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はじめに

対象読者と目的
本書は、インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その後の運用・保守を行うシ

ステム管理者を対象読者とし、 インストール後の設定から運用に関する操作手順を実際の

流れに則して説明します。また、保守の方法や操作についても説明します。

本書の読み方
本書では、インストール先フォルダをそれぞれ以下として説明します。インストール先フォ

ルダのパスは環境に合わせて読み替えてください。

• 広域管理サーバ

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM

• 管理サーバ

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM

本書の表記規則
本書では、注意すべき事項、および関連情報を以下のように表記します。

注

機能、操作、設定に関する注意事項、警告事項および補足事項です。
 

ヒント

追加情報または参照先の情報の場所を表します。
 

表記一覧

本書では以下の表記方法を使用します。

表記 使用方法 例

[ ]角かっこ 画面に表示される項目 (テキストボックス
チェックボックス タブなど) の前後

[マシン名]テキストボックスに
マシン名を入力します

[すべて]チェックボックス

『 』かぎかっこ 画面名 (ダイアログボックス ウィンドウな
ど)、マニュアル名の前後

『設定』ウィンドウ

『インストレーションガイド』

コマンドライン中
の[ ]角かっこ

かっこ内の値の指定が省略可能であるこ
とを示します

add [/a] Gr1
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表記 使用方法 例

モノスペースフォ
ント

(courier new)

コマンドライン システムからの出力 (メッ
セージ プロンプトなど)

以下のコマンドを実行してくだ
さい

replace Gr1
モノスペースフォ
ント斜体

(courier new)
< > 山かっこ

ユーザが有効な値に置き換えて入力する
項目

値の中にスペースが含まれる場合は "
" (二重引用符) で値を囲んでください

add GroupName
InstallPath= "Install
Path"

<インストール DVD>
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第 1 編   
vDC Automation の環境を構築する
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第 1 章   
vDC Automation のシステムライフサイクル
本章では、vDC Automation における環境構築の概要を説明します。
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1.1   ライフサイクル

vDC Automation のシステムを稼動する一連の流れをシステムのライフサイクルと呼び、 設
計、構築、運用、メンテナンスのフェーズがあり、その流れに沿って管理作業をおこないま

す。

vDC Automation における、主な管理作業は以下の図のようになります。

本書では、構築、運用、メンテナンスについて説明します。

1.2   vDC Automation の構築

以下の流れに沿ってデータセンターの構築を行います。 データセンターの構築時には、

ネットワーク、ストレージ、サーバの構築、 vDC Automation のインストール、各種リソー

スの登録、監視の設定などを行います。

また、『vDC Automation インストレーションガイド』を参考に、各機能をインストールしま

す。

本書では、各機能はインストール済みの前提で説明します。

以下は、構築の基本設定の流れを説明した図です。番号は、章番号に対応しています。
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以下については、必要に応じて設定を行います。

• 「第 8 章   ID 管理サーバの設定（270 ページ）」

• 「第 9 章   監視の設定（330 ページ）」

1.3   vDC Automation の運用

vDC Automation の運用では主に、テナントの作成／解約、仮想マシン操作、リソース拡張／

縮小、 仮想システム管理といった 4 つのフェーズに分けて、基本的なシナリオに基づいて

作業を行います。

また、オプションの運用シナリオとして、ServiceManager との連携、Invariant Analyzer を 利
用したシステム性能分析を行います。

1.3.1   テナントの契約／解約

テナント契約や IaaS 販売者との販売契約の締結時に発生する作業を行います。 ネットワー

クリソース等をテナントに割り当てます。

また、テナントや IaaS 販売者との契約解除時に発生する作業を行います。 「第 10 章   テナ

ント契約・販売契約の締結に伴う作業（410 ページ）」から 「第 14 章   テナント NW リソー

スの削除（433 ページ）」 で説明します。

1.3.2   仮想マシン操作

テナントの作成後に、テナントに仮想マシンを払い出したり、 払い出した仮想マシンの CPU
やメモリリソースなどの構成を変更したりします。

「第 15 章   仮想マシンの操作（440 ページ）」 で説明します。
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1.3.3   リソース拡張／縮小

管理する仮想マシンが増加／減少した場合に、リソースの追加／削除、ポッドの追加／削除

を行います。

「第 16 章   リソース拡張と縮小（467 ページ）」 で説明します。

1.3.4   仮想システム管理

テナントに払い出した仮想マシンの起動／停止を行ったり、スナップショットの取得／リス

トアを行ったりします。

「第 17 章   サービスガバナーによるデータセンター管理（472 ページ）」 で説明します。

1.3.5   注意事項

1. 性能監視カウンタの設定を更新する際に、UpdatePerformanceCounter(Sub)を実行すると、

ユーザにより手動で設定した性能監視の定義はリセットされます。

2. LD を切り出す場合、iStorage の二次キャッシュボリューム番号に関して、以下の注意事

項があります。

• 二次キャッシュボリュームの LD 番号は既定値を利用してください。

• 二次キャッシュボリュームの LD 番号に任意の値を指定して構築する場合、運用で

切り出す予定 LD 数以上の値を設定してください。

3. Web 監視画面を使用する場合は、ブラウザや OS の設定が必要な場合が有ります。 設定

方法については、「運用管理アプライアンスマニュアル」（chm ヘルプ）の [操作を行う

前に]-[Web 監視画面の起動と終了]を参照してください。

4. ワークフロー実行時、他の多数の VM の構成情報登録処理と重なるなどの要因により、

下記の現象が発生する場合があります。

• ワークフロー完了までの時間が通常より多くかかる

• タイムアウトによりワークフローが失敗する

これらの現象が発生した場合、要因を解消した後に再度ワークフローを実行してくださ

い。

5. NW の削除系ワークフロー実行時、NW 機器への設定が失敗していてもワークフローの

後まで処理されます。 そのため事業者は、管理サーバ上の NW 系ワークフローの実

行結果を確認し、失敗していた場合は機器の設定を 適宜手動で変更してください。

6. テナント FW ポリシー設定のワークフローを実行する際、NAT のポートマップ指定には

TCP のみ適用されます。 UDP や ICMP 等の TCP 以外の通信はできません。

7. VM や VM テンプレートが残っている状態で、紐づく VLAN の削除ワークフローを実行

することはできません。
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8. テナント FW およびテナント LB をワークフローから削除する際は、接続先 VLAN とし

て以下のいずれか一つ以上が機器と接続状態である必要があります。

業務 VLAN／パブリック VLAN／WAN サービス VLAN

9. 同一 UNC 装置で PF5200 シリーズと PF5340 を使用する構成はサポートしておりませ

ん。

10. 多数の VM やリソースプールなどを管理すると、SQL Server のデータファイルが肥大化

する現象が発生する場合があります。 下記の対応を行うことで、肥大化の抑止もしくは

解消を行うことができます。

下記コマンドで指定するデータベース名は、以下のデータベース設定ファイルで確認で

きます。

<インストールフォルダ>\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

データベース名：DATABASE_NAME の値

• 肥大化を抑止する

定期的にインデックスおよびテーブルの再構成を行うことで肥大化を抑止すること

ができます。 下記のコマンドを実行してください。(SQL Server に対する管理者権

限のあるユーザでログインし、実行してください。)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /d <データベース名 > /Q "alter 
table__ResourcePoolSsc rebuild" /o rebuild_table.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d <データベース名> /Q "alter index 
all on __ResourcePoolSsc rebuild" /o rebuild_index.log

ログファイル(rebuild_table.log, rebuild_index.log)を確認し、エラーがなければ成功し

ています。 エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行し

てください。

実行の目安：

実行間隔は、1 日 1 回程度を推奨します。(何回実行しても問題ありません) 1 回のコ

マンド実行にかかる時間は、数秒程度です。(環境に依ります)

• 肥大化を解消する

肥大化が発生した場合、データファイルとログファイルを圧縮することで、肥大化

を解消しファイルサイズを適正な状態にすることができます。 下記のコマンドを

実行してください。(SQL Server に対する管理者権限のあるユーザでログインし、実

行してください。)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "dbcc shrinkdatabase ('<データベー
ス名>')" /oshrinkdatabase.log

ログファイル(shrinkdatabase.log)を確認し、エラーがなければ成功しています。 エ
ラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してください。

実行の目安：
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SQL Server のデータファイルを格納するディスクの使用率等に応じて実行してくだ

さい。(何回実行しても問題ありません) 1 回のコマンド実行にかかる時間は、数分

程度かかる場合があります。(環境に依ります)

1.4   vDC Automation のメンテナンス

vDC Automation のメンテナンスでは、システムのバックアップ・リストア、パッチの適用、

障害発生時の対応などを行います。

「第 21 章   障害対応・障害通知（487 ページ）」から 「第 25 章   ログの採取（513 ページ）」

で説明します。

1.5   vDC Automation の環境構築における注意事項

vDC Automation の環境構築を始めるにあたり、事前に認識していただきたい注意事項につい

て説明します。

注

vDC Automation のリリースメモの『注意・制限事項』についても参照してください。
 

1. EMC ストレージでは、PowerPath ソフトウェアの導入をしてください。

vDC Automation では、ストレージパス制御ソフトウェアが導入されていることを前提と

しています。 PowerPath ソフトウェアが導入されていない場合には、Failover モードを

Active/Active に設定することでストレージ制御が可能となります。

2. 事業者管理 VLAN に付与された IP アドレスは変更しないでください。 変更すると VM
の監視が出来ず、異常とみなされてしまいます。

3. クラウドシステムで利用する L2 スイッチやルータ、FW に付いて、タグ VLAN をサポー

トした装置が必要です。 また、装置によっては利用できる VLAN 数に制限があります

ので、事前に 低 1000 以上の VLAN を制御できる事を確認しておく必要があります。

4. NetvisorPro V の監視設定は、プロビジョニング対象の NW 機器のみに限ります。

5. コンピュータ名（ホスト名）は RFC 952 に準拠したものにしてください。

ヒント

RFC 952 の抜粋

【英文】

A "name" (Net, Host, Gateway, or Domain name) is a text string up to 24 characters drawn from the
alphabet (A-Z), digits (0-9), minus sign (-), and period (.).

【訳文】

名前(Net, Host, Gateway, or Domain name)は、アルファベット(A-Z)、数字(0-9)、マイナス(-)、 ピ
リオド(.)を使った 24 文字 *1 までのテキスト文字列です。
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6. VM 生成時、VM テンプレートと同じホスト名を指定すると、VM 生成に失敗する場合

があります。 VM 生成時は、VM テンプレートと異なるホスト名を指定してください。

7. VM 制御ワークフローのローカルオブジェクトには指定できる値、あるいは、指定でき

る値の文字列長の範囲が決まっているものがあります。

以下のシナリオのローカルオブジェクトに指定する値には、日本語（全角）文字、英数

字[a-z][A-Z][0-9]、 および記号「_」「.」「.」[,]のみ利用可能です。その他の文字は利用で

きません。

シナリオ名 部品名 ローカルオブジェクト名

MatchAsset WriteAssetID LogicalAssetIDList

WriteLogicalIndex LogicalAssetIndexList

DistributionMW WriteDistributionVer DistributionVerList

WriteDistributionName DistributionNameList

RegisterLicenseCode WriteAssetID LogicalAssetIDList

WriteLicenseID LicenseCodeList

DeleteLicenseCode WriteAssetID DeleteLogicalAssetIDList

WriteLicenseID DeleteLicenseCodeList

MatchTenantID WriteAssetID LogicalAssetIDList

以下のローカルオブジェクトは指定できる文字数の上限があります。

ローカルオブジェクト
名

指定できる文字数

LogicalAssetIDList (ライセンスキー番号の文字列長+1)×設定するライセンスの個数 < 199 *1

(ただし、ライセンスキー番号 1 つあたり 64 文字以内)

DeleteLogicalAssetIDList (ライセンスキー番号の文字列長+1)×設定するライセンスの個数 < 199 *1

(ただし、ライセンスキー番号 1 つあたり 64 文字以内)

DistributionNameList (パッケージ名の文字列長+1)×配布するパッケージの個数 < 205 *1

(ただし、ソフトウェア配布のパッケージ名 1 つあたり 15 文字以内) *2

DistributionVerList (バージョン名の文字列長+1)×配布するパッケージの個数 < 205 *1

(ただし、ソフトウェア配布のバージョン名は 1 つあたり 10 文字以内)

TenantID 14 文字以内

LicenseCodeList (ライセンスキーの文字列長+1)×設定するライセンスの個数 < 208 *1*3

DeleteLicenseCodeList (ライセンスキーの文字列長+1)×設定するライセンスの個数 < 208 *1*3

*1 記載された計算式よりも文字列長が長くなる場合は、複数回に分けてシナリオを実行して
ください。

*2 VM 生成時、VM 再構成時に自動生成する配布タスクのタスク名は、パッケージ名の 15 文
字目までを使用しています。 パッケージ名が 16 文字以上の場合は、15 文字目までを使用
します。 15 文字を超えても動作上は問題ありませんが、タスク名として表示する際に 15

*1 文字数はご利用環境により文字数制限が違います。

例） Windows のコンピュータ名（ホスト名）は、15 文字以下にしてください。
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文字まで同じパッケージ名かつ同一バージョンのパッケージの場合、 区別が付かないとい
う表示上の問題が発生します。

*3 ライセンスキーは LogicalAssetIDList、DeleteLogicalAssetIDList を元にワークフロー内で取
得します。  使用するライセンスキーの文字長が上記の計算式を満たすように
LogicalAssetIDList、DeleteLogicalAssetIDList を指定してください。

 

8. 監視端末にて、ソフトウェア配布用のパッケージグループ(PackageForVM)に対し、グ

ループ更新、グループ削除、グループ移動を行わないで下さい。 VM 作成、VM 再構成

において、ミドルウェアのインストールに失敗しワークフローが異常終了します。 誤っ

てグループ更新を行った場合は、元のグループ名(PackageForVM)に変更して下さい。

誤ってグループ削除を行った場合は、 「5.7.5   パッケージを管理する（180 ページ）」 を
参照し、ソフトウェア配布用のパッケージグループ(PackageForVM)グループを再作成し

て下さい。 誤ってグループ移動を行った場合は、元の位置([配布]-[パッケージ]配下)に
移動して下さい。

9. 監視端末にて、ソフトウェア配布用のタスクグループ(TaskForVM)に対し、グループ更

新、グループ削除、グループ移動を行わないで下さい。 VM 作成、VM 再構成におい

て、ミドルウェアのインストールに失敗しワークフローが異常終了します。 誤ってグ

ループ更新を行った場合は、元のグループ名(TaskForVM)に変更して下さい。 誤ってグ

ループ削除を行った場合は、 「5.7.5   パッケージを管理する（180 ページ）」 を参照し

ソフトウェア配布グループ(TaskForVM)を再作成して下さい。 誤ってグループ移動を

行った場合は、元の位置([配布]-[タスク]配下)に移動して下さい。

10. 監視端末にて、ソフトウェア配布用のタスクグループ(TaskForVM)の配布タスク一覧か

ら実行中のタスクに対して「強制終了」を行わないで下さい。 VM 作成、VM 再構成に

おいてミドルウェアのインストールに失敗し、ワークフローが異常終了します。 誤って

「強制終了」を行った場合は、再度 VM 再構成を行いミドルウェアのインストールを実

施して下さい。

11. VM 生成時、VM 再構成時に自動生成する配布タスクのタスク名は、パッケージ名の 15
文字目までを使用しています。 パッケージ名が 16 文字以上の場合は、15 文字目までを

使用します。 そのため監視端末にて、配布パッケージを作成する際に指定するパッケー

ジ名は 15 文字以内として下さい。 15 文字を超えても動作上は問題ありません。 タス

ク名として表示する際に 15 文字まで同じパッケージ名かつ同一バージョンのパッケー

ジの場合、区別が付かないという表示上の問題が発生します。

12. VM 生成時、VM 再構成時に自動生成する配布タスク名の下 3 桁は 36 進数のユニーク

ID になっており、 理論上は同一パッケージ、同一バージョン(同一製品の同一バージョ

ン)の配布失敗が 46,656 回連続すると配布タスクが作成できません。 ソフトウェア配布

が失敗した場合に自動生成した配布タスクは自動的には削除されずに残ります。 VM
生成、VM 再構成のワークフローが失敗し、「配布タスク作成」部品の処理結果として以

下が表示されます。 「予期せぬエラーが発生しました。(219)」この配布失敗回数につ

いては、運用上実際に発生することはありませんが、 万一ソフトウェア配布に失敗した

配布タスクが発生した場合は、監視端末にて原因を確認後、削除する運用を行って下さ

い。
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1.5.1   大規模環境を構築する際の注意事項

vDC Automation で大量の仮想マシンを作成して運用する場合には、以下の点に注意してくだ

さい。

1. 管理サーバの論理プロセッサ数と.NET Framework のスレッドプールの関係

.NET Framework では、利用できるワーカスレッドの 大数が論理プロセッサの個数によ

り変化します。 vDC Automation の管理サーバでは仮想マシンを操作する際に.NET
Framework のワーカスレッドを利用しますので、 vDC Automation の諸元上の 1 台の管理

サーバの 大数の仮想マシン(1000 台)を管理するためには、 4 個以上の論理プロセッサ

を管理サーバに認識させてください。

ヒント

多数の仮想マシンを同時に起動する等、システムに高負荷をかけた場合、 仮想マシンにおいて

Windows のサービスの起動がタイムアウトしてしまう可能性があります。 このような現象が起き

る場合は、下記のレジストリを編集して既定のタイムアウト値(30000 ミリ秒)を増やす方向に調整

してください。

キー：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

値：ServicesPipeTimeout (DWORD)

詳細については Microsoft 社のサポート情報(KB839803)を参照してください。
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第 2 章   
データセンターの構築
本章では、vDC Automation で管理するデータセンターの初期構築作業として、 ネットワー

ク機器、ストレージ機器、仮想化基盤について説明します。

目次

2.1  各機器の管理用ネットワークの設定..............................................................................12
2.2  ストレージ機器を設定する .............................................................................................14
2.3  仮想化基盤を構築する .....................................................................................................32
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2.1   各機器の管理用ネットワークの設定

各機器の管理用ネットワークで利用する IP アドレスを決定し、その IP アドレスを各ネット

ワーク機器に設定します。

クラウドネットワークで利用するネットワーク機器は、クラウドのタイプ別に、以下の様な

ネットワーク機器を想定しています。

なお、P-Flow ドメインを構成する場合は、下記の例に加えて、 PFC と PFS の設定とそれぞ

れの機器に管理用の IP アドレスを設定する必要があります。

2.1.1   パブリッククラウド

パブリッククラウドにおけるネットワーク構成例と、使用機器の一覧は以下の通りです。

1. 運用管理 LAN 用 L2 スイッチ

2. テナント NW 用仮想スイッチ

3. ハイパーバイザ管理用仮想スイッチ

4. テナント NW 用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

5. ハイパーバイザ管理用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

6. テナント NW 用 L2 スイッチ

7. ロードバランサ

8. テナント FW 用装置, SSL-VPN 装置, バックエンド FW 用装置

9. インターネットルータ
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2.1.2   プライベートクラウド

プライベートクラウドにおけるネットワーク構成例と、使用機器の一覧は以下の通りです。

1. 運用管理 LAN 用 L2 スイッチ

2. テナント NW 用仮想スイッチ

3. ハイパーバイザ管理用仮想スイッチ

4. テナント NW 用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

5. ハイパーバイザ管理用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

6. テナント NW 用 L2 スイッチ

7. ロードバランサ

8. テナント FW 用装置, SSL-VPN 装置, バックエンド FW 用装置

9. インターネットルータ

10. WAN サービスルータ

2.1.3   オンプレミスクラウド

オンプレミスクラウドにおけるネットワーク構成例と、使用機器の一覧は以下の通りです。

1. 運用管理 LAN 用 L2 スイッチ

2. テナント NW 用仮想スイッチ

3. ハイパーバイザ管理用仮想スイッチ

4. テナント NW 用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ
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5. ハイパーバイザ管理用ブレード筐体内蔵 L2 スイッチ

6. テナント NW 用 L2 スイッチ

7. ロードバランサ

8. L3 スイッチ

2.1.4   機器をネットワークに接続

上記ネットワーク論理例を元に、制御対象の物理ネットワーク機器とハイパーバイザを、 運
用管理用 L2 スイッチに接続します。 その際、仮想化基盤を動作させるサーバとの接続は、

必要に応じて用途別（管理用/ライブマイグレーション用/バックアップ用/ＮＡＳ通信用）

に、 VLAN やスイッチを分ける場合も考えられます。 また、冗長性を考慮し、スイッチの

二重化等も考慮する必要があります。

ネットワーク機器設定ガイドを弊社ウェブサイトよりダウンロードし、参照して設定してく

ださい。 ネットワーク機器設定ガイドのダウンロード先は NEC サポートポータルから左

メニュー[お知らせ/技術情報]を押下し、 [技術情報]ページで「WebSAM vDC Automation」製

品を選択してください。

2.2   ストレージ機器を設定する

ストレージを利用する場合、事前にストレージ関連製品の導入設定が必要です。

vDC Automation で利用できるストレージには、iStorage、VNX および CLARiX、NetApp が
あります。 以下の手順の流れに沿って各種ストレージの初期導入設定を行ってください。
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2.2.1   ストレージの初期設定を行う

iStorage の初期設定を行う場合

iStorage の環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。 初期設

定の詳細については、iStorage のマニュアルを参照してください。

ヒント

各設定の詳細については、NEC 社発行の各製品マニュアルを参照してください。
 

注

ストレージのワークフローテンプレート(CreateDiskVolume)を使用して頂くことで、 以下手順の「6.
論理ディスク構築」以降の作業を自動で設定することができます。 但し、vDC Automation の環境

構築が完了している必要がありますので、 ストレージの初期設定は手動設定を推奨します。
 

1. ディスクアレイユニットの設置

• ハードウェアの設置

a. ディスクアレイ装置およびディスクエンクロージャをラックに設置します。

b. ディスクドライブを実装します。

c. FC-SW をラックに設置します。（FC-SW 利用時）

• ケーブルの結線

a. ディスクアレイ装置とディスクエンクロージャ装置の結線をします。

b. ディスクアレイ装置とサーバを FC ケーブルで接続します。

また、FC-SW を利用する場合は FC-SW とディスクアレイ装置、 サーバと FC
ケーブルで接続します。（FC 接続の場合）

2. ソフトウェアのインストールと設定

• iStorage Manager のインストール

a. 管理サーバに iStorage Manager のインストールと設定をしてください。

b. iSM クライアントを起動するサーバまたは PC 端末にネットワーク設定ツール

をインストールします。

• セットアップ

a. ネットワーク設定ツールを使ってディスクアレイ装置の IP アドレスを設定し

ます。

b. iStorage Manager を起動して、iStorage に接続してください。

第 2 章   データセンターの構築

15



3. ディスクアレイ装置の初期設定

• ゾーニング設定

FC-SW のゾーニング設定をしてください。（FC-SW 利用時）

• ディスクアレイ装置の初期設定

ディスクアレイの基本的な設定をします。（ディスクアレイ名、FC ポート等の設定）

4. プール構築

ディスクアレイにプールの構築をします。
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5. ホットスペア構築

ホットスペアの構築をします。（ホットスペアの構築を行わない場合、この作業は不要）

6. 論理ディスク構築

論理ディスクを構築します。

7. アクセスコントロール設定

論理ディスク（LD）へアクセス許可を行うサーバを割り当てます。
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VNX および CLARIX の初期設定を行う場合

VNX および CLARIX の環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してくださ

い。 初期設定の詳細については、VNX または CLARIX のマニュアルを参照してください。

ヒント

各設定の詳細については、EMC 社発行の各製品マニュアルを参照してください。
 

注

ご利用のソフトウェアのバージョンにより、サポート構成および設定方法が変更となることがあり

ます。 新版のマニュアルを参照してください。

ストレージのワークフローテンプレート(CreateDiskVolume)を使用して頂くことで、 以下手順の

「8.LUN の作成」以降の作業(「10.フェールオーバーの設定」を除く)を 自動で設定することができ

ます。 但し、vDC Automation の環境が完了している必要がありますので、 ストレージの初期設定

は手動設定を推奨します。
 

1. ディスクアレイユニットの設置

• ハードウェアの設置

a. ディスクアレイ装置をラックに設置します。

b. ディスクドライブを実装します。

c. FC-SW をラックに設置します。（FC-SW 利用時）

• ケーブルの結線

a. ディスクアレイ装置とディスクエンクロージャ装置の結線をします。

b. ディスクアレイ装置とサーバを FC ケーブルで接続します。

また、FC-SW を利用する場合は FC-SW とディスクアレイ装置、 サーバを FC
ケーブルで接続します。（FC 接続の場合）
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• ゾーニング設定

FC-SW のゾーニング設定をしてください。（FC-SW 利用時）

2. リモート保守 PC の設定

• リモート保守 PC の設置

リモート保守 PC *1 を設置します。

• ソフトウェアのインストール

リモート保守 PC にディスクアレイ装置を管理する以下のソフトウェアをインス

トールします。

- ストレージ管理ソフト: Unisphere Agent/Navisphere CLI

- リモート保守用ソフト: EMC Secure Remote Support

3. ディスクアレイ装置の初期設定

リモート保守 PC から VNX の Unisphere に接続する設定をします。 Unisphere に Web
ブラウザのアドレス欄の『http://』に続けて SP(ストレージプロセッサ) の IP アドレス

(SPA または SPB)を入力します。 ログイン画面にユーザ名とパスワードを入力し、

[Login]をクリックすると Unisphere 管理画面にログインすることができます。

4. オプション・ソフトウェアのインストール

Unisphere にログインして、オプション･ソフトウェアをインストールします。

*1 リモート保守 PC はディスクアレイ装置を遠隔保守する PC です。
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例） SnapView、SAN Copy 等

Unisphere 画面でインストールしたソフトウェアの動作状況を確認します。

a. 対象のストレージをクリックし、[System Information]の[Properties]ボタンをクリック

します。

b. 表示される[Storage System Properties]画面において[Software]タブをクリックします。

c. [Packages]領域において、インストールしたソフトウェアが以下のように[Active]に
なっているのを確認します。

5. アクセス・コントールの有効化

LUN マスキング機能を有効にするために VNX のアクセス･コントロールを有効化しま

す。

a. 対象のディスクアレイ装置をクリックし、[System Information]の[Properties]ボタンを

クリックします。

b. [General]タブの[Storage Groups]のチェックボックスにチェックを入れます。

c. [OK]をクリックし、確認画面で[Yes]を、成功画面で[OK]を選択します。
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6. キャッシュの設定

ディスクアレイ装置のリード/ライト･キャッシュの設定をおこないます。

a. [Storage System Properties]画面内の[SP Memory]タブをクリックします。

b. [SP Memory]領域の[Free Memory]の数値を確認し、[User Customizable Partitions]領域

の [SP A Read Cache Memory]と[SP B Read Cache Memory]の入力領域にリード･

キャッシュ･サイズを入力し、 残りのメモリサイズを[Write Cache Memory]の入力領

域にライト･キャッシュ･サイズとして入力します。
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c. [SP Cache]タブをクリックします。[Configuration]領域の[SP A Read Cache]と [SP B
Read Cache]、[Write Cache(Disable)]のチェックボックスにチェックを入れます。
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d. [OK]をクリックし、確認画面で[Yes]、成功画面で[OK]を選択します。

7. RAID グループ（Pool）の作成

LUN を作成するために、複数ディスクから構成する RAID グループを作成します。

ストレージのワークフローテンプレートを使用する場合は、RAID グループを作成して

下さい。

a. [Create Storage Pool]画面において、これから作成する RAID グループ用の [Storage
Pool Type]、[Storage Pool ID]、[RAID Type]、 [Number of Disks[]を選択します。

b. [Disks]領域のディスクの選択において、[Manual]のラジオボタンにチェックを入れ、

表示される[Select...]ボタンをクリックします。
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8. LUN の作成

作成済みの RAID グループ(Pool)から LUN を作成します。

[Create LUN]画面において、適切な LUN の容量単位(MB または GB)の プルダウンを選

択し、[User Capacity（ユーザ容量）]に容量を入力します。
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9. ストレージグループの設定

ストレージグループを設定した上で、VNX の LUN にアサインするサーバの設定をしま

す。

[Hosts]をクリックし、[Storage Groups]メニューをクリックします。
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10. フェールオーバーの設定

サーバ－と VNX 間のパスに障害が発生した場合でも、I/O が継続できるようにパス･

フェイルオーバの設定をします。
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NetApp の初期設定を行う場合

NetApp の環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。 初期設定

の詳細については、NetApp のマニュアルを参照してください。

ヒント

各設定の詳細については、NetApp 社発行の各製品マニュアルを参照してください。
 

注

ストレージのテンプレート(CreateDiskVolume)を使用して頂くことで、 以下手順の「4.ボリューム

設定」以降の作業が自動で設定することができます。 但し、vDC Automation の環境が完了してい

る必要がありますので、ストレージの初期設定は手動設定を推奨します。
 

1. ディスクアレイユニットの設置

• ハードウェアの設置

a. ディスクアレイ装置をラックに設置します。

b. ディスクドライブを実装します。

c. L2-SW をラックに設置します。（L2-SW 利用時）

• ケーブルの結線

a. ディスクアレイ装置の結線をします。

b. ディスクアレイ装置とサーバを LAN ケーブルで接続します。

また、L2-SW を利用する場合は L2-SW とディスクアレイ装置、 サーバを LAN
ケーブルで接続します。（L2-SW 接続の場合）

2. ディスクアレイ装置の初期設定

• 初期設定の準備

初期設定をする作業用端末を RS-232C から NetApp 装置に接続します。

※ NetApp に接続するときは、フリーのターミナルソフトをご利用してください。
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• ディスクアレイ装置の設定

ネットワーク設定、ライセンスキー登録、アクセス設定などの初期設定をします。

3. SystemManager インストールと機器の登録

管理サーバに SystemManager のインストールと設定をしてください。

SystemManager 起動して、NetApp に接続してください。
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4. ボリューム設定

ディスクアレイに Aggregate、FlexVol の構築をします。

a. [Aggregates]の[Create]を選択して、Aggregate を作成します。

b. [Volumes]の[Create]を選択して、FlexVol を作成します。
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5. アクセスコントロール設定

論理ディスク（FlexVol）単位に NFS クライアント（サーバ）からのアクセス設定をし

ます。

a. FlexVol のアクセス設定をします。

b. [Create]を選択して、[Shared and Export Wizard]画面で、CIFS は利用しませんので、

NFS のみを選択してください。
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c. [Shared and Export Wizard]画面で、[NFS Permissions]について、

• [Host Permissions]は、[All hosts]またはアクセス許可をするホストを設定してく

ださい。 また、[Permissions]は"Read-Write"を選択してください。

• [Allow anonymous access]は、[Root access is granted to all hosts]を選択してくださ

い。

2.2.2   VM サーバにディスクボリュームを割り当てる

仮想化基盤の初期セットアップに必要なディスクボリュームを作成し、VM サーバをインス

トールするマシンに対して割り当てます。 ディスクボリュームの作成と割り当ての方法に

ついては 「2.2.1   ストレージの初期設定を行う（15 ページ）」 を参照してください。
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仮想化基盤の初期セットアップに必要なディスクボリュームには、次のものがあります。

• VM サーバの SAN ブート用システムディスク

VM サーバを SAN ブートする場合は、VM サーバごとにシステムディスク用のディスク

ボリュームを作成し、それらを専有で割り当てます。

• Hyper-V クラスタのクォーラムディスク

Hyper-V クラスタを利用する場合は、Hyper-V クラスタごとにクォーラムディスク用の

SAN のディスクボリュームを 1 つ作成し、それを各 Hyper-V サーバに共有で割り当てま

す。

2.3   仮想化基盤を構築する

仮想化基盤ソフトウェアのインストールと、ネットワーク、ストレージの設定を行い、 仮
想化基盤が動作可能な状態になるようセットアップします。

なお、Pod 拡張（サイト、ポッドを跨った L2 延伸処理）を伴った物理サーバのプロビジョ

ニングはできません。 予め、NW リソースを払い出して Pod 拡張した環境のネットワーク

に対してプロビジョニングしてください。

ヒント

テナント用の VLAN（事業者管理 VLAN、テナント管理 VLAN、業務 VLAN）のみをブリッジする

NIC については、 ここで仮想スイッチを作成する必要はありません。
 

2.3.1   VMware の vCenter Server 管理環境を構築するには

VMware の環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。

ヒント

各設定の詳細については、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してください。
 

1. vCenter Server の以下のコンポーネントのインストールと設定

• Server コンポーネント （vCenter Server）

• Client コンポーネント (vSphere Client)

2. VMware ESX または ESXi のインストールと設定

3. vSphere Client の起動とログイン

4. DataCenter、またはクラスタの設定

5. VM サーバの登録

6. 仮想ネットワークの設定

仮想スイッチとポートグループを作成し、仮想マシンサーバをネットワークに接続しま

す。 ここで仮想マシンサーバが接続する LAN には次のものがあります。
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• 運用管理用 LAN

• ライブマイグレーション用 LAN

• NAS 用 LAN (NAS を利用する場合のみ必要)

注

• Enhanced VMotion Compatibility が有効化されている環境を SigmaSystemCenter で管理する場合

には、以下の注意事項があります。

- DataCenter、およびクラスタ名は vCenter Server で一意となるようにしてください。

- SigmaSystemCenter では、クラスタを DataCenter と同等に管理します。 Web コンソール上で

は、クラスタは DataCenter として表示されます。

- SigmaSystemCenter の Web コンソールから vCenter Server 上に DataCenter を作成することが

できます。 しかし、クラスタを作成する機能はサポートしておりません。

• 分散仮想スイッチを使用する場合、以下の注意事項があります。

- 分散仮想スイッチ、および分散仮想ポートグループ名は、vCenter Server で一意にしてくだ

さい。

- 分散仮想スイッチを使用する場合は、VMware ESX の管理 NIC を分散仮想スイッチに接続

しないでください。 VMware ESX と通信するための管理 NIC は、標準仮想スイッチに接続

してください。
 

2.3.2   Hyper-V のクラスタ環境を構築するには

Hyper-V 環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。

ヒント

各設定の詳細については、Microsoft 社発行の各製品マニュアルを参照してください。
 

1. Windows Server2012、Windows Server 2008、もしくは R2 のインストールと設定

2. Hyper-V 役割のインストールと設定

3. フェールオーバークラスタリング機能のインストールと設定

4. 仮想ネットワークの設定

仮想ネットワークを作成し、仮想マシンサーバをネットワークに接続します。 ここで仮

想マシンサーバが接続する LAN には次のものがあります。

• 運用管理用 LAN

• ライブマイグレーション用 LAN

• ハートビート用 LAN

注

• クラスタ環境を構築する場合、ドメイン環境が必要になります。
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• Windows Server 2008 R2 の環境で、仮想マシンを大量に作成する場合は、 あらかじめ MAC ア
ドレスの範囲を拡大してください。 その際に、他の Hyper-V と範囲が重ならないようにしてく

ださい。 Hyper-V 用に予約されている OUI は、"00-15-5d" になります。 (Hyper-V Manager－仮

想ネットワークマネージャ－グローバルネットワーク設定)

• Hyper-V マシンの DNS、および DNS の逆引きの設定を適切にしてください。

• 以下の条件に当てはまる場合、KB974930 (http://support.microsoft.com/kb/974930/ja) を別途適用

してください。

- クラスタ環境を使用

- Windows Server 2008 R2 を使用して、SP1 を適用しない

- Windows Update を使用しない

• クラスタ環境を使用する場合、KB2580360 (http://support.microsoft.com/kb/2580360/ja) を別途適

用してください。(KB974930 を適用する場合は、その後に適用してください。)
 

2.3.3   KVM 環境を構築するには

KVM の環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。

ヒント

各設定の詳細については、Red Hat 社発行の各マニュアルおよび、SigmaSystemCenter のマニュアル

を参照してください。
 

1. Red Hat Enterprise Linux のインストール

KVM hypervisor、libvirtd、virt-manager がインストールされるように 仮想化パッケージ

をインストールする必要があります。

2. DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent のインストール

3. 仮想ネットワークの設定

仮想ネットワークを作成し、仮想マシンサーバをネットワークに接続します。 ここで仮

想マシンサーバが接続する LAN には次のものがあります。

• 運用管理用 LAN

• ライブマイグレーション用 LAN

• NAS 用 LAN (NAS を利用する場合のみ必要)

注

• 各仮想マシンサーバには、x64 プロセッサが搭載され、Intel VT の機能が必要です。

• 管理サーバと各仮想マシンサーバ間の主な接続プロトコルは、 TCP と TLS (Transport Layer
Security) の 2 つがあります。 セキュリティ面で優れた TLS の利用を推奨します。 TLS を利用

するためには、管理サーバに仮想マシンサーバに接続するためのクライアント証明書を置く必

要があります。 また、各仮想マシンサーバ上に仮想マシンサーバのサーバ証明書を置く必要が
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あります。 TCP または TLS 設定時の詳細は、『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の

『4.1.11 KVM 環境の構築例』を参照してください。
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第 3 章   
NetvisorPro V の設定
本章では、NetvisorPro V の設定方法について説明します。

目次

3.1  ネットワーク装置を登録する .........................................................................................37
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3.1   ネットワーク装置を登録する

監視対象のネットワーク装置を以下の手順で監視画面に登録します。

3.1.1   装置の登録

以下の手順で、監視画面上にネットワーク装置のマップアイコンを登録します。

ネットワーク装置を NetvisorPro V に登録するためには、 事前にネットワーク装置に対して

SNMP の設定をしておく必要があります。

1. 運用管理機能の監視端末を起動してログインします。

デスクトップまたはスタートメニューに作成されたショートカット  [WebSAM
SystemManager G Console]を実行し、ログイン名とパスワードを入力してログインしま

す。

2. プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードへ切り替

えます。

3. ツリービューの[ネットワークビュー]-[マップ管理]ノード配下に「マップ」アイコンを

追加します。

a. [マップ管理]ノードの[マップビュー]を開き、右クリックメニューから[手動登録]を
選択し、「手動登録」ダイアログを表示する。

b. [アイコンタイプ]欄の[参照]ボタンを押し、「アイコンタイプ選択」ダイアログから

map グループに属するアイコンタイプを選択する。

c. ノード名、ネットワークアドレス、ネットワークマスクの情報を入力し、[OK]ボタ

ンで登録を行います。
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4. 装置の自動発見を行います。

a. ツリービューの[マップ管理]ノードまたは上記で作成したマップアイコンの右ク

リックメニューから [構成情報管理]-[自動発見]-[TCP/IP ホストの発見]を選択し、

「自動発見(TCP/IP ホスト)」ダイアログを表示します。

b. [動作設定(D)]ボタンを押すと「自動発見の動作設定」ダイアログが開きます。
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c. プロトコル設定から「ICMP」のチェックボックスを外して、[OK]ボタンをおしま

す。

d. [発見対象マップ]欄から自動発見を行うマップを選択し[アドレス指定]ボタンを押

すと「アドレス指定」ダイアログが開きます。

e. [範囲指定]を選択し、登録したいネットワーク機器のアドレス範囲を指定し、[OK]
ボタンを押します。

f.「自動発見（TCP/IP ホスト）」ダイアログで、[開始]ボタンを押し自動発見を開始し

ます。

g. 自動発見完了後、[閉じる]ボタンで画面を閉じ、「マップ管理」ノード配下のマップ

ビュー上に、 自動発見した装置とネットワークがアイコンとして登録されているこ

とを確認します。
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h. 装置アイコンまたはマップアイコンの右クリックメニュー[構成情報管理]-[監視

モード]で[ON]を選択します。

i. アイコンタイプを確認します。

L2 スイッチの Catalyst のアイコンタイプが下記のアイコンタイプのいずれかに

なっていなければ、 アイコンタイプを下記のいずれかに変更します。

C2940-8TT/C2950-12/C2950-24/C2950G-24/C2950G-48/C2950T-24/C2960-24TC/
C2960-24TT/C2960-48TC/C2960-48TT/C2960-8TC/C2960G-24TC/C2960G-48TC/
C2970G-24T/C2970G-24TS/C3550-12G/C3550-12T/C3550-24/C3560-24PS/C3560-24TS/
C3560-8PC/C3750-24PS/C3750-24TS/C3750G-12S/C3750G-16TD/C3750G-24T/
C3750G-24TS/ C3750G-24TS1U/C4503/C4506/C4507R/C4948/C4948-10GE/C6506_L2/
C6509-E/C7204VXR

また、SigmaBlade のスイッチモジュールのアイコンタイプが下記のアイコンタイプ

のいずれかになっていなければ、 アイコンタイプを下記のいずれかに変更します。

sbSvb/sbEm/sbSwm/sbSwm10g

他の機種については、機種別のセットアップガイドを参考にアイコンタイプを適切

なタイプに変更します。

3.1.2   ログイン設定

NetvisorPro V は、装置に対し telnet または SSH を使用してログインして、制御します。 そ
のため、装置にログインするためのログイン情報を装置単位に設定する必要があります。

3.1.3   監視設定

ネットワーク装置の登録が完了したら、次に、装置の状態を監視する設定(死活監視)を行い

ます。

1. 運用管理機能の監視端末を起動してログインします。

デスクトップまたはスタートメニューに作成されたショートカット  [WebSAM
SystemManager G Console]を実行し、ログイン名とパスワードを入力してログインしま

す。

2. プルダウンメニューより[設定(S)]-[定義モード(C)]をクリックして、定義モードへ切り替

えます。

3. 状態監視を設定します。

a. [マップ管理]ノードの右クリックメニューの[障害管理]-[状態監視ルールの設定]を
選択します。

b.「状態監視ルールの設定」ウィンドウの左ペインに各種状態監視ルールが表示される

ので、 [updown:アップダウンチェック]を選択し、右ペイン上に表示されるルールを

選択して実行ボタンを押します。
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注

NetvisorPro V の監視設定は、プロビジョニング対象の NW 機器のみに限ります。
 

状態監視ルールの詳細については 『NetvisorPro V ユーザーズマニュアル』の 『7.1. 状態監

視ルール』を参照してください。
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第 4 章   
SigmaSystemCenter の設定
本章では、SigmaSystemCenter の設定方法について説明します。

目次

4.1  SigmaSystemCenter に関連製品を登録する ....................................................................43
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4.1   SigmaSystemCenter に関連製品を登録する

vDC Automation と関連製品を連携するために、関連製品を SigmaSystemCenter に登録しま

す。 登録する関連製品には、次のものがあります。

• 仮想化基盤(VMware vCenter Server, Hyper-V クラスタ,KVM)

• ストレージ機器(iStorage, VNX, NetApp)

また、vDC Automation のコンポーネントを SigmaSystemCenter に登録します。 登録するコン

ポーネントには、次のものがあります。

• DeploymentManager

本節の手順に従って、利用する関連製品を SigmaSystemCenter に登録してください。

ヒント

関連製品の登録に関する情報については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の

『4.2 サブシステムを追加する』を参照してください。
 

4.1.1   仮想化基盤を SigmaSystemCenter に登録するには

仮想化基盤製品を SigmaSystemCenter に登録します。

• VMware vCenter Server を登録する場合

1. [管理] ビューの[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、[設定] メニューか

ら [サブシステム追加] をクリックします。

2. [サブシステム種類] プルダウンボックスから [VMware vCenter Server] を選択しま

す。

3. [ホスト名]、[アカウント名]、[パスワード]を入力します。その他のテキストボック

スは空欄で構いません。

注

ポート番号を省略した場合の既定値は (443) です。
 

ヒント

登録方法の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.2.1
VMware vCenter Server をサブシステムに追加するには』を参照してください。

 

• Hyper-V クラスタを登録する場合

1. [管理] ビューの[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、[設定] メニューか

ら [サブシステム追加] をクリックします。

2. [サブシステム種類] プルダウンボックスから [Hyper-V Cluster] を選択します。

3. [ホスト名]、[ドメイン名\アカウント名]、[パスワード]を入力します。
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注

[ドメイン名\アカウント名] には、Hyper-V クラスタに接続するための アカウントのドメ

イン名とアカウント名をバックスラッシュで区切って入力します。
 

ヒント

登録方法の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.2.3
Hyper-V クラスタをサブシステムに追加するには』を参照してください。

 

• KVM を登録する場合

1. [仮想] ビューの[仮想] ツリーから [仮想] をクリックし、[設定] メニューから [KVM
を管理する] をクリックします。

2. 確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックします。

ヒント

登録方法の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.3
ESXi、Hyper-V、KVM を管理する』を参照してください。

 

4.1.2   ストレージ機器を SigmaSystemCenter に登録するには

下記の通りに、ストレージの事前設定を行い、続いてサブシステムの登録とディスクアレイ

の登録を行います。

1. ストレージの事前設定を行う

SigmaSystemCenter とストレージ機器を連携するにあたり、管理サーバ上で次の設定を

行います。

• iStorage の場合

管理サーバにおいて WebSAM iStorageManager Integration Base の SG ファイルを設

定します。

a. C:\Program Files (x86)\NEC\iSMSM\conf\iSMSM.sample を、 iSMSM.conf
というファイル名で同じフォルダ上にコピーします。

b. iSMSM.conf をテキストエディタで開き、iSMsrv_addr に iStorageManager の IP ア
ドレスを設定します。

設定例：

[iSMSM]
iSMSM_mode=API
[server]
#iSMsvr_addr=xxx.xxx.xxx.xxx or hostname
iSMsvr_addr=192.168.1.1
#iSMsvr_port=8020

c.「Integration Base」サービスを再起動します。
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• VNX または CLARiX の場合

