMS) とファイル管理インタフェースは変更され
ていません。 

Integrity サーバのハードウェア算術演算では，IEEE の S_floating および T_floating 浮
動小数点データ型のみサポートされています。D_floating，G_floating，および 
F_floating 浮動小数点データ型は，コンパイラへの拡張を通じてサポートされていま
す。 

D，F，G の各形式は，OpenVMS I64 で引き続きサポートされ，互換性がありますが，
アプリケーションによっては IEEE 浮動小数点形式を使用するように変換することに
よって利点が生まれる場合があります。大量の浮動小数点計算を実行するアプリケー

ションは，パフォーマンスの利点が生まれる可能性が最も高くなります。  

詳細については，OpenVMS の浮動小数点に関する次のホワイト・ペーパーを参照し
てください。このホワイト・ペーパーは，アプリケーションで IEEE 形式を使用する
ように変換することによって利点が得られるかどうかを判断するのに役立ちます。

http://h71028.www7.hp.com/ERC/downloads/i64-floating-pt-wp.pdf (英語)，
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/j_i64_floating_pt.p
df (日本語) 

http://h18000.www1.hp.com/info/XAV12Z/XAV12ZPF.PDF
http://h71028.www7.hp.com/ERC/downloads/i64-floating-pt-wp.pdf
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/j_i64_floating_pt.pdf
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/j_i64_floating_pt.pdf
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クラスタ構成 
OpenVMS クラスタの機能は，OpenVMS Alpha，OpenVMS I64 のどちらでも同じです
が，OpenVMS バージョン 8.2 には次の制約があることに留意してください。 

 混成アーキテクチャ・クラスタ内の各 Integrity サーバは，それぞれのシステ
ム・ディスクでブートする必要があります。この制限は，V8.3でも残ります。 

 現時点でサポートされているのは，Alpha ノードと I64 ノードの混成アーキテク
チャ・クラスタです。VAX，Alpha，I64 の 3種類のノードが混在するクラスタ
は，実運用での使用についてはサポートされていません。 

 OpenVMS バージョン 8.2 では，サポートされるクラスタ・インターコネクトの
種類が変更されています。たとえば，CI アダプタと DSSI アダプタは，Integrity 
サーバでは使用できません。 
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システム・パラメータ 
OpenVMS I64 システムではイメージのサイズが増加しているため，ワーキング・セ
ットとページ・ファイル・クォータに，従来より大きな値を設定することが推奨され

ます。OpenVMS I64に追加した各システム・パラメータと，従来からの推奨値の変
更については，リリース・ノートを参照してください。 

ビルド手順 
いくつかの異なるアーキテクチャ向けにビルドが必要な開発環境では，ビルド手順の

中に適切なアーキテクチャでのテストを含めるようにしてください。詳細については，

『カスタム・コードの移行に影響する相違点』を参照してください。 

バックアップ/リストア 
HP SLS (Storage Library System) は，OpenVMS システムおよび OpenVMS クライアン
トを無人状態で自動バックアップするための，OpenVMS Alpha システム向けの古い
バックアップ・ソリューションです。SLS は最新のソリューションではなく，今後の
サポートも新バージョンの OpenVMS (VAX および Alpha) への対応とバグ・フィック
スに限定される予定です。SLS は OpenVMS I64 へポーティングされず，サポートも
されない予定です。OpenVMS I64  システムでは，新しいバックアップ・ツールとし
て，HP ABS (Archive/Backup System) の使用が推奨されます。既存プラットフォーム
においても ABSを使用するように，OpenVMS I64 に移行する前に環境をあらかじめ
アップグレードしておくことをお勧めします。 

ABS は，スケジューリング機能，カタログ機能，および強力なメディア・マネージ
ャを備えています。ABS サーバは OpenVMS ホストで動作し，OpenVMS，Windows 
NT®，UNIX® の各プラットフォームのクライアントをサポートします。さらに，
ABS ではバックアップしたすべてのファイルとボリュームのオンライン情報を維持
するため，より高速にデータを復元できます。ABS は今後も，機能のマイナーアッ
プグレード，新しいテープ・デバイスのサポート，新バージョンの OpenVMS への対
応などの開発作業が予定されています。詳細は次のWebサイトを参照してください。
http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/enterprise.html

HP OpenView Data Protector は，HP OpenView製品群で提供されている異機種環境対
応のデータ保護ソリューションです。このソリューションは OpenVMS ノードを，デ
ィスクからテープへのバックアップ用のディスク・エージェント/メディア・エージ
ェントとして使用し，OpenVMS以外のプラットフォーム上で動作する Data Protector 
サーバで制御する環境を実現します。詳細は，次の Web サイトを参照してください。 

http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/enterprise.html. 

http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/enterprise.html
http://h71000.www7.hp.com/openvms/storage/enterprise.html
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OpenVMS Alpha システムでは現在，次に挙げる他社製バックアップ・パッケージが
利用できます。OpenVMS I64 システムで利用できるデータ保護パッケージについて
は，以下の情報を参照してください。  