管理サーバに VNX の管理ソフトウェアである Navisphere CLI をインストールし、

Navisphere CLI のパスを環境変数 PATH に追加します。

• NetApp の場合

管理サーバ上で実施する作業はありません。

ヒント

設定内容の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『3.5.1 各
ストレージの事前設定を行う』を参照してください。

 

2. ストレージをサブシステム登録する

次の通りにストレージ管理サーバを SigmaSystemCenter にサブシステムとして登録しま

す。

a. [管理] ビューの[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、[設定] メニューか

ら [サブシステム追加] をクリックします。

b. ストレージの種類に従って [iStorage Manager]、[EMC CLARiX]、[NetApp Manager]の
いずれかを選択します。

ヒント

登録方法の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.2.9 ス
トレージ管理サーバをサブシステムに追加するには』を参照してください。

 

3. ディスクアレイを登録する

次の通りに SigmaSystemCenter にディスクアレイを登録します。

a. [リソース] ビューの[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、 [設
定]メニューから [ディスクアレイ登録 / 削除] をクリックします。

b. iStorage の場合は、[管理外ディスクアレイ一覧]から登録するディスクアレイを選択

し、[OK] をクリックします。

c. VNX、NetApp の場合は、[管理外ディスクアレイ一覧]で[新規登録]をクリックしま

す。

ヒント

登録方法の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.7 スト

レージを登録する』を参照してください。
 

4.1.3   vDC Automation のコンポーネントを SigmaSystemCenter
に登録するには

vDC Automation のコンポーネントである DeploymentManager を SigmaSystemCenter のサブ

システムとして登録します。
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1. [管理] ビューの[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、[設定] メニューから[サ
ブシステム追加] をクリックします。

2. [サブシステム種類] プルダウンボックスから [DPM サーバ] を選択します。

3. [ホスト名]、[パスワード]を入力します。その他のテキストボックスは空欄で構いませ

ん。

注

[パスワード]には、DPM サーバに登録されているユーザ「deployment_user」に 設定されてい

るパスワードを入力します。パスワードの既定値は、(dpmmgr) です。
 

ヒント

登録方法の詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.2.6 DPM
サーバをサブシステムに追加するには』を参照してください。

 

4.2   SigmaSystemCenter の環境設定を行う

vDC Automation の環境設定を行います。

[管理]ビューの[管理]ツリーから[環境設定]をクリックし、 続いて[環境設定]ウィンドウの

[仮想リソース]タブを開き、以下の設定を行います。

• キャパシティ値とコスト値を設定する

既定では、VM サーバのキャパシティ値は 200、仮想マシンのコスト値は 10 となってい

るため、 VM サーバあたりの稼働可能な仮想マシン数は 20 台に制限されます。 リソー

スプールによる容量管理を行うにあたり、この台数制限が問題となりうる場合は、 コス

ト値に対するキャパシティ値を十分に大きく設定して台数制限を事実上無効化してく

ださい。

ヒント

キャパシティ値、コスト値の指定方法の詳細については、 『SigmaSystemCenter リファレンス

ガイド』の 『4.7.1 仮想マシンサーバのキャパシティ制御』を参照してください。
 

• VMware ESX または ESXi の root パスワードを設定する

ESX または ESXi の root パスワードを設定します。ここで指定されたパスワードは、 す
べての ESX または ESXi に対する既定値として使用されます。

注

VM サーバごとにアカウント / パスワードを設定する場合は、VM サーバごとに サブシステム

編集ウィンドウから設定してください。
 

ヒント

環境設定の詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『2.4 環境を

設定する』を参照してください。
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4.3   VM サーバのハードウェアに関する設定を行う

VM サーバのハードウェアに関する設定を行います。

「4.3.1   VM サーバを SigmaSystemCenter に登録する（47 ページ）」 は必須設定です。

VM サーバを OOB Management で管理させたい場合は  「4.3.2   VM サーバを OOB
Management で管理するための設定を行う（47 ページ）」 を、RDM 用ディスクボリューム

を使用する場合は 「4.3.3   VM サーバのマシンプロパティを設定する（48 ページ）」 を行っ

てください。

4.3.1   VM サーバを SigmaSystemCenter に登録する

SigmaSystemCenter の管理対象として VM サーバを登録するための設定を行います。 VM
サーバを登録する際にリソースグループを指定します。 以下の手順に沿って登録してくだ

さい。

1. [リソース]ビューの[システムリソース]ツリーから[マシン]をクリックし、[設定]メ
ニューからの[グループ追加]をクリックします。

2. [グループ追加]画面でリソースグループ名を入力し、[OK]をクリックします。

3. [マシン]配下に登録したい VM サーバが表示されている場合は、 該当の VM サーバの

[設定]メニューから[マシン移動]をクリックし、作成したグループを選択後、[OK]をク

リックします。

[マシン]配下に登録したい VM サーバが表示されていない場合は、 [システムリソース]
ツリーから作成したグループをクリックし、[設定]メニューから[マシン登録]をクリック

後、 [マシン登録]画面の[管理外のマシン一覧]から登録する VM サーバにチェックを入

れ、[OK]をクリックします。

ヒント

登録方法の詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.8.3 マシ

ンを登録するには』を参照してください。
 

4.3.2   VM サーバを OOB Management で管理するための設定を行
う

VM サーバを SigmaSystemCenter の OOB Management で管理するための設定を行います。

OOB Management を利用しない場合、本設定は不要です。

OOB Management の設定手順については 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』

の 『3.10 Out-of-Band (OOB) Management を利用するための事前設定を行う』 を参照してく

ださい。

OOB Management の設定のポイントは次の通りです。

• OOB Management のための必須の設定
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OOB Management を利用するには、BMC を接続できる状態に設定する必要があります。

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の以下の節を参照して、 BMC の設

定を行います。

- 『3.10.1 BMC の IP アドレスを設定するには』

- 『3.10.2 BMC に管理者権限のユーザを作成する』

• その他の機能を利用するための設定

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 以下の節に該当する機能について

は、必要に応じて設定してください。

- 『3.10.3 BMC に PET の通報先と通報レベルを設定するには』

- 『3.10.4 ダンプを有効にするには』

- 『3.10.5 ACPI シャットダウンを有効にするには』

- 『3.10.6 SOL (Serial Over Lan) の設定をするには』

4.3.3   VM サーバのマシンプロパティを設定する

SigmaSystemCenter の[リソース]ビューから、VM サーバのマシンプロパティを設定します。

(本設定はオプション設定です。)

[リソース]ビューの[システムリソース]ツリーからプロパティ設定を行う VM サーバのアイ

コンをクリックします。 [設定]メニューから[プロパティ]をクリックし、[マシンプロパティ

設定]画面から各タブの設定を行ってください。

ヒント

設定の手順や詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.10 マシ

ンプロパティを設定するには』を参照してください。
 

マシンプロパティの設定のポイントは次の通りです。

• [ネットワーク]タブ

- VM サーバで使用する NIC に対応する MAC アドレスに対して NIC 番号を設定しま

す。 使用しない NIC については番号を設定する必要はありません。

- NIC の番号付けは、その NIC の役割ごとに、リソースプール内で統一します。 例え

ば、VM サーバに搭載される各 NIC が次のような役割を担っている場合は、 リソー

スプール内の全ての VM サーバについて同様の番号付けを行います。

NIC の役割 NIC 番号

運用管理用 LAN に接続する NIC 1

事業者管理 VLAN、テナント管理 VLAN、業務 VLAN に接続する NIC 2

ライブマイグレーションに利用する NIC 3

NAS 接続に利用する NIC 4
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- NIC の接続先のスイッチとポートについては設定する必要はありません。

• [ストレージ]タブ

- データストアや RDM 用ディスクボリュームを作成するストレージ機器に接続する

HBA を追加し、 HBA 番号を設定します。データストアや RDM 用ディスクボ

リュームを持たないストレージ機器に 接続する HBA については追加する必要はあ

りません。

- HBA の番号付けは、その HBA の役割ごとに、リソースプール内で統一します。 例
えば、VM サーバに搭載される各 HBA が次のような役割を担っている場合は、 リ
ソースプール内の全ての VM サーバについて同様の番号付けを行います。

HBA の役割 HBA 番号

iStorage に接続する HBA 1

VNX または CLARiX に接続する HBA 2

• [アカウント情報]タブ

VM サーバを OOB Management で管理するために、 VM サーバに搭載される BMC の IP
アドレスとアカウント情報を設定します。

4.4   リソースプールを作成する

SigmaSystemCenter を用いて VM サーバの運用グループを作成し、 続いて VM サーバの運用

グループをリソースプールとして定義します。

4.4.1   VM サーバのカテゴリを作成する

SigmaSystemCenter の[運用]ビューにおいて VM サーバの運用グループを階層化して管理す

る場合は、 VM サーバの運用グループを格納するカテゴリを作成します。

[運用]ビュー[運用]ツリーから[運用]、もしくはカテゴリを追加するカテゴリのアイコンをク

リックします。 [設定]メニューから[カテゴリ追加]をクリックし、[名前]を入力して[OK]を
クリックします。

VM サーバのカテゴリ作成のポイントは次の通りです。

• リソースプール、DPM サーバ、 適起動の設定は不要です。

ヒント

カテゴリの作成方法の詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の

『5.2 カテゴリを追加する』を参照してください。
 

4.4.2   VM サーバの運用グループを作成する

VM サーバをリソースプールとして定義するために、SigmaSystemCenter で VM サーバの運

用グループを作成します。
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[運用]ビューの[運用]ツリーから、[運用]、運用グループを追加するカテゴリのアイコン、 も
しくはグループのアイコンをクリックします。 [設定]メニューから[グループ追加]をクリッ

クし、[名前]、[マシン種別]、[OS 種別]を設定し、[OK]をクリックします。

VM サーバの運用グループ作成のポイントは次の通りです。

• マシン種別は、「VM サーバ」を選択します。

• VM サーバの運用グループは、次の管理単位ごとに作成します。

- VMware の場合: DataCenter またはクラスタ

- Hyper-V の場合: Hyper-V クラスタ

- KVM の場合: DataCenter またはクラスタ

• VM サーバの運用グループの OS 種別は次の通りに設定します。

- VMware の場合： Linux

- Hyper-V の場合： Windows Server

- KVM の場合： Linux

ヒント

運用グループの作成方法の詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』

の 『5.4 運用グループを追加する』を参照してください。
 

4.4.3   VM サーバの運用グループを設定する

SigmaSystemCenter を用いて VM サーバの運用グループに VM サーバのホストを追加しま

す。

また、 適配置の設定や、データストアを VM 作成先候補から除外するための設定、死活監

視や性能監視の設定を行います。

以下の手順に従って運用グループの設定を行ってください。

1. VM サーバの運用グループをクリックします。

2. [全般]タブの[ホスト一覧]グループボックスから、VM サーバの数だけホストを追加しま

す。

a. [ホスト追加]をクリックします。

b. [ホスト名]に VM サーバのホスト名を入力します。

注

以降はオプション設定であり、必須設定ではありません。
 

3. 各 VM サーバの IP アドレスの情報を設定します。

a. [ホスト一覧]グループボックスを参照し、ホストの[プロパティ]をクリックします。
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b. [ネットワーク]タブを選択します。

c. 運用管理用 LAN に接続する NIC を追加するために[追加]をクリックします。

i. [NIC 番号]で、運用管理用 LAN に接続する NIC の NIC 番号を選択します。

ii. [追加]をクリックし、VM サーバの管理用 IP アドレスの情報を入力します。

iii. [管理用 IP アドレス]で VM サーバの管理用 IP アドレスを選択します。

d. NAS を利用する場合は、NAS 用 LAN に接続する NIC を追加するために[追加]をク

リックします。

i. [NIC 番号]で、NAS 用 LAN に接続する NIC の NIC 番号を選択します。

ii. [追加]をクリックし、NAS の接続に用いる NIC の IP アドレスを入力します。

ヒント

NIC 番号については、 「4.3.3   VM サーバのマシンプロパティを設定する（48 ページ）」

を参照してください。
 

4. VM 適配置の機能を利用する場合は、 適配置の設定を行います。

a. [設定]メニューの[プロパティ]をクリックします。

b. [VM 適配置]タブから、[高負荷境界]、[稼動目標域]、[低負荷境界]を設定します。

c. [性能監視]タブから、CPU 負荷を監視するように監視プロファイルを設定します。

d. [適用]をクリックします。

ヒント

[性能監視]タブの設定は、以降の手順を参照してください。
 

5. [死活監視]タブで、VM サーバを ESMPRO/ServerManager に登録するかどうかを設定し

ます。

• VM サーバに ESMPRO/ServerAgent をインストールしている場合は、[ESMPRO/SM
に登録する]をチェックします。

• VM サーバに ESMPRO/ServerAgent をインストールしていない場合は、

[ESMPRO/SM に登録する]のチェックを外します。

ヒント

通常では、ESX と Hyper-V には ESMPRO/ServerAgent をインストールします。 一方、ESXi に
は ESMPRO/ServerAgent はインストールできません。

 

6. VM 適配置を利用する場合や、VM サーバの性能監視を行う場合は、 [性能監視]タブ

を設定します。

a. [性能データ収集設定]をチェックします。

b. [プロファイル名 ]で [Standard Monitoring Profile (x min)] か  [Physical Machine
Monitoring Profile (x min)]を選択します。

第 4 章   SigmaSystemCenter の設定

51



ヒント

性能データの監視プロファイルの詳細については 『SigmaSystemCenter コンフィグレー

ションガイド』の 『付録 A 監視プロファイル』を参照してください。
 

c. SystemMonitor 性能監視の IP アドレスとポート番号を設定します。

d. 性能データの取得に用いる VM サーバのアカウントを設定します。

ヒント

運用グループの設定の詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の

『5.5 グループプロパティを設定する』を参照してください。
 

4.4.4   リソースプールを定義する

VM サーバの運用グループに対してリソースプールを定義します。

リソースプールを追加するには、まず[運用]ビューの[運用]ツリーから、 リソースプールを

追加したい VM サーバの運用グループをクリックします。 次に[設定]メニューより[リソー

スプール]の[作成]をクリックします。 そして[名前]、[種別]、[vCPU の単位]を設定して[OK]
をクリックします。

リソースプールを定義する際のポイントは次の通りです。

• リソースプールの種別は"共有"とし、リソースプールをカテゴリに直接割り当てない構

成とします。 リソースプールを直接割り当てる代わりに、サブリソースプールを切り出

して割り当てます。

• vCPU の単位は"周波数"による設定を推奨します。 仮想 CPU の単位を周波数で指定す

ることで、VM サーバの物理 CPU のスペックに依存せずに 一定のスペックの仮想 CPU
をテナントに払い出すことができます。

ヒント

リソースプールを定義する詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』

の 『5.11.1 リソースプールを追加するには』を参照してください。
 

4.4.5   サブリソースプールを定義する

VM サーバの運用グループに対してリソースプールを定義します。 VM の運用グループに

ついては、 「10.1   テナントの運用グループを作成する（411 ページ）」 を参照してくださ

い。

サブリソースプール作成のポイントは次の通りです。

• [運用]ビューの[運用]ツリーで VM サーバの運用グループをクリックし、[リソースプー

ル]タブを開いて[切り出し]をクリックします。

• [テナントへの割り当てを行う]に割り当て先のカテゴリを設定します。
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• 「 大値を超えた割り当てを許容する」をチェックし、オーバーコミットを有効にしま

す。 これにより、サブリソースプールとして切り出す CPU、メモリ、ストレージリソー

スは、 リソースプールの物理的なリソース残量と関係なく、必要とされるリソースサイ

ズを切り出すことができます。

• RDM を利用する場合は、[LUN 一覧]チェックボックスをオンにして、 サブリソースプー

ルに割り当てる RDM 用ディスクボリュームのサイズと個数を追加します。

注

サブリソースプールで RDM 用ディスクボリュームをオーバーコミットで確保するためには、

あらかじめリソースプール内に RDM 用ディスクボリュームを 低１つ作成しておく必要が

あります。
 

ヒント

サブリソースプールを定義する詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイ

ド』の 『5.11.2 サブリソースプールを切り出すには』を参照してください。
 

4.5   VM サーバリソースを登録する

SigmaSystemCenter の VM サーバの運用グループに各 VM サーバを追加することで、 リソー

スプールに CPU リソースとメモリリソースを追加します。

運用グループに VM サーバを追加する方法は次の通りです。

1. VM サーバの運用グループの[全般]タブを参照します。

2. 運用グループに追加する VM サーバの数だけ、以下を実施します。

a. [ホスト一覧]で VM サーバの割り当てを実行するホストを１つチェックします。

b. [マスタ登録]をクリックします。

c. [共通プールから選択]を選択します。

d. ホストに割り当てる VM サーバを選択します。

e. 確認画面が表示されるので[完了]をクリックします。

3. [データストア設定]タブで、仮想マシンを配置しないディスク（システムディスク等）

が利用されないように設定します。

a. VM サーバの運用グループの[設定]メニューから[プロパティ]をクリックします。

b. [データストア設定]タブをクリックします。

c. [データストア一覧]グループボックスを参照し、VM の作成先ではないが [VM 作成

先]のチェックが付いているデータストアについて[編集]をクリックします。

d. [VM 作成先候補に含める]のチェックを外します。
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ヒント

詳細については、 『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『8.2.1 マスタマシンを

登録するには』を参照してください。
 

4.6   論理ネットワークの登録について

SigmaSystemCenter において、ネットワークを仮想的に扱うために登録が必要な論理ネット

ワークは、 DC リソース管理を利用した NW オートメーションが自動的に作成するため、事

前に登録する必要はありません。

4.7   ストレージリソースを登録する

SigmaSystemCenter を用いてディスクボリュームをリソースプールに追加します。 また、

RDM 用ディスクボリュームの設定と、タグの設定を行います。

ヒント

ストレージのワークフローテンプレート(CreateDiskVolume)を使用して頂くことで、 以下手順を自

動で設定することができます。 但し、vDC Automation の環境構築が完了している必要があります。
 

注

• RDM は SAN 環境においてのみ利用できます。

• RDM は仮想マシンの拡張ディスクとしてのみ利用できます。

• Hyper-V は NAS 環境に対応していません。
 

4.7.1   ディスクボリュームを割り当てる

以下の手順に従い、SAN や NAS のディスクボリュームを作成し、リソースプールに追加し

ます。

注

SigmaSystemCenter の Web コンソールで作業中にメンテナンスモードを促すダイアログが表示さ

れた場合は、 以下の手順でメンテナンスモードをオンにして作業を続行し、作業完了後には忘れ

ずにメンテナンスモードをオフに戻してください。

1. [運用]ビューの[運用]ツリーから、メンテナンスモードをオンにするマシンのグループのアイコ

ンをクリックします。

2. [ホスト一覧]グループボックス、もしくは[グループプール]グループボックスからメンテナンス

モードをオンにするマシンのチェックボックスをオンにします。

3. [アクション]メニューから[メンテナンスオン]をクリックします。

4. メンテナンスモードをオフにする場合は、[アクション]メニューから[メンテナンスオフ]をク

リックします。
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メンテナンスモードの詳細については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の

『10.1.3 メンテナンスモードをオン/オフするには』を参照してください。
 

1. ディスクボリュームの作成と登録を行う

既存のディスクボリュームを用いずにディスクボリュームを新規に作成する場合は、

「2.2.1   ストレージの初期設定を行う（15 ページ）」 を参照して、ディスクボリュームを

作成します。

続いて、SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、[リソース]ビューからディスク

アレイを選択し、 [ディスクボリューム登録]をクリックしてディスクボリュームを管理

対象として登録します。 詳細は『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の

『4.7.8 ディスクボリュームを登録するには』を参照してください。

注

• RDM 用ディスクボリュームは、10GB の倍数のサイズで作成してください。

• 新規作成したディスクボリュームを SigmaSystemCenter に認識させるには、 [管理]ビュー

の[サブシステム]に登録されたストレージを選択後、[収集]をクリックします。
 

2. ディスクボリュームの割り当てのための設定を行う

a. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、タイトルバーの[運用] をクリック

し、[運用] ビューに切り替えます。

b. Web コンソールの[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、

メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。

c. [ホスト一覧] グループボックスから、ディスクボリュームを割り当てる各ホストに

対して、以下を実行します。

i. ディスクボリュームを追加するホストの[プロパティ] をクリックし、続いて[ス
トレージ] タブを選択後、[追加]をクリックします。

ii. [ストレージ情報]の[ディスクアレイ]で SAN のディスクアレイを選択した場合

は、以下の通りに設定します。

A. 必要に応じて[LUN 番号]に LUN を入力します。

B. [配布後に接続する]のチェックは不要です。

C. [ストレージ一覧]から VM サーバに割り当てるディスクボリュームに

チェックを入れます。

D. [HBA]情報では、[接続する HBA を指定する]を選択し、HBA 番号を入力し

ます。

ヒント

HBA 番号については 「4.3.3   VM サーバのマシンプロパティを設定する（48 ペー

ジ）」 を参照してください。
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iii. [ストレージ情報]の[ディスクアレイ]で NAS のディスクアレイを選択した場合

は、以下の通りに設定します。

A. [ストレージ一覧]から VM サーバに割り当てるディスクボリュームに

チェックを入れます。

B. [公開先ホストの IP アドレスを指定する]において、NAS 接続用の NIC に割

り当てた IP アドレスを選択します。

ヒント

手順の詳細については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『5.8.2 [ストレー

ジ] タブを設定するには (モデル種別 [物理]、[VM サーバ] の場合のみ)』を参照してください。
 

3. ディスクボリュームの割り当てを実行する

a. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、[運用] ツリーから対象の運用グ

ループのアイコンをクリックし、 メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表

示します。 対象の VM サーバのチェックボックスを全てオンにし、[マシン個別操

作...] メニューから[構成変更]をクリックします。

b. [構成変更時に行う処理を選択してください]配下に構成変更を実施する処理の一覧

が表示されます。 [ストレージ制御]のチェックボックスのみをオンにし、[OK]をク

リックしてください。

4. ディスクボリュームを仮想化基盤に認識させる

• VMware vCenter Server 管理環境の場合

vCenter Server を使用して、データストア用のディスクボリュームを VMFS でフォー

マットします。

RDM 用のディスクボリュームについては VMFS でフォーマットしないでくださ

い。

• Hyper-V クラスタ環境の場合

フェールオーバー クラスタ マネージャーを使用して、"記憶域" にデータストア用

ディスクボリュームと RDM 用ディスクボリュームを追加し、続いて"記憶域" に追

加したデータストア用ディスクボリュームを "クラスタの共有ボリューム" に追加

します。

RDM 用ディスクボリュームは"クラスタの共有ボリューム"に追加しないでくださ

い。

5. ディスクボリュームを SigmaSystemCenter に認識させる

SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、 [管理]ビューの[サブシステム]に登録さ

れた[VMware vCenter Server]もしくは [Hyper-V Cluster]を選択後、[収集]をクリックしま

す。
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4.7.2   SAN ディスクボリュームを RDM 用途として設定する

リソースプールに割り当てたディスクボリュームを RDM で利用する場合は、 ディスクボ

リュームに対して RDM で利用することを示すフラグを設定します。

作業は SSC コマンドで行います。 SSC コマンドの詳細は『SigmaSystemCenter コマンドリ

ファレンス』 を以下の URL からダウンロードして参照してください。

http://jpn.nec.com/websam/sigmasystemcenter/download.html

1. リソースプールに割り当てた RDM 用ディスクボリュームの情報を確認します。

> ssc rdmstorage show -vms <VM サーバ名>

2. 以下のいずれかの方法で、ディスクボリュームを RDM 用途として設定します。

• 手順 1 で表示されたディスクボリューム全てを RDM 用途に設定する場合は、以下

のコマンドを実行します。

> ssc rdmstorage update rdm -vms <VM サーバ名>

• 手順 1 で表示されたディスクボリュームのうち、特定のサイズのディスクボリュー

ムのみを RDM 用途に設定する場合は、サイズを指定します。

> ssc rdmstorage update rdm -vms <VM サーバ名> -size <サイズ>

• 手順 1 で表示されたディスクボリュームのうち、特定のディスクボリュームのみを

RDM 用途に設定する場合は、LUN 名またはユニーク ID を指定します。

> ssc rdmstorage update rdm -vms <VM サーバ名> -name <LUN 名>

> ssc rdmstorage update rdm -vms <VM サーバ名> -id <ユニーク ID>

注

リソースプールに所属するいずれかの VM サーバ名をコマンドに指定してください。
 

4.7.3   ストレージのタグを設定する

SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、データストアまたは RDM 用ディスクボ

リュームに対してタグを設定します。

例えば、"Gold"、"Silver"、"Bronze"といったストレージ機器の サービスレベルに応じたタグ

各ディスクボリュームに対して設定することで、 異なるサービスレベルのストレージリ

ソースを用意できます。

1. VM サーバの運用グループの[リソースプール]タブを開きます。

2. [データストア一覧]において、タグを設定するデータストアの[編集]をクリックし、タグ

を入力します。
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3. [LUN 一覧]において、タグを設定する RDM 用ディスクボリュームの[編集]をクリック

し、タグを入力します。

4.8   物理マシンに関する設定を行う

物理マシンの払い出しを行う場合に、対象の物理マシンの設定を行います。設定のポイント

は下記になります。

1. 物理マシンを DeploymentManager に登録し、管理対象にします。

a.『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『2. DeploymentManager へリソース

を登録する 』を参照してください。

b.『2.2.1.1. 管理対象マシンの情報を自動取得して登録する』では、 「<PXE ブートを

行う>」の手順を実施してください。

登録した物理マシンには、半角英数字とハイフンのみを含む名前を設定して下さい。

2. 上記で登録した物理マシンを SigmaSystemCenter に登録し、管理対象にします。

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.8 マシンを登録する』を参照

してください。

3. 物理マシンのハードウェアに関する設定を行います。 内容は 「4.3   VM サーバのハード

ウェアに関する設定を行う（47 ページ）」 を参照して下さい。物理マシン特有となるポ

イントは下記になります。

払い出し対象の物理マシンの NIC は、物理サーバ用レイヤ 2 スイッチに接続すること

で、 VLAN をオートメーションで制御できるようになり、VM 同様にテナント NW の任

意の VLAN への接続が可能になります。 テナントに払い出す対象であるため、運用管

理 LAN に接続しないようにして下さい。

払い出し対象の物理マシンの HBA は、物理マシンに合わせて外部ストレージを払い出

す場合に設定します。 外部ストレージの接続用途にのみ使用するため、ストレージの構

成に合わせて HBA 番号の設定をして下さい。

4. リソースタブスマートグループ[Free physical machines]に、 上記で登録した物理マシンが

表示されることを確認します。 OOB 設定が無い場合は『SigmaSystemCenter コンフィグ

レーションガイド』の 『3.8.4 OOB Management を利用するための設定を行う』を参照し

て設定して下さい。

4.9   ID 管理サーバによる認証設定をする

ID 管理サーバに登録されている IaaS 事業者ユーザで運用管理機能にログイン認証すること

ができます。 設定方法については、『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』を 以下の URL
からダウンロードし、『1.1.15 LDAP サーバの利用』を参照してください。

http://jpn.nec.com/websam/sigmasystemcenter/download.html

尚、vDC Automation では、LdapConfig.xml のファイルを以下のように設定してください。
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項目 説明

LDAPType • 1 : SECUREMASTER の場合

• 0 : Active Directory の場合

第 4 章   SigmaSystemCenter の設定

59



第 5 章   
DC リソースビューの設定
本章では、DC リソースビューの設定方法について説明します。
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5.1   注意事項

DC リソース管理を使用する場合は、以下の注意事項があります。

• 1 つのテナントに払い出し可能なテナント FW およびテナント LB の 大数量は、物理

機器数と同じにする必要があります。 テナントに払い出すテナント FW およびテナン

ト LB 数をサービス定義の中で決めて運用してください。

• [DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に作成する共通グループは、複数作成でき

ません。 共通グループを使用する際は、１つのみ作成してください。

• テナント NW 作成時、テナント管理 VLAN、事業者管理 VLAN は必ず作成されます。

• 物理サーバ用 L2SW と仮想スイッチを同一の VLAN ノードに登録しての運用はできま

せん。

5.2   DC リソースビュー

vDC Automation はデータセンター内で利用される各種リソース（VLAN ID、IP アドレス、

ライセンス情報等）や、 制御対象とする機器の固有情報を「DC リソースビュー」で一元管

理します。

広域管理サーバの運用管理機能の監視端末へログインし、 ツリービューの[DC リソース

ビュー]ノードから DC リソース管理機能の情報を参照・更新することができます。

DC リソース管理機能で管理される情報は大きく以下の 4 種類になります。

• 機器設定

vDC Automation が制御する物理ネットワーク機器の登録を行います。

• リソースグループ

リソースを管理グループとしてプール化し、管理します。管理グループからリソースの

使用状況や空き状況を確認できます。 概要は『ファーストステップガイド』の 『3.6 DC
リソースグループの構成を検討する』を参照下さい。

• リソースプール

管理サーバが所有するリソースプールおよびサブリソースプールの状態を表示しま

す。 リソースプールの概要は『ファーストステップガイド』の 『3.7 リソースプールの

構成を検討する』を参照下さい。

• グローバル IP

グローバル IP アドレス(IPv4 / IPv6)の登録および使用状況を確認できます。
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5.3   機器設定を設定する

vDC Automation で制御する各種機器の情報を[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登録し

ます。

[機器設定]配下のノードは管理対象の機器の種類を表しており、vDC Automation インストー

ル後、 NWA ライセンスを登録した場合、以下の図のとおりのノードが表示されます。 NWA
ライセンスを登録していない場合は、ソフトウェアリポジトリノードのみの表示となりま

す。

vDC Automation が定義する機器の種類は以下の通りです。

名称 説明

L2SW 事業者管理 VLAN, テナント管理 VLAN, 業務 VLAN,パブリック VLAN, WAN サー
ビス VLAN を収容するレイヤ 2 スイッチです。

PFC OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器です。 異
なるブレード筐体を PFS（プログラマブルフロー・スイッチ）で接続することによ
り、 異なるポッドを L2 レベルで接続します。

PFS OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器です。
PFC（プログラマブルフロー・コントローラ）が複数の PFS を集中制御します。

SSLVPN SSL-VPN 装置は、テナント管理者が、インターネット経由でテナント Firewall や
VM にセキュアにアクセスするために、VPN 機能を提供します。 LDAP 連携、VLAN
対応、グループアクセス制御機能をサポートする機器を利用します。

テナント FW テナントネットワーク内で利用する Firewall 機器です。 マルチテナント機能をサ
ポートするファイアウォール機器を利用します。 大テナント数を考慮して機器
を選択します。

バックエンド FW バックエンド Firewall は、事業者管理 VLAN と、運用管理サーバが接続されている
運用管理用 LAN を接続して、 異なるテナント間、運用管理用 LAN を分離するため
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名称 説明

に、Firewall 機能を提供します。 バックエンド Firewall には、マルチテナント機能
は不要です。

ルータ ルータは、インターネットとパブリック VLAN を接続します。（注：vDC Automation
では、制御対象外です。）

ロードバランサ テナントネットワーク内で利用するロードバランサです。 マルチテナント機能を
サポートするロードバランサ機器を利用します。 このとき、 大テナント数を考慮
して機器を選択します。

仮想 SW 業務 VLAN, 事業者管理 VLAN, テナント管理 VLAN を収容するハイバーバイザ上
の L2 スイッチです。

物理サーバ L2SW 仮想マシンではなく、物理サーバを払い出すために利用される物理サーバに接続さ
れる L2 スイッチです。 ポート VLAN が設定されます。

物理サーバ機器 仮想マシンではなく、物理サーバを払い出すために利用される物理サーバです。

ディスクボリュー
ム機器

仮想マシンではなく、物理サーバを払い出すために利用される物理サーバに接続さ
れるディスクボリューム機器です。

UNC 複数の PFC 管理下にある各ネットワークを一元的に管理し、 各ネットワーク間の通
信を可能にする SDN(Software Defined Network)のためのプラットフォームです。

汎用デバイス SDN を構成する装置のうち、PFC、PFS、L2SW、SSL-VPN、FW、LB 以外の装置で
す。

本書では、VXLAN-GW、InterSecVM/LB 、InterSecVM/SG 装置、NAT 装置が該当し
ます。

vDC Automation の制御対象外の装置に対して、VLAN ID を払い出す際に登録しま
す。

5.3.1   事前設定

5.3.1.1   認証方式の切り替え

設定ファイルを編集することで、認証方式を指定します。 クラスタ構成の場合、両系の設

定ファイルの編集が必要です。

修正対象ファイル： <インストールフォルダ>\Manager\sg\RpResource\RpResourceMgr.ini

セクション名 キー名 説明

OperationType AuthType 認証方式を指定します。

0：認証なし 1：LDAP 認証（デフォルト値）

※0、1 以外が設定された場合はデフォルト値で動作
します。

設定例：

[OperationType]
AuthType=0

注

「5.3.2   機器設定の共通操作（65 ページ）」 以降の機器登録を行った後、本設定（認証方式）の変

更は行わないで下さい。
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5.3.1.2   機器定義用インタフェースの ACL 設定

vDC Automation では、プロビジョニングされた各仮想機器のアクセス制御対象を VLAN 種

別単位で指定することができます。

アクセス制御対象は、プロビジョニング対象の機器ごとに用意されたアクセス制御定義ファ

イルに対象となるサービスを記述することで対応できます。

アクセス制御定義ファイルでは、対象とする VLAN 種別ごとに下表のパラメータで定義を

行います。

パラメータ名 概要

Tenant_ACL_Protocol テナント管理 VLAN に対するアクセス制御

Business_ACL_Protocol 業務 VLAN に対するアクセス制御

Public_ACL_Protocol パブリック VLAN に対するアクセス制御

WAN_ACL_Protocol WAN サービス VLAN に対するアクセス制御

アクセス制御定義ファイルは以下のパスに格納されています。

 <共有パス>\sg\NWAutomation 
各機器に対応するファイル名と既存設定の内容は以下の通りです。

• FortiGate

ファイル名: NWA_VIF_ACL_ FortiGate.ini

Tenant_ACL_Protocol="https ssh ping"
Business_ACL_Protocol="https ssh ping"
Public_ACL_Protocol="ping"
WAN_ACL_Protocol="ping"

• BIG-IP

ファイル名: NWA_VIF_ACL_Big-IP.ini

Tenant_ACL_Protocol="add { tcp:ssh tcp:https }"
Business_ACL_Protocol="add { tcp:ssh tcp:https }"
Public_ACL_Protocol="none"
WAN_ACL_Protocol="none"

• AX, Thunder

ファイル名: NWA_VIF_ACL_A10.ini

Tenant_ACL_Protocol="telnet http https"
Business_ACL_Protocol="telnet http https"
Public_ACL_Protocol=""
WAN_ACL_Protocol=""

なお、アクセス制御定義ファイルの更新は運用中でも実行可能です。 運用中に更新を行っ

た場合には、更新後に実行されるプロビジョニングから適用されます。
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5.3.2   機器設定の共通操作

テナント FW ノード、テナント LB ノード配下には「クラスタグループ」を作成することが

でき、装置がクラスタ構成の場合に登録します。

但し、クラスタ構成の装置に対し仮想 IP でアクセスできるタイプの場合、単独装置として

扱うよう、 NetvisorPro V に機器を登録する際に仮想 IP で登録し、DC リソース管理の機器

設定ではクラスタグループを作成せず登録します。

また、物理サーバ機器ノード、物理サーバ用ディスクボリューム機器ノードについては、 機
器の構成にかかわらず「カテゴリ」を作成し、その配下に機器を登録する必要があります。

クラスタグループは、機器種別ノードの右クリックメニューから[クラスタグループの追加

(G)]を選択して作成します。

登録したクラスタグループの種類（クラスタタイプ）によって、装置に対して行われる制御

が異なります。 各クラスタタイプの説明を下記の表に記載します。

クラスタタイプ 説明

Act-Stb Active-Standby 構成のクラスタを構成する機器を登録するクラスタグループ。

Act-Act Active-Active 構成のクラスタを構成する機器を登録するクラスタグループ。
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装置の登録手順は、いずれの機器種別においても同様です。

クラスタグループか機器種別ノードを選択すると、画面右側のプロダクトビューに[装置一

覧]タブが表示されるので、選択します。

登録した装置の一覧を表示するペイン上で右クリックメニューの[機器の追加(A)]を選択す

ると、登録可能な装置の候補を表示する[装置設定」ダイアログが表示されます。 [装置設

定]ダイアログ上で、登録したい装置を選択して[OK]ボタンをクリックします。
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注

物理サーバ作成時のカテゴリには"Gold","Silver","Bronze" などを指定します。 指定されたカテゴ

リを、物理サーバ作成の入力の「クラスタグループ名」部分に設定して、作成処理を行います。

 

[装置一覧]タブから登録した装置を選択すると、プロダクトビュー下部に、選択した装置毎

の情報が複数のタブに分かれて表示されます。 タブの種類や数は装置種別によって異なり

ます。
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表示される情報は装置から取得したものだけでなく、事業者が個別に設定・変更するものも

含まれます。

設定内容を変更するには、表示画面をダブルクリックするか、右クリックメニューから編集

を行うメニューを選択します。（図は固有情報の設定値編集メニュー）

装置一覧タブから登録した装置の右クリックメニューより[機器の削除(D)]を選択すること

で各機器を削除することができます。 ただし、リソースグループで使用中の機器は、削除

できません。
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5.3.3   L2SW の登録

L2SW の情報を登録します。登録した L2SW について、装置毎の設定を行います。 機器種

別ノード[機器設定]-[L2SW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選

択します。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

図 5-1   [固有情報]タブ
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図 5-2   [インタフェース情報]タブ

タブ 項目名 説明

固有情報 大アクティブ VLAN 数 登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
大値を指定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。 Catalyst の場合は、変更不要で
す。SIGMABLADE 内蔵スイッチの場合は、変更が
必要です。

注

SIGMABLADE GbE/10GbE インテリジェントスイッチを登録する場合は、 [インタフェース情報]タ
ブで右クリックし、[コマンドインタフェースの編集]を選択し、 コマンドインタフェース名を以下
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のように 1 から順番に変更してください。 本設定を行わない場合は、DC リソース管理機能による

NW オートメーションが正しく動作しません。
 

注

L2SW 機器を vDC Automation に登録する前に、SNMP の設定、及び、 テナント通信に利用する物

理ポート全てをタグ VLAN 通信可能に設定する必要があります。 但し、プロビジョニング対象物

理サーバのテナント通信時に利用する NIC が接続された L2SW の物理ポートは、タグ VLAN 通信

可能にする設定を行う必要はありません。
 

5.3.4   プログラマブルフローコントローラ（PFC）の登録

プログラマブルフローコントローラ（PFC）の情報を登録します。 登録した PFC に対して

装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[PFC]をクリックし、右ペインの[装置

一覧]タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]タブにおいて、下記情報を設定しま

す。[PFS 対応表]タブには、PFS に設定された値が表示されるので、正しく設定されている

か確認します。 設定値の変更はできません。

"Count" を含む項目については、 「5.5.14   Count 系命名規則（137 ページ）」 を参照してくだ

さい。

タブ 項目名 説明

固有情報 オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/wfRestCmd.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。
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タブ 項目名 説明

VTN 命名規則 テナント毎に作成される仮想ネットワーク(Virtual
Tenant Network, VTN)の命名規則を指定します。

例：VTN_<TenantID>

vBridge 命名規則 VLAN 毎に作成される仮想ブリッジ(vBridge)の命名
規則を指定します。

例：vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 vIF 命名規則 ※Trunk-Port 時のみ有効です。

例：vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vExternal 命名規則 ※Trunk-Port 時のみ有効です。

例：vEx_<VLANID>

vExternal 内 vIF 命名規則 ※Trunk-Port 時のみ有効です。

例：vIF_vEx_<VLANID>

vLink 命名規則 ※Trunk-Port 時のみ有効です。

例：vLink_<VLANID>

オプション 設定不要（未サポート）です。

PFS 対応表 PFS 名 プログラマブルフロー・スイッチ（PFS）に設定さ
れた PFS 名が表示されます。

DPID プログラマブルフロー・スイッチ（PFS）に設定さ
れた datapath ID が表示されます。

サブドメイ
ン情報

OFS サブドメイン名 Controller に属するサブドメイン名が表示されます。

OFS ドメイン名 Controller に属するドメイン名が表示されます。

経路制御方式 Controller に属するサブドメイン名に設定された経
路制御方式が表示されます。

5.3.5   プログラマブルフロースイッチ（PFS）の登録

プログラマブルフロースイッチ（PFS）の情報を登録します。 登録した PFS に対して装置毎

の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[PFS]をクリックし、右ペインの[装置一覧]
タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]タブ、[インタフェース情報]タブ、[Trunk-
Port 対応表]タブにおいて、下記情報を設定します。

タブ 項目名 説明

固有情報 大アクティブ VLAN 数 登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
大値を指定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。
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タブ 項目名 説明

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

Trunk-Port
対応表

Trunk-Port 名 該当 PFS に対して設定されているトランクポート
名を選択して一覧に追加します。

5.3.6   SSL-VPN 装置の登録

SSL-VPN 装置を登録します。登録した SSL-VPN 装置に対して装置毎の設定を行います。

登録時には仮想ノード名の設定が可能です。 同一装置上に複数の SSL-VPN を設定する場

合は、それぞれ別の仮想ノード名を指定してください。

図 5-3   SSL-VPN の機器登録画面

機器種別ノード[機器設定]-[SSLVPN]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する

装置を選択します。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定

します。

タブ 項目名 説明

固有情報 大アクティブ VLAN 数 登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
大値を指定します。
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タブ 項目名 説明

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

テナント数 登録した装置に設定可能な仮想インタフェースの
大値を指定します。1～4094 が設定可能です。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

LDAP サーバ名*1 SSL-VPN 装置に設定した LDAP サーバ名を指定し
ます。

例：TestLDAP

LDAP 通信用ポート*1 LDAP サーバへの通信ポートを指定します。

例：SECUREMASTER の場合： 1636(LDAP 使用時)、
1389(STARTTLS 使用時)
ActiveDirectory の場合：389

LDAP 認証のログインに使用する属性

(CN)*1
ログイン属性(CN)
例：uid

LDAP 認証の検索開始位置(DN)*1 検索を開始する位置の識別名(DN)
例：ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP

LDAP 検索ユーザ識別名(DN)*1 ユーザを検索可能な管理者ユーザの識別名(DN)
例：cn=ldapAdministrator,c=JP

LDAP 検索ユーザパスワード*1 検索用ユーザ識別名のパスワード

例：adminpwd

CA 証明書名*1 LDAP 認証に使用する証明書名を指定します。証明
書は、予め機器に設定しておく必要があります。

例：CA_Cert_1

LDAP ルーティング用 NW アドレス*1 LDAP サーバにアクセスするためのルーティングア
ドレスを指定します。 LDAP サーバが運用管理
LAN 上に配置されている場合は、運用管理 LAN の
ネットワークアドレスを指定します。

例：192.168.20.0/22

SSL-VPN 名 SSL-VPN 装置として FortiGate を利用する場合は、
VDOM 名を指定します。機器登録時、「仮想ノード
名」に入力した値が初期表示されます。

例：root

SSL-VPN アクセス用 IP アドレス 外部から SSL-VPN でアクセスするための IP アド
レスです。

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。
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タブ 項目名 説明

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

*1 「5.3.1.1   認証方式の切り替え（63 ページ）」 において、認証方式を「0:認証なし」とし

た場合、設定不要となります。

5.3.7   テナント FW の登録

テナント FW として利用するファイアウォール装置の情報を登録します。 登録したファイ

アウォール装置に対して装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[テナント

FW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]
タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

"Count" を含む項目については、 「5.5.14   Count 系命名規則（137 ページ）」 を参照してくだ

さい。

タブ 項目名 説明

固有情報 大 VLAN 数 登録した装置に設定可能な VLAN 数の 大値を指
定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

テナント FW 命名規則 テナント毎に払い出される FW 装置の命名規則を

指定します。*1

例：TFW<Count>

大テナント FW 数 ライセンスに応じた VDOM 数を指定します。1～
4094 が設定可能です。

LDAP サーバ IP アドレス*2 運用管理 LAN 上の LDAP サーバの IP アドレスを
指定します。

例：192.168.20.71

LDAP 通信用ポート*2 LDAP サーバへの通信ポートを指定します。

例：SECUREMASTER の場合：1389(STARTTLS 使
用時)
ActiveDirectory の場合：389

LDAP 認証のログインに使用する属性

(CN)*2
ログイン属性(CN)
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タブ 項目名 説明

例：uid

LDAP 認証の検索開始位置(DN)*2 検索を開始する位置の識別名(DN)
例：ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP

LDAP 検索ユーザ識別名(DN)*2 ユーザを検索可能な管理者ユーザの識別名(DN)
例：cn=ldapAdministrator,c=JP

LDAP 検索ユーザパスワード*2 検索用ユーザ識別名のパスワード

例：adminpwd

CA 証明書名*2 LDAP 認証に使用する証明書名を指定します。証明
書は、予め機器に設定しておく必要があります。

例： CA_Cert_1

LDAP ルーティング用 NW アドレス*2 LDAP サーバにアクセスするためのルーティングア
ドレスを指定します。

LDAP サーバが運用管理 LAN 上に配置されている
場合は、運用管理 LAN のネットワークアドレスを
指定します。

例：192.168.20.0/22

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

*1 テナント FW として利用する FW 装置に FortiGate を使用する場合、 装置仕様により、FW
装置名は 11 文字以内でなければなりません。 そのため、テナント FW 命名規則に<Count>
を使用する場合には、 置換された後の FW 装置名の文字数が 11 文字以内に 収まるように指

定する必要があります。

*2 「5.3.1.1   認証方式の切り替え（63 ページ）」 において、認証方式を「0:認証なし」とし

た場合、設定不要となります。

5.3.8   バックエンド FW の登録

バックエンド FW として利用するファイアウォール装置の情報を登録します。 登録時には

仮想ノード名の設定が可能です。 同一装置上に複数のバックエンド FW を設定する場合

は、それぞれ別の仮想ノード名を指定してください。
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図 5-4   バックエンド FW の機器登録画面

登録したファイアウォール装置に対して装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設

定]-[バックエンド FW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択し

ます。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

タブ 項目名 説明

固有情報 大アクティブ VLAN 数 登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
大値を指定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

テナント数 登録した装置に設定可能な仮想インタフェースの
大値を指定します。1～4094 が設定可能です。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

バックエンド FW 名 Firewall 機器に設定した VDOM 名を指定します。
機器登録時、「仮想ノード名」に入力した値が初期
表示されます。

例：backend
※VDOM 名に"<",">"等の記号を使用することはで
きません。

運用管理 VLAN 通信ポート バックエンド FW が、運用管理 LAN に接続すると
きに使用するポート名を指定します。

例：port4
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タブ 項目名 説明

運用管理 VLAN 仮想 IF 名 Firewall 機器に設定した運用管理 LAN のサブネッ
ト名称を指定します。

例：backupend

運用管理 VLAN 側 IF IP アドレス 運用管理 LAN 上のバックエンド FW の IP アドレ
スを指定します。

例：192.168.20.91

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

5.3.9   LB の登録

LB 装置を登録します。登録したロードバランサ装置に対して装置毎の設定を行います。

機器種別ノード[機器設定]-[ロードバランサ]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから

設定する装置を選択します。 [固有情報]タブと[インタフェース情報]タブにおいて、下記情

報を設定します。

"Count" を含む項目については、 「5.5.14   Count 系命名規則（137 ページ）」 を参照してくだ

さい。

タブ 項目名 説明

固有情報 大 VLAN 数 登録した装置に設定可能な VLAN 数の 大値を指
定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

テナント LB 命名規則 テナント LB の命名規則*1 です。

例：<TenantID><Count:var_TLB>

LDAP サーバ名/IP アドレス*2 運用管理 LAN 上の LDAP サーバの IP アドレスを
指定します。

例：192.168.20.71

LDAP 通信用ポート*2 LDAP サーバへの通信用ポートを指定します。
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タブ 項目名 説明

例：SECUREMASTER 利用時：1389
例：ActiveDirectory 利用時：389

LDAP 認証のログインに使用する属性
*2

選択した機器が BIG－IP の場合、ログイン属性を指
定します。

例： SECUREMASTER 利用時：eidmSpareString41
例： ActiveDirectory 利用時：memberOf=CN

LDAP 認証の検索開始位置(DN)*2 選択した機器が BIG－IP の場合、検索を開始する位
置の識別名(DN)を指定します。

例： SECUREMASTER 利用時：空白

例： ActiveDirectory 利用時：認証サーバの構成に合
わせて設定

OU=user,OU=tenant0,DC=edseidm,DC=JP

LDAP 認証のログインに使用する属性

(CN)*2
選択した機器が BIG－IP 以外の場合、ログイン属性
(CN)を指定します。

例：uid

LDAP 認証のログインユーザ識別名

(DN)*2
選択した機器が BIG－IP 以外の場合、ユーザを検索
可能な管理者ユーザの識別名(DN)を指定します。

例：cn=ldapAdministrator,c=JP

大テナント LB 数 ライセンスに応じ LB 数を設定します。

冗長構成時優先度 冗長構成時のみ有効です。

VRRP で冗長化したときの Priority を設定します(1
～255)。大きいほうが高優先です。

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

*1 A10 Thunder を利用する場合は、必ず<TenantID>に変更してください。

*2 「5.3.1.1   認証方式の切り替え（63 ページ）」 において、認証方式を「0:認証なし」とし

た場合、設定不要となります。

5.3.10   仮想 SW の登録

仮想 SW の情報を登録します。登録した仮想 SW に対して装置毎の設定を行います。 機器

種別ノード[機器設定]-[仮想 SW]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置

を選択します。

[装置設定]ウィンドウにて管理サーバ名をプルダウンメニューから選択し、 表示された仮想

SW の一覧から登録する機器を選択します。
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図 5-5   [装置一覧]タブ

図 5-6   [装置設定]ウィンドウ

仮想 SW 選択後、[固有情報]タブと[仮想サーバ情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

タブ 項目名 説明

固有情報 大アクティブ VLAN 数 登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
大値を指定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

SSC or OEM

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。
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タブ 項目名 説明

例：SSC 利用時は、設定不要です。

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

ポートグループ命名規則 仮想 SW 用ポートグループの命名規則です。

例：PG<MoMID><VLANID>

論理ネットワーク命名規則 仮想 SW 用論理ネットワークの命名規則です。

例：LNW<MoMID><VLANID>

オプション 設定不要（未サポート）です。

仮想サーバ
情報

仮想サーバ名 SigmaSystemCenter の運用グループパス形式で、ハイ
パーバイザが動作しているサーバ名を選択します。

例：/Hypervisor/ESXi/ex0306

5.3.11   物理サーバ用 L2SW の登録

物理サーバ用 L2SW の情報を登録します。 登録した物理サーバ用レイヤ 2 スイッチに対し

て装置毎の設定を行います。 機器種別ノード[機器設定]-[物理サーバ L2SW]をクリックし、

右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択します。 [固有情報]タブと[インタ

フェース情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

注

事前に物理サーバ機器の登録が必要です。 「4.8   物理マシンに関する設定を行う（58 ページ）」 を
参照し、設定作業を実施してください。

 

タブ 項目名 説明

固有情報 大アクティブ VLAN 数 登録した装置に設定可能なアクティブ VLAN 数の
大値を指定します。

1～4094 が設定可能です。値の変更は、対象機器が
使用されていない状態でのみ行えます。

オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

オプション 設定不要（未サポート）です。

インタ
フェース情
報

ポート番号 装置のポート番号が表示されます。

操作対象 該当ポートをコマンド実行の操作対象にするかど
うかを「はい」「いいえ」で選択します。

インタフェース名 該当ポートのインタフェース名を指定します。デ
フォルトで、SNMP で取得した MIB 情報が表示され
ます。
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タブ 項目名 説明

コマンドインタフェース名 コマンド実行で利用するインタフェース名を指定
します。 デフォルトで、SNMP で取得した MIB 情
報が表示されます。

物理サーバ名/NIC 番号名 L2SW の各ポートに接続されている物理サーバの装
置名と NIC 番号を指定します。 該当ポートの行を
ダブルクリックすると、 登録済みの物理サーバの装
置名と NIC 番号の一覧画面が表示されるので、一覧
から選択して指定します。

物理サーバの NIC 番号は、SSC のマシンプロパティ
設定の NIC 番号と一致するよう設定します。

5.3.12   物理サーバ機器の登録

物理サーバ機器の情報を登録します。物理サーバ機器を登録するには、カテゴリを作成し

て、 カテゴリに対して装置を登録します。 カテゴリのクラスタタイプは、「Act-Act」また

は「Act-Stb」どちらを選択しても動作に違いはありません。

登録した物理サーバ機器に対して装置毎の設定を行います。作成したカテゴリをクリック

し、 右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択します(SSC 上「設定」-「スマート

グループ」の設定より 「電源状態」の項目を削除することにより監視端末上で物理サーバ

が選択できるようになります)。

[固有情報]タブにおいて、下記情報を設定します。

なお、登録した物理サーバの名前と、SigmaSystemCenter のマシン名がずれてしまった場合

は、 DeploymentManager でマシン名を変更し、SigmaSystemCenter でマシン収集を実行し、

一致させて下さい。

注

物理サーバを VLAN 拡張されていないリソース管理グループに作成する場合、 事前にテナント

FW またはテナント LB を作成しておく必要があります。
 

タブ 項目名 説明

固有情報 オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

SSC or OEM

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

例：%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe
SSC 利用時は、設定不要です。

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

オプション 設定不要（未サポート）です。

5.3.13   物理サーバ用ディスクボリューム機器の登録

物理サーバ用ディスクボリューム機器の情報を登録します。
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物理サーバの割り付けに使用するストレージを、管理サーバの SigmaSystemCenter にサブシ

ステム登録し、 下記ファイルにそのストレージの名前を設定します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW_share\Manager\sg\iSscCODC\SSCCollect
InfoMgr.ini

[SSCCollect]
DiskArray=DiskArray1,DiskArray2

設定したあと 15 分間隔でディスクボリューム情報が収集されます。

物理サーバ用ディスクボリューム機器を登録するには、カテゴリを作成して、カテゴリに対

して装置を登録します。 カテゴリのクラスタタイプは、「Act-Act」または「Act-Stb」どちら

を選択しても動作に違いはありません。

登録した物理サーバ用ディスクボリューム機器に対して装置毎の設定を行います。 作成し

たカテゴリを右クリックし、右ペインの[装置一覧]タブから設定する装置を選択します。

[固有情報]タブおよび[仮想サーバ情報]タブの項目の右クリックメニューから下記の情報を

設定します。

タブ 項目名 説明

固有情報 オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

SSC or OEM

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

例：%SYSTEM_FW_BINPATH%/nvpdevcmdexe.exe
SSC 利用時は、設定不要です。

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

オプション 設定不要（未サポート）です。

5.3.14   UNC の登録

UNC の情報を登録します。 機器種別ノード[機器設定]-[UNC]をクリックした時に表示され

る「装置一覧」タブで、右クリックメニューを選択すると「装置設定」ダイアログが表示さ

れます。 ダイアログに装置一覧が表示されるので、装置を選択し登録します。 登録された

UNC 装置は[装置一覧]タブに表示されます。

登録した UNC に対して装置毎の設定を行います。 [固有情報]タブと[Controller 対応表]タブ

と[LogicalPort 一覧]タブと[Boundary 一覧]タブにおいて、 下記情報を設定します(LogicalPort
および Boundary の追加/削除方法は後述します)。

"Count" を含む項目については、 「5.5.14   Count 系命名規則（137 ページ）」 を参照してくだ

さい。

UNC 装置をクラスタ構成とする場合は、DC リソース管理のカテゴリは使用せず、 単体装

置と同様に登録してください。
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注

1. 同一 UNC 装置で、PF5200 シリーズと PF5340 を使用する構成はサポートしておりません。

2. 同一の UNC 内で LogicalPort 名は一意となるよう設定してください。
 

タブ 項目名 説明

固有情報 オートメーション実行ソフト ネットワーク設定の自動化を行うソフトウェアの
名称を選択します。

NetvisorProV or Other

オートメーションコマンドパス オートメーション実行ソフトの実行ファイルのパ
スを指定します。

%SYSTEM_FW_BINPATH%/wfRestCmd.exe

オートメーション実行パラメータ オートメーション実行ソフトに引き渡すパラメー
タを指定します。

VTN 命名規則 テナント毎に作成される仮想ネットワークの命名
規則を指定します。

例：VTN_<TenantID>

vBridge 命名規則 仮想ブリッジで使用される仮想インタフェースの
命名規則を指定します。

例：vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 vIF 命名規則 仮想ブリッジで使用される仮想インタフェースの
命名規則を指定します。

例：vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vTunnel 命名規則 Overlay network 利用時、VLAN 毎に作成される仮想
トンネルの命名規則を指定します。

例：vTun_<Count:var_vTun>

vTunnel 内 vIF 命名規則 Overlay network 利用時、仮想トンネルで使用される
仮想インタフェースの命名規則を指定します。

例：vTunIF_<Count:var_vTunIF>

vLink 命名規則 仮想ノードと仮想ノード間を接続する仮想接続の
命名規則を指定します。

例： vLink_<Count:var_vLink>

port-map 命名規則 仮想ブリッジで使用される port-map の命名規則を
指定します。

例： PMap_<Count:var_PMap>

オプション 設定不要（未サポート）です。

Controller
対応表

Controller 名 Controller を識別するユニークな値が表示されます。

OFS ドメイン名 Controller に属するドメイン名が表示されます。 複
数のドメインが設定されている場合には、カンマ(,)
文字区切りで表示されます。

種別 Core として扱うか Edge として扱うかを指定しま
す。デフォルトは Edge です。

LogicalPort
一覧

LogicalPort 名 Controller に依存する様々な論理ネットワークリ
ソース名を選択します(※参照)。 Controller 単位で
ユニークな値を選択します。

Controller 名 当該 LogicalPort が属する Controller 名が表示されま
す。
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タブ 項目名 説明

OFS ドメイン名 当該 LogicalPort が属するドメイン名が表示されま
す。

Boundary 一
覧

Boundary 名 Boundary を識別するユニークな値を選択します。

Controller 名 Boundary 名に紐づく Controller の一端です。

Domain 名 Controller 名(左から 2 番目)の Domain 名です

LogicalPort 名 Controller 名(左から 2 番目)の LogicalPort 名です

Controller 名 Boundary 名に紐づく Controller のもう一方の端で
す。

Domain 名 Controller 名(左から 5 番目)の Domain 名です

LogicalPort 名 Controller 名(左から 5 番目)の LogicalPort 名です

総 VLAN 数 この Boundary で使用できる VLAN 数を設定しま
す。

2～4091 が設定可能で、既定値は 4091 です。

表示部分を右クリックし、[Boundary の更新(U)…]で
更新できます。

除外 VLANID Boundary を構成する LogicalPort に対する VLAN ID
で、使用不可能な VLAN ID を設定します。

(例)セキュアチャネル用の VLAN ID 2～4092 が指
定可能で、複数ある場合は"," で区切って指定しま
す。

表示部分を右クリック[Boundary の更新(U)…]で更
新できます。

Controller 対応表の更新

[Controller 対応表 ]タブの右クリックメニューから「Controller の更新」を選択すると

「Controller 情報更新」ダイアログが表示されます。 「Controller 情報更新」ダイアログにて

種別を Core/Edge から選択します。

Core は、各 P-Flow ドメイン間のデータ転送や中継用のコントローラです。 Edge は、ネット

ワーク末端の P-Flow ドメインを指し、外部の回線や端末などに接続されるコントローラで

す。

(※) UNC の構成情報は 1 日間隔で収集されます。 UNC 構成情報収集機能が収集した情報

が、後述の「LogicalPort の設定」ダイアログおよび 「Boundary の設定」ダイアログに表示

されます。 また、以下の手順により手動で UNC 構成情報を収集することもできます。

[ネットワークビュー]-[マップ管理]-[<対象マップ>]配下で当該 UNC 装置名を右ク

リックし、 メニューから[構成情報管理]-[自動発見]-[Unified Network Coordinator の
構成情報収集]を選択する。

    
LogicalPort の追加

[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]-[装置一覧]タブから当該 UNC 装置を選択後、

「LogicalPort 一覧」タブの右クリックメニューから「LogicalPort の追加(A)...」を選択すると、
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以下に示す「LogicalPort 設定」ダイアログが表示されます。 「LogicalPort 設定」ダイアログ

に表示される LogicalPort 一覧から、 UNC で使用する LogicalPort を選択します(複数選択

可)。

vDC Automation では、以下の LogicalPort を追加登録することができます。

プロビジョニング対象 PFS 構成 登録可能 LogicalPort

PF5200 シリーズ subdomain(SD-XXXX)

PF5340 mapping-group(MG-XXXX)

LogicalPort の削除

[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]-[装置一覧]タブから当該 UNC 装置を選択後、 削除

したい LogicalPort を選択します。 「LogicalPort 一覧」タブの右クリックメニューから

「LogicalPort の削除(D)...」を選択すると、 削除確認ダイアログが表示されるので「はい」を

クリックします。

    
Boundary の追加

[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]の「装置一覧」タブから当該 UNC 装置を選択後、

「Boundary 一覧」タブの右クリックメニューから「Boundary の追加(A)...」を選択すると、 以
下に示す「Boundary 設定」ダイアログが表示されます。 「Boundary 設定」ダイアログに表

示される Boundary 一覧から、UNC で使用する Boundary を選択します(複数選択可)。

第 5 章   DC リソースビューの設定

86



vDC Automation では、以下の LogicalPort を対象とする Boundary を追加登録することができ

ます。

プロビジョニング対象 PFS 構成 Boundary の対象 LogicalPort

PF5200 シリーズ trunk-port(TP-XXXX), subdomain(SD-XXXX)

※ PF5340 構成では、Boundary の登録は行いません。

Boundary の削除

[DC リソースビュー]-[機器設定]-[UNC]の「装置一覧」タブから当該 UNC 装置を選択後、 削
除したい Boundary を選択します。「Boundary 一覧」タブの右クリックメニューから

「Boundary の削除(D)...」を選択すると、削除確認ダイアログが表示されるので「はい」をク

リックします。

5.3.15   汎用デバイスの登録

汎用デバイスの情報を登録します。登録した汎用デバイスに対して装置毎の設定を行いま

す。 機器種別ノード[機器設定]-[汎用デバイス]をクリックし、右ペインの[装置一覧]タブか

ら 右クリックメニューの「機器の追加」を選択すると「装置設定」ダイアログが表示され

ます。

汎用デバイス名を入力し、[OK]をクリックして装置を登録します。

登録された汎用デバイス装置は、機器種別ノード[機器設定]-[汎用デバイス]をクリックし、

右ペインの[装置一覧]タブに表示されます。

第 5 章   DC リソースビューの設定

87



5.3.16   設定情報の一括取得

コマンドにより、[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登録された各装置の設定情報を取

得することができます。

Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvexport

オプション 説明

-dvexport： 固定文字列です。指定必須です。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは

「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW」です。

注

1. 本コマンドにより取得できる設定情報は標準出力に出力されるため、必要に応じてリダイレク

トしてファイルに書き出す必要があります。

2. SSL-VPN、テナント FW の各 LDAP 検索ユーザパスワードは取得できません。

3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサポー

トしておりません。

4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延する

影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)
 

戻り値とコマンドメッセージ

エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。
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戻り値 メッセージ 説明

0 メッセージ出力なし 正常終了しました。

1, 2 Command abnormally terminated. 異常終了しました。

3 Command parameter error. コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4 Failed. Failure send request. ReturnCode=4
Command abnormally terminated. nRetCode=4

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

5 Command failed in packet transfer. 広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6 Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

9 Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

5.3.17   設定情報の一括登録

コマンドにより、指定したファイルの設定情報を[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登

録することができます。

Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvimport <入力ファイル
名>

オプション 説明

-dvimport： 固定文字列です。指定必須です。

入力ファイ
ル：

装置情報が定義されているファイル名を絶対パスで指定します。入力ファ
イルは DCResourceCmd.exe -dvexport で取得した情報を必要に応じてカス
タマイズして作成してください。 設定情報の各項目については「付録
C   DC リソースビューのコマンド設定情報（519 ページ）」を参照してくだ
さい。 指定必須です。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは

「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW」です。

注

1. <入力ファイル>で定義された装置の設定情報は、対象装置を管理サーバ上で登録・設定してお

く必要があり、また、広域管理サーバ上で認識可能になっている必要があります。

2. DCResourceCmd.exe -dvexport で取得できる装置情報には SSL-VPN 及びテナント FW の LDAP
検索ユーザパスワードは含まれません。 装置登録時に LDAP 検索ユーザパスワードを設定す

る場合は、入力ファイルに LDAP 検索ユーザパスワードの設定情報を追加してください。

3. 認証方式が認証なしである環境では、LDAP 関連の設定情報は登録できません。認証方式は

「5.3.1.1   認証方式の切り替え（63 ページ）」を参照してください。

4. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していない

状態で実行する必要があります。

5. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサポー

トしておりません。
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6. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延する

影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)
 

戻り値とコマンドメッセージ

エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。

戻り値 メッセージ 説明

0 Command success. 正常終了しました。

1, 2 Command abnormally terminated. 異常終了しました。

3 Command parameter error. コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4 Failed. Failure send request.
ReturnCode=4 Command abnormally terminated.
nRetCode=4

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

5 Command failed in packet transfer. 広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6 <エラー原因を示すメッセージ>
Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

9 Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

戻り値 6 の場合、<エラー原因を示すメッセージ>として、下記表のメッセージとエラー発生

箇所を出力します。エラー発生個所は入力ファイル内の設定情報を基に出力します。

<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部 説明

[002]Already Exists Error. すでに存在しています。

[011]Illegal Environment Error. 動作環境が不正です

[103]Failed to connect to CMDB. CMDB への接続に失敗しました。

[104]Memory Empty Error. メモリ不足です。

[105]Failed to select from CMDB. CMDB への検索処理で異常が発生しました。

[106]Failed to update CMDB. CMDB への更新処理で異常が発生しました。

[107]Failed to insert into CMDB. CMDB への追加処理で異常が発生しました。

[108]Input parameter is invalid. 入力パラメータが不正です。コマンドに指定した
入力ファイル内の設定情報を見直してください。

[234]The specified value is out of range. 使用可能 IP アドレス範囲の設定が不正です。

[244]Invalied Controller type. Controller のタイプ指定が不正です。

[267]Not Found. 選択対象が存在しません。または、すでに存在して
います。

[910]The length of the characters is insufficient. 入力文字数が不足しています。

[911]Exceeds limit length of the characters. 入力可能文字数を超えています。

[912]Unacceptable characters are included. 入力不可文字が含まれています。

[913]The specified value is out of range. 指定値が指定可能範囲を超えています。

[916]Invalid Format Error. フォーマットが不正です。
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<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部 説明

[927]Specified IP address is duplicated. IP アドレスが二重に定義されています。

[928]Total IP count is insufficient. IP 数が不足しています。

[xxx]An error occurred during processing. 処理中にエラーが発生しました。(xxx はエラー
コード)

エラー時メッセージ出力例

入力ファイル内の定義誤りにより設定情報の登録に失敗した場合のメッセージの例を以下

に説明します。

• 入力ファイルのフォーマットエラー

[916]Invalid Format Error. <Input File>:<Image error>
Command failed because of the manager process. (retcode=108)

入力ファイルのフォーマットが間違っています。 {}や[]、""の対応が正しいこと、","の
設定が正しいことを確認してください。

• 登録装置が存在しない、または登録済み

[267]Not Found. DeviceList.Type:"LB01/LB" NvName:"dum001"
Command failed because of the manager process. (retcode=267)

入力ファイルに定義した装置が登録可能な装置として存在しません。 該当装置が既に

登録されていないこと、及び登録可能な装置として[DC リソースビュー]-[機器設定]配下

で認識可能な装置であることを確認してください。

設定情報の削除

コマンドにより、[DC リソースビュー]-[機器設定]配下に登録した装置の設定情報を削除す

ることができます。

Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

• [DC リソースビュー]-[機器設定]配下の全ての装置を削除します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete

• [DC リソースビュー]-[機器設定]配下の指定した装置種別配下の全ての装置を削除しま

す。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別
>

• バックエンド FW、SSL-VPM、仮想 SW 以外の特定の装置を削除します。
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> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種
別/装置名>

• バックエンド FW または SSL-VPM の特定の装置を削除します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種
別/装置名/仮想ノード名>

• 仮想 SW の特定の装置を削除します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別
(VSW)/装置名> <管理サーバ名> <リソースプール名>

• クラスタグループ構成の LB 装置を削除します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -dvdelete <装置種別
(TLB)/クラスタグループ名>

コマンドのオプションを以下に示します。

オプション 説明

-dvdelete： 固定文字列です。指定必須です。

装置種別： [DC リソースビュー]-[機器設定]配下の装置種別を指定します。

• UNC (UNC)
• SSL (SSL-VPN)
• TFW (テナント FW)
• BFW (バックエンド FW)
• TLB (ロードバランサ)
• VSW (仮想 SW)
• GeneralDEV (汎用デバイス)
• L2SW (L2SW)
• PFC (PFC)
• PFS (PFS)
装置名やクラスタグループ名を指定する場合は指定必須です。 省略した
場合は[DC リソースビュー]-[機器設定]配下の全装置の設定情報を削除し
ます。

装置名： 削除する装置名を指定します。装置名は装置種別と装置名を"/"(スラッ
シュ)文字で区切って指定します。

仮想ノード
名：

削除する装置がバックエンド FW または SSL-VPN の場合は仮想ノード名
を指定します。仮想ノード名は装置名と仮想ノード名を"/"(スラッシュ)文
字で区切って指定します。 仮想ノード名を省略した場合は、仮想ノード名
が設定されてない装置を削除します。

クラスタグ
ループ名：

装置がクラスタグループ構成の場合はクラスタグループ名を指定します。
クラスタグループ名はロードバランサ装置の場合にのみ指定できます。
クラスタグループ構成の場合はクラスタグループ配下の装置は指定できま
せん。

管理サーバ
名：

削除対象として仮想 SW の装置名を指定した場合、削除する仮想 SW 装置
を管理している管理サーバ名と関連するリソースプール名を指定します。
仮想 SW の装置名を指定した場合は指定必須です。装置名を省略した場合
や仮想 SW 以外の装置を指定した場合は省略します。
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オプション 説明

リソースプー
ル名：

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは

「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW」です。

注

1. 本コマンド実行前に削除対象の装置が全グループノードから削除されている必要があります。

2. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していない

状態で実行する必要があります。

3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサポー

トしておりません。

4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延する

影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)
 

5.4   リソースプールを確認する

vDC Automation が管理するリソースプールの情報は、 ツリービューの[DC リソースビュー]-
[リソースプール]ノードから確認することができます。  これらのリソースプールは、

SigmaSystemCenter を用いて作成されたものです。

ツリービューの[DC リソースビュー]-[リソースプール]をクリックして、 右ペインの[リソー

スプール一覧]タブを選択すると、各管理サーバで利用可能なリソースプールの一覧が表示

されます。 一覧からリソースプールを選択すると、リソースプールの使用状況が表示され

ます。 「リソースの種類」、「リソースの単位」、「リソースの総数」、「リソースの消費量」、

「リソースの予約量」、 [リソースの未使用量]、「リソースの実際の消費量」を確認すること

ができます。

注

リソースソースプールの使用状況は、リソースプール単位で表示され、サブリソースプール単位で

は表示されません。
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5.5   リソースグループを作成する

vDC Automation は以下のリソースの定義を、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下

に登録して管理します。

• VLAN ID／IP サブネット範囲

• サーバリソース（CPU、メモリ、ディスク）

• テナントファイアウォール／ロードバランサ

リソースは、システム構成や用途に合わせてグルーピングして管理します。 [リソースグ

ループ]ノード配下に「グループ」「共通グループ」「管理グループ」を作成することでグルー

ピングを行います。  「グループ」「共通グループ」「「管理グループ」の作成方法は

「5.5.4   グループ作成（97 ページ）」～ 「5.5.7   管理グループを定義する（共通グループノー

ド配下の場合）（121 ページ）」をご参照ください。

[DC リソースビュー]-[リソースグループ]ノードを選択した場合の右ペインの説明を以下に

記載します。

タブ 説明

マップビュー マップを表示します

プロパティビュー リソースグループのプロパティを表示します

リソースグループ IP サブネット重複パラメタの設定値を表示します

IP サブネット範囲 リソースグループ内で使用する IP サブネットの範囲を表示します

論理 NW 情報 リソースグループ内に払い出した論理 NW の一覧を表示します

5.5.1   グループ

グループは管理グループをグルーピングするための任意のノードで、以下の２種類がありま

す。

• グループ

• 共通グループ

"グループ"は、複数の管理グループを束ねて運用する場合、 またはロケーションなどを明確

にするためにグループでの管理をしたい場合に作成します。 グループ名として、ロケー

ションを表す名称を付けるなどして、グループの役割を明確にする運用などが考えられま

す。

"共通グループ"は、UNC を使用した複数サイトに跨ったテナントネットワークを構築する場

合に作成します。 このグループ配下の管理グループは共通の設定内容を使用します。1 つ

の共通グループ配下では、1 つの UNC を利用してください。 また、1 つの UNC は 1 つの共

通グループ配下でのみ利用してください。

どちらも[リソースグループ]ノードの配下、またはグループノードの配下に作成することが

できますが、 共通グループ配下にさらに共通グループを作ることはできません。
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5.5.2   管理グループ

利用するリソースの定義は「管理グループ」に定義します。 vDC Automation でリソースの

プロビジョニングを行う場合には、 事前に管理グループを作成しておく必要があります。

管理グループは[グループ]ノードの配下か、[リソースグループ]ノードの配下に作成するこ

とができます。 [リソースグループ]ノードまたは[グループ]ノードの右クリックメニューか

ら[管理グループの追加(M)] を選択して作成しますが、 "共通グループ"配下で管理グループ

を作成する場合とそうでない場合とで設定の内容が異なります。

共通グループノード配下でない場合の設定ウィザードは 「5.5.6   管理グループを定義する

（共通グループノード配下でない場合）（109 ページ）」に示します。

共通グループノードのツリー配下の場合を 「5.5.7   管理グループを定義する（共通グループ

ノード配下の場合）（121 ページ）」に示します。

5.5.3   リソースグループサンプル

リソースグループの構成を以下のサンプルで説明します。

上記のような物理構成の場合、以下のようなリソースグループのツリーとなります。
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ツリー内の説明は以下になります。
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5.5.4   グループ作成

[リソースグループ]ノードまたはグループノードの右クリックメニューから[グループの追

加]－[グループの追加(G)] を選択すると以下の画面が現れます。

項目名 必須/省略可 既定値 説明

グループ名 必須 なし 作成するグループの名前を入力しま
す。システム内で一意になることを推
奨します。

アイコンファイル 省略可 なし リソースグループツリー上でグループ
を示すアイコンファイルを変更する場
合に指定します。

説明 省略可 なし グループの説明を入力します。

グループの右ペイン

グループノードを選択した場合、右ペインに以下のタブが表示されます。 各項目の説明を

以下に記載します。

タブ名 説明

マップビュー マップを表示します

プロパティビュー グループのプロパティを表示します

リソースグループ 「専有タイプ」、「論理ネットワーク命名規則」を表示します。 「専有タイプ」は
「5.5.13   リソースグループにタグを付ける（134 ページ）」 で説明します。 「論理
ネットワーク命名規則」はコアを使用して論理ネットワークを払い出す際の命名規
則を設定します。

例： LNW_<VLANType>_<Count:var_CG>
"Count"については、 「5.5.14   Count 系命名規則（137 ページ）」 を参照してくださ
い。

タグ テナントが複数のリソースグループからリソースを選択できるようにするための設
定をします。 詳細は 「5.5.13   リソースグループにタグを付ける（134 ページ）」 で
説明します。
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5.5.5   共通グループ作成

共通グループは、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下で[右クリック]-[グループの

追加]-[共通グループの追加(C)]を選択した場合に作成されます。

注

共通設定は共通グループ配下に適用されます。 共通グループを含むグループは、その配下のグ

ループを削除しないと削除できません。
 

「共通グループの追加(C)」を選択すると 「5.5.4   グループ作成（97 ページ）」 でも示したグ

ループ名の追加画面の後、「定義グループの指定」画面に遷移します。 ここでは利用する管

理 VLAN を選択します。"事業者管理 VLAN"および"業務 VLAN"は必須のため選択解除で

きません。

注

ここで選択しなかった VLAN は、共通グループ配下の管理グループ作成時に選択できないため、

将来的に作成する可能性もある VLAN を含めて選択してください。
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「共通設定の定義」画面で[次へ]をクリックすると、テナント IP アドレス範囲を指定するか

否かを選択する画面が表示されます。

図 5-7   共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）

項目名 説明

テナント IP アドレス範囲の指定 仮想マシンおよび物理マシンの IP アドレスの範囲を指定するか否か
を選択します。
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「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で[次へ]をクリックすると以下に示

す、事業者管理 VLAN／テナント管理 VLAN／業務 VLAN／パブリック VLAN／WAN サー

ビス VLAN の各設定画面(管理グループの定義画面)が表示されます。 ただし、「共通設定の

定義」で選択しなかった VLAN の設定画面は表示されません。

    
    
事業者管理 VLAN

図 5-8   事業者管理 VLAN

項目名 説明

IP サブネット範囲 事業者管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定し
ます。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成
されます。

例：10.1.0.0/24

バックエンド FW IP アドレス範
囲

テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN にバックエンド FW が
接続されます。 事業者管理 VLAN 上のバックエンド FW の IP アド
レスの範囲を指定します。

例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

テナント IP アドレス範囲 テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN に、払い出した仮想マシ
ンが接続されます。 事業者管理 VLAN 上の仮想マシンおよび物理マ
シンの IP アドレスの範囲を指定します。

ただし、「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、
テナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不
可となります。

例：0.0.0.1 - 0.0.0.249

除外 IP アドレス テナント IP アドレス範囲から除外する IP アドレスを指定します。
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項目名 説明

ただし、「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、
テナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不
可となります。

    
    
テナント管理 VLAN

図 5-9   テナント管理 VLAN

項目名 説明

IP サブネット範囲 テナント管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定
します。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生
成されます。

例：10.1.101.0/24

テナント FW 用 IP アドレス範囲 テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN にテナント FW が接
続されます。 テナント管理 VLAN 上のテナント FW の IP アドレス
の範囲を指定します。

例：0.0.0.253 - 0.0.0.254

SSL-VPN 側 IP アドレス範囲 テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN に SSL-VPN 装置が
接続されます。 テナント管理 VLAN 上の SSL-VPN 装置の IP アドレ
ス範囲を指定します。

例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

テナント IP アドレス範囲 テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN に、払い出した仮想マシ
ンが接続されます。 テナント管理 VLAN 上の仮想マシンの IP アド
レスの範囲を指定します。

ただし、「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、
テナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不
可となります。

例：0.0.0.1 - 0.0.0.246
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項目名 説明

除外 IP アドレス テナント IP アドレス範囲から除外する IP アドレスを指定します。

ただし、「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、
テナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不
可となります。

テナント LB 用 IP アドレス範囲 テナント LB を利用時、テナント管理 VLAN にテナント LB が接続さ
れます。 テナント管理 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスを指定
します。

例：0.0.0.247 - 0.0.0.250

SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲 SSL-VPN 接続時に、クライアント端末に払い出す IP アドレスを指定
します。

例：0.0.0.251 - 0.0.0.252

    
    
業務 VLAN

図 5-10   業務 VLAN

項目名 説明

IP サブネット範囲 業務 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。
サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されま
す。

例：10.1.101.0/24

IP サブネット初期値 テナントが異なると、テナント FW が異なるため、業務 VLAN の IP
アドレスは重複可能です。 異なるテナント間で IP アドレスの重複不
可 or 重複可の選択を行います。

テナント FW 用 IP アドレス範囲 テナント毎に払い出された業務 VLAN にテナント FW が接続されま
す。 業務 VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定しま
す。

第 5 章   DC リソースビューの設定

102



項目名 説明

例：0.0.0.254 - 0.0.0.254

テナント IP アドレス範囲 業務 VLAN 上の VM に割り当てる IP アドレス範囲を指定します。

ただし、「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、
テナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不
可となります。

例：0.0.0.1 - 0.0.0.249

除外 IP アドレス テナント IP アドレス範囲から除外する IP アドレスを指定します。

ただし、「共通設定の定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、
テナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不
可となります。

テナント LB 用 IP アドレス範囲 業務 VLAN の払い出しにおいて、業務 VLAN とテナント LB が接続
設定された場合、 業務 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスの範囲
を指定します。

例：0.0.0.250 - 0.0.0.253

    
    
パブリック VLAN

図 5-11   パブリック VLAN

項目名 説明

IP サブネット範囲 パブリック VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定し
ます。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成
されます。 パブリック VLAN 上に接続されるホストは、テナント FW
とインターネットルータのみのため、 サブネットマスクは、30 ビッ
トマスクを指定することができます。

例：10.1.0.0/30
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項目名 説明

テナント FW 用 IP アドレス範囲 テナント毎に払い出されたパブリック VLAN にテナント FW が接続
されます。 パブリック VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範
囲を指定します。

例：0.0.0.2 - 0.0.0.2

    
    
WAN サービス VLAN

図 5-12   WAN サービス VLAN

項目名 説明

IP サブネット範囲 WAN サービス VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設
定します。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動
生成されます。 WAN サービス VLAN 上に接続されるホストは、テナ
ント FW とルータのみのため、 サブネットマスクは、30 ビットマス
クを指定することができます。

例：10.1.0.0/30

テナント FW 用 IP アドレス範囲 テナント毎に払い出された WAN サービス VLAN にテナント FW が
接続されます。 WAN サービス VLAN 上のテナント FW の IP アドレ
スの範囲を指定します。

例：0.0.0.2 - 0.0.0.2

    
    
確認画面
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図 5-13   確認画面

「完了」をクリックすると[リソースグループ]配下に共通グループが作成されます。

共通グループの右ペイン

共通グループノードを選択した場合、右ペインに以下のタブが表示されます。 各項目の説

明を以下に記載します。

タブ名 説明

マップビュー マップを表示します

プロパティビュー プロパティを表示します

リソースグループ 「専有タイプ」、「論理ネットワーク命名規則」を表示します。 「専有タイプ」は
「5.5.13   リソースグループにタグを付ける（134 ページ）」 で説明します。 「論理
ネットワーク命名規則」はコアを使用して論理ネットワークを払い出す際の命名規
則を設定します。

例： LNW_<VLANType>_<Count:var_CG>
"Count"については、 「5.5.14   Count 系命名規則（137 ページ）」 を参照してくださ
い。

タグ テナントが複数のリソースグループからリソースを選択できるようにするための設
定をします。 詳細は 「5.5.13   リソースグループにタグを付ける（134 ページ）」 で
説明します。

共通設定 共通グループ作成ウィザードで設定した内容を表示します

P-Flow Controller vLink 接続する Controller の対を表示します

共通グループノードを選択した場合の右ペインに表示される[共通設定]タブに 共通グルー

プ作成ウィザードで選択した VLAN が表示され、各 VLAN を選択すると右下ペインにウィ

ザードで設定した値が表示されます。 事業者管理 VLAN は事業者管理 VLAN からバック

エンド FW に入力許可するパケットおよび バックエンド FW から事業者管理 VLAN に出力
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許可するパケットを指定するプロトコルフィルタ情報も表示されます。これらの値は編集

できません。

各 VLAN を選択時に右下ペインに表示される「IP サブネット範囲」タブにて、その VLAN
に割り当てる IP サブネットの範囲を設定できます。 共通グループ作成直後は、ウィザード

で指定した IP サブネット範囲が表示されます。右クリックメニューで、IP サブネット範囲

の追加、更新、削除が可能です。

IP サブネット範囲の追加・変更を選択した場合は、設定ダイアログに新しい IP サブネット

範囲(ネットワークアドレス)を入力し「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲の削除
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を選択した場合、削除確認ダイアログで「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲が一

つしか登録されていない状態で IP サブネット範囲を削除することはできません。 また、払

い出し済みの IP サブネットが存在する IP サブネット範囲は削除できません。

図 5-14   IP サブネット範囲追加・変更画面

項目名 説明

IP サブネット範囲 VLAN に指定するネットワークアドレス範囲です。以下の条件を満たす値を
入力してください。

• 開始、終了アドレスがマスク値の境界値であること

• リソースグループノードで指定した IP サブネット範囲内の値であること

• 同じ共通グループ配下の同一 VLAN に登録済みの範囲と重複しないこと

• 変更後の値が、指定した VLAN で払い出し済みの IP サブネットを漏れなく
含有していること

• 指定した値が、既に存在する他の IP サブネット範囲と連続する値でないこ
と

例 1：192.168.0.0 - 192.168.255.0(サブネットマスクが 24 の場合)
例 2：10.0.0.0 - 10.255.255.252(サブネットマスクが 30 の場合)

サブネットマスク ウィザードで指定したサブネットマスクです。共通グループ作成後は更新で
きません。

共通グループノードを選択した場合の右ペインに表示される[P-Flow Controller]タブには、

共通グループノード配下で利用する Controller のペアを登録します。 Controller のペアを登

録するには右クリックメニューの[Controller の追加]にて表示される Controller 設定画面にて

追加する Controller を選択し、「OK」をクリックします(複数選択可)。
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登録すると[P-Flow Controller]タブのペイン内に登録した情報が表示されます。

各項目の説明を以下に記載します。

項目名(左から) 説明

Controller 名 ペアを構成する Controller 名の一方です

種別 Controller 名(左から 1 番目)の Controller の種別で、Core または Edge です

Controller 名 ペアを構成する Controller 名の他方です

種別 Controller 名(左から 3 番目)の Controller の種別で、Core または Edge です

装置名 [機器設定]-[UNC]の[装置一覧]で設定した値が表示されます
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右上ペインで各 Controller ぺアを選択すると右下ペインの[Boundary 一覧]タブが現れます。

ここにその Controller 間で使用する Boundary を定義します。[Boundary 一覧]タブの各項目

の説明を以下に記載します。

項目名(左から) 説明

Boundary 名 右上ペインで選択した Controller 間を結ぶ Boundary 名です

Controller 名 右上ペインで選択した左側の Controller 名です

LogicalPort 名 右上ペインで選択した左側の Controller の LogicalPort 名です

Controller 名 右上ペインで選択した右側の Controller 名です

LogicalPort 名 右上ペインで選択した右側の Controller の LogicalPort 名です

総 VLAN 数 [機器設定]-[UNC]の[Boundary 一覧]で設定した値が表示されます

使用 VLAN 数 払い出し済の VLAN 数です

除外 VLANID [機器設定]-[UNC]の[Boundary 一覧]で設定した値が表示されます

Boundary を登録するには[Boundary 一覧]ペイン内で右クリックし、メニューの [Boundary の
追加]にて表示される Boundary 設定画面にて、追加する Boundary を選択し、 「OK」をク

リックします(複数選択可)。

5.5.6   管理グループを定義する（共通グループノード配下でない場
合）

共通グループノードの配下でない場合の管理グループの作成方法を以下に示します。

5.5.6.1   定義グループの指定

管理グループには、事業者管理用 VLAN および業務 VLAN に加えて、各種リソースを定義

します。 定義する管理グループ作成ウィザードでは管理グループに登録する管理サーバの

選択、 定義する VLAN およびリソースの選択、利用するリソースプールの指定を行います。

選択しなかったリソースの指定画面は表示されません。
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上記画面では、共通設定を定義しなかった VLAN はグレーアウトされます。

各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

管理サーバ名 管理サーバ名がリストに表示されます。 管理グループを作成する管理サーバ
を選択します。 管理サーバを必要としない場合は"管理サーバは指定しない"
を選択します。

テナント管理 VLAN を
定義する

管理グループから払い出されるテナント管理 VLAN の VLAN/IP サブネット
や IP アドレスなどの割り当てルールを定義します。

パブリック VLAN を定
義する

管理グループから払い出されるパブリック VLAN の VLAN/IP サブネットや
IP アドレスなどの割り当てルールを定義します。

WAN サービス VLAN を
定義する

管理グループから払い出される WAN サービス VLAN の VLAN/IP サブネット
や IP アドレスなどの割り当てルールを定義します。

テナント FW を定義する 管理グループから払い出されるテナント FW 数を定義します。

テナント LB を定義する 管理グループから払い出されるテナント LB 数を定義します。

仮想サーバを定義する 管理グループが利用するリソースプールを指定します。 仮想マシンは、指定
されたリソースプールから払い出されます。 "管理サーバ名"に"管理サーバは
選択しない"を選択した場合は、選択できません。

物理サーバを定義する 管理グループから払い出される物理サーバ数を定義して、リソースを事前確保
します。 "管理サーバ名"に"管理サーバは選択しない"を選択した場合は、選択
できません。

ディスクボリュームを定
義する

管理グループから払い出されるディスクボリューム数を定義して、リソースを
事前確保します。 このディスクボリュームは、物理サーバプロビジョニング
(ベアメタルプロビジョニング)で利用されるものです。 物理サーバを定義し
ない場合は選択できません。
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5.5.6.2   リソースプールの指定

管理サーバで利用可能なリソースプールおよびサブリソースプールの一覧が表示されま

す。 管理グループで利用するリソースプールを選択します。

5.5.6.3   管理グループの指定

管理グループが利用する各種リソースの範囲や閾値を設定します。
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各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

優先度に応じた自動払い
出し

テナント契約後のテナント NW 作成時に、利用するリソース管理グループを選
択する必要があります。 サービスガバナーの自動選択機能を利用する場合、
リソース管理グループに優先度を設定することができます。

優先度 リソース管理グループの優先度を設定します。 複数のリソース管理グループ
に同じ優先度を設定可能です。

VLAN 範囲 管理グループが利用する VLAN ID の範囲を指定します。 定義グループの指
定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、VLAN 範
囲は、正確に指定する必要があります。

VLAN 閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を 0 にすると機能が無
効化されます。

空 CPU（個数）使用量の
閾値

空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を 0 にすると機能が無
効化されます。

メモリ使用量の閾値 空リソース量（MB）を閾値として設定します。 閾値を 0 にすると機能が無効
化されます。

VM 数の閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を 0 にすると機能が無
効化されます。

ディスク使用量の閾値 空リソース量（GB）を閾値として設定します。 閾値を 0 にすると機能が無効
化されます。

空きリソース計算方式 空きリソースを計算するときに、サブリソースプールを含めて計算するかどう
かを指定します。 サブリソースプールは、オーバーコミットが可能で、物理
的なリソース残量と関係なくリソースサイズを切り出すことが可能です。