 Legato NetWorker  

Legato Software から提供されている異機種環境対応のデータ・バックアップ・
ソリューションです。OpenVMS ノードを，ディスクからテープへのバックアッ
プ用「ストレージ・ノード」として使用し，OpenVMS 以外のプラットフォーム
上の NetWorker サーバで制御する環境を実現します。  

 ISE EnterpriseBACKUP 

ISE から提供されているソリューションです。ディスクとテープ間でデータを
コピーする「エンジン」として，OpenVMS Backupユーティリティを利用しま
す。1 台の OpenVMSサーバと，OpenVMS以外のクライアントの組み合わせが
可能です。  

 Software Partners TapeSYS VMS 

Software Partners から提供されているソリューションです。ディスクとテープ間
でデータをコピーする「エンジン」として，OpenVMS Backup ユーティリティ
を利用します。1 台の OpenVMSサーバと，OpenVMS以外のクライアントの組
み合わせが可能です。  

http://h71000.www7.hp.com/partners/legato/index.html
http://h71000.www7.hp.com/partners/ise/index.html
http://h71000.www7.hp.com/partners/software/index.htm
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ビジネス・プラクティス 

HP ライセンス・トレードイン・ポリシーとトランスファー・ポリシー 
HP ライセンス・トレードイン・ポリシーとトランスファー・ポリシーでは、
OpenVMS VAX サーバから HP Integrity サーバへの移行をサポートしています。プラ
ットフォーム間での下取りに関するポリシーは，お客様にライセンスされている製品

について，ライセンス対象のソフトウェア製品の新しいバージョンに対する権利が含

まれている HP サポート契約の対象かどうかが基準になります。 

HP サポート契約のあるお客様 
HP サポート契約の対象となっているライセンスは，Integrity サーバ上の同等の製品
ライセンスと無償でトレードインできます。その際，新しいライセンスについて最低 
1 年間，サポートを継続していただく必要があります。 

HP サポート契約のないお客様 
現在 HP サポート契約の対象となっていないライセンスは，同等の製品ライセンスと，
新規のライセンス購入価格から一定額をディスカウントした価格でトレードインでき

ます。その際，新しいライセンスについて最低 1 年間，サポートを継続していただく
ことと，サポート料金を前払いいただくことが必要になります。 

同等の製品およびライセンスについて 
ライセンスの下取りはすべて，同等の製品または同等のオペレーティング環境ライセ

ンスに適用されます。HP は，どの製品ライセンスが同等であるかを規定しています。
有効な下取りについては，Alphaシステムから HP Integrity サーバへの移行を計画す
る際に，HP の担当者またはビジネス・パートナーにご相談ください。 

ユーティリティ・プライシング・ソリューション 
Integrity サーバ上で OpenVMS を実行しているお客様は，2006 年度いっぱい，ユーテ
ィリティ・プライシング・ソリューションを最大限ご利用いただけます。ユーティリ

ティ・プライシング・ソリューションには，製品，サービス，資金に関する各オプシ

ョンが統合されたポートフォリオが含まれており，ご利用のレベルに応じた料金をお

支払いいただくことで，必要なときに必要なだけの IT リソースを提供いたします。
このため，支出の削減や IT 人員の合理化に役立つほか，高いサービス・レベルを実
現し，市場投入時間の要求に応えることができます。 

HP Instant Capacity 
HP Instant Capacity は，ビジネスの成長に合わせて，予算を使いすぎることなく IT 環
境を迅速に拡張したいというお客様を対象としています。Instant Capacity によるアッ
プグレードは，導入とアクティベートが容易で，手ごろな価格で提供されています。

Temporary Instant Capacity により，Instant Capacity プロセッサを 30 CPU 日間アクティ
ベートできます。このプログラムには，OpenVMS オペレーティング環境の一時使用
権ライセンスと，ハードウェアおよびソフトウェアの一時サポートが含まれています。 
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HP Instant Capacity の詳細は，次の Web サイトを参照してください。
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/4221-0-0-225-121.html  

ペイ・パー・ユース 

ペイ・パー・ユースでは，サーバ容量の料金を実際の使用量に応じてお支払いいただ

くことが可能になり，容量に関する広範なニーズに対応できます。HP では 2 種類の
ペイ・パー・ユース・プログラムを提供しています。 

1. アクティブ CPU 方式：アクティベートされた CPU の個数を計測します。追加の容量
をいつアクティベートし，いつアクティベートを解除するかは，お客様が決定します。 

2. パーセント CPU 方式：実際の CPU 使用率を計測し，それに応じて課金します。す
べての CPU がアクティブとなり，常時，作業負荷の処理にご利用いただけます。 

ペイ・パー・ユース・プログラムの詳細は，次を参照してください。 

http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/6049-0-0-225-121.html  
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