テナント IP アドレス範
囲の指定

仮想マシンおよび物理マシンの IP アドレスの範囲を指定するか否かを選択し
ます。
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5.5.6.4   事業者管理 VLAN の指定

事業者管理用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

VLAN の利用範囲を指定
する

管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、事業者管理 VLAN に割り当てる
VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用す
る VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。

VLAN 範囲 事業者管理 VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グルー
プの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、利
用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲 事業者管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。 サ
ブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。

例：10.1.0.0/24

バックエンド FW IP ア
ドレス範囲

テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN にバックエンド FW が接続され
ます。 事業者管理 VLAN 上のバックエンド FW の IP アドレスの範囲を指定
します。

例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

テナント IP アドレス範
囲

テナント毎に払い出された事業者管理 VLAN に、払い出した仮想マシンが接
続されます。 事業者管理 VLAN 上の仮想マシンおよび物理マシンの IP アド
レスの範囲を指定します。

ただし、「管理グループの定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、テ
ナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不可となりま
す。
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項目名 説明

例：0.0.0.1 - 0.0.0.249

除外 IP アドレス テナント IP アドレス範囲から除外する IP アドレスを指定します。

ただし、「管理グループの定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、テ
ナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不可となりま
す。

管理サーバ IP アドレス 管理サーバの運用管理 LAN の IP アドレスとサブネットマスク値を指定しま
す。

5.5.6.5   テナント管理 VLAN の指定

テナント管理用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

VLAN の利用範囲を指定
する

管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、テナント管理 VLAN に割り当て
る VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用
する VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。

VLAN 範囲 テナント管理 VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グ
ループの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場
合、利用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲 テナント管理 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。
サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。

例：10.1.101.0/24
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項目名 説明

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN にテナント FW が接続されま
す。 テナント管理 VLAN 上のテナント FW の IP アドレス範囲を指定します。

例：0.0.0.253 - 0.0.0.254

SSL-VPN 側 IP アドレス
範囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN に SSL-VPN 装置が接続され
ます。 テナント管理 VLAN 上の SSL-VPN 装置の IP アドレス範囲を指定しま
す。

例：0.0.0.250 - 0.0.0.252

テナント IP アドレス範
囲

テナント毎に払い出されたテナント管理 VLAN に、払い出した仮想マシンが
接続されます。 テナント管理 VLAN 上の仮想マシンの IP アドレスの範囲を
指定します。

ただし、「管理グループの定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、テ
ナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不可となりま
す。

例：0.0.0.1 - 0.0.0.246

除外 IP アドレス テナント IP アドレス範囲から除外する IP アドレスを指定します。

ただし、「管理グループの定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、テ
ナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不可となりま
す。

テナント LB 用 IP アド
レス範囲

テナント LB を利用時、テナント管理 VLAN にテナント LB が接続されます。
テナント管理 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスを指定します。

例：0.0.0.247 - 0.0.0.250

SSL-VPN 接続用 IP アド
レス範囲

SSL-VPN 接続時に、クライアント端末に払い出す IP アドレスを指定します。

例：0.0.0.251 - 0.0.0.252

5.5.6.6   業務 VLAN の指定

テナントの業務用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。
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各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

VLAN の利用範囲を指定
する

管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、業務 VLAN に割り当てる VLAN
ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用する
VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。

VLAN 範囲 業務 VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グループの指
定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、利用する
VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲 業務 VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。 サブネッ
トマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。

例：10.1.101.0/24

IP サブネット初期値 テナントが異なると、テナント FW が異なるため、業務 VLAN の IP アドレス
は重複可能です。 異なるテナント間で IP アドレスの重複不可 or 重複可の選
択を行います。

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出された業務 VLAN にテナント FW が接続されます。 業務
VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定します。

例：0.0.0.254 - 0.0.0.254

テナント IP アドレス範
囲

業務 VLAN 上の VM に割り当てる IP アドレス範囲を指定します。

ただし、「管理グループの定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、テ
ナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不可となりま
す。

例：0.0.0.1 - 0.0.0.249

除外 IP アドレス テナント IP アドレス範囲から除外する IP アドレスを指定します。
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項目名 説明

ただし、「管理グループの定義（テナント IP アドレス範囲指定）」画面で、テ
ナント IP アドレス範囲の指定を [指定しない]とした場合、入力不可となりま
す。

テナント LB 用 IP アド
レス範囲

業務 VLAN の払い出しにおいて、業務 VLAN とテナント LB が接続設定され
た場合、 業務 VLAN 上のテナント LB の IP アドレスの範囲を指定します。

例：0.0.0.250 - 0.0.0.253

5.5.6.7   パブリック VLAN の指定

パブリック VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

VLAN の利用範囲を指定
する

管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、パブリック VLAN に割り当てる
VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使用す
る VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。

VLAN 範囲 パブリック VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グルー
プの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場合、利
用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲 パブリック VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定します。 サ
ブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。 パブ
リック VLAN 上に接続されるホストは、テナント FW とインターネットルー
タのみのため、サブネットマスクは、30 ビットマスクを指定することができ
ます。
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項目名 説明

例：10.1.0.0/30

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出されたパブリック VLAN にテナント FW が接続されま
す。 パブリック VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定します。

例：0.0.0.2 - 0.0.0.2

5.5.6.8   WAN サービス VLAN の指定

WAN サービス VLAN のアドレス等を指定します。

各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

VLAN の利用範囲を指定
する

管理グループが利用する VLAN ID 範囲の内、WAN サービス VLAN に割り当
てる VLAN ID の範囲を指定できます。 指定しない場合は、管理グループが使
用する VLAN ID 範囲の内、未使用 ID を若い順に割り当てます。

VLAN 範囲 WAN サービス VLAN に割り当てる VLAN ID の範囲を指定します。 定義グ
ループの指定で、管理サーバ名で「管理サーバは選択しない」を選択する場
合、利用する VLAN 範囲は、正確に指定する必要があります。

閾値 空リソース量（個数）を閾値として設定します。 閾値を越えた場合は監視端
末にオンラインメッセージが出力されますが、払い出しは可能です。 閾値を
0 にすると機能が無効化されます。

IP サブネット範囲 WAN サービス VLAN に割り当てるネットワークアドレス情報を設定しま
す。 サブネットマスクの範囲で、ネットワークアドレスが自動生成されます。
WAN サービス VLAN 上に接続されるホストは、テナント FW とルータのみの
ため、サブネットマスクは、30 ビットマスクを指定することができます。

例：10.1.0.0/30
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項目名 説明

テナント FW 用 IP アド
レス範囲

テナント毎に払い出された WAN サービス VLAN にテナント FW が接続され
ます。 WAN サービス VLAN 上のテナント FW の IP アドレスの範囲を指定し
ます。

例：0.0.0.2 - 0.0.0.2

5.5.6.9   テナント FW の指定

テナント用 FW の数と閾値を指定します。

5.5.6.10   テナント LB の指定

テナント用 LB の数と閾値を指定します。
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5.5.6.11   物理サーバの指定

テナント用物理サーバの数と閾値を指定します。
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5.5.6.12   ディスクボリュームの指定

ディスクボリューム数と閾値を指定します。

5.5.7   管理グループを定義する（共通グループノード配下の場合）

共通グループノードの配下の場合の管理グループの作成方法を以下に示します。

5.5.7.1   定義グループの指定

共通グループノード配下でない場合と同様に、管理グループには、 事業者管理 VLAN およ

び業務 VLAN に加えて、各種リソースを定義します。 定義する共通グループ配下の管理グ

ループ作成ウィザードでは管理グループに登録する管理サーバの選択、 定義する VLAN お
よびリソースの選択、利用するリソースプールの指定を行いますが、 共通設定で選択しな

かった VLAN は選択できません。 選択しなかったリソースの指定画面は表示されません。

各項目の説明は 「5.5.6   管理グループを定義する（共通グループノード配下でない場合）

（109 ページ）」 と同じです。
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5.5.7.2   リソースプールの指定

管理サーバで利用可能なリソースプールおよびサブリソースプールの一覧が表示されま

す。 管理グループで利用するリソースプールを選択します。
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5.5.7.3   管理グループの指定

管理グループが利用する各種リソースの範囲や閾値を設定します。 管理サーバを選択しな

かった場合には「空き CPU(個数)使用量の閾値」～「空きリソース計算方式」までの項目は

表示されません。
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5.5.7.4   事業者管理 VLAN の指定

事業者管理用として使用する VLAN のアドレス等を指定します。
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注

管理グループの定義において「管理サーバを選択しない」を指定した場合は、 "管理サーバ IP アド

レス"欄は表示されません。
 

5.5.7.5   テナント管理 VLAN の指定

テナント管理用として使用する VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。

5.5.7.6   業務 VLAN の指定

テナントの業務用として使用する VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。
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5.5.7.7   パブリック VLAN の指定

パブリック VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。
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5.5.7.8   WAN サービス VLAN の指定

WAN サービス VLAN の VLAN 範囲と閾値を指定します。

5.5.7.9   テナント FW の指定

テナント用 FW の設定画面は 「5.5.6.9   テナント FW の指定（119 ページ）」 と同一です。

5.5.7.10   テナント LB の指定

テナント用 LB の設定画面は 「5.5.6.10   テナント LB の指定（119 ページ）」 と同一です。

5.5.7.11   物理サーバの指定

物理サーバの設定画面は 「5.5.6.11   物理サーバの指定（120 ページ）」 と同一です。

5.5.7.12   ディスクボリュームの指定

ディスクボリュームの設定画面は 「5.5.6.12   ディスクボリュームの指定（121 ページ）」 と
同一です。
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5.5.8   管理グループの VLAN を確認する

管理グループの設定が完了した後に、VLAN の設定状況を確認します。 確認方法は、作成

した管理グループノードの右ペインにある「VLAN 一覧」タブを参照します。

以下に、「VLAN 一覧」タブと、各項目の説明を示します。

項目名 説明

VLANID 管理グループに指定した VLAN 範囲内の VLAN ID です。

VLAN 種別 各管理グループの VLAN 種別です。種別は以下の通り。

• 事業者管理 VLAN
• テナント管理 VLAN
• 業務 VLAN
• パブリック VLAN
• WAN サービス VLAN
• 未割当て：上記各種 VLAN が不足した際に利用される VLAN です。

• 使用不可：利用できない VLAN ID です。

テナント ID 使用中のテナント ID が表示されます。

予約 ID VLAN の作成中の識別 ID です。

論理 NW 名 論理ネットワークを識別するための名前です。

IP サブネット/マスク 本 VLAN に割り当てられた IP サブネットと、マスクのビット長です。

FW IP アドレス テナント FW に設定する IP アドレスです。

SSL/Router IP アドレス テナント管理 VLAN の場合、SSL-VPN に割り当てる IP アドレスです。

メモ 利用者が利用可能なメモ欄です。

VLAN 拡張先情報 Pod を拡張した際、その拡張先のリソース管理グループと VLAN ID を表示し
ます。

5.5.9   各 VLAN ノードで使用する IP サブネット範囲を指定する

各 VLAN に対して割り当てる IP サブネットの範囲を確認し、必要に応じて編集します。 確
認方法は、作成した管理グループノードの VLAN ノードの右ペイン「リソースグループ」

タブをクリックし、下ペイン「IP サブネット範囲」タブを参照します。
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管理グループ作成直後は、ウィザードで指定した IP サブネット範囲が表示されます。共通

グループ配下でない管理グループの場合は、右クリックメニューで IP サブネット範囲の追

加、更新、削除が可能です。 共通グループ配下の管理グループの IP サブネット範囲を変更

したい場合は、 「5.5.5   共通グループ作成（98 ページ）」 を参照して共通グループの IP サ

ブネット範囲を変更してください。

以下に、「IP サブネット範囲」タブと、各項目の説明を示します。

項目名 説明

IP サブネット範囲 VLAN に指定するネットワークアドレス範囲です。以下の条件を満たす値を
入力してください。

• 開始、終了アドレスがマスク値の境界値であること

• リソースグループノードで指定した IP サブネット範囲内の値であること

• 同じ VLAN ノードに登録済みの範囲と重複しないこと

• 変更後の値が、指定した VLAN で払い出し済みの IP サブネットを漏れなく
含有していること

• 指定した値が、既に存在する他の IP サブネット範囲と連続する値でないこ
と

例 1：192.168.0.0 - 192.168.255.0(サブネットマスクが 24 の場合)
例 2：10.0.0.0 - 10.255.255.252(サブネットマスクが 30 の場合)

サブネットマスク ウィザードで指定したサブネットマスクです。管理グループ作成後は更新で
きません。
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図 5-15   IP サブネット範囲追加・変更画面

IP サブネット範囲の追加・変更を選択した場合は、設定ダイアログに新しい IP サブネット

範囲(ネットワークアドレス)を入力し「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲の削除

を選択した場合、削除確認ダイアログで「OK」をクリックします。 IP サブネット範囲が一

つしか登録されていない状態で IP サブネット範囲を削除することはできません。 また、払

い出し済みの IP サブネットが存在する IP サブネット範囲は削除できません。

5.5.10   管理グループに機器を登録する

管理グループの定義が完了すると、管理グループ配下にリソースノードが作成されます。

各リソースノードに、管理グループで制御対象とする機器を登録します。 登録時に、イン

タフェース情報の設定や固有情報の変更が必要なものがあります。

リソースノード 登録時に必要な作業

事業者管理 VLAN 1. 事業者管理 VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC,PFS, バックエンド
FW, 仮想 SW, 物理サーバ L2SW, UNC)

2. インタフェース情報の設定(L2SW, バックエンド FW, 物理サーバ L2SW,
UNC)

3. PFC のサブドメイン設定

4. 固有情報の変更

テナント管理 VLAN 1. テナント管理 VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC,PFS, SSLVPN, テ
ナント FW, ロードバランサ, 仮想 SW, 物理サーバ L2SW, UNC,PFC)

2. インタフェース情報の設定(L2SW, SSLVPN, テナント FW, ロードバランサ,
物理サーバ L2SW, UNC)

3. 固有情報の変更

業務 VLAN 1. 業務 LAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC, PFS, テナント FW, ロード
バランサ, 仮想 SW, 物理サーバ L2SW, UNC)

2. インタフェース情報の設定(L2SW, テナント FW, ロードバランサ, 物理サー
バ L2SW, UNC，PFC)
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リソースノード 登録時に必要な作業

パブリック VLAN 1. パブリック VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC, PFS,テナント FW,
UNC)

2. インタフェース情報の設定(L2SW, テナント FW, UNC,PFC)

WAN サービス VLAN 1. WAN サービス VLAN に接続される機器の登録(L2SW, PFC,PFS, テナント
FW, UNC)

2. インタフェース情報の設定(L2SW, テナント FW, UNC,PFC)

テナント FW グループ 1. 管理グループで制御対象とするファイアフォール機器の登録

テナント LB グループ 1. 管理グループで制御対象とするロードバランサ機器の登録

物理サーバ 1. 管理グループで制御対象とする物理サーバ（ベアメタルプロビジョニング
用）の登録

ディスクボリューム 1. 管理グループで制御対象とするディスクボリューム（ベアメタルプロビ
ジョニング用）の登録

管理グループに機器を登録するには、各リソースノードの[装置一覧]タブの右クリックメ

ニューから[機器の追加(A)] を選ぶと、 [装置設定]画面に装置一覧が表示されるので、登録

する装置を選択します。 機器を追加するには、あらかじめ[機器設定]配下に登録されている

必要があります。

バックエンド FW、SSL-VPN の機器設定で仮想ノード名を指定した場合、「クラスタグルー

プ/装置名」の列に「装置名/仮想ノード名」の形式で表示されます。

汎用装置は 1 管理グループに１つのみ登録可能です。汎用装置は 1 管理グループに対して

１つのみ登録してください。

装置に対して、インタフェース情報を設定するには、リソースノードの[装置一覧]タブから

インタフェース情報を設定する装置を選択します。 [インタフェース]タブの右クリックメ

ニューから[コマンドインタフェースの追加(A)]を選ぶと、 [インタフェース情報設定]画面に

インタフェース一覧が表示されるので、登録するインタフェースを選択します。 インタ
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フェースを追加するには、あらかじめ機器設定において、装置のインタフェース情報の操作

対象について、「はい」と設定されている必要があります。

UNC の場合は右下ペインに[LogicalPort 一覧]タブが現れます。 このペイン内で右クリック

メニューから[LogicalPort の追加(A)]を選ぶと、 [LogicalPort 設定]画面が表示されるため、使

用する LogicalPort を選択して登録します。

固有情報を変更するには、リソースノードの[固有情報]タブの右クリックメニューから[設定

値の変更]を選択します。 事業者管理 VLAN に対して、VM 上の Agent と管理サーバが、バッ

クエンド FW 経由で通信できるように、 固有情報の入力フィルタ情報と出力フィルタ情報

の変更が必要です。 テナント管理 VLAN に対しては、システムの利用に合わせて、固有情

報のフィルタ情報を変更します。

表 5-1   事業者管理 VLAN の固有情報

タブ 項目名 説明

固有情報 バックエンド FW IP アドレス 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

テナント IP アドレス範囲 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

除外 IP アドレス 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

DHCP リレー情報 運用管理 LAN 上の DHCP サーバの IP アドレスを
指定します。 デフォルトで、管理サーバの IP アド
レスが設定されています。 DHCP サーバは、
HYPER-V、物理サーバプロビジョニングを利用する
際に利用され、環境に応じて複数台設置が必要な場
合があります。 設定すべき DHCP サーバが複数あ
る場合、半角スペースで区切って設定します。

<複数 DHCP サーバ設定例>
10.10.10.10 10.10.10.11 10.10.10.12
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タブ 項目名 説明

尚、設定できる IP アドレスは 大 8 個までとなって
おり、8 個を超える場合、DHCP サーバ側で DHCP
リレー設定する必要があります。

入力フィルタ情報( プロトコル) 事業者管理 VLAN からバックエンド FW に入力許
可するパケットを指定します。 デフォルトで、
PING,HTTP,HTTPS,TELNET,SSH,RDP,FTP が設定さ
れています。 Firewall 機器に設定したファイア
フォールオブジェクト「fw-mg2ag」を追加します。
この時指定するプロトコルのセパレータは、半角ス
ペースである必要があります。 なお、ファイア
ウォールオブジェクトの追加手順については『vDC
Automation ネットワーク機器セットアップガイド
ファイアウォール FortiGate 版』の 『3.1.2 バックエ
ンド VDOM の作成 - 3. ファイアウォールオブジェ
クトの作成』を参照してください。

出力フィルタ情報( プロトコル) バックエンド FW から事業者管理 VLAN に出力許
可するパケットを指定します。 デフォルトで、
PING,HTTP,HTTPS,TELNET,SSH,RDP,FTP が設定さ
れています。 Firewall 機器に設定したファイア
フォールオブジェクト「fw-ag2mg」を追加します。
この時指定するプロトコルのセパレータは、半角ス
ペースである必要があります。 なお、ファイア
フォールオブジェクトの追加手順については『vDC
Automation ネットワーク機器セットアップガイド
ファイアウォール FortiGate 版』の 『3.1.2 バックエ
ンド VDOM の作成 - 3. ファイアフォールオブジェ
クトの作成』を参照してください。

フィルタ情報(オプション) 設定不要（未サポート）です。

管理サーバ IP アドレス 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

表 5-2   テナント管理 VLAN の固有情報

タブ 項目名 説明

固有情報 テナント FW 用 IP アドレス範囲 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

SSL-VPN 側 IP アドレス範囲 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

テナント IP アドレス範囲 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

除外 IP アドレス 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

フィルタ情報(プロトコル) SSL-VPN 装置からテナント管理 VLAN に入力許可
するパケットを指定します。 デフォルトで、
PING,HTTP,HTTPS,TELNET,SSH, RDP,FTP が設定さ
れています。 Firewall 機器に設定したファイア
フォールオブジェクト「websvc」を追加します。 こ
の時指定するプロトコルのセパレータは、半角ス
ペースである必要があります。 なお、ファイア
フォールオブジェクトの追加手順については『vDC
Automation ネットワーク機器セットアップガイド
ファイアウォール FortiGate 版』の 『3.1.2 バックエ
ンド VDOM の作成 - 3. ファイアフォールオブジェ
クトの作成』を参照してください。
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タブ 項目名 説明

テナント LB 用 IP アドレス範囲 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲 「管理グループの定義」ウィザードで指定した内容
が設定されています。

5.5.11   管理グループから機器を削除する

各リソースノードの[装置一覧」タブから登録した装置の右クリックメニューより [機器の削

除(D)]を選択することで各機器を削除することができます。 ただし、装置が使用中の場合は

削除できませんので、使用停止後におこなってください。

5.5.12   リソースグループを削除する

作成した管理グループノードの右クリックメニューより[削除（D）]を選択することで削除す

ることができます。 ただし、装置が使用中の場合は削除できませんので、使用停止後にお

こなってください。

5.5.13   リソースグループにタグを付ける

リソースグループにタグ付けおよび専有タイプを設定することにより、 複数のリソースグ

ループから使用するリソースグループを限定することができます。

• タグ

リソースグループにタグ情報としてキーと値を設定します。 これにより、複数のリソー

スグループから使用するリソースグループを選択することができます。

• 専有タイプ

リソースグループに専有/共有を設定します。 専有の設定がされたリソースグループは

直接指定しない限り利用できません。 また、親リソースグループに専有の設定がされて

いる場合、その子以下のリソースグループは全て専有の設定とみなされます (子に共有

の設定がされていても、親以下のリソースグループ以外からは利用できません)。

以下に、リソースグループの構成イメージ例を示します。

図では、タグのキー=サイト、タグの値=東京、大阪、秋葉原、品川としています。
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図においてリソースグループ 3(図の青色部分)を専有と設定した場合の、各リソースグルー

プの利用可否を示します。

表 5-3   指定するリソースグループと、利用できるリソース管理グループ

テナントが指定するリソースグループ 利用できるリソース管理グループ

リソースグループ１ Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ

リソースグループ２ Ｄ、Ｅ、Ｆ

リソースグループ３ Ａ、Ｂ、Ｃ

リソースグループ４ Ｄ、Ｅ、Ｆ

リソースグループ５ Ｇ、Ｈ、Ｉ

表 5-4   指定するタグと、利用できるリソース管理グループ

テナントが指定するタグ 利用できるリソース管理グループ

東京 Ｄ、Ｅ、Ｆ

秋葉原 Ａ、Ｂ、Ｃ

品川 Ｄ、Ｅ、Ｆ

大阪 Ｇ、Ｈ、Ｉ

以下に、リソースグループタグ付け方法の説明を示します。

リソースグループの右ペインの「リソースグループ」タブを選択すると、現在の専有タイプ

が表示されます。

タブ 項目名 説明

リソースグループ 専有タイプ 共有

この画面中の右クリックメニューから「設定値の編集」を選択すると専有タイプの設定画面

が表示されるので、専有タイプを選択します。
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リソースグループの右ペインの「タグ」タブを選択すると、現在のタグが表示されます。

タブ 項目名 説明 入力可能文字数 使用可能文字

タグ キー タグに付けるキー 1-50 文字 半角英数字、2byte 文字可、"-"、
"_"

値 キーの値 0-50 文字 半角英数字、2byte 文字可、"-"、
"_"

この画面中の右クリックメニューから「タグの追加」を選択するとタグの設定画面が表示さ

れるので、キーと値を入力します。
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右クリックメニューから「タグの削除」を選択すると削除確認画面が表示されるので、ここ

で削除します。

予約語

タグのキーの先頭が「__」(アンダースコア 2 つ)のものを予約語とします。 予約語に続く文

字列をキーに設定することにより特定の意味を持たせることができます。

__に続く文字列 意味

DisplayName[_XX] サービスポータルがテナント管理者に対して表示
することを目的とした文字列を設定します。 XX
にはロケールを指定します。 XX は省略可能で、省
略された場合はデフォルトで表示する名前となり
ます。

例：__DisplayName_JA=東京、
__DisplayName_EN=tokyo

なお、キーが予約語であるタグを追加または削除する操作を行った場合、 予約語を追加ま

たは削除しようとしている旨の警告メッセージが表示されます。

5.5.14   Count 系命名規則

Count 系命名規則のパラメータについて、カウンタのフォーマットとその設定方法を以下に

示します。 Count 系命名規則のパラメータとは、以下を指します。

設定 設定箇所 パラメータ 既定値

機器設定 UNC vBridge 命名規則 vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 IF 命名規則 vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vTunnel 命名規則 vTun_<Count:var_vTun>

vTunnel 内 IF 命名規則 vTunIF_<Count:var_vTunIF>

vLink 命名規則 vLink_<Count:var_vLink>

テナント
FW

テナント FW 命名規則 TFW<Count:var_TFW>

テナント
LB

テナント LB 命名規則 <TenantID><Count>

PFC vBridge 命名規則 vBR_<Count:var_vBR>

vBridge 内 vIF 命名規則 vBRIF_<Count:var_vBRIF>

vExternal 命名規則 vTun_<Count:var_vTun>

vExternal 内 vIF 命名規則 vTunIF_<Count:var_vTunIF>

vLink 命名規則 vLink_<Count:var_vLink>

共通グルー
プ

[リソース
グループ]
タブ

論理ネットワーク命名規則

1. カウンタのフォーマット

以下のフォーマットにしたがって、変数毎にカウンタが作成されます。

第 5 章   DC リソースビューの設定

137



<Count[:var_変数名][:init_初期値] [:format_値]>

パラメータ 指定方法 省略*1

var_変数名： 「変数名」には、対象機器ごとに割り当てるカウ
ンタ値を管理するための識別子を指定します。
そのため、「変数名」で指定した識別子は、置換
後の名前に現れません。 (機器ごとに「変数名」
を分けても、命名規則の指定によっては、置換後
の名前が同一になる可能性があることに留意願
います。)
大 16 文字まで指定可能です。17 文字目以降は

無視されます。

可

(システム内の全機能で共通のカ
ウンタが使用されます)

init_初期値： 「初期値」の箇所に割り当てるカウンタ値の初期
値を指定します。

0～2000000000 まで指定可能です。

可

(0 が指定されたものとします)

format_値： 「値」の箇所にカウンタ値の桁数を指定します。
その桁数に合わせて 0 パディングされます。

1～10 まで指定可能です。

可

(0 パディングされません)

*1 カッコ内は省略時の動作

 

2. カウンタの設定方法

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\bin にある DCResourceCmd.exe
を使用して各カウンタを指定した値に設定できます。0 を指定することで初期化できま

す。

以下にコマンドおよびオプションを示します。

> DCResourceCmd.exe -count <指定値> [ -var <変数名> ]

オプション 説明 省略*1

-count： 固定文字列です。指定必須です。 不可

指定値： 変更する設定値を指定します。指定必須です。

0～2000000000 まで指定可能です。

不可

変数名： 初期化する変数名を指定します。 可

(システム内の全機能で共通のカ
ウンタが初期化されます)

*1 カッコ内は省略時の動作

 

5.5.15   リソースグループの設定情報を一括取得する

コマンドにより、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に登録された各「グループ」

「共通グループ」「管理グループ」の設定情報を取得することができます。

Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
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> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -rgexport [<グループ
ノード名>]

オプション 説明

-rgexport： 固定文字列です。指定必須です。

グループノー
ド名：

設定情報を取得するグループノード名を[DC リソースビュー]-[リソースグ
ループ]からの相対パスで指定します。 相対パスが階層になる場合、パス
は"/"(スラッシュ)文字で区切って指定します。 グループノードは「グルー
プ」「共通グループ」「管理グループ」のことを指します。 省略時は[DC リ
ソースビュー]-[リソースグループ]配下の全グループノードの設定情報を
取得します。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは

「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW」です。

注

1. 本コマンドにより取得できる設定情報は標準出力に出力されるため、必要に応じてリダイレク

トしてファイルに書き出す必要があります。

2. VLAN 一覧の割り当てとプロビジョニング情報は取得できません。

3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器の装置

に関する設定情報の取得はサポートしておりません。

4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延する

影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)
 

戻り値とコマンドメッセージ

エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。

戻り値 メッセージ 説明

0 メッセージ出力なし 正常終了しました。

1, 2 Command abnormally terminated. 異常終了しました。

3 Command parameter error. コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4 Failed. Failure send request. ReturnCode=4
Command abnormally terminated. nRetCode=4

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

5 Command failed in packet transfer. 広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。

6 Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

9 Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

5.5.16   リソースグループの設定情報を一括登録する

コマンドにより、指定したファイルの設定情報を[DC リソースビュー]-[リソースグループ]
配下に登録することができます。
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Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -rgimport [<グループ
ノード名>] <入力ファイル名>

オプション 説明

-rgimport： 固定文字列です。指定必須です。

グループノー
ド名：

<入力ファイル>に定義した設定情報の登録先グループノード名を[DC リ
ソースビュー]-[リソースグループ]からの相対パスで指定します。 相対パ
スが階層になる場合、パスは"/"(スラッシュ)文字で区切って指定します。
ここでのグループノードは「グループ」「共通グループ」のことを指します
(「管理グループ」は指定できません)。 省略時は[DC リソースビュー]-[リ
ソースグループ]配下に登録します。

入力ファイ
ル：

登録対象のグループノードの設定情報が定義されているファイル名を絶対
パスで指定します。 入力ファイルは DCResourceCmd.exe -rgexport で取得
した設定情報の形式を基に、必要に応じてカスタマイズして作成してくだ
さい。 設定情報の各項目については「付録 C   DC リソースビューのコマ
ンド設定情報（519 ページ）」を参照してください。 指定必須です。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは

「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW」です。

注

1. <入力ファイル>に定義する各装置は、機器設定で登録・設定されたものである必要がありま

す。

2. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していない

状態で実行する必要があります。

3. VLAN 一覧の割り当てとプロビジョニング情報は本コマンドで登録できません。

4. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器の装置

に関する設定情報はサポートしておりません。

5. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延する

影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)
 

戻り値とコマンドメッセージ

エラー終了時、コマンド実行結果として、戻り値に対応するメッセージを出力します。

戻り値 メッセージ 説明

0 Command success. 正常終了しました。

1, 2 Command abnormally terminated. 異常終了しました。

3 Command parameter error. コマンドに指定した引数に誤りがあります。

4 Failed. Failure send request.
ReturnCode=4 Command abnormally terminated.
nRetCode=4

広域管理サーバマネージャとの接続に失敗し
ました。

5 Command failed in packet transfer. 広域管理サーバマネージャとの通信に失敗し
ました。
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戻り値 メッセージ 説明

6 <エラー原因を示すメッセージ>
Command failed because of the manager process.
(retcode=xxx)

広域管理サーバマネージャの処理においてエ
ラーが発生しました。(xxx はエラーコード)

9 Command failed in acquiring configuration mode. 定義モードの取得に失敗しました。

戻り値 6 の場合、<エラー原因を示すメッセージ>として、下記表のメッセージとエラー発生

箇所を出力します。エラー発生個所は入力ファイル内の設定情報を基に出力します。

<エラー原因を示すメッセージ>のメッセージ部 説明

[002]Already Exists Error. すでに存在しています。

[011]Illegal Environment Error. 動作環境が不正です

[103]Failed to connect to CMDB. CMDB への接続に失敗しました。

[104]Memory Empty Error. メモリ不足です。

[105]Failed to select from CMDB. CMDB への検索処理で異常が発生しました。

[106]Failed to update CMDB. CMDB への更新処理で異常が発生しました。

[107]Failed to insert into CMDB. CMDB への追加処理で異常が発生しました。

[108]Input parameter is invalid. 入力パラメータが不正です。コマンドに指定した
入力ファイル内の設定情報を見直してください。

[234]The specified value is out of range. 使用可能 IP アドレス範囲の設定が不正です。

[244]Invalied Controller type. Controller のタイプ指定が不正です。

[267]Not Found. 選択対象が存在しません。または、すでに存在して
います。

[910]The length of the characters is insufficient. 入力文字数が不足しています。

[911]Exceeds limit length of the characters. 入力可能文字数を超えています。

[912]Unacceptable characters are included. 入力不可文字が含まれています。

[913]The specified value is out of range. 指定値が指定可能範囲を超えています。

[916]Invalid Format Error. フォーマットが不正です。

[927]Specified IP address is duplicated. IP アドレスが二重に定義されています。

[928]Total IP count is insufficient. IP 数が不足しています。

[xxx]An error occurred during processing. 処理中にエラーが発生しました。(xxx はエラー
コード)

エラー時メッセージ出力例

入力ファイル内の定義誤りにより設定情報の登録に失敗した場合のメッセージの例を以下

に説明します。

• 入力ファイルのフォーマットエラー

[916]Invalid Format Error. <Input File>:<Image error>
Command failed because of the manager process. (retcode=108)
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入力ファイルのフォーマットが間違っています。 {}や[]、""の対応が正しいこと、","の
設定が正しいことを確認してください。

• 管理グループの登録失敗

[107]Failed to insert into CMDB. GroupList.NodeType:"RMG" 
NodeName:"test01" UpName:"CG01/GR01" <insert(Group Node)>:<FAILED>
Command failed because of the manager process. (retcode=107)

入力ファイルに定義した管理グループ"test01"の登録に失敗しました。 該当管理グルー

プに管理サーバ名(GroupList[].Summary.Name)が指定されている場合は、管理グループの

VLAN 範囲(GroupList[].MgrGroup.VLANFrom、GroupList[].MgrGroup.VLANTo)の設定を

見直してください。

• エラー発生箇所がないエラー

[108]Input parameter is invalid.
Command failed because of the manager process. (retcode=108)

UNC 装 置 の LogicalPort 名

(GroupList[].ManagementGroupList[].DeviceList[].DeviceIFList[].Description)が間違ってい

ます。入力ファイルの LogicalPort 名を見直してください。

リソースグループの削除

コマンドにより、[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下に登録したグループノード

の設定情報を一括で削除することができます。

Administrator 権限を持つコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

> <インストールフォルダ>\Manager\bin\DCResourceCmd.exe -rgdelete [<グループ
ノード名>]

オプション 説明

-rgdelete： 固定文字列です。指定必須です。

グループノー
ド名：

削除するグループノード名を[DC リソースビュー]-[リソースグループ]か
らの相対パスで指定します。相対パスが階層になる場合、パスは"/"(スラッ
シュ)文字で区切って指定します。 グループノードは「グループ」「共通グ
ループ」「管理グループ」のことを指します。 グループノード名を省略し
た場合は[DC リソースビュー]-[リソースグループ]配下の全グループノー
ドを対象とします。

<インストールフォルダ>は広域管理サーバのインストールパスを示します。デフォルトは

「C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW」です。

注

1. プロビジョニング情報を含むグループノードの削除はできません。本コマンド実行前に削除対

象のグループノードのプロビジョニング情報を削除しておく必要があります。
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2. 本コマンドは実行時に定義モードを取得するため、監視端末にて定義モードを取得していない

状態で実行する必要があります。

3. ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサポー

トしておりません。

4. システム運用中に本作業を実施した場合、プロビジョニングや画面操作などの処理が遅延する

影響があります。(遅延度合によっては、処理がエラーになる可能性もあります)
 

5.6   グローバル IP アドレスを設定する

vDC Automation はテナントが利用できるグローバル IP アドレス（IP ｖ 4/IP ｖ 6）を [DC リ
ソースビュー]-[グローバル IP]配下に登録して管理します。

事業者が管理団体から利用を許可されたグローバル IP アドレス/サブネットのレンジを登録

します。

管理対象は以下の範囲を想定します。

• テナント FW の NAT のインターネット側 IP アドレス

• テナント LB のインターネット側 IP アドレス

• テナント VM / 物理サーバの NIC に設定する IP アドレス

注

上記以外で必要となるポータルサイトや SSL-VPN のグローバル IP アドレスについては事業者が

個別に管理するものとします。
 

DC リソースビューを利用することにより、グローバル IP アドレスの登録や状況の表示を行

うことができます。

5.6.1   IPv4 の登録

IPv4 アドレスは、[DC リソース]-[グローバル IP]-[グローバル IP ｖ 4]に登録します。 [グ
ローバル IPv4]ノードをクリックし、[リソース IP 一覧]タブを選択します。 [リソース IP 一
覧]タブ上で右クリックメニューの[IP の追加(A)]を選択します。 [IPv4 アドレスの指定]画面

で、登録名と IP アドレスを指定します。
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払い出す IP アドレスに対して専有タイプとタグ情報を設定することができます。 これによ

り利用できる IP アドレスを限定することができます。

[グローバル IPv4]ノードを選択した際、[プロパティ]タブに専有タイプが表示されます。 プ
ロパティ編集ダイアログにて専有タイプ(共有/専有)を設定することができます。 専有タイ

プについては、 「5.5.13   リソースグループにタグを付ける（134 ページ）」 を参照してくだ

さい。

また、[グローバル IPv4]ノードを選択時の右ペインに表示される[リソース IP 一覧]の下ペイ

ンに[タグ]タブが表示されます。 画面中で右クリックすることでタグ情報の追加または削
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除することができます。 タグ情報を追加することにより、払い出す IP アドレスに、キーと

値を設定することができます。 キーと値については、 「5.5.13   リソースグループにタグを

付ける（134 ページ）」 を参照してください。

5.6.2   IPv6 の登録

IPv6 アドレスは、[DC リソース]-[グローバル IP]-[グローバル IP ｖ 6]に登録します。 [グ
ローバル IPv6]ノードをクリックし、[リソース IP 一覧]タブを選択します。 [リソース IP 一
覧]タブ上で右クリックメニューの[IP の追加(A)]を選択します。 [IPv6 アドレスの指定]画面

で、登録名と IP アドレスを指定します。

払い出す IP アドレスに対して専有タイプとタグ情報を設定することができます。 これによ

り利用できる IP アドレスを限定することができます。

[グローバル IPv6]ノードを選択した際、[プロパティ]タブに専有タイプが表示されます。 プ
ロパティ編集ダイアログにて専有タイプ(共有/専有)を設定することができます。 専有タイ

プについては、 「5.5.13   リソースグループにタグを付ける（134 ページ）」 を参照してくだ

さい。

第 5 章   DC リソースビューの設定

145



また、[グローバル IPv6]ノードを選択時の右ペインに表示される[リソース IP 一覧]の下ペイ

ンに[タグ]タブが表示されます。 画面中で右クリックすることでタグ情報の追加または削

除することができます。 タグ情報を追加することにより、払い出す IP アドレスに、キーと

値を設定することができます。 キーと値については、 「5.5.13   リソースグループにタグを

付ける（134 ページ）」 を参照してください。

5.6.3   IPv4 / IPv6 の削除

「グローバル IP ｖ 4」もしくは｢グローバル IP ｖ 6｣ノードをクリックし、[リソース IP 一覧]
タブを選択します。 [リソース IP 一覧]テーブル上で右クリックメニューの[IP の削除(D)]を
選択することで削除することができます。

5.6.4   グローバル IP 運用のシナリオ

グローバル IP を利用するには、以下を実施します。

1. 事業者は公的組織からグローバル IP を取得し、 [DC リソースビュー]-[グローバル IP]配
下の[グローバル IP ｖ 4]もしくは[グローバル IP ｖ 6]に登録名とともに登録します。

2. 管理グループにグローバル IP を使用するパブリック VLAN を定義します。

3. テナント管理者が、(1)で指定したサブネットでパブリック VLAN を作成します

4. 事業者が、作成されたパブリック VLAN のサブネットをインターネットルータに設定し

ます。

5. 事業者が、払い出されたグローバル IP がテナントに転送されるように、インターネット

ルータに対してルーティング設定をします。

以下に補足を記載します。

• グローバル IP をテナント FW の NAT に利用する場合は、NAT 設定シナリオに、 取得し

たグローバル IP およびテナント内のローカル IP を指定して実行します。

• IPv6 の場合は、テナント管理者がテナント FW に IPv6 の設定を行う必要があります。
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• テナントが取得したグローバル IP の返却は、テナント管理者がポータル画面にて返却す

るか、 テナント解約後に事業者が vDCA に対してグローバル IP の返却を実行します。

一部だけの返却はできません。

また、グローバル IP 返却だけではその後もグローバル IP が利用できてしまうため、事

業者がパブリック VLAN を削除します。

5.7   ソフトウェアリポジトリを設定する

ソフトウェアリポジトリは、AssetSuite 上で動作し、以下の情報管理や作業を実施すること

ができます。

• vDC Automation のライセンスキー管理

• vDC Automation のソフトウェアインストールイメージ、パッチインストールイメージ、

配布パッケージの管理とインストールの実行

• VM イメージの管理と VM 生成

5.7.1   ソフトウェアリポジトリの環境を設定する

ソフトウェアリポジトリの利用を開始する前に、ソフトウェアリポジトリ用のボリュームを

用意し、パス等の情報をシステムに設定する必要があります。

外部ストレージまたは広域管理サーバのローカルストレージに、ソフトウェアリポジトリ用

のボリュームを作成します。

• 外部ストレージを使用する場合の設定

1. ボリューム情報の設定(シングルサイト、マルチサイト共通)

a. 外部ストレージは NFS または CIFS で共有設定して広域管理サーバからアクセ

スできるようにします。

注

• 外部ストレージを NFS 共有で構築する場合は、広域管理サーバ、管理サーバ、

VM 監視サーバに NFS サービスをインストールしてください。

• 外部ストレージを CIFS 共有で構築する場合は、パスワード認証なしで Guest アク

セス可能な設定としてください。
 

b. マッピング情報コマンドを実行して、ボリュームの情報をシステムに設定しま

す。 広域管理サーバで以下のコマンドを実行します。

- 下記の作業ディレクトリに移動します。

> cd C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\bin

- 次のコマンドを実行します。
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> SwRepositoryMgrCmd set registpath _provider_ 
<fileserverpath> <disksize>

<fileserverpath> は「\\ファイルサーバ名\共有ドライブ名」のように作成したファ

イルサーバのパスを指定してください。

<disksize> には、作成したボリュームのサイズを MB 単位で指定してください。

2. マルチサイト時の共有ドライブ設定

マルチサイトの場合、各サイトにあるファイルサーバのホスト名は同一の名前で名

前解決できるよう設定し、共有ドライブ名も同一になるよう設定してください。

広域管理サーバが存在しないサイトのファイルサーバにはあらかじめ、ソフトウェ

アリポジトリ用のボリュームに以下のような構成でフォルダを作成してください。

共有ドライブ名
  └─ SWRepository
      └─ Middleware
          └─ Package
マルチサイトの場合、配布機能を利用してソフトウェア／パッチのサイト間同期を

行います。イメージ図を以下に示します。

同期のための配布パッケージ設定については、 「5.7.6   パッケージ（マルチサイト

用）を管理する（190 ページ）」 を参照してください。

例：サイト A、サイト B が存在し、サイト A に広域管理サーバがある場合

- サイト A のファイルサーバの IP アドレスが 192.168.0.10

- サイト B のファイルサーバの IP アドレスが 192.168.1.11

- 名前解決するファイルサーバのホスト名は FILESERVER1

- 共有ドライブ名は SHARE

第 5 章   DC リソースビューの設定

148



サイト A にある広域管理サーバと各管理サーバ、各 VM 監視サーバの hosts ファイ

ルに以下を記載します。

192.168.0.10 FILESERVER1

また、実行するコマンドの<fileserverpath> には\\FILESERVER1\SHARE を指定しま

す。

サイト B にある各管理サーバと各 VM 監視サーバの hosts ファイルに以下を記載し

ます。

192.168.1.11 FILESERVER1

サイト B のファイルサーバのソフトウェアリポジトリ用ボリュームを共有名

「SHARE」で共有設定し、以下のような構成でフォルダを作成します。

SHARE
  └─ SWRepository
      └─ Middleware
          └─ Package

• 広域管理サーバのローカルストレージを使用する場合の設定

1. マッピング情報コマンドを実行して、ボリュームの情報をシステムに設定します。

広域管理サーバで以下のコマンドを実行します。

> cd C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\bin
> SwRepositoryMgrCmd set registpath _provider_ <fileserverpath> 
<disksize>

<fileserverpath> は作成したボリュームのドライブ名を「D」のように指定してくださ

い。

<disksize> には、作成したボリュームのサイズを MB 単位で指定してください。

2. 次に、下記に示す手順で設定ファイルを削除してください。

a. 広域管理サーバのサービスを停止します。

サービス名： WebSAM UMF Operations Manager_101

b. 設定ファイルを削除します。

パス： C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW_share\Manager\sg\Distribution

削除対象ファイル(配布機能の設定ファイル)： DistributionMgr.dat

c. 広域管理サーバのサービスを起動します。

サービス名： WebSAM UMF Operations Manager_101
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5.7.2   ソフトウェアリポジトリツリーについて

ソフトウェアリポジトリツリーは、DC リソースビュー配下に表示されます。 また、ソフト

ウェアリポジトリノード配下には、ソフトウェアグループが階層的に表示され、ソフトウェ

アライセンスやソフトウェアを管理します。

ソフトウェアグループの操作は、定義モードへ移行後に行うことができます。

• ソフトウェアグループを追加する

ソフトウェアリポジトリのノードを選択後、右クリックメニューの「グループ追加」を

選択すると、子グループを追加できます。

- [グループ名]: グループ名を入力します。

- [アイコンファイル]: ツリーに表示するアイコンファイルを指定します。

- [説明]: グループの説明を入力します。

• ソフトウェアグループを変更する

変更したいソフトウェアグループのノードを選択後、右クリックメニューの「変更」を

選択すると、グループ定義の変更ができます。
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- [グループ名]: グループ名を変更する場合入力します。

- [アイコンファイル]: アイコンファイルを変更する場合指定します。

- [説明]: 説明を変更する場合入力します。

• ソフトウェアグループを削除する

ソフトウェアグループのノードを選択後、右クリックメニューの「削除」を選択する

と、該当グループを削除できます。 但し、配下にソフトウェアグループ、ライセンス

キー、ソフトウェア、インストール実行情報がある場合は削除できません。

以下にソフトウェアリポジトリツリーの構成例を示します。

図 5-16   構成例 1. 媒体ごとにグループを作り、そのグループ配下にソフトウェアを登録する
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図 5-17   構成例 2. 用途ごとにグループを作り、そのグループ配下にソフトウェアを登録する

図 5-18   構成例 3. 構成例 1 と構成例 2 の併用
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5.7.3   ライセンスキーを管理する

• ライセンスキーの登録を行う

メイン画面のツリービューでソフトウェアリポジトリノード配下のライセンスキーを

追加したいグループを選択し、右クリックメニューの「ライセンスキー登録」を選択し

ます。

「ライセンスキー登録画面」によりライセンスキーの登録を行います。

すべての入力項目を設定後、「登録」ボタンをクリックします。
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- [ライセンスキー番号]:

設定しない場合自動的に付与されます。 自動で払い出す際のライセンスキー番号

フォーマットは、資産管理の「会社の登録・変更」画面で設定します。

大 64 文字まで入力することが可能です。

- [ライセンスキー名]:

ライセンスキーの名称を設定します。この項目は必須項目です。

大 64 文字まで入力することが可能です。

- [ライセンスキー種別]:

対象ライセンスキー種別について、「OS プロダクトキー」、「ライセンスキー」のど

ちらかを選択します。

- [ライセンスキー内容]:

ライセンスキーの内容を設定します。この項目は必須項目です。
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大 256 文字まで入力することが可能です。

- [払い出し可能数]:

払い出し可能となるライセンス数を設定します。この項目は必須項目です。

入力できる値の範囲は 1～65535 までです。

なお無制限に払い出し可能な場合は無制限チェックボックスをチェックしてくださ

い。 その場合は払い出し可能数を入力することはできません。

- [説明]:

ライセンスキーを説明する入力任意項目です。

大 256 文字まで入力することが可能です。

- [管理者]:

ライセンスキーの管理者を設定する入力任意項目です。

大 64 文字まで入力することが可能です。

- [ベンダー]:

ライセンスキーのベンダーを設定する選択任意項目です。

取引先マスタに登録されている情報が選択できます。 取引先マスタへの登録は、資

産管理の会社の「マスタデータ」画面で行います。

- [形態]:

ライセンスキーの形態を設定する選択任意項目です。

形態マスタに登録されている情報が選択できます。 形態マスタへの登録は、資産管

理の会社の「マスタデータ」画面で行います。

- [バージョン]:

ライセンスキーのバージョンを設定する選択任意項目です。

大 64 文字まで入力することが可能です。

- [取得日]:

ライセンスキーの取得日を設定する選択任意項目です。

デフォルトで当日日付が表示されますので問題ない場合はチェックします。 任意

の日付にしたい場合はカレンダーより選択します。

- [備考１]:

入力任意項目です。必要な備考情報がある場合は使用してください。

大 128 文字まで入力することが可能です。

- [備考２]:

入力任意項目です。必要な備考情報がある場合は使用してください。
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大 128 文字まで入力することが可能です。

• ライセンスキーの編集を行う

ソフトウェアグループ配下のライセンスキー一覧を表示し、編集したいライセンスキー

を選択して、右クリックメニューの「開く」を選択します。

「ライセンスキー変更画面」が表示され、現在の登録情報が表示されます。
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修正したいライセンスキー情報の編集を行います。

詳細は「ライセンスキーの登録を行う」を参照してください。 編集が完了後、「変更」

ボタンをクリックして編集を終了します。

• ライセンスキーを移動する

ライセンスキーについてはソフトウェアグループを移動することができます。

ソフトウェアグループ配下のライセンスキー一覧を表示し、移動したいライセンスキー

を選択して、右クリックメニューの「移動」を選択します。
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現在のリソース情報がツリー表示されるので、移動したいソフトウェアグループを選択

して「OK」をクリックします。

ライセンスキーが指定したソフトウェアグループ配下に移動します。
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• ライセンスキーの削除を行う

ソフトウェアグループ配下のライセンスキー一覧を表示し、削除したいライセンスキー

を選択して、右クリックメニューの「削除」を選択します。

確認メッセージが表示されるので「はい」をクリックすると削除が行われます。

• ライセンスキーの払い出しを行う

ソフトウェアグループ配下のライセンスキー一覧を表示し、払い出ししたいライセンス

キーを選択して、右クリックメニューの「払い出し」を選択します。
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「ライセンスキー払い出し画面」が表示されますので払い出し情報を設定して「払い出

し」ボタンをクリックします。 払い出しが行われ、ライセンスキー一覧の払い出し数が

加算されます。

- [払い出し数]:

払い出し数を設定します。この項目は必須項目です。

入力できる値の範囲は 1～65535 までです。

ただし入力した値が、払い出し可能数－現在の払い出し数 を超えていると 「払い出

し」ボタンクリック時にエラーメッセージが表示されます。

- [払い出し者]:

払い出しを行う者を設定します。

大 64 文字まで入力することが可能です。

- [払い出し日時]:

払い出し日時を設定します。

デフォルトは当日となっていますので問題ない場合はそのままにします。 別の日

付を設定する場合は、カレンダーより選択します。
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- [説明]:

払い出し情報を説明する入力任意項目です。

大 256 文字まで入力することが可能です。

• ライセンスキーのインデックス検索を行う

ライセンスキーの払い出し、紐付け状況の検索を行います。

ソフトウェアグループ配下のライセンスキー一覧を表示し、払い出ししたいライセンス

キーを選択して、右クリックメニューの「払い出し」を選択します。

「ライセンスキーインデックス検索画面」が表示されるので必要な検索条件を設定しま

す。 条件が不要な場合はそのまま「検索」ボタンをクリックします。
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- [インデックス番号]:

検索を行うインデックス番号を設定します。

大 64 文字まで入力することが可能です。

数字のみを入力した場合は、該当するインデックス値のライセンスキーのみを検索

します。 また数字をハイフンでつなぐことで範囲指定による検索も可能です。

範囲検索は、「0001-」「0001-9999」「-9999」の 3 パターン可能です。

- [払い出し状態]:

検索を行う払い出し状態を、「指定なし」、「払い出し中」、「払い出しなし」より選択

します。

- [払い出し者]:

検索を行う払い出し者を設定します。

大 64 文字まで入力することが可能です。

部分一致による検索も可能ですが、ワイルドカード指定はできません。

- [払い出し日]:
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検索を行う払い出し日を設定します。期間検索もできます。

- [紐付け状態]:

検索を行う紐付け状態を、「指定なし」、「紐付け中」、「紐付けなし」より選択しま

す。

- [紐付け資産 ID]:

検索を行う紐付け資産 ID を設定します。検索は完全一致でしかできません。

- [紐付け日]:

検索を行う紐付け日を設定します。期間検索もできます。

検索を実行すると、「ライセンスキーインデックス検索結果一覧」画面が表示されます。

• ライセンスキーインデックス検索結果から編集を行う

ライセンスキーインデックス検索結果より、以下の編集ができます。

1. 払い出し変更を行う

検索結果一覧より対象のライセンスキー情報を選択し右クリック、「払い出し変更」

を選択します。

「ライセンスキー払い出し変更画面」が表示されますので編集後「変更」ボタンをク

リックします。
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- [払い出し者]:

払い出しを行う者を設定します。

大 64 文字まで入力することが可能です。

- [払い出し日時]:

払い出し日時を設定します。

デフォルトは当日となっていますので問題ない場合はそのままにします。 別の

日付を設定する場合は、カレンダーより選択します。

- [説明]:

払い出し情報を説明する入力任意項目です。

大 256 文字まで入力することが可能です。

2. ライセンスキー払い出しの回収を行う

払い出しが行われているライセンスキーを選択し、「回収」ボタンをクリックしま

す。

確認メッセージが表示されるので「はい」をクリックすると回収が行われます。 回
収したライセンスキーは検索結果より削除されます。
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3. ライセンスキー払い出しの紐付けを行う

払い出しが行われているライセンスキーを選択し、「紐付け」ボタンをクリックしま

す。

「対象資産の指定」画面が表示されるので紐付けを行う資産を指定します。

検索条件を設定し、「検索」ボタンをクリックすると検索された資産の一覧が表示さ

れるので資産を選択し、 「決定」ボタンをクリックすると紐付けが行われます。
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- [管理グループ]:

検索を行う管理グループを選択します。

「参照」ボタンをクリックすると現在の資産グループ構成が表示されるので、検

索を行いたい資産グループを選択します。 「配下を検索対象に含む」をチェッ

クすると、配下のグループもすべて検索します。
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- [資産名]:

検索を行う資産の名称を設定します。設備管理番号を設定しない場合、この項

目は必須項目です。

大 256 文字まで入力することが可能です。また"*"、"?"によるワイルドカード

指定も可能です。

- [設備管理番号]:

ライセンスキーの名称を設定します。資産名を設定しない場合、この項目は必

須項目です。

大 64 文字まで入力することが可能です。また"*"、"?"によるワイルドカード

指定も可能です。

4. ライセンスキー払い出しの紐付け解除を行う

既に紐付けが行われているライセンスキーの紐付けを解除できます。

払い出しが行われているライセンスキーを選択し、「紐付け解除」ボタンをクリック

します。
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確認メッセージが表示されるので「はい」をクリックすると紐付けの解除が行われ

ます。

5. ライセンスキーの不一致状態の検出を行う

ライセンスキーの払い出しを行ったが資産との紐付けを行っていない、 という場合

や資産に紐付けられているライセンスキーのインデックス情報を回収してしまった

場合など、 ライセンスキーの情報に不整合があったときに、どのライセンスキーの

情報が不整合になっているかをビジネスビューに表示することが可能です。

不整合なライセンスキーの情報をビジネスビューに表示するには以下のフォルダに

ある ini ファイルを編集し、表示するための設定を追加します。 既定値では、この

設定は ini ファイルに記載されておりません。

パス名： C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW_share\Manager\sg\AsLogicalAsset

ファイル名： AsLogicalAssetMgr.ini

編集手順は以下の通りです。

a. [スタート]メニューより、[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]を起動

して以下のサービスを停止します。

WebSAM UMF Operations Manager_101

b. AsLogicalAssetMgr.ini をテキストエディタなどで開きます。

c. 以下の[CheckIllegal]セクションの設定を追加します。

[Thread]
ThreadNo=3
Thread00=CSvcThreadMgr
Count00=5
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Priority00=8
Thread01=CCmThreadMgr
Count01=5
Priority01=8
Thread02=CDetectIllegalThreadMgr
Count02=1
Priority02=8

[CheckIllegal]
CheckType=0
Interval=1440
Time=10:00

各項目の内容は以下の通りです。

セクション名 キー名 値

CheckIllegal CheckType 不一致状態の検出を定期的に実行するか、毎日の指定された
時刻に実行するかを設定します。

• 0： 定期実行（Inteval の値が有効になる）

• 1： 時刻指定（Time の値が有効になる）

デフォルト値は 0（定期実行）です。

Interval 不一致状態の検出の実行間隔（分単位）を指定します。

デフォルト値は 0 で、0～525600 の範囲で指定します。 範囲
外の値や数字以外の値が指定された場合はデフォルト値と
同じく 0 となります。 0 が指定された場合は不一致状態の
検出を行いません。

Time 不一致状態の検出の実行時刻を指定します。

指定形式は HH:MM で、デフォルト値は 00:00（午前 0 時）
です。 範囲外の値や数字以外の値が指定された場合はデ
フォルト値と同じく 00:00（午前 0 時）となります。

d. 上記の設定を保存した後、停止した以下のサービスを起動します。

WebSAM UMF Operations Manager_101

e. 上記で設定した実行間隔または実行時刻で、ビジネスビューに不整合なライセ

ンスキーの情報が表示されます。 表示された情報を確認するには、「ビジネス

ビュー」ノード配下の「AssetSuite メッセージ」をダブルクリックします。

f. 一覧画面に不整合なライセンスキーの情報が表示されます。

一覧画面には以下のようなメッセージが表示されます。
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メッセージ 対処方法

払い出されたライセンスキーに資産が紐付
けられていません。

(ライセンスキー番号=XXXXXXXX, ライセ
ンスキーインデックス番号= XXXXX)

表示されたライセンスキー番号のインデッ
クス情報に資産を紐付けてください。 また
は、表示されたライセンスキー番号のイン
デックス情報を回収してください。

払い出されていないライセンスキーに資産
が紐付けられています。

(ライセンスキー番号=XXXXXXXX, ライセ
ンスキーインデックス番号= XXXXX)

表示されたライセンスキー番号のインデッ
クス情報に紐付けられている資産を紐付け
解除してください。 または、表示されたライ
センスキー番号のインデックス情報を払い
出してください。

ライセンスキーに紐付けられている資産が
存在しません。

(ライセンスキー番号=XXXXXXXX, ライセ
ンスキーインデックス番号= XXXXX, 資産
ID= XXXXX)

表示されたライセンスキー番号のインデッ
クス情報に紐付けられている資産を紐付け
解除してください。

5.7.4   ソフトウェアを管理する

• ソフトウェアの登録を行う

メイン画面のツリービューでソフトウェアリポジトリノード配下のソフトウェアを追

加したいグループを選択し、右クリックメニューの「ソフトウェア登録」を選択しま

す。
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「ソフトウェア登録」画面によりソフトウェアの登録を行います。

すべての入力項目を設定後、「登録」ボタンをクリックします。

- 【基本タブ】
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* [登録種別]:

登録する種別を新規、流用より選択します。この項目は必須項目です。

「流用」を選択した場合、以下の「流用元ソフトウェアの指定」画面が表示され

ます。 流用を行いたいソフトウェアを含むソフトウェアグループを選択し、 検
索を行うと検索されたソフトウェアの一覧が表示されますので流用元ソフト

ウェアを選択して「決定」ボタンをクリックします。

第 5 章   DC リソースビューの設定

172



* [ソフトウェア名]:

ソフトウェアの名称を設定します。この項目は必須項目です。

大 64 文字まで入力することが可能です。

* [ソフトウェア種別]:

「ソフトウェアイメージ」、「パッチイメージ」、「OS イメージ」より選択します。

この項目は選択必須項目です。

* [転送種別]:

「ファイル」、「ディレクトリ」より選択します。この項目は選択必須項目です。

* [ファイルパス]:

インストール対象ファイルを選択します。この項目は必須項目です。

「参照」ボタンをクリックするとダイアログが表示されるので対象ファイルを選

択します。 一度選択したファイルをクリアしたい場合は「クリア」ボタンをク

リックします。
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* [ライセンスキー]:

紐付けを行うライセンスキーを選択します。

「参照」ボタンをクリックするとソフトウェアグループのツリービューが表示さ

れるので対象ライセンスキーを持つソフトウェアグループを選択します。 一度

選択したライセンスキーをクリアしたい場合は「クリア」ボタンをクリックし

ます。

* [備考 1、2、3]:

入力任意項目です。必要な備考情報がある場合は使用してください。

第 5 章   DC リソースビューの設定

174



それぞれ 大 128 文字まで入力することが可能です。

- 【インストール実行シナリオタブ】

インストール用 bat ファイル等の、ソフトウェアを配布後に実行させたい処理を、

インストール実行シナリオとして登録できます。 必要な場合は、以下の手順でシナ

リオを登録してください。

* [配布後の処理追加]:

ボタンをクリックすると「配布後の処理登録」画面が表示されます。
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+ [実行処理名]:

インストール実行シナリオに任意の名称を設定します。この項目は必須項

目です。

大 64 文字まで入力することが可能です。

+ [転送種別]:

「ファイル」、「ディレクトリ」のいずれかを指定します。この項目は選択必

須項目です。

+ [ファイルパス]:

「参照」ボタンをクリックすると「ファイルを開く」ダイアログが表示され

ますのでファイルまたはフォルダを選択してください。 この項目は必須項

目です。
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+ [備考]:

入力任意項目です。必要な備考情報がある場合は使用してください。

大 128 文字まで入力することが可能です。

• ソフトウェアの編集を行う

ソフトウェアグループ配下のソフトウェア一覧を表示し、編集したいソフトウェアを選

択して、右クリックメニューの「開く」を選択します。

「ソフトウェア変更」画面が表示され、現在の登録情報が表示されます。
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修正したいソフトウェア情報の編集を行います。

詳細は「 ソフトウェアの登録を行う」を参照してください。 編集が完了後、「変更」ボ

タンをクリックして編集を終了します。

• ソフトウェアを移動する

ソフトウェアについてはソフトウェアグループを移動することができます。

ソフトウェアグループ配下のソフトウェア一覧を表示し、移動したいソフトウェアを選

択して、右クリックメニューの「移動」を選択します。
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現在のリソース情報がツリー表示されるので、移動したいソフトウェアグループを選択

して「OK」をクリックします。

ソフトウェアが指定したソフトウェアグループ配下に移動します。
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• ソフトウェアの削除を行う

ソフトウェアグループ配下のソフトウェア一覧を表示し、削除したいソフトウェアを選

択して、右クリックメニューの「削除」を選択します。

確認メッセージが表示されるので「はい」をクリックすると削除が行われます。

5.7.5   パッケージを管理する

監視端末から登録したソフトウェアやパッチを VM にインストールするためには、 それら

を「配布パッケージ」として登録する必要があります。 「配布パッケージ」とは、"配布す

るファイル群"と"配布後の動作設定"の情報セットのことです。

配布パッケージの登録は以下の手順で行います。

1. 配布パッケージグループ、配布タスクグループを登録します。

2. 登録した配布ファイル群を監視端末から配布パッケージとして設定します。
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3. 配布パッケージに配布後の動作を設定します。

• 配布パッケージグループを登録する

既に配布パッケージグループを作成している場合は、本操作は不要です。

配布パッケージグループを作成します。 配布パッケージグループを登録することで、配

布パッケージをグループ単位に管理することができます。 特に理由が無い場合、パッ

ケージグループ名は「PackageForVM」としてください。  本操作方法については、

『AssetSuite 管理者マニュアル』の 『13.4.1. パッケージグループの作成』を参照くださ

い。

• 配布タスクグループを登録する

既に配布タスクグループを作成している場合は、本操作は不要です。

配布タスクグループを作成します。配布タスクグループを登録することで、配布タスク

をグループ単位に管理することができます。 特に理由が無い場合、タスクグループ名は

「TaskForVM」としてください。 本操作方法については、『AssetSuite 管理者マニュアル』

の『13.5.1. タスクグループの作成』を参照ください。

注

配布パッケージを操作するユーザには、作成した「PackageForVM」、 「TaskForVM」に対する

「パッケージ・タスク設定権」を設定してください。

権限の設定方法は、オンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理

する」-「権限の設定」を参照してください。
 

• 配布パッケージの新規登録を行う

配布パッケージを新規に登録します。配布パッケージの登録は定義モードへ移行後に

行う必要があります。 また、配布管理のパッケージ・タスク設定権が必要です。

1. パッケージ登録
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「ソフトウェア一覧」画面から一つまたは複数ソフトウェアを選択して、右クリック

メニューの「配布パッケージ登録」を選択すると、 「配布パッケージ設定」ダイア

ログが表示されます。 「パッケージ登録」タブで配布パッケージの情報を設定しま

す。

- [パッケージ構成]:

配布パッケージのフォルダ、ファイル構成を表示します。

- [削除]:

配布パッケージ内の、ファイルやフォルダを削除できます。以下の確認メッ

セージで「はい」を選択します。

- [追加]:

配布パッケージ構成へ、ファイルやフォルダを追加できます。以下の確認メッ

セージで「はい」を選択します。
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- [コピー元]:

「コピー元」のルートディレクトリは変更できません。 選択したフォルダから配

布パッケージ構成へ追加するファイルやフォルダを選択することができます。

フォルダの履歴は 大 30 個保存します。

- [上のフォルダへ]:

「コピー元」に表示される選択中のフォルダの一つ上のフォルダへ移動できま

す。

- [フォルダ追加時にサブフォルダを含める]:

配布パッケージ構成へフォルダを追加する際に、サブフォルダ配下のファイル

とフォルダを含めるか否かを選択できます。

- [OK]:

配布パッケージの設定内容を保存します。

- [キャンセル]:

配布パッケージの設定内容を破棄します。

2. 基本情報

- [パッケージ名]:

パッケージ名を入力します。必須項目で 大 30 文字まで入力可能です。

同一グループ内では、パッケージ名とバージョンの組合せが他の配布パッケー

ジと重複することはできません。

大文字小文字の違いを区別しません。
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注

以下の文字は使用できません。

\ / : * ? " < > |
 

- [バージョン]:

バージョン名を入力します。必須項目で 大 10 文字まで入力可能です。

パッケージ名とバージョンの組合せが他の配布パッケージと重複することはで

きません。

大文字小文字の違いを区別しません。

注

以下の文字は使用できません。

\ / : * ? " < > |
 

- [OS 種別]:

OS 種別を選択します。

- [更新回数]:

配布パッケージの更新回数を表示します。新規登録時は"0"です。以降更新す

る度に"1"加算します。

- [合計サイズ]:

配布パッケージ(ファイル群)の合計サイズを表示します。

- [ 終更新日時]:

配布パッケージの 終更新日時を表示します。

- [起動するファイル名]:

必須項目で 大 250 文字まで入力可能です。

注

• OS 種別が Windows の場合以下の文字は使用できません。

* ? “ < > |

• OS 種別が UNIX の場合以下の文字が使用可能です。

アルファベット(大文字、小文字) 数字 + - . _ / \ %
 

起動するファイル名でパッケージファイル内のファイルを選択する場合は、

「パッケージ登録内容から選択」ボタンで選択することも可能です。

配布パッケージ内のファイルを直接指定する場合は相対パスで指定します。 ".
\"又は"./"で始まるパスで指定します。

例：
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.\setup.exe

./work/setup.exe

エージェント上のシステムパスが通っているファイルを指定する場合は、ファ

イル名のみ指定します。 そうでない場合はフルパスで指定します。

システム環境変数を使用することも可能です。Windows、UNIX 共に、システム

環境変数を"%"で囲みます。

例:

%TMP%\setup.exe

%TMP%\work\setup.exe

注

画面リソースを持つなど対話的にユーザ操作が必要となるソフトウェアについては、

配布がうまく動かないため指定をしないでください。
 

- [作業フォルダ]:

エージェントにて配布するソフトウェアを実行させる際の作業フォルダを指定

します。 デフォルトはドット"."で表し、パッケージのルートを作業フォルダと

します。

起動するファイル名に指定したバッチやプロセスからパッケージ内の別のバッ

チやプロセスを相対パスで呼び出す場合は、 そのバッチやプロセスが存在する

フォルダを指定して下さい。 起動するファイル名に指定したバッチやプロセス

を単独実行する場合は、本項目の指定は不要です。

- [起動時パラメータ]:

起動するコマンドファイルの引数を指定します。 大 250 文字まで指定可能で

す。

コマンドファイルの引数が不要な場合は省略可能です。

OS 種別が UNIX の場合、ascii 文字のみ使用可能です。

- [配布先格納フォルダ]:

配布先（エージェント）で配布パッケージを格納するフォルダを指定します。

フルパスかシステム環境変数で指定します。システム環境変数の指定方法は、

「起動するファイル名」と同じです。

注

OS 種別が Windows の場合以下の文字、及び Windows の予約語は使用できません。

* ? “ < > |
 

Windows の予約語を指定した場合、配布に失敗します。その場合、配布レポー

トでは以下のように表示されます。
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ステータス：配布失敗
終処理結果：配布先フォルダの作成に失敗しました。

OS種別が UNIXの場合以下の文字が使用可能です。
アルファベット(大文字、小文字) 数字 + - . _ / \ %

注

OS 種別が OS 共通の場合は、絶対パス表記は指定できません。 システム環境変数か

パッケージルートからの相対パスで指定してください。
 

- [実配布先格納フォルダ]:

実際に配布先（エージェント）で配布パッケージを格納するフォルダを表示し

ます。 本ソフトウェアでは、配布先格納フォルダに<ユニークな ID>のフォルダ

名を付与し、 そのフォルダ名を含む実格納フォルダを以下のように表示します。

"配布先格納フォルダ\<ユニークな ID>"

3. 条件定義

エージェントへのソフトウェア配布において、起動するファイル(setup.exe 等)の正

常終了条件を定義します。

起動するファイルの戻り値がここで定義した条件にあてはまる場合、ソフトウェア

配布が正常終了したものと判断します。 省略した場合はすべて正常終了として配

布レポートへ結果表示します。

- [追加]:

正常終了条件を追加します。

- [編集]:

正常終了条件を編集します。

- [削除]:
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正常終了条件を削除します。以下の確認メッセージを表示します。

- [複写]:

正常終了条件を複写します。

追加、編集、複写を選択すると以下の「条件詳細定義」ダイアログが開きます。

図 5-19   条件タイプが比較の場合

図 5-20   条件タイプが範囲指定の場合

- [条件名]:

条件名を指定します。 大 64 文字まで指定可能です。禁則文字はありませ

ん。 条件名は他の条件名と重複しないように指定して下さい。

- [条件タイプ]:

条件タイプが"比較"か"範囲指定"か、どちらかを選択します。

- [条件詳細]:

戻り値の比較条件と比較する値を指定します。

• 配布パッケージの参照を行う

第 5 章   DC リソースビューの設定

187



「ソフトウェア一覧」画面から一つソフトウェアを選択して、右クリックメニューの「配

布パッケージ一覧」を選択すると、「配布パッケージ一覧」画面が表示されます。

配布パッケージ一覧画面では、ソフトウェアに紐付く配布パッケージの一覧を表示しま

す。「移動」「複写」ボタンは使用できません。

すべての状態の配布パッケージが参照可能です。 参照したい配布パッケージをリスト

から選択し、「参照」ボタンをクリックすると、「配布パッケージ設定」ダイアログが表

示され参照できます。 「配布パッケージ設定」ダイアログの各項目の説明は、「配布パッ

ケージの新規登録を行う」を参照ください。

• 配布パッケージの編集を行う

配布パッケージの編集は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理の

パッケージ・タスク設定権が必要です。

「配布パッケージ一覧」画面より編集を行いたいパッケージを選択し、「編集」ボタンを

クリックします。

「配布パッケージ設定」画面が表示されます。
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修正したい配布パッケージ情報の編集を行います。 詳細は「配布パッケージの新規登録

を行う」を参照してください。 編集が完了後、「OK」ボタンをクリックして編集を終了

します。

• 配布パッケージの削除を行う

配布パッケージの削除は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理の

パッケージ・タスク設定権が必要です。

「配布パッケージ一覧」画面より削除したいパッケージを選択し、「削除」ボタンをク

リックします。

確認メッセージが表示されるので「はい」をクリックすることにより配布パッケージの

削除が行われます。
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5.7.6   パッケージ（マルチサイト用）を管理する

本手順はマルチサイトの場合に行います。マルチサイトではない場合、本手順は不要です。

また、「5.7.5   パッケージを管理する（180 ページ）」 で登録した配布パッケージを各サイト

に設置されているファイルサーバへコピーするまでは、登録した配布パッケージを使用する

ことはできません。 配布パッケージを削除する場合は、あらかじめ各サイトに設置されて

いるファイルサーバにコピーした配布パッケージを削除する必要があります。

「5.7.5   パッケージを管理する（180 ページ）」 で登録した配布パッケージを各サイトに設置

されているファイルサーバへコピーする手順は以下の通りです。

1. 配布パッケージコピー用の bat ファイルを作成する

コピー対象の配布パッケージを各サイトに設置されているファイルサーバへコピーす

る際に使用する bat ファイルを作成します。 テキストエディタを開き、以下の内容を記

載してください。

set PACKAGEID=%~1

mkdir \\コピー先のファイルサーバ名\NFS 共有名\SWRepository\Middleware
\Package\%PACKAGEID%
move /Y .\%PACKAGEID%\* \\ コピー先のファイルサーバ名 \NFS 共有名
\SWRepository\Middleware\Package\%PACKAGEID%\

項目 値

コピー先のファイ
ルサーバ名

コピーするファイルサーバの名前を指定します。

NFS 共有名 「5.7.1   ソフトウェアリポジトリの環境を設定する（147 ページ）」 で設定したソ
フトウェアリポジトリの NFS 共有名を指定します。

コピー先のファイルサーバを複数指定する場合は以下のように指定してください。

set PACKAGEID=%~1
                        
mkdir \\コピー先のファイルサーバ名\NFS 共有名\SWRepository\Middleware
\Package\%PACKAGEID%
move /Y .\%PACKAGEID%\* \\コピー先のファイルサーバ名\NFS共有名\SWRepository
\Middleware\Package\%PACKAGEID%\
mkdir \\コピー先のファイルサーバ名 2\NFS 共有名\SWRepository\Middleware
\Package\%PACKAGEID%
move /Y .\%PACKAGEID%\* \\ コ ピ ー 先 の フ ァ イ ル サ ー バ 名 2\NFS 共 有 名
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\SWRepository\Middleware\Package\%PACKAGEID%\
・・・

記載が完了したら、ファイルの拡張子に「.bat」を指定してファイルを保存します。ファ

イル名は任意です。

2. bat ファイルを登録する

「配布パッケージコピー用の bat ファイルを作成する」で作成した bat ファイルをソフト

ウェアのインストール実行シナリオとして登録します。 登録先のソフトウェアには、コ

ピー対象の配布パッケージを登録する際に指定したソフトウェアを選択します。

「5.7.4   ソフトウェアを管理する（170 ページ）」 を参照し、作成した bat ファイルをイ

ンストール実行シナリオとして登録してください。

3. 配布パッケージ（マルチサイト用）を登録する

配布パッケージ（マルチサイト用）の登録を行います。配布パッケージ（マルチサイト

用）の登録を行うには「定義モード」に移行後に行う必要があります。

コピー対象の配布パッケージの情報を参照します。 「5.7.5   パッケージを管理する（180
ページ）」 に記載されている手順で「配布パッケージ設定」ダイアログを表示させ、以

下の赤枠部分の数値（パッケージ ID）を確認し、覚えておきます。

次に、コピー対象の配布パッケージを登録する際に指定したソフトウェアを選択して、

右クリックメニューの「配布パッケージ登録」を選択します。

表示された「配布パッケージ設定」ダイアログで以下の情報を設定してください。

• 【基本情報タブ】

- [OS 種別]:

「Windows」を指定してください。

- [起動するファイル名]:
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「bat ファイルを登録する」で登録した bat ファイルを指定してください。

- [起動時パラメータ]:

コピー対象の配布パッケージで確認した数値（パッケージ ID）を指定してくだ

さい。

• 【パッケージ登録タブ】

- [パッケージ構成]:

パッケージルート配下にコピー対象の配布パッケージのパッケージ ID を名前

にしたフォルダを作成します。 そのフォルダ配下にコピー対象の配布パッケー

ジを同じ構成でファイル、フォルダを配置します。

また、パッケージルート配下に「bat ファイルを登録する」で登録した bat ファ

イルを配置します。

コピー対象の配布パッケージ（パッケージ ID：1234567890）が以下の構成であ

る場合を例に説明します。

このとき、配布パッケージ（マルチサイト用）は以下の構成にしてください。
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• 【条件定義タブ】

何も指定しないでください。

上記以外の項目については、任意の情報を指定してください。  情報を設定後、

「5.7.5   パッケージを管理する（180 ページ）」 に記載されている手順で配布パッケージ

（マルチサイト用）を登録します。

4. 配布パッケージ（マルチサイト用）を配布（ソフトウェア・パッチインストール）する

「配布パッケージ（マルチサイト用）を登録する」で作成した配布パッケージ（マルチ

サイト用）の配布を行います。 「5.7.7   ソフトウェア・パッチをインストールする（196
ページ）」 を参照し、配布（ソフトウェア・パッチインストール）を行うための情報を

設定し、配布を行います。

コピー対象の配布パッケージを登録する際に指定したソフトウェアを選択して、右ク

リックメニューの「ソフトウェア・パッチインストール情報登録」を選択します。 表示

された「ソフトウェア・パッチインストール情報登録」画面で以下の情報を設定してく

ださい。

• [OS 種別]:

「Windows」を指定してください。

• [パッケージ一覧]:

「配布パッケージ（マルチサイト用）を登録する」で作成した配布パッケージ（マル

チサイト用）を指定してください。

• [実行対象マシン一覧]:

管理サーバ用のコンポーネントおよび管理対象マシン用のコンポーネントを両方イ

ンストールしたマシンを指定してください。

注

マルチサイトの場合は、ソフトウェア／パッチの共有と配布のため、広域管理サーバがあ

るサイトの管理サーバ 1 台に、 管理対象マシン用のコンポーネントをインストールする

必要があります。

管理サーバの設定については、『vDC Automation インストレーションガイド』の 『2.5.1 管
理サーバに導入するコンポーネント』を参照してください。

 

上記以外については任意の情報を指定してください。 情報を設定後、「5.7.7   ソフト

ウェア・パッチをインストールする（196 ページ）」 に記載されている手順でソフトウェ

ア・パッチインストール情報の登録と実行を行ってください。

「配布パッケージ（マルチサイト用）を配布（ソフトウェア・パッチインストール）する」

で実行した 配布パッケージ（マルチサイト用）の配布（ソフトウェア・パッチインストー

ル）が成功すれば、ファイルサーバへのコピーは完了です。

次に、各サイトに設置されているファイルサーバにコピーした配布パッケージを削除する手

順は以下の通りです。
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1. 配布パッケージ削除用の bat ファイルを作成する

削除対象の配布パッケージを各サイトに設置されているファイルサーバから削除する

際に使用する bat ファイルを作成します。 テキストエディタを開き、以下の内容を記載

してください。

SET PACKAGEID=%~1
            
rmdir /S /Q \\ 削除先のファイルサーバ名\NFS 共有名\SWRepository\Middleware
\Package\%PACKAGEID%

項目 値

削除先のファイル
サーバ名

削除対象の配布パッケージが存在するファイルサーバの名前を指定します。

NFS 共有名 「5.7.1   ソフトウェアリポジトリの環境を設定する（147 ページ）」 で設定したソ
フトウェアリポジトリの NFS 共有名を指定します。

コピー先のファイルサーバを複数指定する場合は以下のように指定してください。

set PACKAGEID=%~1

rmdir /S /Q \\削除先のファイルサーバ名\NFS 共有名\SWRepository\Middleware
\Package\%PACKAGEID%
rmdir /S /Q \\削除先のファイルサーバ名 2\NFS 共有名\SWRepository\Middleware
\Package\%PACKAGEID%
・・・

記載が完了したら、ファイルの拡張子に「.bat」を指定してファイルを保存します。ファ

イル名は任意です。

2. bat ファイルを登録する

「配布パッケージ削除用の bat ファイルを作成する」で作成した bat ファイルをソフト

ウェアのインストール実行シナリオとして登録します。 登録先のソフトウェアには、削

除対象の配布パッケージを登録する際に指定したソフトウェアを選択します。

「5.7.4   ソフトウェアを管理する（170 ページ）」 を参照し、「配布パッケージ削除用の

bat ファイルを作成する」で作成した bat ファイルをインストール実行シナリオとして登

録してください。

3. 配布パッケージ（マルチサイト用）を登録する

配布パッケージ（マルチサイト用）の登録を行います。 配布パッケージ（マルチサイト

用）の登録を行うには「定義モード」へ移行後に行う必要があります。

削除対象の配布パッケージの情報を参照します。 「5.7.5   パッケージを管理する（180
ページ）」 に記載されている手順で「配布パッケージ設定」ダイアログを表示させ、以

下の赤枠部分の数値（パッケージ ID）を確認し、覚えておきます。
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次に、削除対象の配布パッケージを登録する際に指定したソフトウェアを選択して、右

クリックメニューの「配布パッケージ登録」を選択します。

表示された「配布パッケージ設定」ダイアログで以下の情報を設定してください。

• 【基本情報タブ】

- [OS 種別]:

「Windows」を指定してください。

- [起動するファイル名]:

「bat ファイルを登録する」で登録した bat ファイルを指定してください。

- [起動時パラメータ]:

削除対象の配布パッケージで確認した数値（パッケージ ID）を指定してくださ

い。

• 【パッケージ登録タブ】

- [パッケージ構成]:

パッケージルート配下に「bat ファイルを登録する」で登録した bat ファイルを

配置します。

• 【条件定義タブ】

何も指定しないでください。

上記以外の項目については、任意の情報を指定してください。  情報を設定後、

「5.7.5   パッケージを管理する（180 ページ）」 に記載されている手順で配布パッケージ

（マルチサイト用）を登録します。

4. 配布パッケージ（マルチサイト用）を配布（ソフトウェア・パッチインストール）する
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「配布パッケージ（マルチサイト用）を登録する」で作成した配布パッケージ（マルチ

サイト用）の配布を行います。 「5.7.7   ソフトウェア・パッチをインストールする（196
ページ）」 を参照し、配布（ソフトウェア・パッチインストール）を行うための情報を

設定し、配布を行います。

削除対象の配布パッケージを登録する際に指定したソフトウェアを選択して、右クリッ

クメニューの「ソフトウェア・パッチインストール情報登録」を選択します。

表示された「ソフトウェア・パッチインストール情報登録」画面で以下の情報を設定し

てください。

• [OS 種別]:

「Windows」を指定してください。

• [パッケージ一覧]:

「配布パッケージ（マルチサイト用）を登録する」で作成した配布パッケージ（マル

チサイト用）を指定してください。

• [実行対象マシン一覧]:

管理サーバ用のコンポーネントおよび管理対象マシン用のコンポーネントを両方イ

ンストールしたマシンを指定してください。

上記以外については任意の情報を指定してください。 情報を設定後、「5.7.7   ソフト

ウェア・パッチをインストールする（196 ページ）」 に記載されている手順でソフトウェ

ア・パッチインストール情報の登録と実行を行ってください。

「配布パッケージ（マルチサイト用）を配布（ソフトウェア・パッチインストール）する」

で実行した 配布パッケージ（マルチサイト用）の配布（ソフトウェア・パッチインストー

ル）が成功すれば、ファイルサーバからの削除は完了です。

5.7.7   ソフトウェア・パッチをインストールする

• ソフトウェア・パッチの登録を行う

本操作は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理のパッケージ・タ

スク設定権が必要です。

ソフトウェア・パッチの登録は「ソフトウェア・パッチインストール情報登録」画面に

て行いますが、 起動方法により画面遷移や表示内容に違いがあります。

- 方法１

メイン画面のツリービューでソフトウェアリポジトリノード配下の確認したいグ

ループを選択し、 右クリックメニューの「ソフトウェア・パッチインストール情報

登録」を選択します。
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「ソフトウェア・パッチインストール対象選択」画面が表示され選択したグループに

登録されているソフトウェアの一覧が表示されます。

インストール対象に含めたいソフトウェアを選択し、選択ボタンをクリックします。

複数選択も可能です。
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- 方法２

メイン画面のツリービューでソフトウェアリポジトリノード配下の確認したいグ

ループを選択し、 表示されるソフトウェア一覧から対象ソフトウェアを選択して右

クリックメニューの「ソフトウェア・パッチインストール情報登録」を選択します。

複数選択も可能です。

- 方法３

「ソフトウェア・パッチインストール情報一覧」画面より登録ボタンをクリックしま

す。
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ソフトウェア・パッチの登録は以下のように行います。

- [インストール実行名]:

ユニークとなるように命名したインストール実行名です。本項目は必須入力項目で

す。
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大 64 文字まで入力可能です。

- [OS 種別]:

対象となる OS を「Windows」、「Linux」から選択します。

- [説明]:

インストール実行名を説明する入力任意項目です。

大 256 文字まで入力することが可能です。なお、本項目に改行文字を含む内容は

指定できません。

- [パッケージ一覧]:

一つ以上のパッケージ登録が必須です。

「ソフトウェア・パッチインストール実行状況登録」画面起動時、 既にソフトウェ

アを選択していた場合は、そのソフトウェア名が表示されます。

OS 種別を選択後、対象ソフトウェア、対象 OS で登録されているパッケージが一つ

しかない場合は自動で表示されます。 ソフトウェアの追加、削除を行う場合、また

ソフトウェアのパッケージを選択する場合は 「パッケージの選択を行う」を参照し

てください。

- [実行対象マシン一覧]:

一台以上の対象マシンが必須です。

詳細は「実行マシンの登録を行う」を参照してください。

注

ソフトウェアリポジトリは LocalSystem アカウントで実行シナリオを起動します。 その

ため、Administrators グループに所属した管理者権限でインストール可能なソフトウェア

のみをインストールの対象としています。
 

ソフトウェア登録には以下の 2 つのパターンがあります。

パターン 1：インストール実行シナリオを使用してインストールする場合

パターン 2：インストール実行シナリオを使用せず、ソフトウェアに含まれるファイル

でインストールする場合

以下にパターン毎の登録イメージ例を示します。

- パターン 1 の例

* E ドライブの DVD に格納されたソフトウェアを登録する

* D ドライブにインストール実行シナリオとして bat ファイルを用意
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E ドライブのソフトウェアの登録と、D ドライブにあるインストール実行シナリオ

の登録をそれぞれ行います。

「ソフトウェア登録」画面を表示し、基本タブでソフトウェア名の入力、転送種別

「ディレクトリ」を選択します。
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基本タブのファイルパスにある参照ボタンを押し、対象フォルダを選択し、OK ボ

タンを押下します(この例では E ドライブを選択)。
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インストール実行シナリオタブを選択し、「配布後の処理追加」ボタンを押下しま

す。

「配布後の処理登録」画面で実行処理名を入力し、ファイルパスの参照ボタンを押下

し、 表示されるファイル選択ダイアログで D ドライブ配下の「SetupA.bat」を選択

し、開くボタンを押下します。
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「配布後の処理登録」画面で登録ボタンを押下し、インストール実行シナリオ一覧へ

追加します。

登録したソフトウェアから「配布パッケージ設定」画面を表示し、基本情報タブで

パッケージ名、バージョンを入力します。
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パッケージ登録タブを選択し、インストール実行シナリオとして登録した

「SetupA.bat」をパッケージ構成に追加します。

基本情報タブを選択し、起動するファイル名「SetupA.bat」の選択、起動時パラメー

タと配布先格納フォルダを入力します。

入力が完了後、OK ボタンを押し、パッケージを登録します。

登録したソフトウェアから「ソフトウェア・パッチインストール実行情報登録」画

面を表示し、 インストール実行名の入力、OS 種別として「Windows」、インストー

ルするパッケージの選択を行います。
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登録ボタンを押下し、表示されるインストール実行確認メッセージで「はい」を選

択します。

- パターン 2 の例

* D ドライブ配下に保存したソフトウェアを登録する。

* 配布後の起動ファイルは、ソフトウェアに含まれる SetupA.exe ファイルを指定

する。
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「ソフトウェア登録」画面を表示し、基本タブでソフトウェア名の入力、転送種別

「ディレクトリ」を選択します。
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基本タブのファイルパスにある参照ボタンを押し、フォルダ「00_work」を選択し、

OK ボタンを押下します。
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登録ボタンを押下し、ソフトウェアを登録します。

インストール実行シナリオは指定しません。

登録したソフトウェアから「配布パッケージ設定」画面を表示し、基本情報タブで

パッケージ名、バージョンを入力します。
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パッケージ登録タブを選択し、「フォルダ追加時にサブフォルダを含める」にチェッ

クを入れ、 コピー元のフォルダ「00_work」を選択しパッケージ構成に追加します。

基本情報タブを選択し、起動するファイル名「SetupA.exe」の選択、起動時パラメー

タと配布先格納フォルダを入力します。

OK ボタンをクリックし、パッケージを登録します。
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登録したソフトウェアから「ソフトウェア・パッチインストール実行情報登録」画

面を表示し、 インストール実行名の入力、OS 種別として「Windows」、インストー

ルするパッケージの選択を行います。
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登録ボタンを押下し、表示されるインストール実行確認メッセージで「はい」を選

択します。

• ソフトウェア・パッチインストール情報を確認する

登録されたソフトウェア・パッチインストール情報を確認できます。 以下のどちらかの

方法で「ソフトウェア・パッチインストール情報一覧」画面を表示します。

- 方法１

メイン画面のツリービューでソフトウェアリポジトリノード配下の確認したいグ

ループを選択し、 右クリックメニューの「ソフトウェア・パッチインストール情報

一覧」を選択します。

選択したグループに対するソフトウェア・パッチインストール情報の一覧が表示さ

れます。
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- 方法２

メイン画面のツリービューでソフトウェアリポジトリノード配下の確認したいグ

ループを選択し、 表示されるソフトウェア一覧から対象ソフトウェアを一つ選択し

て右クリックメニューの「ソフトウェア・パッチインストール情報一覧」を選択し

ます。

選択したグループ、ソフトウェアに対するソフトウェア・パッチインストール情報

の一覧が表示されます。
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「ソフトウェア・パッチインストール実行情報一覧」画面は以下のようになります。

- [インストール実行名]:

登録済のインストール実行名を表示します。

- [説明]:

登録時に設定したインストール実行名を補足する任意の情報を表示します。

- [開始日時]:

インストールを開始した日時を表示します。

- [終了日時]:

インストールを終了した日時を表示します。

- [状態]:

インストールの状況を表示します。以下の種類の状態があります。

* 未実行 ：インストールがまだ実行されていないことを示します。この状態の場

合インストールの実行が可能です。

* 実行中 ：現在インストールを行っていることを示します。この状態の場合イン

ストールの強制終了が可能です。

* 成功 ：インストールが正常に終了したことを示します。
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* 失敗 ：インストールが失敗したことを示します。

* 強制終了：インストールを強制的に終了したことを示します。

未実行のインストール実行名を選択後「実行」ボタンをクリックすると、インストール

が実行されます。 詳細は「ソフトウェア・パッチインストールを実行する」を参照して

ください。

実行中のインストール実行名を選択後「強制終了」ボタンをクリックすると、インス

トールを強制的に終了します。 詳細は「ソフトウェア・パッチインストール情報の強制

終了を行う」を参照してください。

インストール実行名を選択後「参照」ボタンをクリックすると、対象のインストール情

報の詳細が表示されます。 詳細は「ソフトウェア・パッチインストール情報の詳細を確

認する」を参照してください。

インストール実行名を選択後「削除」ボタンをクリックすると、選択したインストール

情報が削除されます。 詳細は「ソフトウェア・パッチインストール情報の削除を行う」

を参照してください。

• パッケージの選択を行う

本操作は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理のパッケージ・タ

スク設定権が必要です。

インストールを行うソフトウェアのパッケージを選択します。 ソフトウェア毎のパッ

ケージ情報は先に登録しておく必要があります。 パッケージの登録は「配布パッケージ

の新規登録を行う」を参照してください。

ソフトウェアを追加したい場合「ソフトウェア・パッチインストール実行状況登録」画

面より「ソフトウェアの追加」ボタンをクリックします。

既に対象ソフトウェアが表示されている場合は不要です。

ソフトウェア・パッチインストール対象選択画面が表示されるので、インストール対象

のソフトウェアを選択します。複数選択可能です。

選択したソフトウェアが表示されますので次にパッケージを選択します。
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ソフトウェアを選択して「パッケージ選択」ボタンをクリックするか、ソフトウェアを

選択したままダブルクリックします。

対象ソフトウェアにて登録されているパッケージの一覧が表示されますので、インス

トールを行うパッケージを選択して「決定」ボタンをクリックします。

選択したパッケージ情報がパッケージ一覧に表示されます。

これをすべてのソフトウェアについて行います。

不要なソフトウェアについては、「ソフトウェアの削除」をクリックして削除を行いま

す。

• 実行マシンの登録を行う

本操作は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理のパッケージ・タ

スク設定権が必要です。
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インストール対象の実行マシンを登録します。対象マシンは資産情報として先に登録

しておく必要があります。

「ソフトウェア・パッチインストール実行状況登録」画面より「追加」ボタンをクリッ

クし「配布検索」画面を表示します。

検索対象グループとして既に登録済みのグループ情報が表示されますので、検索を行う

グループをチェックします。

このまま「OK」ボタンをクリックすると、対象グループ配下の資産がすべてインストー

ル対象となります。
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対象マシンを絞り込みたい場合は検索条件を使用します。

例えば資産名を選択すると登録されている資産名一覧が値リストに表示されるの で選

択し、式と組み合わせて検索条件を作成します。

すべての選択条件を入力後、「OK」ボタンをクリックします。

追加したマシン情報が実行対象マシン一覧に表示されます。

インストール対象外のマシンがある場合は、マシンを選択後「削除」ボタンをクリック

します。

第 5 章   DC リソースビューの設定

218



• ソフトウェア・パッチインストールを実行する

本操作は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理のタスク実行権が

必要です。

登録したソフトウェアやパッチインストールイメージから作成した配布対象となる VM
を指定してソフトウェアやパッチのインストールを実行します。

登録したソフトウェア・パッチインストールを実行する場合、「ソフトウェア・パッチ

インストール実行情報登録」画面にてすべての情報を登録後、「登録」ボタンをクリッ

クします。

インストール開始確認メッセージが表示されるので、「はい」を選択するとインストー

ルの実行が開始されます。
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未実行のインストール情報を実行する場合、「ソフトウェア・パッチインストール実行

情報一覧」画面より未実行のインストール実行名を選択し、「実行」ボタンをクリック

します。

インストール開始確認メッセージが表示されるので、「はい」を選択するとインストー

ルの実行が開始されます。

• ソフトウェア・パッチインストール情報の詳細を確認する

ソフトウェア・パッチインストール情報については詳細を確認することができます。

「ソフトウェア・パッチインストール実行情報一覧」画面より詳細を確認したいインス

トール実行名を選択し、「参照」ボタンをクリックします。
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「ソフトウェア・パッチインストール実行情報参照」画面が表示されます。

- [インストール実行名]:

登録済のインストール実行名を表示します。

- [説明]:
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登録時に設定したインストール実行名を補足する任意の情報を表示します。

- [開始日時]:

インストールを開始した日時を表示します。

- [終了日時]:

インストールを終了した日時を表示します。

- [インストール実行状態]:

インストールの状況を表示します。以下の種類の状態があります。

* 未実行 ：インストールがまだ実行されていないことを示します。この状態の場

合インストールの実行が可能です。

* 実行中 ：現在インストールを行っていることを示します。この状態の場合イン

ストールの強制終了が可能です。

* 成功 ：インストールが正常に終了したことを示します。

* 失敗 ：インストールが失敗したことを示します。

* 強制終了：インストールを強制的に終了したことを示します。

- [詳細情報]:

インストール失敗時のエラー情報詳細を表示します。

（詳細情報例）

「インストールに失敗しました。（エラーコード：～）」

※上記エラーが発生した場合は内部エラーのため、問い合わせ窓口に連絡してくだ

さい。

- [パッケージ一覧]:

インストールを行ったソフトウェアのパッケージ情報を表示します。 また、ソフト

ウェア毎のインストール状況の詳細も示します。

* 順序

インストールを行った順序を表示します。

* ソフトウェア名

インストールを行ったソフトウェア名を表示します。

* パッケージ名

インストールを行ったソフトウェアのパッケージ名を表示します。

* バージョン

バージョン情報を表示します。

* OS 種別
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対象となる OS 種別を表示します。

* 開始日時

インストールを開始した日時を表示します。

* 終了日時

インストールを終了した日時を表示します。

* 状態

パッケージ毎のインストール状態を表示します。詳細はインストール実行状態

と同様です。

* マシン数

インストールを行うマシン数の総数を表示します。

* 成功数

インストールが成功したマシン数を表示します。

* 実行中数

インストール実行中のマシン数を表示します。

* 失敗数

インストールが失敗したマシン数を表示します。

* エラー情報

インストールが失敗した場合のエラー情報詳細を表示します。

（エラー情報例）

「パッケージ構成が不正なためインストールに失敗しました。」

※パッケージ登録時に登録されているソフトウェアの構成と異なる登録を実施

している場合に表示されます。

「インストールに失敗しました。(エラーコード：～)」

※上記エラーが発生した場合は内部エラーのため、問い合わせ窓口に連絡して

ください。

- [実行対象マシン一覧]

実行対象のマシンの一覧が表示されます。 初期表示は空白ですが、パッケージ一覧

から対象のソフトウェアを選択することにより、 該当ソフトウェアのインストール

を実行したマシンの一覧が表示されます。

一覧情報は選択するソフトウェアを変更するたびに切り替わります。

* マシン名

インストールを実行したマシン名を表示します。

* 開始日時
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インストールを開始した日時を表示します。

* 終了日時

インストールを終了した日時を表示します。

* 状態

マシン毎のインストール状態を表示します。詳細はインストール実行状態と同

様です。

* エラー情報

インストールが失敗した場合のエラー情報詳細を表示します。

（エラー情報例）

「指定された正常終了の条件定義の範囲外です。(～)」

※パッケージ登録時に正常終了の条件定義が設定されている場合で、条件定義

範囲外の場合に表示されます。

「インストールに成功しましたが、ライセンスキー払い出しに失敗しています。」

※ソフトウェア登録時にライセンスキーが設定されている場合に、インストー

ル成功後のライセンスキー払い出しに失敗した場合に表示されます。

「インストールに失敗しました。(エラーコード：～)」

※上記エラーが発生した場合は内部エラーのため、問い合わせ窓口に連絡して

ください。

* OS 名

対象となる OS 名を表示します。

• ソフトウェア・パッチインストール情報の強制終了を行う

本操作は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理のタスク実行権が

必要です。

現在実行中のソフトウェアやパッチのインストールに対して強制終了を行います。

「ソフトウェア・パッチインストール実行情報一覧」画面より実行中のインストール実

行名を選択し、「実行」ボタンをクリックします。
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インストールの強制終了確認メッセージが表示されるので、「はい」を選択するとイン

ストールの強制終了が開始されます。

実行中のインストールは強制的に終了されます。

注

強制終了についてはプロセスの停止までは行いません。 停止を指示しても裏で実行されてい

る可能性がありますので確認してください。
 

• ソフトウェア・パッチインストール情報の削除を行う

本操作は定義モードへ移行後に行う必要があります。また、配布管理のパッケージ・タ

スク設定権が必要です。

一覧上に表示されているソフトウェアやパッチのインストールに対して削除を行いま

す。ただし実行中のインストールについては削除できません。

「ソフトウェア・パッチインストール実行情報一覧」画面より削除したいインストール

実行名を選択し、「削除」ボタンをクリックします。
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インストールの削除確認メッセージが表示されるので、「はい」を選択するとインストー

ル実行情報が削除されます。

確認画面が表示されますので、[はい]を選択して削除します。
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第 6 章   
WebSAM SystemManager G の設定
本章では、WebSAM SystemManager G の設定方法について説明します。

目次

6.1  ワークフローを設定する ...............................................................................................228
6.2  ID 管理サーバによる認証設定をする ..........................................................................237
6.3  NW オートメーション機能の環境設定を行う ............................................................244
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6.1   ワークフローを設定する

運用の自動化を行うために、ワークフローを設定する事が出来ます。

ワークフローは、SystemManager G のシナリオ制御機能を利用します。 シナリオ制御機能に

おいて、ワークフローを作成する具体的な方法は、 『WebSAM SystemManager G マニュア

ル』の『シナリオ制御を使用する』をご確認ください。

ここでは、SystemManager G で作成したシナリオ制御をサービスガバナーから 利用するため

のワークフロー ID の確認方法と、用意されているテンプレートを利用する方法を説明しま

す。

6.1.1   ワークフロー ID を確認する

サービスガバナーに設定するワークフロー ID を確認するためには、SystemManager G の画

面で、以下の作業を行ってください。

1. [シナリオ制御ビュー]から該当するシナリオを選択

2. [プロパティビュー]タブを選択

3. [プロパティビュー]内の[シナリオ ID]の値を確認

ここで確認した ID を、サービスガバナーのワークフロー実行 API において指定します。

API の使用方法については、『vDC Automation API リファレンス』を参照してください。
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6.1.2   ワークフローテンプレートを利用する

いくつかの典型的な運用について、自動化のためのワークフローテンプレートを用意してい

ます。 これらの利用方法について説明します。

vDC Automation には以下のワークフローテンプレートが同梱されています。

内容 シナリオ名 シナリオ ID

VM 生成 CreateVM 40000001

VM 削除 DeleteVM 40000002

VM 再構成 ReconfigureVM 40000003

VM 性能監視設定更新 UpdatePerformanceCounter 40000004

VM テンプレート作成 CreateTemplate 40060001

VM テンプレート一覧取得 GetTemplateList 40060002

VM テンプレート削除 DeleteTemplate 40060003

手動 VM テンプレート登録 RegisterTemplateByUser 40060004

物理サーバ払い出し ProvisionPhysicalServer 40070001

物理サーバ削除 DeletePhysicalServer 40070002

物理サーバ再構成 ReconfigurePhysicalServer 40070002

テナント NW の作成 CreateTenantNW 40030001

テナント NW 削除 DeleteTenantNW 40030016

VLAN 作成 CreateVLAN 40030002

VLAN 削除 DeleteVLAN 40030018

テナント FW の作成 CreateTenantFW 40030019

テナント FW 更新 UpdateTenantFW 40030009

テナント FW 削除 DeleteTenantFW 40030020

テナント LB の作成 CreateTenantLB 40030003

テナント LB 更新 UpdateTenantLB 40030010

テナント LB 削除 DeleteTenantLB 40030006

SSL-VPN 設定 SettingSSL-VPN 40030004

SSL-VPN 解除 DeleteSSL-VPN 40030017

汎用装置の作成 CreateGeneralDev 40030021

汎用装置の削除 DeleteGeneralDev 40030022

物理サーバ用 NW 設定 SettingPhysialServerNW 40030007

物理サーバ用 NW 更新 UpdatePhysialServerNW 40030013

物理サーバ用 NW 削除 DeletePhysialServerNW 40030012

テナント FW のポリシー設定 SettingFWPolicy 40030026

DC 間 NW への接続用 VLAN 作
成

CreateConnectPort 40030024

DC 間 NW への接続用 VLAN 削
除

DeleteConnectPort 40030025

RDM 領域の拡張 ExpantionRDMVolume 40010001
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内容 シナリオ名 シナリオ ID

RDM 領域の初期化 InitializeRDMVolume 40010002

RDM 領域の返却 ReturnRDMVolume 40010003

ディスクボリュームの作成 CreateDiskVolume 40011001

論理ディスク作成 CreateDiskVolumeSWRepository 40040001

論理ディスク削除 DeleteDiskVolumeSWRepository 40040002

これらのワークフローテンプレートの詳細については、 『vDC Automation ワークフローテ

ンプレートリファレンス』を参照してください。

同梱するワークフローテンプレートでは以下のグローバルオブジェクトを使用します。

No 変数名 属性 初期値 設定する値 設定階層

1 vDCA_SSCName 文字列 $MANAGE
R$

SigmaSystemCenter のイ
ンストールされたマネー
ジャ名

広域管理サーバ

2 vDCA_PostCreateVMFlag 整数 0 VM 生成後のオプション
処理の実施有無

• オプション機能未使
用時：0

• オプション機能使用
時：1

広域管理サーバ

3 vDCA_PostDeleteVMFlag 整数 0 VM 削除後のオプション
処理の実施有無

• オプション機能未使
用時：0

• オプション機能使用
時：1

広域管理サーバ

4 vDCA_PostRecofigureVM
Flag

整数 0 VM 再構成後のオプショ
ン処理の実施有無

• オプション機能未使
用時：0

• オプション機能使用
時：1

広域管理サーバ

5 vDCA_PreCreateVMFlag 整数 0 VM 生成前のオプション
処理の実施有無

• オプション機能未使
用時：0

• オプション機能使用
時：1

広域管理サーバ

6 vDCA_PreDeleteVMFlag 整数 0 VM 削除前のオプション
処理の実施有無

• オプション機能未使
用時：0

• オプション機能使用
時：1

広域管理サーバ

7 vDCA_PreRecofigureVMF
lag

整数 0 VM 再構成前のオプショ
ン処理の実施有無

• オプション機能未使
用時：0

広域管理サーバ
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No 変数名 属性 初期値 設定する値 設定階層

• オプション機能使用
時：1

8 vDCA_Windows_OSActiv
ation

整数 0 Windows の OS のアク
ティベーション実施有無

広域管理サーバ

9 vDCA_RHEL_Subscriptio
nActivation

整数 0 Red Hat のサブスクリプ
ションのアクティベー
ション実施有無

広域管理サーバ

10 vDCA_RHNPassword 文字列 Red Hat Network のログ
インパスワード

管理サーバ

11 vDCA_RHNUserName 文字列 Red Hat Network のログ
イン名

管理サーバ

12 vDCA_ManagerIPAddress
*1

文字列 管理サーバの運用管理用
LAN の IP アドレス

• 設定例：172.17.1.7

管理サーバ

13 vDCA_GatewayAddress*1 文字列 テナントネットワーク側
のゲートウェイのベース
アドレス

• 設定例：0.0.0.254

管理サーバ

14 vDCA_TenantNWSubnetIn
fo*1

文字列 テナントネットワーク側
のサブネット情報

• 設定例：10.1.16.0/24

管理サーバ

15 vDCA_UnuseManager_S
WRepository

文字列 テンプレートコピー対象
外とする管理サーバ

• ※複数指定する場合
はカンマ(,)区切りで
指定してください。

広域管理サーバ

16 vDCA_RebootAfterReconf
igureVM

整数 0 構成情報収集（再起動）
を行うかどうか

• 0：構成情報収集(再起
動)を行わない

• 1：構成情報収集(再起
動)を行う

広域管理サーバ

17 vDCA_ManagementServer
IPAddress

文字列 テナント ID 紐付け用の
管理サーバの IP アドレ
ス

管理サーバ

18 vDCA_SSCSettingResourc
e

整数 0 作成するカテゴリグルー
プにリソースプールを設
定するかどうか

• 0：リソースプールを
設定する

• 1：リソースプールを
設定しない

広域管理サーバ

*1 DC リソース管理機能を使用しない場合、管理サーバに監視端末を接続し、以下のグローバル
オブジェクトの設定を行ってください。

• vDCA_ManagerIPAddress
管理サーバの運用管理用 LAN の IP アドレス (設定例：172.17.1.7)

• vDCA_GatewayAddress
テナントネットワーク側のゲートウェイのベースアドレス (設定例：0.0.0.254)
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生成した VM の IP アドレスとマージして、VM から運用管理サーバへ接続するためのゲー
トウェイの IP アドレスを決定するために使用します。

例えば、「vDCA_GatewayAddress=0.0.0.254」、「VM の IP アドレス=10.1.16.13」のとき、ゲー
トウェイの IP アドレスは「10.1.16.254」となります。

• vDCA_TenantNWSubnetInfo
テナントネットワーク側のサブネット情報 (設定例：10.1.16.0/24)
VM の IP アドレスのうち運用管理 LAN の IP アドレスを特定するために使用します。

VM に払い出す運用管理 LAN の IP アドレスのサブネット情報を指定してください。

なお、VM に払い出す他の用途の IP アドレスが所属しないよう指定してください。

 

• No.1 の SigmaSystemCenter をインストールしたマネージャ名には初期値として、

「$MANAGER$」(ワークフローテンプレートを実行するマネージャ名)が設定されていま

す。 ワークフローテンプレート「CreateDiskVolume(Sub)」を広域管理サーバで実行する

場合には、 管理サーバのマネージャ名を設定してください。

• VM 生成、VM 削除、VM 再構成のワークフローテンプレートでは、2～7 のグローバル

オブジェクトを設定することで、 オプション処理の実施有無を設定することができま

す。 (オプション処理の内容については『vDC Automation ワークフローテンプレートリ

ファレンス』を参照してください。)

グローバルオブジェクトの設定方法については、『WebSAM SystemManager G マニュアル』

の 「シナリオ制御を使用する」-「グローバルオブジェクトを管理する」-「グローバルオブ

ジェクトを作成する」および 「グローバルオブジェクトの値を更新する」を参照してくだ

さい。

なお、ワークフローテンプレートをカスタマイズする際には、いったんエクスポートし、そ

の後インポートして別シナリオを作成して利用することを推奨します。 インストール時に

設定されるシナリオを直接カスタマイズして利用すると、バージョンアップ時に手動の操作

が必要となる場合があります。

インポート・エクスポートの具体的な方法は、『WebSAM SystemManager G マニュアル』の

「シナリオ制御を使用する」-「シナリオを定義する」-「シナリオを作成・保存する」-「シ

ナリオ定義をエクスポートする」および 「シナリオ制御をインポートする」をご確認くだ

さい。

6.1.3   VM 制御のワークフローをカスタマイズする

テンプレートのシナリオは、運用に応じてカスタマイズを行うことが可能です。 カスタマ

イズの具体的な方法は、『WebSAM SystemManager G マニュアル』の 「シナリオ制御を使用

する」-「シナリオを定義する」-「シナリオを作成・保存する」-「シナリオを変更する」を

ご確認ください。

カスタマイズの例として、以下があります。

• プロキシサーバを使用している環境で Windows の OS アクティベーションを実行する
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• プロキシサーバを使用している環境で RedHat Linux のサブスクリプションのアクティ

ベーションを実行する

具体的な方法は以下となります。

• プロキシサーバを使用している環境で Windows の OS アクティベーションを実行する

1. 管理サーバに監視端末を接続し、「設定(S)」- 「定義モード(C)…」を選択して定義

モードを取得します。

2. [シナリオ制御ビュー ] - [Automation] - [Automatic] - [VM] - [SubScenario] -
[WindowsOSActivation]のシナリオを右クリック後、メニューを確認し有効にチェッ

クが入っている場合は、有効を選択しチェックを外します。

3. WindowsOSActivation のシナリオを右クリック後、メニューから定義編集(T)を選択

します。

4. シナリオ定義の以下の位置にアクション部品を追加します。

5. 追加された部品をダブルクリックし、シナリオ実行設定画面を開き、以下のように

定義します。
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- 実行先ホスト名：%&&AgentName%

- コマンド：netsh

- オプション：winhttp set proxy proxy-server="プロキシサーバの IP アドレス：ポー

ト番号"bypass-list="local"

6. OK ボタンをクリックします。

7. 定義を保存します。

8. WindowsOSActivation のシナリオノードを右クリック後、有効(B)を選択し、チェッ

クを付けます。

• プロキシサーバを使用している環境で RedHat Linux のサブスクリプションのアクティ

ベーションを実行する

1. 管理サーバに監視端末を接続し、「設定(S)」 - 「定義モード(C)…」を選択して定義

モードを取得します。

2. [ シナリオ制御ビュー ] - [Automation] - [Automatic] - [VM] - [SubScenario] -
[LinuxSubscriptionActivation]のシナリオを右クリック後、メニューを確認し有効に

チェックが入っている場合は、有効を選択しチェックを外します。

3. LinuxSubscriptionActivation のシナリオを右クリック後、メニューから定義編集(T)を
選択します。

4. シナリオ定義の ActivationRHELManager 部品をダブルクリックし、シナリオ実行設

定画面を開きます。
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5. オプションを以下のように変更してください。

- オプション（ O ） ： --proxy= プロキシサーバの IP アドレス: ポート番号--
profilename=%&&AGHostName% --username=%&vDCA_RHNUserName%--
password=%&vDCA_RHNPassword% --force

6. OK ボタンをクリックします。

7. 定義を保存します。

8. LinuxSubscriptionActivation ノードを右クリック後、有効(B)を選択し、チェックを付

けます。
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6.1.4   管理対象マシンに対してコマンドを投入する

上位マネージャから下位マネージャに接続されているエージェントマシンに対してコマン

ドを投入したい場合、「CommandExe」を使用します。

• [パス]

<マネージャインストールディレクトリ>\Manager\bin\CommandExe.exe

• [指定方法]

CommandExe.exe -M <Target Name> <Application Name> [-O <Option>] [-W <Work
Directory>]

• [引数]

- Target Name

コマンドを投入するホスト名を指定します。省略はできません。 ここでは<エー

ジェント名>@<下位マネージャ名>を指定してください。

- Application Name

実行するコマンドのコマンドパスを記述します。省略はできません。 空白を含む

場合は、実行する OS の仕様に沿って、ダブルクォーテーション（"）で括ってくだ

さい。

- -O Option

コマンド文字列で指定したコマンドに与えるオプションを記述します。 コマンド

オプションを指定する必要がない場合は、-O オプションを指定しないでください。

実行する OS の仕様に沿って、実コマンドの引数が複数の場合はダブルクォーテー

ション（"）で括り、 各制御文字を使用している場合はエスケープしてください。

- -W Work Directory

コマンド実行するときの作業ディレクトリを記述します。 作業ディレクトリを指

定する必要がない場合は、-W オプションを指定しないでください。 空白を含む場

合は、実行する OS の仕様に沿って、ダブルクォーテーション（"）で括ってくださ

い。

• [戻り値・標準出力]

- 正常時：実行したコマンドの戻り値・標準出力

- 異常時（標準出力例）

* 0：コマンド実行中にエージェント(実行先ホスト)が停止（** Agent down **）

* 1：引数が不正だった場合（Usage 表示）、コマンド実行時、ソケット初期化エ

ラーが発生した場合 （Fatal Error: Socket initialization failed）、 コマンド実行時の

下位マネージャへの接続失敗等(ソケット関連)（Fatal Error:xxx）

* 3：下位マネージャへのコマンド送信失敗時（Failed to send to LowerManager.）、
コマンドサービスの実行失敗時（Failed to request to Command Service.）、 コマン
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ド実行中に上位マネージャ、または、下位マネージャがダウンした場合

（Connection Timeout.）、 エージェント(実行先ホスト)がダウンしている状態でコ

マンドを実行した場合（** Agent down **）

* 96～99：その他の異常、メモリ不足等（Fatal Error: can not Alloc1 (エラーコー

ド)） （Fatal Error: Send request to Manager failed (エラーコード)） （Fatal Error:
Receive Header failed (エラーコード)） （Fatal Error: Receive Data failed (エラー

コード)）

注

• 空白が無いオプション引数をダブルクォーテーション（"）で括りたい場合は、 両方ダブル

クォーテーション（"）の前に円マーク（\）を３つ記載してエスケープして下さい。（例："ABC"
→ \\\"ABC\\\"）

• 複数のオプションを指定し、かつオプションに空白を含む文字列を指定する場合は、 オプショ

ン全体をダブルクォーテーション(")で括り、空白を含むオプションの前後に円マーク(\)３つで

エスケープしたダブルクォーテーション(")を指定してください。 (例："\\\"C:\Program Files\\\"
ABC")

• シナリオ制御の部品から本コマンドを実行する場合に、上位マネージャおよび、実行先のエー

ジェントが Windows の場合、 次のようにエスケープを行うことで-O で指定するオプションに

空白を含む文字列を指定できます。

指定方法：オプションに空白を含む文字列を指定する場合は、オプション全体をダブルクォー

テーション(")で括り、 空白を含むオプションの前後に円マーク(\)７つでエスケープしたダブル

クォーテーション(")を指定してください。 (例："\\\\\\\"C:\Program Files\\\\\\\"")

• シナリオ制御の部品から本コマンドを実行する場合に、上位マネージャまたは実行先エージェ

ントが UNIX の場合は、 -O で指定するオプションに空白を含む文字列を指定することはでき

ません。

• コマンドとオプションの環境変数等の展開後の合計文字数が、約 1800 文字以内(2034-インス

トールパス長)である必要があります。 超える場合は、バッチファイルやシェルスクリプトを

利用してオプションを短くしてください。

• パイプやリダイレクトを使用することはできません。

• Windows のエスケープ仕様は以下を参考に指定してください。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc737438(v=ws.10).aspx

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/78f4aasd(VS.80).aspx

• 本コマンドを使用する場合は、事前に下位マネージャ側に上位マネージャの設定が必要です。

『vDC Automation インストレーションガイド』の 『2.15.7 広域管理サーバとの連携設定』、 『2.16.4
管理サーバとの連携設定』の設定が実施済みであることを確認してください。

 

6.2   ID 管理サーバによる認証設定をする

ID 管理サーバに登録されている IaaS 事業者ユーザで運用管理機能にログイン認証すること

ができます。 設定方法について説明します。
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6.2.1   SECUREMASTER を利用する

運用管理機能から ID 管理サーバ（SECUREMASTER）を利用したログイン認証のための設

定を行います。 設定は運用管理機能の監視端末上で実施します。

1.「Administrator」ユーザで監視端末にログインします。

2. メインメニューの[設定(S)]-[定義モード(C)]を選択して、定義モードに切り替えます。

3. メインメニューの[設定(S)]-[ユーザ管理(U)]を選択します。

4. [LDAP 認証]タブを選択します。

SECUREMASTER を利用するために以下の設定を行います。

項目名 設定値 有効範囲

LDAP 認証を利用する ON=利用する ON=利用する

OFF=利用しない

サーバタイプ SECUREMASTER SECUREMASTER

認証サーバ名 ホスト名または IP アドレス 256 文字まで

認証ポート番号 1389 1～65535

認証方式 SASL CRAM-MD5 簡易認証

SASL CRAM-MD5

ログイン ID に使用する属性 uid（相対識別名：RDN の属性
名）

半角英数字、256 文字まで

単一属性のみ

複数の条件指定は不可

検索開始位置 OU=user,OU=tenant0,OU=edseid
m,C=JP

（検索を開始する位置の識別名：
DN）
*1

4096 文字まで

検索用ユーザ識別名 cn=ldapadministrator,c=jp 4096 文字まで
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項目名 設定値 有効範囲

（ユーザを検索可能な管理者
ユーザの識別名：DN）

検索用ユーザパスワード 検索用ユーザ識別名のパスワー
ド

128 文字まで

半角英数字・記号以外の文字は
使用不可（空白文字は非推奨）

ログイン名 認証テスト用のログイン名 64 文字まで

パスワード 認証テスト用のパスワード 6～64 文字

ユーザ情報の保持期間を設定す
る

ON ON=設定する

OFF=設定しない

保持期間 30 1～365 日

*1 EDS 運用管理ツールで独自にディレクトリ構築し管理する運用の場合、 ID 管理サーバ上
で EDS 運用管理ツールにより以下の手順で識別名（DN）を取得できます。

*1 [スタート]メニューから[Enterprise Directory Server]－[運用管理ツール]を選択します。

*2 ログイン画面より、Administrator 権限であるユーザでログインします。

*3 検索を開始したいエントリ(ディレクトリ)を選択し、右クリックメニューより[コピー]
－[DN コピー]を選択します。

*4 クリップボードに識別名（DN）がコピーされます。

 

5. [グループ]のタブを選択します。設定の更新確認に「はい」を選択してください。

6. グループを追加するディレクトリを選択し、[グループ追加]を選択します。

7. SECUREMASTER に登録したユーザを運用管理機能において、どのグループに所属させ

るかを決定するため、グループに識別名の設定を行います。
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項目名 設定値 有効範囲

グループ名 グループ名称 64 文字まで

以下のグループ名は使用できま
せん

• タブ文字、改行文字を含むグ
ループ名

• 先頭および末尾に、全角およ
び半角スペースを含むグ
ループ名

• 同じ階層に既に存在するグ
ループ名

識別名 ユーザ登録時の権限のマスタ ID 大 4096 文字

8. [LDAP 認証]タブに戻り、[認証テスト]で、ログイン名とパスワードを入力し[テスト]を
選択することにより、ログイン認証およびグループ設定の確認ができます。

9. ユーザ管理画面で[OK]を選択すると設定完了です。 以降、ログイン画面にてユーザ登録

時のログイン名およびパスワードでログイン可能となります。

注

• 「Administrator」ユーザは特別な管理者ユーザであるため、LDAP 認証でログイン認証すること

はできません。

• テキスト認証で同名ユーザを作成済みの場合は、テキスト認証が優先されます。

• vDC Automation 広域管理サーバ・vDC Automation 管理サーバ・VM 監視サーバで 同じ認証設定

を利用する場合は、「エクスポート」及び「インポート」を使用してファイル経由で設定を行っ

てください。
 

6.2.2   Active Directory を利用する

ID 管理サーバを Active Directory とした場合の設定は以下の通りです。

1.「Administrator」ユーザで監視端末にログインします。

2. メインメニューの[設定(S)]-[定義モード(C)]を選択して、定義モードに切り替えます。

3. メインメニューの[設定(S)]-[ユーザ管理(U)]を選択します。

4. [LDAP 認証]タブを選択します。

Active Directory を利用するために以下の設定を行います。
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項目名 設定値 有効範囲

LDAP 認証を利用する ON=利用する ON=利用する

OFF=利用しない

サーバタイプ Active Directory Active Directory

認証サーバ名 ホスト名または IP アドレス 256 文字まで

認証ポート番号 389 1～65535

認証方式 NTLM 認証 簡易認証

NTLM 認証

ログイン ID に使用する属性 sAMAccountName 半角英数字、256 文字まで

単一属性のみ

複数の条件指定は不可

検索開始位置 CN=Users,DC=domain,DC=co,DC
=jp

（検索を開始する位置の識別名：
DN）
*1

4096 文字まで

検索用ユーザ識別名 認証サーバへ接続する管理者

ユーザのユーザログオン名*2
4096 文字まで

NTLM 認証選択時、
sAMAccountName 属性の値、ま
たは userPrincipalName 属性の値
を指定

検索用ユーザパスワード 検索用ユーザ識別名のパスワー
ド

127 文字まで

半角英数字・記号以外の文字は
使用不可（空白文字は非推奨）

ログイン名 認証テスト用のログイン名*3 64 文字まで

パスワード 認証テスト用のパスワード 6～64 文字

ユーザ情報の保持期間を設定す
る

ON ON=設定する

OFF=設定しない

保持期間 30 1～365 日
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*1 ID 管理サーバ上でコマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、識別名(DN)を取得で
きます。

コマンド ： dsquery ou [-name <検索文字列>]

C:\> dsquery ou
・・・・・
"OU=Domain Controllers,DC=domain,DC=co,DC=jp"
"OU=Tenant,DC=domain,DC=co,DC=jp"
・・・・・
C:\> 

• 例 1：「Users コンテナ」を検索開始位置としたい場合

CN=Users, DC=domain, DC=co, DC=jp
※Users コンテナについてはコマンドでは取得できません。 Users コンテナはドメイン
配下に位置しますので、ドメイン名のドット区切りを分解した文言を DC 属性値として
定義します。

例：ドメイン名(domain.co.jp) ⇒ DC=domain,DC=co,DC=jp
• 例 2：「Tenant (組織単位(ou))」を検索開始位置としたい場合

OU=Tenant, DC=domain, DC=co, DC=jp
*2 Active Directory の検索権限があるユーザのプロパティ画面[アカウント]タブの[ユーザーロ

グオン名]を設定します。

アカウント名形式 ([ユーザーログオン名](windows2000 より前)右側データ)
*3 Active Directory の各ユーザプロパティ画面[アカウント]タブの[ユーザーログオン名]の

データを設定します。

アカウント名形式 ([ユーザーログオン名](windows2000 より前)右側データ)
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5. [グループ]のタブを選択します。設定の更新確認に「はい」を選択してください。

6. グループを追加するエントリ(ディレクトリ)を選択し、[グループ追加]を選択します。
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7. Active Directory に登録したユーザを運用管理機能において、どのグループに所属させる

かを決定するため、グループに識別名の設定を行います。

項目名 設定値 有効範囲

グループ名 グループ名称 64 文字まで

以下のグループ名は使用できま
せん

• タブ文字、改行文字を含むグ
ループ名

• 先頭および末尾に、全角およ
び半角スペースを含むグ
ループ名

• 同じ階層に既に存在するグ
ループ名

識別名 対象グループのルートエントリ

の識別名*1
大 4096 文字

*1 ＩＤ管理サーバ上でコマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し出力された識別名
(DN)を設定します。

コマンド ： dsquery group [-name <検索文字列>]

C\dsquery group
・・・・・
"CN=0000,OU=Tenant,DC=domain,DC=co,DC=jp"
"CN=0001,OU=Tenant,DC=domain,DC=co,DC=jp"
・・・・・
"CN=0099,OU=Tenant,DC=domain,DC=co,DC=jp"
・・・・・
C\

 

6.3   NW オートメーション機能の環境設定を行う

6.3.1   NW オートメーション機能とは

vDC Automation は、ネットワーク機器制御のワークフローを実行することで、 仮想ファイ

アウォールや仮想ロードバランサなどの仮想ネットワーク機器や、 VLAN/IP サブネットや

グローバル IP アドレスなどの論理リソースのプロビジョニングを行います。
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NW オートメーション機能とは、ネットワーク機器制御のワークフローにおいて、 機種別テ

ンプレートファイルから、設定用スクリプトを生成して、NetvisorPro V や SigmaSystemCenter
にネットワーク機器設定を指示する機能です。

6.3.2   機種別テンプレートファイルを確認する

機種別テンプレートファイルは vDC Automation インストール時に、広域管理サーバと管理

サーバの下記フォルダに配置されます。

ファイル種別 格納場所

機種別テンプレートファ
イル

<インストールフォルダ>\Manager\sg\NWAutomation\

ネットワーク機器制御のワークフローで利用される機種別テンプレートファイルは以下の

通りです。

ファイル名 説明

FW_FortiGate_Template.txt FortiGate の設定用テンプレート

L2SW_Catalyst_Template.txt Catalyst の設定用テンプレート
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ファイル名 説明

L2SW_Sigmablade_Template.txt SIGMABLADE 内蔵スイッチの設定用テンプレート

LB_A10_Template.txt AX、Thunder の設定用テンプレート

LB_BIGIP_Template.txt BIG-IP の設定用テンプレート

PFC_PFC_template.txt PFC の設定用テンプレート

UNC_UNC_template.txt UNC の設定用テンプレート

JSON_BFW_map.ini BFW 設定用のマップファイル

JSON_Common_map.ini 各 NW 装置の設定情報取得用のマップファイル

JSON_CreateHostInfo_map.ini サーバ設定用のマップファイル

JSON_CreateVLAN_map.ini VLAN 作成用のマップファイル

JSON_ForceDelete_map.ini 削除コマンド用のマップファイル

JSON_FWPolicy_map.ini テナント FW ポリシー設定用のマップファイル

JSON_L2SW_map.ini L2SW 設定用のマップファイル

JSON_LB_map.ini LB 設定用のマップファイル

JSON_ManagerName_map.ini 各 NW 装置の MoM 名取得用のマップファイル

JSON_NWCommonScenario_map.ini NW 装置の数やクラスタグループ数取得用のマップ
ファイル

JSON_PFC_map.ini PFC 設定用のマップファイル

JSON_PFW_map.ini 物理サーバ用 FW 設定用のマップファイル

JSON_ProvisionPhysicalServerGM_map.ini 物理サーバ設定用のマップファイル（GM 利用)

JSON_ProvisionPhysicalServerMoM_map.ini 物理サーバ設定用のマップファイル（MoM 利用）

JSON_PSVHostInfo_map.ini 物理サーバ設定用のマップファイル

JSON_PSVL2SW_map.ini 物理サーバ用 L2SW 設定用のマップファイル

JSON_PSVL2SW_NoNicNo_map.ini 物理サーバ用 L2SW 設定用のマップファイル

JSON_ReserveInfo_map.ini 予約情報取得用のマップファイル

JSON_ReturnParameter_map.ini 情報返却用のマップファイル

JSON_RT_map.ini ルータ設定用のマップファイル

JSON_SettingGeneralDevice_map.ini L2SW,Fortigate の設定用のマップファイル

JSON_SettingNWDeviceGroup_map.ini クラスタグループ用のマップファイル

JSON_SettingRoute_map.ini ルーティング設定用のマップファイル

JSON_SettingSSC_map.ini 論理 NW,ポートグループ作成用のマップファイル

JSON_SSL_map.ini SSL 設定用のマップファイル

JSON_TFW_map.ini TFW 設定用のマップファイル

JSON_UNC_map.ini UNC 設定用のマップファイル

JSON_VlanInfo_map.ini VLAN 情報返却用のマップファイル

第 6 章   WebSAM SystemManager G の設定

246



6.3.3   ネットワーク機器制御のワークフローを登録する

ネットワーク機器制御のワークフロー定義ファイルは vDC Automation インストール時に、

広域管理サーバと管理サーバにインポートされます。通常、本設定作業は不要ですが、登録

方法は以下の通りです。

1. ワークフロー定義ファイルの準備

ネットワーク機器制御のワークフロー定義ファイルを Web サイトからダウンロードに

て入手して、 広域管理サーバと管理サーバのフォルダに配置します。（例：「C:\temp
\WorkFlow」）

2. グループの作成

WebSAM Integrated Console を起動して、左ペインの[シナリオ制御]選択して、 右クリッ

クメニューから[グループ追加]をクリックします。

「新規グループ」画面で、グループ名を記入して、グループを作成します。
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[グループ追加]を繰り返して、下記グループを作成します。

[シナリオ制御ビュー]-[Automation]-[Automatic]-[Network]-[SubScenario]

3. シナリオのインポート

WebSAM Integrated Console の左ペインの  [シナリオ制御ビュー ]-[Automation]-
[Automatic]-[Network]を選択して、右クリックメニューから[インポート]をクリックしま

す。

「インポートの指定」画面で、準備したワークフロー定義ファイルが格納してあるフォ

ルダ (例：「C:\temp\WorkFlow\Scenario」)を指定し、ワークフロー定義ファイルをインポー

トします。

4. サブシナリオのインポート

[シナリオ制御ビュー]-[Automation]-[Automatic]-[Network]-[SubScenario]についても、 「シ

ナリオのインポート」と同様に、ダウンロードしたワークフロー定義ファイルが格納し

てあるフォルダ (例：「C:\temp\WorkFlow\Scenario\Sub」)から、ワークフロー定義ファイル

をインポートします。

5. インポートしたワークフロー定義ファイルのシナリオ ID の確認

広域管理サーバ上で、WebSAM Integrated Console の左ペインの [シナリオ制御ビュー]-
[Automation]-[Automatic]-[Network]配下には、 インポートしたワークフローのアイコンが

並んでいます。 ワークフローのアイコンを選択して、右ペインの[プロパティビュー]を
選択すると、[シナリオ ID]が表示されます。 （例：CreateTenantNW を選択した場合、

シナリオ ID,51DC1242）

6. INI ファイルの更新

広域管理サーバ上で、RpResourceMgr.ini の「Scenario」セクションに、「シナリオ名」=
「シナリオ ID」を追加します。 ただし、「SettingPodExpantionNW」のみ、CreateVM のシ

ナリオ ID「40000001」を設定します。 INI ファイル更新後、サービス「WebSAM UMF
OperationsManager_101」の再起動を行います。
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RpResourceMgr.ini は、広域管理サーバ上の下記フォルダにあります。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sg\RpResource

7. シナリオの有効化

インポートしたファイルを右クリックメニューから「有効」をクリックして、シナリオ

を有効化します。
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第 7 章   
VM テンプレート作成
本章では、まずプロビジョニングする仮想マシンの元となるマスタ VM を作成し、 続いて

プロビジョニングする仮想マシンの雛型となる VM テンプレートを作成について説明しま

す。 また物理マシンの OS イメージの作成方法についても説明します。

目次

7.1  注意事項 ..........................................................................................................................251
7.2  VM テンプレートに関する環境設定を行う.................................................................252
7.3  マスタ VM の構成について...........................................................................................260
7.4  VMware vCenter Server 管理環境でマスタ VM を作成するには ................................260
7.5  Hyper-V 環境でマスタ VM を作成するには ................................................................261
7.6  KVM 環境でマスタ VM を作成するには .....................................................................262
7.7  Windows のマスタ VM から VM テンプレートを作成するための準備 ....................263
7.8  Linux のマスタ VM から VM テンプレートを作成するための準備..........................264
7.9  VMware vCenter Server 管理環境の VM テンプレートを作成するには.....................266
7.10  KVM 環境の VM テンプレートを作成するには .......................................................266
7.11  ソフトウェア情報に Oracle 情報を表示するためのセットアップ...........................267
7.12  物理マシンの OS イメージについて...........................................................................268

第 7 章   VM テンプレート作成

250



ヒント

VM テンプレートの考え方については『vDC Automation ファーストステップガイド』の 『3.5 VM
テンプレートを検討する』を参照してください。

 

ヒント

VM テンプレートのクローン方式の機能や特徴については、 『SigmaSystemCenter リファレンスガ

イド』の 『4.4.3 Full Clone』、『4.4.4 HW Profile Clone』、 『4.4.5 Differential Clone』、および『4.4.10
Disk Clone』を参照してください。

 

7.1   注意事項

1. 管理対象マシンの拡張ディスク追加時には、フォーマットおよびマウントまでは実施し

ません。 手動で実施が必要です。この際、マウントされたディスクは自動では監視対象

にはなりません。 マウントとフォーマット後に、テナント管理者が VM 監視設定の更新

を行う ワークフロー(UpdatePerformanceCounter)を CloudManager の汎用オペレーション

より実行する必要があります。

2. 性能監視カウンタの設定を更新する際に、UpdatePerformanceCounter(Sub)を実行すると、

ユーザにより手動で設定した性能監視の定義はリセットされます。

3. VM テンプレート共有を行う場合は、VM テンプレート専用としたデータストアのみ設

定するようにしてください。 VM テンプレート以外の情報が格納されている場合、正常

に VM テンプレート共有が行われない可能性があります。

4. 仮想化基盤から VM テンプレートを作成した場合は、先に SigmaSystemCenter で収集を

行い、 SigmaSystemCenter で VM テンプレートが認識されてから、VM テンプレート収

集コマンドを実行してください。

5. VM テンプレート共有機能により複製した VM テンプレート情報のユーザ名、パスワー

ド等の一部の情報は、 複製先の SigmaSystemCenter に登録されません。

6. 仮想化基盤、または SigmaSystemCenter から VM テンプレートを作成した時に、 別の管

理サーバにて同名の VM テンプレートが存在した場合、同じ VM テンプレートとみなし

ます。 VM テンプレート名は大文字/小文字を区別しません。

7. vDCA により作成した VM を使用して VM テンプレートを作成する場合は、 テンプレー

ト作成前に業務 VLAN をすべて削除した後にテンプレートを作成してください。

また、業務 VLAN を削除するため、その VM は運用には組み込めません。 VM テンプ

レート作成用の VM として扱い、VM テンプレート作成後は、VM を削除してください。

業務 VLAN が残った状態で VM テンプレートを作成した場合は、その VM テンプレー

トを削除するまで、当該業務 VLAN は削除できません。

なお、テナント NW を削除する際は、先に VM テンプレートを削除する必要がありま

す。
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8. 仮想化基盤のホスト名と SigmaSystemCenter で登録した VM サーバのホスト名が同じと

なるように、 SigmaSystemCenter の Web コンソールの以下に表示される情報を設定して

ください。

• [管理]ビューの [サブシステム一覧]に表示される VM サーバの[編集]を選択後、「サ

ブシステム編集」画面に表示される「ホスト名」

• [仮想]ビューのツリーに表示されている VM サーバを選択後、[基本情報]に表示され

るマシン名

ホスト名が異なる状態ではテンプレート収集においてテンプレート情報が正しく登録

されません。 この場合、仮想化基盤のホスト名または SigmaSystemCenter の VM サーバ

のホスト名を修正して同じホスト名となるように環境を変更した後で、 再度テンプレー

ト収集を実施することで、テンプレート情報が正しく登録されます。 テンプレート収集

については、 「7.2.3   事業者の VM テンプレートを登録する（259 ページ）」 を参照し

てください。

9. Linux の VM テンプレートを作成する場合は、管理者パスワードに関する注意事項があ

りますので、 『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の 『1.4.2 イメージ展開で適用

可能な固有情報について』を参照してください。

10. VM テンプレート共有で共有できるのは、Full Clone 方式の VM テンプレートのみです。

11. 仮想化基盤から VM テンプレート名を変更した場合、SigmaSystemCenter の収集とテン

プレート収集を行う必要があります。これらを行わない場合、ワークフローの実行がエ

ラーになり、VM 生成に失敗します。 テンプレート共有を行う環境では、VM 生成の中

でテンプレート収集が実施されるため、SigmaSystemCenter の収集のみ実施してくださ

い。 テンプレート収集については、 「7.2.3   事業者の VM テンプレートを登録する

（259 ページ）」 を参照してください。

12. テンプレート共有を行う環境で、VM テンプレートが共有された後に共有元の VM テン

プレート名を変更した場合、共有先の VM テンプレートとは同じ VM テンプレートです

が、名前を変更したことにより別の VM テンプレートとして扱われます。このため、共

有後に VM テンプレート名を変更する場合は、共有元およびすべての共有先の VM テン

プレート名を同名へ変更してください。

13. vDC Automation の VM テンプレートにおいて、SigmaSystemCenter の機能である論理ソ

フトウェアを使用することはできません。

7.2   VM テンプレートに関する環境設定を行う

VM テンプレートを共有する機能やテナントからの VM テンプレート作成を有効にするた

めの環境設定について記述します。

これらの機能を使用しない場合は環境設定の必要はありません。
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7.2.1   VM テンプレートを共有するための準備・設定を行う

作成する VM テンプレートを共有ディスクに格納し、管理サーバ間で共有するには、以下を

行います。

注

仮想化基盤が VMware vCenter Server 管理環境の場合に VM テンプレート共有機能が使用できま

す。 VM テンプレート共有機能を使用する場合、同一管理サーバ配下に VM テンプレート共有設

定ができる仮想化基盤は、 VMware vCenter Server 管理環境１つのみです。
 

1. 共有ディスクの環境構築と設定

共有ディスクとして使用する NAS などのファイルサーバの環境構築と設定について記

述します。

●NetApp（NAS）の場合

NetApp を 使 用 し て VM テ ン プ レ ー ト を 共 有 す る 場 合 は 、

CreateDiskVolumeSWRepository(ソフトウェアリポジトリ用論理ディスク作成) ワークフ

ローを実行して、ＶＭテンプレートを格納するデータストアを作成してください。

管理サーバと NAS 間を NFS プロトコルで接続する場合は、下記の手順でユーザマッピ

ングサーバを構築してください。

• NetApp NFS の設定

a. 管理サーバがアクセス可能なマシンに、Active Directory をインストールします。

インストール後、再起動を求められた場合は、再起動を行います。

注

セキュリティ上の理由から、管理サーバへの Active Directory インストールは行わな

いでください。
 

b. 管理サーバをドメインに参加させます。

ドメインに参加後、再起動を求められた場合は、再起動を行います。

c. Administrator ユーザを、root ユーザとマッピングさせます。

i. [スタート]メニューより[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[サーバー マ
ネージャー]を起動します。

ii. [サーバー マネージャー]の[役割サービスの追加]ウィザードより、[UNIX 用
ID 管理]をインストールします。

インストール後、再起動を求められた場合は、再起動を行います。

iii. [スタート ]メニューより [すべてのプログラム ]-[管理ツール ]-[Active
Directory ユーザーとコンピューター]-[作成したドメイン名]-[Users]をク

リックします。
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iv. 右ペインの[Administrator]ユーザを右クリックし、プロパティをクリックし

ます。

v. [Unix 属性]タブを選択し、UID に 0 を設定します。また、プライマリグルー

プ名/GID に 0 を設定します。

d. 管理サーバに NFS 用サービスの役割を追加します。

詳細な追加の方法は、『vDC Automation インストレーションガイド』の 『2.2.9
NFS 用サービスをインストールする』を参照してください。

e. 以下の操作により、管理サーバに ID マッピングソースを設定します。

i. [スタート]メニューより[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[NFS 用 サービ

ス]画面の[NFC 用サービス]を右クリックし、プロパティをクリックします。

ii. [ID マッピング ソース]内の[Active Directory ドメイン名]にチェックをいれ、

ユーザマッピングサーバのドメイン名を設定します。

f. 設定が正しく行われていることを、以下の手順で確認します。

i. 管理サーバ上でコマンドプロンプトを開きます。

ii. net use コマンドを実行して、ファイルサーバに NFS マウントします。

接続先は、<ファイルサーバ IP アドレス>:/<データストアパス>としてくだ

さい。

> net use 192.168.0.40:/TestData

iii. 以下のコマンドを実行して、0 が表示されることを確認してください。

例：NetApp サーバの IP アドレスが「192.168.0.40」、共有名が TestData の場

合

> echo %errorlevel%

0 が表示された場合、正しく設定が行われていますので、net use コマンドを実

行して、ファイルサーバをアンマウントします。

NFS プロトコルではなく、CIFS（SMB）プロトコルで接続する場合は、下記の

手順で CIFS の共有設定を行ってください。

• NetApp CIFS の設定

CIFS を有効にして、共有設定を行います。以下に Data ONTAP 8.0.3 の場合の設定例

を記述いたします。

a. NetApp にログインし、コンソールを使用して操作を行います。

b. ライセンスを登録します。

license add <CIFS のライセンス>
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c. CIFS プロトコルで接続するためのセットアップを行います。（対話式で設定し

ます。）

cifs setup

d. VM テンプレート共有先を設定します。

cifs shares -add <共有名> /vol/<データストア名>

例：TestData というデータストア名をワークフローで指定し、共有名も同じ

TestData とした場合

cifs shares -add TestData /vol/TestData

e. アクセス許可の設定を行います。管理者権限のユーザに対して、フルコント

ロールを付与してください。

cifs access <共有名> <ユーザ> <アクセス権限>

例：共有名 TestData へのアクセス権限を Administrator ユーザに付与する場合

cifs access TestData Administrator rxw

f. 設定が正しく行われていることを、以下の手順で確認します。

i. 管理サーバ上でコマンドプロンプトを開きます。

ii. net use コマンドを実行して、ファイルサーバに CIFS マウントします。

ユーザ名は、Administrator としてください。

接続先は、\\<ファイルサーバ IP アドレス>\<データストアパス>としてくだ

さい。

例：NetApp サーバの IP アドレスが「192.168.0.40」、共有名が TestData の場

合

> net use \\192.168.0.40\TestData < パ ス ワ ー ド > /user:
192.168.0.40\Administrator

iii. 以下のコマンドを実行して、0 が表示されることを確認してください。

> echo %errorlevel%

0 が表示された場合、正しく設定が行われていますので、net use コマンドを実

行して、ファイルサーバをアンマウントします。

注

CreateDiskVolumeSWRepository ワークフローを使用してデータストアを作成した場合は、 自動

で VM テンプレート格納先データストアは登録されますが、NFS プロトコル指定となります。

第 7 章   VM テンプレート作成

255



CIFS プロトコルを採用する場合は、一度 VM テンプレート格納先データストアの登録を削除

してから、再設定が必要となります。 詳しい使用方法は、「VM テンプレート格納先データス

トアの設定」を参照してください。

共有する VM テンプレートのディスクタイプは Thin を推奨しています。 Thin でプロビジョ

ニングされた VM テンプレートの場合、複製する時間が短縮される可能性があります。
 

●NetApp（NAS）以外の場合

NetApp（NAS）以外のファイルサーバで VM テンプレートの共有を行う場合は、 スト

レージおよび仮想化基盤のマニュアルを参照し、共有ストレージにデータストアを作成

し、仮想化基盤へ登録してください。 その際、全ての VM サーバにデータストアを登録

してください。

NFS プロトコルを使用する場合は、上記 NetApp の環境設定と同様、ユーザマッピング

サーバを構築してください。

CIFS プロトコルを使用する場合は、共有ストレージの CIFS プロトコルを有効にして、

作成したデータストアを全ての管理サーバからアクセスできるように設定してくださ

い。 アクセスするユーザへは、フルコントロールの権限を付与してください。

2. 共有ディスクの登録

a. コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\bin\Scenario
\SWRepository\bat

b. 以下のコマンドを実行します。

> RegisterSWRepositoryConfig.bat -Add <MountType> <IPAddress> 
<UserName> <Password>

• コマンド引数<MountType>には、通信プロトコル(NFS or CIFS)を指定してくださ

い。

• コマンド引数<IPAddress>には、ファイルサーバの IP アドレスか名前解決できる

ホスト名を指定してください。

• <UserName> には、サーバのログインユーザ、<Password>には、パスワードを指

定してください。

NFS プロトコルを使用する場合は、ログインユーザは、「ドメイン/ユーザ名」

の形式で指定してください。

注

管理サーバとファイルサーバ間でデータ転送用 LAN が存在する場合は、それらを優先し

て使用します。 データ転送用 LAN を使用するためには、管理サーバの hosts ファイルに

ファイルサーバのデータ転送用 LAN の IP アドレスを登録します。
 

c. 共有ディスクの登録を削除するには、以下を実行します。
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> RegisterSWRepositoryConfig.bat -Del <IPAddress>

d. 設定した内容を確認するには、以下を実行します。

> RegisterSWRepositoryConfig.bat -View

7.2.2   VM テンプレートを共有するための管理サーバ設定を行う

VM テンプレート共有機能を利用する場合は、共有対象の管理サーバ毎に以下の設定を行い

ます。 VM テンプレート共有機能が利用できるのは VMware vCenter Server 管理環境のみで

す。 Hyper-V および KVM 環境はこの設定は対象外です。

1. 仮想化基盤の接続情報の登録

コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\bin\Scenario
\SWRepository\bat"

仮想化基盤により、コマンドプロンプトで以下を実行します。

> RegisterVMware.bat -Set <Host> <User> <Password> [<Port>]

コマンド引数<Host>には、VMware vCenter Server のホスト名もしくは IP アドレスを指

定します。 <User>には、VMware vCenter Server へのログインユーザ名、<Password>に
は、 パスワードを指定してください。

ログインユーザは Administrator ユーザを指定してください。

<Port>は、HTTPS のポート番号を指定します。省略した場合は、443 で接続します。

設定した内容を確認するには、以下を実行します。

> RegisterVMware.bat -View

2. VM サーバの登録

VMware vCenter Server 管理環境の場合は、下記の実行により、VM サーバ(ホスト)を登

録します。

> RegisterVMHost_VMware.bat -Add <ESXName> <DNSName> <User> 
<Password> [<Port>]

コマンド引数<ESXName>には、VMware vCenter Server に登録されている VM サーバ(ホ
スト)を指定してください。

<DNSName>には、管理サーバから名前解決できる VM サーバ名、または IP アドレスを

指定してください。<User> には、VM サーバ(ホスト)へのログインユーザ名、<Password>
には、パスワードを指定してください。
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ログインユーザは root ユーザを指定してください。

<Port> は、VM サーバ接続用の、NFC(Network File Copier)の TCP ポート番号を指定しま

す。省略した場合は、902 で接続します。

登録した VM サーバの一覧を表示するには、以下を実行します。

RegisterVMHost_VMware.bat -View 

VM サーバを削除するには、以下を実行します。

> RegisterVMHost_VMware.bat -Del <ESXName> 

コマンド引数<ESXName>には、削除する VM サーバのホストを指定します。

3. VM テンプレート格納先データストアの設定

VM テンプレートを共有せず、作成する VM テンプレートの格納先をマスタ VM と同じ

データストアにする場合は、本設定は不要です。

> RegisterTemplateConfig.bat -Set <Host> [<Cost>] 

コマンド引数<Host>には、VM テンプレートを登録する VM サーバのホストを指定しま

す。このホストは、「2.VM サーバの登録」で登録した VM サーバである必要がありま

す。

<Cost>には VM テンプレートのコスト値を設定します。特別必要としない場合は、省略

してください。省略した場合は、10 が設定されたものとします。

> RegisterTemplateConfig.bat -Add <Datastore> <Name> [-S <IPAddress>]

コマンド引数<Datastore>には、データストア名を指定してください。

<Name> は、NFS または CIFS(SMB)の共有名を指定してください。

<IPAddress> は、NAS の IP アドレス、または名前解決できるホスト名を指定してくださ

い。

登録したデータストアの一覧を確認するには、以下を実行します。

> RegisterTemplateConfig.bat -View 

データストアの登録を削除するには、以下を実行します。

> RegisterTemplateConfig.bat -Del <Datastore> 

コマンド引数<Datastore>には、登録削除するデータストア名を指定してください。

注

CreateDiskVolumeSWRepository ワークフローを使用してデータストアを作成した場合は、自動

で VM テンプレート格納先データストアは登録されますが、NFS プロトコル指定となります。
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CIFS プロトコルを採用する場合は、ワークフローにより登録された VM テンプレート格納

データストアを一度削除してから、再設定が必要となります。
 

7.2.3   事業者の VM テンプレートを登録する

事業者が SigmaSystemCenter または仮想化基盤を使用して作成した VM テンプレートを登

録するには、以下を行います。

コマンドプロンプトで以下のどちらかの形式のコマンドを実行します。

1. シナリオ名指定

> cd C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\bin
> SwRepositoryMgrCmd.exe collect template /P <シナリオ名> [/M <管理サーバ
名>] [/T <VM テンプレート名>]

2. シナリオ ID 指定

> cd C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\bin
> SwRepositoryMgrCmd.exe collect template <シナリオ ID> [/M <管理サーバ名
>] [/T <VM テンプレート名>]

コマンド引数<シナリオ名>には、 VM テンプレート一覧取得ワークフロー(GetTemplateList)
のシナリオパスを指定してください。デフォルトのシナリオパスは以下の通りです。

Automation^%Automatic^%VMTemplate^%GetTemplateList
“%”の前の”^”は、環境変数を考慮したエスケープ文字です。
    

<シナリオ ID>には、 VM テンプレート一覧取得ワークフロー(GetTemplateList)のシナリオ

ID を指定してください。デフォルトのシナリオ ID は"40060002"になります。

管理サーバ名には、マネージャ名を指定します。省略した場合は、全ての管理サーバから

VM テンプレートを収集します。

特定の VM テンプレートのみ収集する場合は、<VM テンプレート名>で VM テンプレートを

指定してください。

通常、初期導入時では、全ての管理サーバから全ての VM テンプレートを収集してくださ

い。

収集後、差分の VM テンプレートを登録する場合には、管理サーバ、VM テンプレートを指

定するようにしてください。

注

仮想化基盤から VM テンプレートを作成した場合は、先に SigmaSystemCenter で収集を行い、

SigmaSystemCenter で VM テンプレートが認識されてから、本コマンドを実行してください。

VM テンプレート共有機能が有効となっている環境では、 Linux OS の VM テンプレートを作成す

る場合にユーザ名とパスワードを指定しても無視されます。
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また、テンプレート化した VM から VM 生成する際に、パスワードを指定しても無視されます。

生成した VM へログインする際は、マスタ VM のユーザ名、パスワードを使用してください。
 

7.3   マスタ VM の構成について

マスタ VM を作成する際の注意事項、およびポイントは以下の通りです。

• マスタ VM 数について

マスタ VM は、VM テンプレートごとに作成する必要があります。 このため、データセ

ンター内で単一の VM テンプレートが共有できず複数の VM テンプレートが必要とな

る場合は、 それらの VM テンプレートの元となるマスタ VM も複数作成する必要があ

ります。

VM テンプレートの共有に関する説明については、『vDC Automation ファーストステッ

プガイド』の 『3.5.1 VM テンプレートとリソースプールの関連』を参照してください。

• マスタ VM の NIC について

マスタ VM は vDC Automation の管理サーバと通信できる必要があります。 このため、

マスタ VM には NIC を１つ追加し、その NIC を事業者管理 VLAN に接続してください。

注

事業者管理 VLAN のうちマスタ VM 作業用の VLAN をデータセンター内に１つ予約してお

き、 マスタ VM の作成の際にはその VLAN を利用するといった運用を推奨します。
 

• マスタ VM のディスクについて

- マスタ VM にはシステムディスクのみ追加してください。

- システムディスクのサイズは VM テンプレートから仮想マシンを作成する際に拡

張できません。このため、余裕を持ったサイズを確保してください。

7.4   VMware vCenter Server 管理環境でマスタ VM を作成するに
は

以下の手順に従って、VMware vCenter Server 管理環境で VM テンプレートの元となるマスタ

VM を作成します。

ヒント

vSphere Client を使用した vCenter Server での仮想マシン作成については、VMware 社発行の各製品

マニュアルを参照してください。
 

1. vSphere Client を起動し、ログインします。

2. 使用する仮想マシンに対応した CPU 数、メモリ容量、ディスク容量 / ディスクの数、

NIC の枚数を指定して、仮想マシンを作成します。
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注

• Differential Clone で VM テンプレートを作成する場合は、 マスタ VM の仮想ディスクの

モードに "独立型" を選択しないでください。

• マスタ VM の仮想ディスクのモードに "独立型 読み取り" を選択しないでください。

• OS をインストールする仮想ディスクは、"IDE0:0"、または "SCSI0:0" のどちらかで作成し

てください。

• OS のスリープ設定は無効にしてください。
 

3. 使用する仮想マシンに対応した OS をインストールします。

4. マスタ VM が Windows OS の場合、OS に設定されている管理者パスワードをクリアし

ます。

注

管理者パスワードをクリアしていない場合、仮想マシン作成後に設定されるパスワードが指定

したパスワードに設定されません。 マスタ VM で設定されているパスワードと同じになりま

す。
 

5. VMware Tools をマスタ VM にインストールします。

6. DPM クライアント、AsRiCommon エージェント、SystemManager G エージェントをマス

タ VM にインストールします。 インストール方法については『vDC Automation インス

トレーションガイド』の 『2.10 管理対象マシンをインストールする』を参照してくださ

い。

7. 必要に応じてアプリケーション、ソフトウェア、パッチ等をマスタ VM にインストール

します。

7.5   Hyper-V 環境でマスタ VM を作成するには

以下の手順に従って、Hyper-V 環境で VM テンプレートの元となるマスタ VM を作成しま

す。

ヒント

Hyper-V マネージャを使用した Hyper-V での仮想マシン作成の詳細については、 Windows Server
2008 のヘルプやマニュアルなどを参照してください。

 

注

• Hyper-V の VM テンプレートを作成する場合は、マスタ VM は DPM サーバに接続でき、 かつ

DHCP サーバから IP アドレスをリースできる必要があります。

• Hyper-V クラスタを使用する場合、マスタ VM は移動させないようにするか、固定 MAC アド

レスをネットワークアダプタに割り振るようにしてください。 MAC アドレスプール機能を使

用すると、VM 作成時や登録時に MAC アドレスを固定できます。
 

1. Hyper-V マネージャを起動します。
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2.「仮想マシンの新規作成」ウィザードで、マスタ VM として使用する仮想マシンを作成

します。 マスタ VM の名前、メモリ容量、仮想ディスク、OS の ISO イメージなどを指

定します。

3. 指定した ISO イメージから、OS をインストールします。

4. 統合サービスをインストールします。 Windows のバージョンによっては標準でインス

トールされていますが、VM サーバに合わせてバージョンアップします(推奨)。

5. vDC Automation の管理対象マシン コンポーネント をマスタ VM にインストールしま

す。 インストール方法については『vDC Automation インストレーションガイド』の

『2.10 管理対象マシンをインストールする』を参照してください。

6. 必要に応じてアプリケーション、ソフトウェア、パッチ等をマスタ VM にインストール

します。

7.6   KVM 環境でマスタ VM を作成するには

以下の手順に従って、KVM 環境で VM テンプレートの元となるマスタ VM を作成します。

ヒント

virt-manager を使用した KVM での仮想マシン作成の詳細については、Red Hat 社発行の各マニュア

ルを参照してください。
 

1. virt-manager を起動します。

2.「新しい仮想マシン」ウィザードで、マスタ VM として使用する仮想マシンを作成しま

す。 マスタ VM の名前、メモリ容量、仮想ディスク、OS の ISO イメージなどを指定し

ます。

3. 指定した ISO イメージから、OS をインストールします。

注

acpid パッケージのインストールが必要です。
 

4. qemu-guest-agent パッケージをインストールします。

5. コンソールの設定をします。手順については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーショ

ンガイド』の 『10.5.3 XenServer、KVM、Hyper-V の仮想マシンのコンソールに接続する

には』を参照してください。

6. vDC Automation の管理対象マシン コンポーネント をマスタ VM にインストールしま

す。 インストール方法については『vDC Automation インストレーションガイド』の

『2.12 管理対象マシン(Linux)をインストールする』を参照してください。

7. ファイアウォールを設定している場合、DPM クライアントが使用するポートを開放し

ます。

8. マスタ VM の OS コンフィグ設定の変更を行います。
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• /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules を削除

• /etc/rc.d/rc.local に以下のコマンドの実行を行う行を追加。

rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

• /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth*の HWADDR=の行を削除

9. 展開イメージに含めるアプリケーションをインストールします。

10. 運用に合わせて、その他のネットワークアダプタの追加、および削除、ネットワーク設

定を行ってください。

7.7   Windows のマスタ VM から VM テンプレートを作成するため
の準備

マスタ VM の OS が Windows の場合は、VM テンプレートを作成する前に以下の手順を実施

します。

1. Administrator アカウントでマスタ VM のシステムにログインします。

2. VM 管理サーバを構築しない場合は、名前解決できるように管理サーバの情報を hosts
ファイルに記載します。

3. [仮想マシンの事業者管理 VLAN に DHCP 及び NAT を使用する場合]

以下のファイルをテキストエディタで追記します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Agent\FW\Agent\sg\SysMonAgt.ini

[AutoConfiguration]

StaticRoute=1

HostName=<vDC Automation 管理サーバの IP アドレス>

Port=<vDC Automation 管理サーバの監視端末との通信ポート>

（監視端末との通信ポートは、規定値の設定でインストールした場合、12521）

注

Hyper-V 環境の場合、事業者管理 VLAN に NAT を使用することはできません。
 

4. [仮想マシンの事業者管理 VLAN に DHCP 及び NAT を使用する場合]

以下のコマンドをコマンドプロンプトから実行して、スタティックルートを設定しま

す。（ゲートウェイアドレス毎に１回コマンドを実行する）

> route -p ADD <ネットワークアドレス> MASK <サブネットマスク> <ゲートウェイ>

• ネットワークアドレス： 運用管理 LAN のネットワークアドレス

• サブネットマスク： 運用管理 LAN のサブネットマスク

• ゲートウェイ： 事業者管理 VLAN,データ転送用 VLAN のゲートウェイアドレス
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例：運用管理 LAN 10.1.16.0/20、事業者管理 VLAN 172.17.1～240.0/24、各ゲートウェイ

アドレスの第４オクテットが 254 の場合

> route -p ADD 10.1.16.0 MASK 255.255.240.0 172.17.1.254
・・・
> route -p ADD 10.1.16.0 MASK 255.255.240.0 172.17.240.254

5. DHCP Client サービスを有効にしておきます。

6. システムをシャットダウンして仮想マシンの電源を落とします。

以上で仮想マシンを VM テンプレートにするための準備は完了です。 VM テンプレートの

設定を変更するため、本手順でシャットダウンした仮想マシンの電源を再投入した場合は、

本手順を再度実行してください。

7.8   Linux のマスタ VM から VM テンプレートを作成するための準
備

マスタ VM の OS が Linux の場合は、VM テンプレートを作成する前に以下の手順を実施し

ます。

1. root アカウントでマスタ VM のシステムへログインします。

2. VM 管理サーバを構築しない場合は、名前解決できるように管理サーバの情報を hosts
ファイルに記載します。

3. SELinux が有効な場合には、無効にします。

以下のコマンドを実行します。

# getenforce

「Enforcing」と表示された場合は、SELinux が有効の状態です。 「Permissive」または

「Disabled」と表示された場合は、SELinux が無効の状態です。

以下のファイルを編集し、無効にします。

• ファイルパス： /etc/selinux/config

• 設定内容： SELINUX=disabled

上記ファイル編集を反映するためには、OS 再起動が必要です。即座に変更する場合に

は、以下のコマンドを実行します。

# setenforce 0

4. [仮想マシンの事業者管理 VLAN に DHCP 及び NAT を使用する場合]

以下のファイルをテキストエディタで追記します。

/opt/NEC/vDCA/Agent/FW/Agent/sg/SysMonAgt.ini
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[AutoConfiguration]

StaticRoute=1

HostName=<vDC Automation 管理サーバの IP アドレス>

Port=<vDC Automation 管理サーバの監視端末との通信ポート>

（監視端末との通信ポートは、規定値の設定でインストールした場合、12521）

注

Hyper-V 環境の場合、事業者管理 VLAN に NAT を使用することはできません。
 

5. [仮想マシンの事業者管理 VLAN に DHCP 及び NAT を使用する場合]

/etc/sysconfig/static-routes ファイル（存在しない場合は新規作成）にテキストエディタで

以下を追記して、 スタティックルートを設定します。（ゲートウェイアドレス毎に１行

追記する）

any net <ネットワークアドレス> netmask <サブネットマスク> gw <ゲートウェイ>
• ネットワークアドレス： 運用管理 LAN のネットワークアドレス

• サブネットマスク： 運用管理 LAN のサブネットマスク

• ゲートウェイ： 事業者管理 VLAN,データ転送用 VLAN のゲートウェイアドレス

例：運用管理 LAN 10.1.16.0/20、事業者管理 VLAN 172.17.1～240.0/24、各ゲートウェイ

アドレスの第４オクテットが 254 の場合

any net 10.1.16.0 netmask 255.255.240.0 gw 172.17.1.254
・・・
any net 10.1.16.0 netmask 255.255.240.0 gw 172.17.240.254

6. DHCP Client サービスを有効にしておきます。

7. システムをシャットダウンして仮想マシンの電源を落とします。

8. [仮想マシンの事業者管理 VLAN に DHCP 及び NAT を使用する場合]

管理サーバの「スタティックルート設定」のワークフローテンプレート（『vDC
Automation ワークフローテンプレートリファレンス』 参照）から、以下の部品を削除し

ます。

• SetStaticRouteInfo1

• SetStaticRouteInfo2

• BranchUseDCResource

9. マスタ VM に Oracle をインストールする場合は、 「7.11   ソフトウェア情報に Oracle 情
報を表示するためのセットアップ（267 ページ）」 を実施します。Oracle をインストー

ルしない場合は不要です。

以上で仮想マシンを VM テンプレートにするための準備は完了です。
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7.9   VMware vCenter Server 管理環境の VM テンプレートを作成
するには

VMware の vCenter Server 管理環境において、 Full Clone 方式および Differential Clone 方式の

VM テンプレートを作成する際の流れを説明します。

各作業項目の詳細については、下記に記載のマニュアルの節を参照してください。

• Full Clone 方式の VM テンプレートを作成する場合

1. VM テンプレートを作成する

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『6.2.1 Full Clone 用のテンプ

レートを作成するには』を参照してください。

• Differential Clone 方式の VM テンプレートを作成する場合

1. マスタ VM の電源をオフにして、スナップショットを作成する

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『6.2.5 スナップショットを作

成するには』を参照してください。

2. VM テンプレートを作成する

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『6.2.3 Differential Clone 用の

テンプレートを作成するには』を参照してください。

7.10   KVM 環境の VM テンプレートを作成するには

KVM 環境において、Disk Clone 方式および Differential Clone 方式の VM テンプレートを作

成する際の流れを説明します。

各作業項目の詳細については、下記に記載のマニュアルの節を参照してください。

注

KVM 環境の場合、Differential Clone 用のテンプレートのイメージ(レプリカ VM) は、起動などの操

作を行わないでください。
 

1. VM テンプレートを作成する

マスタ VM を元に VM テンプレートを作成します。

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『6.2.3 Differential Clone 用のテン

プレートを作成するには』または 『6.2.4 Disk Clone 用のテンプレートを作成するには』

を参照してください。

注

マスタ VM を停止した状態で VM テンプレートを作成してください。
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7.11   ソフトウェア情報に Oracle 情報を表示するためのセット
アップ

ソフトウェア情報に Oracle ソフトウェアの情報を表示する場合のセットアップについて説

明します。

マスタ VM のプラットフォームが Linux の場合に、本作業を実施します。 Oracle インストー

ル時の言語環境が UTF8 の場合は、本作業は不要です。

1. Oracle インストール時の言語環境を確認してください。

システムのデフォルト値は、以下で確認可能です。

% cat /etc/sysconfig/i18n
LANG="ja_JP.UTF-8"
・・・

ログインユーザ毎の言語環境は、以下で確認可能です。

%% echo $LANG
Ja_JP.UTF-8

2. UTF8 以外の環境の場合、以下のファイルを編集します。

< エ ー ジ ェ ン ト 機 能 の イ ン ス ト ー ル デ ィ レ ク ト リ >/Agent/sg/fwcicAgt/SoftEx/
CS_fwcic_01.ini

[Inventory]
XmlEncode=UTF8
・・・

[Comps]
XmlEncode=UTF8
・・・

XmlEncode=の行を編集します。指定可能な文字コードは、UTF8、SJIS、EUCJP です。

3. $ORACLE_HOME 毎に、インストール時の言語環境が異なる場合には、以下のファイル

を作成します。

<$ORACLE_HOME/inventory/ContentsXML/lang.nec>

LANG=SJIS

指定可能な文字コードは、UTF8、SJIS、EUCJP です。

注

同ファイルは、Oracle ソフトウェアのインストール時に作成されるファイルではありません。
 

第 7 章   VM テンプレート作成

267



7.12   物理マシンの OS イメージについて

物理マシンの払い出しを行う場合は、VM テンプレート同様に、 DeploymentManager で払い

出し時にインストールする OS イメージを作成します。 作成のポイントは以下になります。

• OS イメージの元となるマスタマシン *1 を物理マシンで構築する際のポイント

以下の手順で構築します。

1. マスタマシンへ管理対象マシンをインストールします。

- 管理対象マシンのインストール方法は、『vDC Automation インストレーションガ

イド』の 『2.11 管理対象マシン（Windows）をインストールする』もしくは

『2.12 管理対象マシン（Linux）をインストールする』を参照して下さい。

2. マスタイメージを作成するための準備をします。

手順は「7.7   Windows のマスタ VM から VM テンプレートを作成するための準備

（263 ページ）」、 もしくは「7.8   Linux のマスタ VM から VM テンプレートを作成す

るための準備（264 ページ）」を参照して下さい。

なお、マスタマシンにデフォルトゲートウェイ設定がある場合は削除して下さい。

• DeploymentManager で、マスタマシンから OS イメージを取得する際のポイント

- Windows の場合は、『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『3.3.1 マスタ

イメージを作成する』を参照してください。

- Linux の場合は、『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『3.4.1 マスタイ

メージを作成する』を参照してください。

ヒント

• VM では不要でしたが、イメージビルダでディスク複製用情報ファイルを作成して下さ

い。 ディスク複製用情報ファイルの作成方法については、

- Windows の場合は、『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『3.3.3.1 複製する

マシンのディスク複製用情報ファイルを作成する(Windows)』を参照して下さい。

- Linux の場合は、『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『3.4.3.1 複製するマ

シンのディスク複製用情報ファイルを作成する(Linux)』を参照してください。

• OS イメージを論理資産として管理する場合は、ソフトウェアリポジトリに OS イメージを

登録します。 OS イメージの登録方法については、「5.7.4   ソフトウェアを管理する（170
ページ）」を参照して下さい。

 

• OS イメージを配布するシナリオを、DeploymentManager に作成する際のポイント

- Windows の場合は、『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『3.3.3.2 複製先

マシンにリストアする』を参照し、リカバリ用のシナリオを作成します。

*1 作成元とするマシン 1 台を構築し、そのマシンのイメージを他のマシンにクローニング (複製) することによ
り、 複数のマシンを同じ構成で作成することができます。この作成元となるマシンをマスタマシンと呼びま
す。
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- Linux の場合は、『DeploymentManager オペレーションガイド』の 『3.4.3.2 複製先マ

シンにリストアする』を参照し、リカバリ用のシナリオを作成します。

なお、シナリオ名には空白や特殊記号を含まないようにして下さい。

上記のシナリオが、SigmaSystemCenter で認識され、マシン稼働時の配布で、 ホストの

設定(ホスト名・IP アドレスなど)が動作するか確認します。 操作内容については、

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『8.2.2 ホストにリソースを割り

当てるには』を参照して下さい。 その際、運用グループの作成が必要な場合は 『5 運用

グループを作成する』を参照して下さい。
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第 8 章   
ID 管理サーバの設定
本章では、ID 管理サーバの設定方法について説明します。

目次

8.1  ID 管理サーバの配置......................................................................................................271
8.2  SECUREMASTER を利用する場合 ...............................................................................271
8.3  Active Directory を利用する場合 ...................................................................................316
8.4  認証する機能の設定.......................................................................................................329
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ID 管理サーバでは以下の情報を管理・設定します。

• ユーザ情報

ユーザには事業者ユーザ、テナント管理者の 2 種類あります

• 権限情報

事業者ユーザに割り当てる権限情報の設定及び事業者ユーザへの割当を行います。

WebSAM vDC Automation には WebSAM SECUREMASTER(以降、SECUREMASTER と記し

ます)を同梱しており、 ID 管理サーバとして利用することができます。 また、Active
Directory を ID 管理サーバとして利用することもできます。 ID 管理サーバを利用した統合

ID 管理機能を利用する場合は、本章の設定を行ってください。

8.1   ID 管理サーバの配置

ID 管理サーバは、認証連携する機能、ネットワーク機器からアクセスできるように配置す

る必要があります。 『vDC Automation ファーストステップガイド』の 『3.1 ネットワークの

構成を検討する（標準構成）』や 各ネットワーク機器のマニュアルを参照して ID 管理サー

バを配置してください。

8.2   SECUREMASTER を利用する場合

8.2.1   IaaS 事業者ユーザに割り当てる権限を設定する

SECUREMASTER では、IaaS 事業者向けの権限としてデフォルトで、 vDC Automation 管理

者権限、vDC Automation オブザーバー権限、 vDC Automation オペレータ権限、の 3 つの権

限を登録しています。

デフォルトの権限以外の権限を作成して使用する場合に必要な、権限の登録、削除、更新の

手順を以下に記します。

IaaS 事業者ユーザに割り当てる権限を登録する

デフォルトの権限以外の権限を使用する場合に設定します。  デフォルト権限の vDC
Automation 管理者権限、vDC Automation オブザーバー権限、 vDC Automation オペレータ権

限、の 3 つの権限を使用する場合は、本設定は不要です。

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm

<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。
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2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。

3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[権限登録]をクリックしま

す。

4. [権限登録:詳細情報入力]画面で、登録したい権限 ID と権限名を入力し、[追加申請]を押

下します。 権限 ID、権限名に入力可能な文字列は以下の通りです。

第 8 章   ID 管理サーバの設定

272



• 権限 ID

半角英数字記号、128 バイトまで

注

• 各テナントに割り振るテナント ID は権限 ID に使用できません。

• ここで指定した権限 ID を、WebSAM SystemManager G 等の vDC Automation のコン

ポーネントに対して権限の設定を行う際の「識別名(権限マスタ ID)」に指定して下さ

い。 詳細は各 vDC Automation コンポーネントのマニュアルの記載を参照して下さ

い。
 

• 権限名

半角及び全角文字、256 バイトまで

5. [権限登録 : 確認（申請）]画面で、[確定]を押下します。
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6. [権限登録:結果]画面が表示されます。

必要に応じて、WebSAM SystemManager G 等の vDC Automation のコンポーネントに対し、

権限の設定を行います。 詳細は、「6.2   ID 管理サーバによる認証設定をする（237 ページ）」

を参照して下さい。

第 8 章   ID 管理サーバの設定

274



権限の更新

以下の手順で権限の権限名の更新を行うことができますが、権限 ID を変更することはでき

ません。 権限 ID を変更する場合は、権限の削除、権限の登録の作業を行ってください。

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm

<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。

2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。

3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[権限更新]をクリックしま

す。
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4. [権限更新:検索条件入力]画面で更新対象の権限を検索する条件を入力し、[検索]ボタン

を押下します。

5. [権限更新: 検索結果]画面で、更新対象の権限をチェックし、[リストに追加]ボタンを押

下します。
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6. [権限更新:更新対象一覧(修正)]画面で、[修正]のリンクをクリックします。

7. [権限更新:修正]画面で、権限名を変更し、[反映して戻る]ボタンを押下します。
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8. [権限更新:更新対象一覧(修正)]画面で、[更新申請]ボタンを押下します。

9. [権限更新:確認 (申請)]画面で、[確定]ボタンを押下します。
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10. [権限更新:結果]画面が表示されます。

権限の削除

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm
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<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。

2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。

3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[権限削除]をクリックしま

す。
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4. [権限削除:検索条件入力]画面で削除対象の権限を検索する条件を入力し、[検索]ボタン

を押下します。

5. [権限削除: 検索結果]画面で、削除対象の権限をチェックし、[リストに追加]ボタンを押

下します。
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6. [権限削除:削除対象一覧]画面で、[削除申請]ボタンを押下します。

7. [権限削除:確認(申請)]画面で、[確定]ボタンを押下します。
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8. [権限削除:結果]画面が表示されます。

必要に応じて、WebSAM SystemManager G 等の vDC Automation のコンポーネントに対し、

権限削除の設定を行います。 詳細は、「6.2   ID 管理サーバによる認証設定をする（237 ペー

ジ）」 を参照して下さい。
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注

権限を削除しても、削除した権限がユーザに割り当てられる場合、そのユーザから当該権限の情報

は削除されません。 これを削除するためには後述の『IaaS 事業者ユーザ更新』の手順に従って、

ユーザから当該権限の情報を削除して下さい。
 

8.2.2   サービスポータルを利用する場合

注

本サービスポータルは、vDC Automation ポータルを利用する場合を想定しています。  vDC
Automation ポータルを利用しない場合は、 「8.2.3   サービスポータルを利用しない場合（291 ペー

ジ）」 の『IaaS 事業者に必要な属性』『テナント管理者に必要な属性』を参照して、 必要なユーザ

属性を ID 管理サーバに設定するようにしてください。
 

IaaS 事業者ユーザ登録

IaaS 事業者ユーザの登録は以下の手順で行います。

1. サービスポータルから IaaS 事業者ユーザの登録を行います。 詳細はサービスポータル

のマニュアルを参照して下さい。

2. サービスポータルから自動で SECUREMASTER に IaaS 事業者ユーザが登録されます。

3.『IaaS 事業者ユーザ更新』の手順に従い、IaaS 事業者ユーザに適切な権限を割り当てま

す。

IaaS 事業者ユーザ更新

IaaS 事業者ユーザ情報の更新は原則サービスポータルから行えば、  自動で

SECUREMASTER に更新が反映されますが、権限の更新のみ、  以下の手順で

SECUREMASTER から実施する必要があります。

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm

<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。

2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。
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3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[ユーザ更新]をクリックし

ます。

4. [ユーザ更新:検索条件入力]画面で更新対象の権限を検索する条件を入力し、[検索する]
ボタンを押下します。
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5. [ユーザ更新:検索結果]画面で更新対象のユーザをチェックし、[リストに追加]ボタンを

押下します。

6. [ユーザ更新:更新対象一覧(修正)]画面で、[修正]のリンクをクリックします。

第 8 章   ID 管理サーバの設定

286



7. [ユーザ更新:修正]画面が表示されます。

• 権限を削除する場合、削除したい権限のチェックボックスをチェックし、 [削除]ボ
タンを押下して[反映して戻る]ボタンを押下します。 その後の手順は「10.[ユーザ更

新：更新対象一覧(修正)]画面」の手順に進みます。

• 権限を追加する場合、権限欄の[マスタ参照]ボタンを押下します。
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8. [マスタ検索]画面で、権限の検索条件を入力して、[検索する]ボタンを押下します。 何
も入力せずに[検索する]ボタンを押下した場合は権限が全件検索されます。

9. [マスタ検索]画面の権限検索結果の中で、当該ユーザに割り当てる権限をチェックし、

[OK]ボタンを押下します。

10. [ユーザ更新:修正]画面で[反映して戻る]ボタンを押下します。
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11. [ユーザ更新:更新対象一覧(修正)]画面で、[更新申請]ボタンを押下します。

12. [ユーザ情報:確認(申請)]画面で、[確定]ボタンを押下します。
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13. [ユーザ更新:結果]画面が表示されます。

IaaS 事業者ユーザ削除

IaaS 事業者ユーザの削除は以下の手順で行います。
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1. サービスポータルから IaaS 事業者ユーザの削除を行います。詳細はサービスポータル

のマニュアルを参照して下さい。

2. サービスポータルから自動で SECUREMASTER から IaaS 事業者ユーザが削除されま

す。

テナント管理者ユーザ登録

テナント管理者ユーザの登録は以下の手順で行います。

1. サービスポータルからテナント管理者ユーザの登録を行います。詳細はサービスポー

タルのマニュアルを参照して下さい。

2. サービスポータルから自動で SECUREMASTER からテナント管理者ユーザ、必要な属性

が登録されます。

テナント管理者ユーザ更新

テナント管理者ユーザの更新は以下の手順で行います。

1. サービスポータルからテナント管理者ユーザの更新を行います。詳細はサービスポー

タルのマニュアルを参照して下さい。

2. サービスポータルから自動で SECUREMASTER からテナント管理者ユーザが更新され

ます。

テナント管理者ユーザ削除

IaaS 事業者ユーザの削除は以下の手順で行います。

1. サービスポータルからテナント管理者ユーザの削除を行います。詳細はサービスポー

タルのマニュアルを参照して下さい。

2. サービスポータルから自動で SECUREMASTER からテナント管理者ユーザが削除され

ます。

8.2.3   サービスポータルを利用しない場合

サービスポータルを利用しない場合は、SECUREMASTER 内の LDAP サーバに対して LDAP
プロトコルで IaaS 事業者ユーザ・テナント管理者ユーザに相当するユーザエントリの追加・

更新・削除を行います。 SECUREMASTER 内の LDAP サーバに接続するための情報は以下

のとおりです。

• LDAP サーバ IP アドレス

ID 管理サーバ(SECUREMASTER)のアドレス

• LDAP ポート番号
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1389

• LDAPS ポート番号

1636

• 接続ユーザ

uid=eidmAdministrator,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP

• 接続ユーザパスワード

ID 管理サーバの管理者ユーザのパスワード

• ユーザエントリを格納するツリー

ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP

(IaaS 事業者ユーザエントリ、テナント管理者ユーザエントリ共にこのツリーの直下に格

納します)

以下に、IaaS 事業者ユーザ、テナント管理者ユーザに相当するエントリに必要なオブジェク

トクラス、属性を記載します。

IaaS 事業者ユーザに必要な属性

• 格納ツリー

IaaS 事業者ユーザエントリは、ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP の直下に格納します。

• 必要なオブジェクトクラス

オブジェクトクラス名 種類

eidmPerson 構造型オブジェクトクラス

ldapUserAuthPolicy 補助型オブジェクトクラス

eidmSpareObject

eidmSpareObjectEx

pwdPolicy

eidmPasswordPolicy

A10Admin

• 必要な属性

属性型名 属性値 備考

cn 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2*3

uid 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2*3

eidmSpareString41 テナント ID
権限 ID

*4

userPassword パスワード 『パスワードに使用可能な文字』
参照

eidmAdditionalPostCode 00(固定値)
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属性型名 属性値 備考

ldapUserAuthControl OFF(固定値)

pwdAttribute subentry(固定値)

*1 テナント ID: 半角英数字 14 文字以内。

*2 ユーザ ID: 大文字小文字を区別しない 1 バイトの[a-z][A-Z][0-9]および記号「-」「.」「_」の
み利用可

*3 ログインユーザ名の文字数は、テナント ID、ユーザ ID を合わせて 大 19 文字です。

*4 権限文字列: eidmSpareString41 は複数値属性であり、複数の値を設定できます。

権限 ID には、 「8.2.1   IaaS 事業者ユーザに割り当てる権限を設定する（271 ページ）」 で
設定した権限の権限 ID のうち、当該 IaaS 事業差ユーザに割り当てる権限の権限 ID を設定
して下さい。

 

テナント管理者に必要な属性

• 格納ツリー

テナント管理者ユーザエントリは、ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP の直下に格納し

ます。

• 必要なオブジェクトクラス

オブジェクトクラス名 種類

eidmPerson 構造型オブジェクトクラス

ldapUserAuthPolicy 補助型オブジェクトクラス

eidmSpareObject

eidmSpareObjectEx

pwdPolicy

eidmPasswordPolicy

A10Admin

• 必要な属性

属性型名 属性値 備考

cn 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2*3

uid 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2*3

eidmSpareString41 テナント ID

userPassword パスワード 『パスワードに使用可能な文字』
参照

eidmAdditionalPostCode 00(固定値)

ldapUserAuthControl OFF(固定値)

pwdAttribute subentry(固定値)

A10AdminRole PartitionReadWrite（固定値） AX シリーズ/Thunder シリーズ
を利用する場合
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属性型名 属性値 備考

a10AdminPartition テナント ID AX シリーズ/Thunder シリーズ
を利用する場合

*1 テナント ID: 半角英数字 14 文字以内。

*2 ユーザ ID: 大文字小文字を区別しない 1 バイトの[a-z][A-Z][0-9]および記号「-」「.」「_」の
み利用可

*3 ログインユーザ名の文字数は、テナント ID、ユーザ ID を合わせて 大 30 文字です。

 

パスワードに使用可能な文字

パスワードは 1 文字以上 128 文字以下で、利用可能な文字は以下です。

• 半角英数字：

a-z、A-Z、0-9

• 半角記号:

! (エクスクラメーションマーク)

" (ダブルクォート)

# (シャープ)

$ (ダラー)

% (パーセント)

& (アンパサンド)

' (シングルクォート)

( (左カッコ)

) (右カッコ)

* (アスタリスク)

+ (プラス)

, (カンマ)

- (マイナス)

. (ドット)

/ (スラッシュ)

: (コロン)

; (セミコロン)

< (小なり)

= (イコール)
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> (大なり)

? (クエスチョンマーク)

@ (アットマーク)

[ (左大カッコ)

] (右大カッコ)

^ (ハット)

_ (アンダースコア)

` (バッククォート)

{ (左中カッコ)

| (パイプ)

} (右中カッコ)

~ (チルダ)

ユーザ登録

以下、手順 1～8 は、IaaS 事業者ユーザ登録、テナント管理者ユーザ登録に共通の手順です。

手順 8 の後、IaaS 事業者については手順 9 を実施します。

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm

<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。

2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。
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3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[ユーザ登録]をクリックし

ます。

4. [ユーザ登録:詳細情報入力]画面で、必要な情報を入力してから [追加申請]ボタンを押下

します。入力が必須な属性はログイン名とパスワードです。

• ログイン名

必須。「テナント ID.ユーザ ID」
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テナント ID は半角英数字 14 文字以内。

ユーザ ID は大文字小文字を区別しない 1 バイトの[a-z][A-Z][0-9]および記号「-」「.」
「_」のみ利用可。

ログイン名文字数はテナント ID、ユーザ ID を合わせて 大 19 文字です。

• パスワード

必須。「パスワードに使用可能な文字」参照。

• 権限

設定しません。

• 氏名

任意。

• メールアドレス

任意。半角文字 256 バイトまで。

• 説明

任意。

5. [ユーザ登録:確認(申請)]画面で、[確定]ボタンを押下します。
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6. [ユーザ登録:結果]画面が表示されます。

7. ID 管理サーバで、以下の内容のうち、%LOGIN_ID%の部分(1 箇所)をログイン名に、

%TENANT_ID%部分（2 箇所）をテナント ID に変更したファイルを作成して保存して

下さい。 IaaS 事業者ユーザの場合はテナント ID を administrator として下さい。 なお、

終行は空行(改行のみの行)として下さい。

dn: uid=%LOGIN_ID%,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=jp
changetype: modify
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add: eidmsparestring41
eidmsparestring41: %TENANT_ID%
-
add: objectclass
objectclass: A10Admin
-
replace: A10AdminRole
A10AdminRole: PartitionReadWrite
-
replace: A10AdminPartition
A10AdminPartition: %TENANT_ID%
-
(空行)

8. ID 管理サーバでコマンドプロンプトから以下のコマンドを実行します。 パスワードに

は ID 管理サーバの管理ユーザのパスワードを入力します。

> edmodify -h localhost -p 1389 -D 
uid=eidmadministrator,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=JP -W -f <7.で作
成保存したファイルのパス>

password? ******** (ID 管理サーバの管理ユーザのパスワード)

エントリを編集しました。
#1 DN:uid=xxxx.xxxxxx,ou=user,ou=tenant0,ou=edseidm,c=jp
'addA10.ldif'

success entry count: 1

9. IaaS 事業者ユーザの場合、 「8.2.2   サービスポータルを利用する場合（284 ページ）」の

『IaaS 事業者ユーザ更新』の手順に従い、IaaS 事業者に適切な権限を割り当てます。

ユーザ更新

IaaS 事業者ユーザの更新(権限以外)、テナント管理者ユーザの更新は以下の手順で行います。

IaaS 事業者ユーザの権限の更新は、 「8.2.2   サービスポータルを利用する場合（284 ペー

ジ）」の 『IaaS 事業者ユーザ更新』の手順に従って下さい。

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm

<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。

2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。
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3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[ユーザ更新]をクリックし

ます。

4. [ユーザ更新:検索条件入力]画面で、更新するユーザのログイン名を入力して [検索する]
ボタンを押下します。
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5. [ユーザ更新:検索結果]画面で更新対象のユーザをチェックし、[リストに追加]ボタンを

押下します。

6. [ユーザ更新:更新対象一覧(修正)]画面で、更新対象のユーザの[修正]リンクをクリックし

ます。
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7. [ユーザ更新:修正]画面で、更新対象のユーザについての更新内容(変更するパスワードな

ど)を入力し、[反映して戻る]ボタンを押下します。

8. [ユーザ更新:更新対象一覧(修正)]画面で、[更新申請]ボタンを押下します。
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9. [ユーザ更新:確認(申請)]画面で、[確定]ボタンを押下します。

10. [ユーザ更新:修正]画面が表示されます。
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ユーザ削除

IaaS 事業者ユーザ削除、テナント管理者ユーザ削除ともに以下の手順で実施します。

1. ID 管理サーバで Internet Explorer を起動し、以下の URL にアクセスします。

http://localhost:<ポート番号>/eidm

<ポート番号>には vDC Automation 統合インストーラから ID 管理サーバを インストー

ルする際に指定した[Web 画面（HTTP）ポート]を入力して下さい。既定値は 12637 で
す。

2. 以下のログイン画面が表示されます。 ユーザ ID に eidmadministrator、パスワードに ID
管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力してログインを押下します。
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3. ログイン後、画面左の[申請書作成]をクリックし、画面右側の[ユーザ削除]をクリックし

ます。

4. [ユーザ削除:検索条件入力]画面で、削除するユーザのログイン名を入力して [検索する]
ボタンを押下します。
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5. [ユーザ削除:検索結果]画面で削除対象のユーザをチェックし、[リストに追加]ボタンを

押下します。

6. [ユーザ削除:削除対象一覧]画面で、[削除申請]ボタンを押下します。

第 8 章   ID 管理サーバの設定

306



7. [ユーザ削除:確認（申請）]画面で、[確定]ボタンを押下します。

8. [ユーザ削除:結果]画面が表示されます。
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8.2.4   SSL 証明書の設定

ID 管理サーバにはビルトイン SSL 証明書が組み込まれており、これを利用した LDAP の
SSL 通信が可能です。

ビルトイン SSL 証明書以外の SSL 証明書を利用する場合は以下の手順で SSL 証明書の設定

を行います。 ビルドイン SSL 証明書を使用する場合は、本設定は不要です。

1. 以下の 3 つのファイルを準備します。

証明書の種類 説明 形式

サーバ証明書 ID 管理サーバで使用するサーバ証明書 X.509DER 又は
PEM

CA 証明書 上記サーバ証明書を発行した CA の証明書 X.509DER 又は
PEM

Key ファイル サーバ証明書の key ファイル PEM

2. [スタート]->[コントロールパネル]、[管理ツール]->[サービス]を選択し、[サービス]画面

から以下のサービスを停止します。

• Apache Tomcat ForEIM

• EDS Manager

3. ID 管理サーバでコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。

「Do you want to install this certificate?」のプロンプトには「Yes」を入力します。

> edcacert -import -in CA <証明書のパス> -trust
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issuer= XXXXXXXX
notBefore=xxx xx xx:xx:xx xxxx GMT
notAfter=xxx xx xx:xx:xx xxxx GMT
subject= XXXXXXXX
Do you want to install this certificate? (Yes/No) Yes

CA certificate imported successfully.

4. ID 管理サーバでコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。

「Do you want to install this certificate?」のプロンプトには「Yes」を入力します。

「Enter KeyID」には ID 管理サーバ内で証明書を識別するための ID(大文字、小文字を区

別)を入力します。

「Enter PEM pass phrase」には key ファイルのパスフレーズを入力します。

> edcert -import -cert <サーバ証明書のパス> -key <key ファイルのパス>
            
issuer= XXXXXXXX
notBefore= xxx xx xx:xx:xx xxxx GMT
notAfter= xxx xx xx:xx:xx xxxx GMT
subject= XXXXXXXX
Do you want to install this certificate? (Yes/No) Yes
Enter KeyID: XXXXXXXX
Enter PEM pass phrase: ********

Certificate imported successfully.

5. [スタート]->[コントロールパネル]、[管理ツール]->[サービス]を選択し、[サービス]画面

から EDS Manager サービスを起動します。

6. [サービス]画面から EDS Manager サービスを停止します。

7. [サービス]画面から EDS Protocol Server サービスを起動します。

8. コマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。

「password?」には ID 管理サーバの管理者ユーザのパスワードを入力します。

「item value?」には 4. で指定した ID 管理サーバ内で証明書を識別するための ID を入力

します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W

password? ********
mode? (view/add/delete/replace/end) replace
item name? ldapCertificateKeyID
item value? XXXXXXXX

コンフィグ情報を更新しました
replace ldapCertificateKeyID: XXXXXXXX

mode? (view/add/delete/replace/end) end

9. [サービス]画面から EDS Manager サービスを停止します。
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10. [サービス]画面から EDS Protocol Server サービスを起動します。

11. [サービス]画面から Apache Tomcat forEIM サービスを起動します。

8.2.5   レプリケーションの設定

マルチサイトの場合、サイト毎に ID 管理サーバを構築した後、 ポータルサーバが構築され

たサイト(1 つのみ)の ID 管理サーバをマスタとし、 その他サイトの ID 管理サーバへのレプ

リケーションを設定します。 なお、シングルサイトの場合は本節の手順は必要ありません。

以下、ポータルサーバが構築されたサイトをサイト A、他サイトをサイト B とします。

1. サイト A の ID 管理サーバのインストールを行います。

2. サイト B の ID 管理サーバのインストールを行います。

3. サイト A の ID 管理サーバでコマンドプロンプトを開き以下のコマンドを実行します。

パスワードにはサイト A の ID 管理サーバの管理ユーザのパスワードを入力します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -
replace ldapPwdPolicyRepl:ON

password? ********

コンフィグ情報を更新しました
replace ldapPwdPolicyRepl:ON

4. サイト A の ID 管理サーバでコマンドプロンプトを開き以下のコマンドを実行します。

パスワードにはサイト A の ID 管理サーバの管理ユーザのパスワードを入力します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -
replace ldapExtensionFunction:edsMultiMaster=ON

password? ********

コンフィグ情報を更新しました
replace ldapExtensionFunction:edsMultiMaster=ON

5. サイト A の ID 管理サーバでコマンドプロンプトから以下のコマンドを実行します。

対話形式でレプリケーション設定を行います。以下、対話形式での入力箇所(※)及び入

力値を記載します。

> edrepconfig -h localhost -mp 11007 -pp 1389 -D 
cn=ldapAdministrator,c=JP -m

Password? ******** ※1

ChangeLog: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\Log
\change.log
ReplicaLog: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\Log
\replica.log
Interval: 180s
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Output the information of skipped entries: NO
Primary Settings:
(nothing)

1. Modify ChangeLog/ReplicaLog/Interval.
2. Add Consumer.
3. Modify Consumer.
4. Delete Consumer.
5. Apply Settings.
6. Exit.

command? 1 ※2

ChangeLog(default: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS
\Log\change.log)? ※3
ReplicaLog(default: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER
\EDS\Log\replica.log)? ※4
Interval(default: 180)? 3 ※5
output the information of skipped entries(y/n default:n)? n ※6

Send new settings to master localhost:11007(y/n default:n)? y ※7
Send settings succeeded

ChangeLog: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\Log
\change.log
ReplicaLog: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\Log
\replica.log
Interval: 3s
Output the information of skipped entries: NO
Primary Settings:
(nothing)

1. Modify ChangeLog/ReplicaLog/Interval.
2. Add Consumer.
3. Modify Consumer.
4. Delete Consumer.
5. Apply Settings.
6. Exit.

command? 2 ※8

Subtree? c=JP ※9
ConsumerID? site-B ※10
SlaveServerType (0=>EDS,1=>EDS2ADD,2=>SunJava,3=>OpenLDAP,4=>MIIS,
5=>Domino,6=>Other,default:0)? 0 ※11
SlaveServerType (EDS Version) (0=>700,1=>610,2=>600,3=>500,default:
0)? 0 ※12
Host? site-B ※13
Protocol Server Port(default:389)? 1389 ※14
ipversion(IPv6:6,IPv4:4,default:4)? 4 ※15
ConsumerType (0=>slave,1=>sharedslave,2=>master,default:0)? 2 ※16
Suspend (0=>TRUE,1=>FALSE,default:1)? 1 ※17
Groupid(default: 2)? ※18
Ignore Operational Attributes(y/n default:n)? n ※19
DoNotDecryptAttributeValues (0=>TRUE,1=>FALSE,default:1)? 0 ※20
AuthenticationLevel (0=>SimpleBind,1=>CRAM-
MD5,2=>DigestMD5,3=>DigestMD5(auth-conf),default:0)? 0 ※21
BindDN? cn=ldapAdministrator,c=JP ※22
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Password? ******** ※23
ConfirmPassword? ******** ※24
UseSSL (0=>No,1=>Yes,default:0)? 1 ※25
SSLVerifyMode (0=>ServerVerifyOnly,1=>Server+Client Verify,default:
0)? 0 ※26

Send new settings to master localhost:11007(y/n default:n)? y ※27
Send settings succeeded

Initialize the database of site-B:1389(y/n default:n)? y ※28

Set server localhost:1389 readonly during initialize(y/n default:n)? 
n ※29

A temporary path will be used during initializing.
Please input a temporary path which has enough disk space.
(default=C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS)?
C\temp ※30

ChangeLog: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\Log
\change.log
ReplicaLog: C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM\SECUREMASTER\EDS\Log
\replica.log
Interval: 3s
Output the information of skipped entries: NO
Primary Settings:
1. c=JP master site-B:1389 ipversion:4

1. Modify ChangeLog/ReplicaLog/Interval.
2. Add Consumer.
3. Modify Consumer.
4. Delete Consumer.
5. Apply Settings.
6. Exit.

command? 6 ※31

以下に、上記対話形式での※の入力値を記載します。

番号 項目 値

1 Password? サイト A の ID 管理サーバの管理者ユーザのパス
ワード

2 command? 1 (Modify ChangeLog/ReplicaLog/Interval.)

3 ChangeLog 何も入力せず Enter (デフォルト)

4 ReplicaLog 何も入力せず Enter (デフォルト)

5 Interval 3

6 output the information ofskipped entries n (デフォルト)

7 Send new settings to master localhost:
11007

Y

8 command? 2 (Add Consumer.)

9 Subtree? c=JP

10 ConsumerID? サイト B の ID 管理サーバのマシン名 例：
IDSV_B
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番号 項目 値

11 SlaveServerType 0 (デフォルト)

12 SlaveServerType (EDS Version) 0 (デフォルト)

13 Host? サイト B の ID 管理サーバの IP アドレス

14 Protocol Server Port 1389

15 Ipversion 4 (デフォルト)

16 ConsumerType 2 (master)

17 Suspend 1 (デフォルト)

18 Groupid 何も入力せず Enter (デフォルト)

19 Ignore Operational Attributes n (デフォルト)

20 DoNotDecryptAttributeValues 0 (TRUE)

21 AuthenticationLevel 1 (CRAM-MD5)

22 BindDN? cn=ldapAdministrator,c=JP

23 Password? サイト B の ID 管理サーバの管理者ユーザのパス
ワード

24 ConfirmPassword? サイト B の ID 管理サーバの管理者ユーザのパス
ワード

25 UseSSL 1 (SSL)

26 SSLVerifyMode 0 (ServerVerifyOnly)

27 Send new settings to master localhost:
11007

Y

28 Initialize the database of site-B:1389 y*1

29 Set server localhost:1389 readonly during
initialize(y/n default:n)?

n (デフォルト)

30 Please input a temporary path which has
enough disk space.

十分空き余裕のあるドライブ内の作業用ディレ
クトリ

31 command? 6 (Exit)

*1 この処理において、サイト B の ID 管理サーバのデータは初期化され、サイト A の ID 管理
サーバのデータと同期されます。

 

6. サイト A の ID 管理サーバで、以下サービスを停止します。

• Apache Tomcat ForEIM

• EDS Manager

7. エクスプローラを開き以下のファイルをリネームします。

リネーム元 リネーム先

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM
\SECUREMASTER\EDS\Log\change.log

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM
\SECUREMASTER\EDS\Log\change.log.sv

8. サイト A の ID 管理サーバで以下のサービスのスタートアップの種類を自動にします。

• EDS Replica
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9. サイト A の ID 管理サーバで以下のサービスのスタートアップの種類を開始します。

• EDS Protocol Server

• Apache Tomcat ForEIM

• EDS Replica

10. サイト B の ID 管理サーバでコマンドプロンプトを開き以下のコマンドを実行します。

パスワードにはサイト B の ID 管理サーバの管理ユーザのパスワードを入力します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -
replace ldapPwdPolicyRepl:ON

password? ********

コンフィグ情報を更新しました
replace ldapPwdPolicyRepl:ON

11. サイト B の ID 管理サーバでコマンドプロンプトを開き以下のコマンドを実行します。

パスワードにはサイト B の ID 管理サーバの管理ユーザのパスワードを入力します。

> edconfig -h localhost -p 1389 -D cn=ldapAdministrator,c=JP -W -
replace ldapExtensionFunction:edsMultiMaster=ON

password? ********

コンフィグ情報を更新しました
replace ldapExtensionFunction:edsMultiMaster=ON

12. 上記 5.と同様にサイト B の ID 管理サーバでコマンドプロンプトから edrepconfig コマ

ンドを実行します。 対話形式での入力値は以下のとおりです。

番号 項目 値

1 Password? サイト B の ID 管理サーバの管理者ユーザのパス
ワード

2 command? 1 (Modify ChangeLog/ReplicaLog/Interval.)

3 ChangeLog 何も入力せず Enter (デフォルト)

4 ReplicaLog 何も入力せず Enter (デフォルト)

5 Interval 3

6 output the information ofskipped entries n (デフォルト)

7 Send new settings to master localhost:
11007

Y

8 command? 2 (Add Consumer.)

9 Subtree? c=JP

10 ConsumerID? サイト A の ID 管理サーバのマシン名 例：
IDSV_A

11 SlaveServerType 0 (デフォルト)

12 SlaveServerType (EDS Version) 0 (デフォルト)
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番号 項目 値

13 Host? サイト A の ID 管理サーバの IP アドレス

14 Protocol Server Port 1389

15 Ipversion 4 (デフォルト)

16 ConsumerType 2 (master)

17 Suspend 1 (デフォルト)

18 Groupid 何も入力せず Enter (デフォルト)

19 Ignore Operational Attributes n (デフォルト)

20 DoNotDecryptAttributeValues 0 (TRUE)

21 AuthenticationLevel 1 (CRAM-MD5)

22 BindDN? cn=ldapAdministrator,c=JP

23 Password? サイト A の ID 管理サーバの管理者ユーザのパス
ワード

24 ConfirmPassword? サイト A の ID 管理サーバの管理者ユーザのパス
ワード

25 UseSSL 1 (SSL)

26 SSLVerifyMode 0 (ServerVerifyOnly)

27 Send new settings to master localhost:
11007

Y

28 Initialize the database of site-B:1389 n*1

29 command? 6 (Exit)

*1 必ず n として下さい。

 

13. サイト B の ID 管理サーバで、以下サービスを停止します。

• Apache Tomcat ForEIM

• EDS Manager

14. エクスプローラを開き以下のファイルをリネームします。

リネーム元 リネーム先

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM
\SECUREMASTER\EDS\Log\change.log

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\SM
\SECUREMASTER\EDS\Log\change.log.sv

15. サイト B の ID 管理サーバで以下のサービスのスタートアップの種類を自動にします。

• EDS Replica

16. サイト A の ID 管理サーバで以下のサービスのスタートアップの種類を開始します。

• EDS Protocol Server

• Apache Tomcat ForEIM

• EDS Replica
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8.3   Active Directory を利用する場合

8.3.1   ユーザ、グループを登録する組織単位（OU）を決定する

Active Directory を利用する場合、IaaS 事業者、テナント管理者を全て同じ階層でフラットに

配置する必要があります。 ユーザごとに組織単位（OU）を分けることはできません。

また、テナントを識別するテナント ID 毎のグループを格納する OU を決定します。

(例)

• Users： IaaS 事業者、テナント管理者を格納する

• Tenant： テナント ID 毎のグループを格納する

組織単位（OU）の作成手順を以下に記します。

1. [スタート]メニューから[管理ツール]－[Active Directory ユーザーとコンピューター]を
選択します。

2. ドメイン・Users コンテナ・登録済みの組織単位(ou)、いずれかのディレクトリを選択

し、右クリックメニューより[新規作成(N)]－[組織単位（OU）]を選択します。

3. [名前(A)]に組織単位（OU）名を入力し、[OK]を選択します。
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8.3.2   IaaS 事業者ユーザに割り当てる権限を作成する

Active Directory を利用する場合、IaaS 事業者ユーザ向けの権限を決定し、 グループとして

あらかじめ登録する必要があります。 参考までに、SECUREMASTER では、vDC Automation
管理者権限、vDC Automation オブザーバー権限、 vDC Automation オペレータ権限、の 3 つ
の権限を登録しています。

グループは、前項で説明した IaaS 事業者、テナント管理者を格納する OU 配下に作成しま

す。

グループの作成方法を以下に記します。

1. [スタート]メニューから[管理ツール]－[Active Directory ユーザーとコンピューター]を
選択します。

2. IaaS 事業者のグループを登録する組織単位(ou)を選択し、右クリックメニューより[新規

作成(N)]－[グループ]を選択します。

3. [グループ(A)]にグループ名を入力し、[グループの種類]に[セキュリティ(S)]を選択し

[OK]を選択します。

[グループのスコープ]は、システム上管理する種類を選択してください。
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vDC Automation 管理者権限、vDC Automation オブザーバー権限、vDC Automation オペレー

タ権限 の 3 つの権限を登録する場合は、vDCA_Admin 、vDCA_Observer 、vDCA_Operator
のようなグループを作成します。

本項で作成した権限は、SystemManager G 等の vDC Automation のコンポーネントの権限と関

連付けの設定を行います。 詳細は、 「6.2   ID 管理サーバによる認証設定をする（237 ペー

ジ）」 を参照して下さい。

8.3.3   テナント管理者ユーザ向けに固有属性のスキーマを拡張する

ネットワーク機器の A10 AX シリーズ/Thunder シリーズ に対して、Active Directory に作成し

たテナント管理者ユーザが認証するために、 事前作業として A10 の固有属性のスキーマ拡

張を以下の手順で行います。

1. 管理者権限を持つユーザで Active Directory サーバへログインします。

2. [ファイル名を指定して実行]から[regsvr32 schmmgmt.dll]を指定し、[OK]をクリックしま

す。
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3. RegSvr32 ウィザードが起動するので[OK]をクリックします。

4. [ファイル名を指定して実行]から[mmc]を指定し、Microsoft 管理コンソールを開きます。

5. メニューバーの[ファイル(F)]をクリックし、[スナップインの追加と削除(M)]をクリック

します。

6. [スナップインの追加と削除]画面の[利用できるスナップイン(S)]リストから[Active
Directory スキーマ]を選択し、 [選択されたスナップイン(E)]リストへ[追加(A)]し、[OK]
をクリックします。
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7. Microsoft 管理コンソールで[コンソール ルート]-[Active Directory スキーマ-[ホスト名]]-
[属性]を右クリックし、[新規作成]-[属性(A)]をクリックします。

8. [新しい属性の作成]ウィザードで以下を入力し、A10AdminRole の属性を作ります。

• 識別

- 一般名(N): A10AdminRole

- LDAP 表示名(L): a10AdminRole

- 一意な x500 オブジェクト ID（O）: 1.3.6.1.4.1.22610.300.1.1

- 説明(D): admin Role

• 構成と範囲
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- 構文(S): 大文字と小文字を区別する文字列

9. 同様に[新しい属性の作成]から以下を入力し、A10AdminPartition 属性を作成します。

• 識別

- 一般名(N): A10AdminPartition

- LDAP 表示名(L): a10AdminPartition

- 一意な x500 オブジェクト ID（O）: 1.3.6.1.4.1.22610.300.1.2

- 説明(D): admin Partition

• 構成と範囲

- 構文(S): 大文字と小文字を区別する文字列

- 小(I): 1

- 大(X): 14

• 複数値(M) チェック

第 8 章   ID 管理サーバの設定

321



10. Microsoft 管理コンソールで[コンソール ルート]-[Active Directory スキーマ [ホスト名]]-
[クラス]を右クリックし、[新規作成]-[クラス(C)]をクリックします。

11. [新しいスキーマ クラスの作成]ウィザードで作成する A10Admin クラスの設定値を入

力し、[次へ(N)]をクリックします。
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• 識別

- 一般名(N): A10Admin

- LDAP 表示名(L): a10Admin

- 一意な x500 オブジェクト ID（O）: 1.3.6.1.4.1.22610.300.2.1

- 説明(D): A10 Admin object class

• 継承と種類

- 親クラス(P): top

- クラスの種類(T): 補助型

12. [オプション(O):]に手順 8,9 で作成した属性 a10AccessType、a10AdminPartition を[追加

(D)]し、[完了]をクリックします。
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8.3.4   サービスポータルを利用する場合

サービスポータルを利用する場合は、サービスポータルからユーザ登録を実施した後に、

Active Directory の管理コンソールからグループの作成、ユーザのグループへの追加の手順が

必要になります。

手順を以下に説明します。

IaaS 事業者ユーザ登録

IaaS 事業者ユーザの登録は以下の手順で行います。

1. サービスポータルから IaaS 事業者ユーザの登録を行います。 詳細はサービスポータル

のマニュアルを参照して下さい。 サービスポータルから自動で Active Directory に IaaS
事業者ユーザが登録されます。

2. IaaS 事業者ユーザに 「8.3.2   IaaS 事業者ユーザに割り当てる権限を作成する（317 ペー

ジ）」 で作成したグループをユーザ毎に適切に割り当てます。

ユーザのプロパティより登録する場合は、以下の手順を行います。

a. 該当ユーザの右クリックメニューより[プロパティ(R)]を選択して、プロパティ画面

を表示します。

b. [所属するグループ]タブを選択します。

c. [追加(D)]を選択し、所属するグループを登録します。
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IaaS 事業者ユーザ更新

IaaS 事業者ユーザ情報の更新は原則サービスポータルから行えば、 自動で Active Directory
に更新が反映されますが、ユーザが所属するグループの更新を行う場合は、 [IaaS 事業者ユー

ザ登録]の手順を参考に、更新してください。

IaaS 事業者ユーザ削除

IaaS 事業者ユーザの削除は、サービスポータルから行います。詳細はサービスポータルのマ

ニュアルを参照して下さい。

テナント管理者ユーザ登録

テナント管理者ユーザの登録は以下の手順で行います。

1. サービスポータルからテナント管理者ユーザの登録を行います。 詳細はサービスポー

タルのマニュアルを参照して下さい。 サービスポータルから自動で Active Directory へ
テナント管理者ユーザが登録されます。 また、テナントのグループが自動で作成されま

す。
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2. 手順 1 で説明したテナント ID グループに、テナント管理者を当グループに所属させま

す。 [IaaS 事業者ユーザ登録]を参考に、ユーザをテナント ID のグループの所属させて

ください。

テナント管理者ユーザ更新

テナント管理者ユーザの更新はサービスポータルから行います。詳細はサービスポータル

のマニュアルを参照して下さい。

テナント管理者ユーザ削除

テナント管理者ユーザの削除はサービスポータルから行います。詳細はサービスポータル

のマニュアルを参照して下さい。 サービスポータルから自動で Active Directory からテナン

ト管理者ユーザが削除されます。

8.3.5   サービスポータルを利用しない場合

サービスポータルを利用しない場合は、ユーザの作成、グループの作成は、 すべて Active
Directory の管理コンソールから行います。手順を以下に説明します。

IaaS 事業者ユーザ登録

1. [スタート]メニューから[管理ツール]－[Active Directory ユーザーとコンピューター]を
選択します。

2.「8.3.1   ユーザ、グループを登録する組織単位（OU）を決定する（316 ページ）」 で作成

したユーザ登録用の OU を選択し、右クリックメニューより[新規作成(N)]－[ユーザー]
を選択します。

3. [ユーザーログオン名(U)]に「テナント ID.ユーザ ID」形式でユーザ名を入力し、[フル

ネーム(A)]にユーザ表示名を入力し、[次へ(N) >]を選択します。
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4. [パスワード(P)]と[パスワードの確認入力(C)]に設定したいパスワードを入力し、 [ユー

ザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要(M)]と[アカウントは無効(O)]のチェッ

クを外し、[次へ(N) >]を選択します。

注

• [ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要(M)] または[アカウントは無効(O)]に
チェックが入っている場合、認証に失敗します。

• 既にユーザ登録されている場合は、Active Directory のユーザプロパティ画面[アカウント]
タブの[アカウントオプション(O)]で変更できます。

 

5. ユーザー設定内容確認画面が表示し、[完了]を選択します。
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6. ユーザとグループとの関係付けを登録します。 手順は「8.3.4   サービスポータルを利用

する場合（324 ページ）」 の「IaaS 事業者ユーザ登録」を参照してください。

IaaS 事業者ユーザに必要な属性

• 必要な属性

属性型名 属性値 備考

sAMAccountName 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2

userPrincipalName 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2

グループ IaaS 事業者ユーザに割り当てる
権限

*3

パスワード パスワード

*1 テナント ID: 半角英数字 14 文字以内。IaaS 事業者用テナント ID を設定。

*2 ユーザ ID: 大文字小文字を区別しない 1 バイトの[a-z][A-Z][0-9]および記号「-」「.」「_」の
み利用可。 大 16 文字。

*3「8.3.2   IaaS 事業者ユーザに割り当てる権限を作成する（317 ページ）」では、 以下の 3 種
類を例示。

• vDCA_Admin

• vDCA_Operator

• vDCA_Observer
 

テナント管理者ユーザの登録

1. [事業者ユーザの登録]を参考に、テナント管理者ユーザを作成します。

2. テナント ID グループに、テナント管理者を当グループに所属させます。

テナント配下の 初のユーザ作成時には、[グループの作成]を参照に、テナント ID のグ

ループを作成してください。 その後、[IaaS 事業者ユーザ登録]を参考に、ユーザをテナ

ント ID のグループの所属させてください。

テナント管理者ユーザに必要な属性

• 必要なオブジェクトクラス

オブジェクトクラス名 種類

A10Admin 補助型オブジェクトクラス

• 必要な属性

属性型名 属性値 備考

sAMAccountName 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2*3

userPrincipalName 「テナント ID.ユーザ ID」 *1*2*3
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属性型名 属性値 備考

グループ テナント ID

パスワード パスワード

A10AdminRole PartitionReadWrite（固定値） AX シリーズ/Thunder シリーズ
を利用する場合

a10AdminPartition テナント ID AX シリーズ/Thunder シリーズ
を利用する場合

*1 テナント ID: 半角英数字 14 文字以内。

*2 ユーザ ID: 大文字小文字を区別しない 1 バイトの[a-z][A-Z][0-9]および記号「-」「.」「_」の
み利用可。 大 16 文字。

*3 ログインユーザ名の文字数は、テナント ID、ユーザ ID を合わせて 大 19 文字です。

 

8.4   認証する機能の設定

ID 監視サーバを利用して認証する機能の設定を行います。以下を参照して設定を実施して

ください。

• SystemManager G

「6.2   ID 管理サーバによる認証設定をする（237 ページ）」 を参照してください。

• SigmaSystemCenter

「4.9   ID 管理サーバによる認証設定をする（58 ページ）」 を参照してください。

• ネットワーク機器

ネットワーク機器のリリースメモを参照してください。
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第 9 章   
監視の設定
本章では、vDC Automation でデータセンターを監視するための設定について説明します。

目次

9.1  vDC Automation による監視の概要 ...............................................................................331
9.2  SigmaSystemCenter の監視設定を行う ..........................................................................332
9.3  WebSAM SystemManager G の監視設定を行う ............................................................334
9.4  統合トポロジの設定を行う ...........................................................................................350
9.5  統合トポロジビューを操作する ...................................................................................353
9.6  DC リソースの利用状況を監視する .............................................................................405
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9.1   vDC Automation による監視の概要

vDC Automation の監視の対象と、監視方式の概要を下図に示します。

vDC Automation の各監視方式の概要は次の通りです。

• 性能監視

性能分析のために、VM サーバ、ネットワーク、ストレージの性能情報を vDC Automation
に集約します。

• 障害監視

VM サーバ、ネットワーク、ストレージの障害を vDC Automation で監視し、障害発生時

には IaaS 事業者に障害の発生を通知します。

• 基本監視

下記のような仮想マシンの基本的な運用情報を、サービスポータルを介してテナント管

理者に開示します。

- マシン状態 (電源状態など)

- 性能情報 (CPU、メモリ、ディスクの使用率など)

- 構成情報 (システム構成、ソフトウェアインストール情報など)
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9.2   SigmaSystemCenter の監視設定を行う

SigmaSystemCenter で VM サーバの監視を行うために、 VM サーバ監視用のポリシーを作成

し、続いて VM サーバの運用グループにポリシーを割り当てます。

9.2.1   VMware vCenter Server 管理環境のためのポリシーを作成す
る

VMware vCenter Server 管理環境において、VM サーバの運用グループに割り当てるポリシー

を作成します。

ポリシーの設定方法については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.11
ポリシーを作成する』を参照してください。

1. [管理]ビューの[管理]ツリーより[ポリシー]をクリックします。

2. [ポリシー追加]をクリック後、[名前]にポリシー名を入力し、 [テンプレート]で「標準ポ

リシー (仮想マシンサーバ)」を選択して、[OK]をクリックします。

3. 追加したポリシーの[プロパティ]をクリックし、[監視イベント]タブで下記の通りに設定

します。

• 運用グループのプロパティの [ 死活監視 ] タブで VM サーバを ESMPRO/
ServerManager に登録するように設定した場合(ESX の場合)：

a.「ターゲットアクセス不可」の[編集]をクリックします。

b.「マシン操作/マシン診断・強制 OFF」アクションを無効化します。

c.「VMS 操作/稼働中の VM を移動(Migration,Failover)」アクションを無効化しま

す。

• 運用グループのプロパティの [ 死活監視 ] タブで VM サーバを ESMPRO/
ServerManager に登録しないように設定した場合(ESXi の場合)：

a.「ターゲットアクセス不可」、「ターゲットアクセス回復」を無効化します。

b.「VMS アクセス不可」、「VMS アクセス回復」を有効化します。

c.「VMS アクセス不可」の[編集]をクリックします。

d.「マシン操作/マシン診断・強制 OFF」アクションを無効化します。

e.「VMS 操作/稼働中の VM を移動(Migration,Failover)」アクションを無効化しま

す。

注

[アクション] プルダウンボックスを空白にすると、アクションを無効化することができます。
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注

「低負荷検出(SysmonPerf)」イベントは有効化しないでください。 有効化した場合、VM 適配置

の省電力機能が有効となるため、低負荷の VM サーバが停止された際に 障害と認識されてしまう

恐れがあります。
 

9.2.2   Hyper-V 環境のためのポリシーを作成する

Hyper-V 環境において、VM サーバの運用グループに割り当てるポリシーを作成します。

ポリシーの設定方法については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.11
ポリシーを作成する』を参照してください。

1. [管理]ビューの[管理]ツリーより[ポリシー]をクリックします。

2. [ポリシー追加]をクリックし、[テンプレート]で「標準ポリシー (仮想マシンサーバ

Hyper-V)」を選択後、[OK]をクリックします。

注

「低負荷検出(SysmonPerf)」イベントは有効化しないでください。 有効化した場合、VM 適配置

の省電力機能が有効となるため、低負荷の VM サーバが停止された際に 障害と認識されてしまう

恐れがあります。
 

9.2.3   KVM 環境のためのポリシーを作成する

KVM 環境において、VM サーバの運用グループに割り当てるポリシーを作成します。

ポリシーの設定方法については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『4.11
ポリシーを作成する』を参照してください。

1. [管理]ビューの[管理]ツリーより[ポリシー]をクリックします。

2. [ポリシー追加]をクリックし、[テンプレート]で「標準ポリシー (仮想マシンサーバ)」を

選択後、[OK]をクリックします。

注

「低負荷検出(SysmonPerf)」イベントは有効化しないでください。 有効化した場合、VM 適配置

の省電力機能が有効となるため、低負荷の VM サーバが停止された際に 障害と認識されてしまう

恐れがあります。
 

9.2.4   VM サーバの運用グループにポリシーを割り当てる

作成したポリシーを VM サーバの運用グループに割り当て、イベント監視を有効化します。

VM サーバの運用グループのプロパティの[全般]タブを開き、[ポリシー名]に割り当てるポリ

シーを指定してください。

ポリシーの割り当て方法の詳細について『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』

の 『5.5.1 [全般] タブを設定するには』を参照してください。
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注

VM 適配置を有効にするには、ポリシーを割り当てるとともに、 VM サーバの運用グループで

[VM 適配置]タブと[性能監視]タブの設定も行っておく必要があります。 これらの設定の確認方

法については 「4.4.3   VM サーバの運用グループを設定する（50 ページ）」 を参照してください。
 

9.3   WebSAM SystemManager G の監視設定を行う

9.3.1   SystemManager G の監視設定を行う際の諸元について

SystemManager G の監視設定を行う際、諸元については以下を目安として、 監視項目・性能

情報収集項目を設定してください。 *1

1. 発生するメッセージについて、vDC Automation 管理サーバ全体で、1 分間あたり 4000
メッセージに収まるよう設計してください。

なお、一時的に大量のメッセージが発生した場合、上限を超えたメッセージは削除され

る恐れがあります。 詳細は、『WebSAM SystemManager G リリースメモ』の 『11.2.3 マ
ネージャ上でのメッセージ管理キューサイズの変更について』を参照してください。 *2

2. 監視対象の性能情報は、vDC Automation 管理サーバ全体で、1 分間あたり 5000 データ

内に収まるよう設計してください。

なお、収集した性能データはマネージャ上に蓄積されます。  詳細は、『WebSAM
SystemManager G リリースメモ』を 『9.5.3 収集された性能データの蓄積について』を参

照してください。

3. SystemManager G のビジネスビューにおけるカテゴリとフィルタ定義は、カテゴリ数は

大 200 程度、 フィルタ数はカテゴリ毎に平均で 100 個を目安に設計してください。

テナントごとに親カテゴリを設定し、その下に OS ごとのカテゴリを設定する形を推奨

します。 この場合、テナント 100 とその配下に Windows、Linux 等の OS ごとの子カテ

ゴリが 2 個程度設定される事を想定しています。 その際、初期に設定するホスト名にテ

ナント名と OS の識別子を入れていただき、前方一致の正規表現を用いて振り分けを行

う形にしていただくと、 フィルタ数を削減できます。

なお、VM 監視サーバを設置する場合は、VM 監視サーバ毎に上記の目安となるよう設計を

お願いします。

*1 本項の記載は、4 コア CPU2.5GHz、メモリ 4GB の Windows マシンを管理サーバとして使用し、確認していま
す。 メッセージ数に関しては CPU とメモリ性能、性能情報データに関してはファイル I/O を向上すれば目安
値が上がる可能性はありますが、 正確な値は使用マシンで確認してください。

*2 キューサイズを増加させると、1 つあたりメモリ約 80 バイト、ディスク空き容量約 3000 バイトを消費しま
す。
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9.3.2   vDC Automation の基盤側の監視設定を行う

SystemManager G の機能を利用して、vDC Automation の基盤側の監視設定を行うこともでき

ます。

以下の監視を行うことができます。

• 性能監視

各サーバの稼動状況を監視します。しきい値を設定する事ができ、超過時は、メッセー

ジを表示します。

• ログ監視

アプリケーションログ、Syslog、イベントログに出力された情報を監視します。障害発

生時にメッセージを表示します。

• Windows サービス・プロセス監視機能

サービスやプロセスの死活監視を行い、障害発生時にメッセージを表示します。

• ファイル容量監視機能

ディスク枯渇の未然防止、システム必須ファイルの削除・更新の早期発見が可能になり

ます。 ファイル容量オーバー時やファイル削除時にはメッセージ通知及び通報を行う

ことも可能です。

• 性能分析 *3

性能情報間の相関関係を監視し、平常時と異なる挙動をサイレント障害として検知しま

す。 この機能については、 「19.1   システム性能分析を行う（478 ページ）」 を参照し

てください。

性能監視機能の監視対象数、監視間隔を短くした場合は、管理サーバにおいて

「9.3.1   SystemManager G の監視設定を行う際の諸元について（334 ページ）」の 2 に記載の

負荷が増加します。 ログ監視機能、Windows サービス・プロセス監視機能、ファイル容量

監視機能について監視対象を増やした場合には、管理サーバにおいて 「9.3.1   SystemManager
G の監視設定を行う際の諸元について（334 ページ）」の 1 に記載の負荷が増加するので留

意して監視設計をお願いします。

詳細は SystemManager G のマニュアルで、[エージェントを監視する]の部分を参照して監視

定義を行ってください。

注

イベントログについて、"Default Filter"は定義されていませんので、「イベントログのフィルタ設

定」から「フィルタ定義」を行ってください。
 

*3 本機能を利用するためには、「WebSAM vDC Automation 性能分析オプション」の購入が必要となります。
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9.3.3   プロビジョニングする VM に対する監視設定を行う

プロビジョニングする VM に対しては、監視定義を事前に設定することで、 プロビジョニ

ングされたエージェントがマネージャに接続した際に自動で監視定義を適用し、監視を開始

できます。 自動設定は SystemManager G の画面から以下の流れで行います。

1. 監視定義の準備

自動設定で使用する監視定義は、vDC メディア内の監視定義のテンプレートを利用する

か 任意のエージェントに設定された定義をエクスポートすることで作成できます。

監視定義のテンプレートは、以下に格納されているので、こちらを利用してください。

<インストール DVD>\fw\tools\SystemManager G\Template\Performance\

注

監視定義のテンプレートをインストール DVD から直接インポートすることはできません。

管理サーバのローカルディスクにコピーをしてからインポートしてください。
 

また、任意の定義を利用する場合、エージェントへ定義を設定後、 SystemManager G マ
ニュアルの[エージェント監視定義をエクスポートし定義ファイルを作成する]を参照

し、 定義ファイルを作成してください。

任意の定義を利用して監視定義を設定する場合は、 「9.3.2   vDC Automation の基盤側の

監視設定を行う（335 ページ）」 に記載の全ての監視機能を利用する事が可能です。

用意されているテンプレートは、死活監視と 低限の CPU、メモリ、ディスク容量、

ネットワーク通信量の監視を行うものです。 監視項目を増やした場合、マネージャ機能

の負荷が増えるので、注意してください。

2. 監視定義のインポート

インストールされているテンプレートもしくは作成された定義ファイルをインポート

し、グループに監視定義を関連付けます。  監視定義がインポートできるのは、

[Automation]グループとその配下のグループです。

監視定義をインポートするには、[Automation]グループあるいは配下のグループを選択

し、右クリックメニューから[監視設定のインポート]を選択します。

「監視設定項目のインポート」画面が表示されますので、[参照]ボタンを押し、エクス

ポートした定義ファイルの存在するディレクトリを指定します。

インポート可能なサービスの一覧が表示されますので、インポートするサービスに

チェックを入れます。

次に、監視定義を適用する OS 種別を Windows あるいは Linux から選択し、[OK]ボタン

を押します。
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同一の OS 種別に監視定義が既にインポートされている場合、以下のような上書き確認

が表示されます。

[OK]を押すと現在の定義にインポートの内容が上書きされます。[キャンセル]を押すと

上書きせず、現在の定義が残ります。

各グループには、Windows エージェント用、Linux エージェント用の二種類の監視定義

がインポートできます。

注

• インポートの実施後、対象グループを[Automation]グループ外へ移動するとインポートした

監視定義は削除されます。

• インポート対象のグループにエージェントが配置されている場合、エージェントへ監視定

義が適用されます。

• 同一テナントに、英語表現の性能カウンタリソースを持つ OS(日本語 or 英語)と、 スペイ

ン語 OS 等の非英語表現の性能カウンタリソースを持つ OS が混在するとき、サブグループ

を作成して、監視テンプレートを分ける必要があります。

(例)

第 9 章   監視の設定

337



+ トポロジービュー
  + Automation
    + テナント
      - 仮想マシン A(英語 or 日本語)
      + テナント SubGroup★
        - 仮想マシン B(スペイン語)

テナントグループや、[Automation]グループに、英語表現の監視テンプレートを設定してい

る場合、 スペイン語等の OS をプロビジョニングすると、[テナント]直下に仮想マシンが

表示された時点では、性能表示が不明となります。 一旦、性能監視項目を全て削除し、[テ
ナント]グループから[テナント SubGroup]に手動で移動させることにより 非英語リソース

の監視テンプレートが適用され、性能監視が性能に行われます。
 

3. 監視定義の適用

プロビジョニングされたエージェントは、マネージャへ接続後[Automation]グループ あ
るいは[Automation]グループ配下のテナントグループに配置されます。 配置先のテナン

トグループに監視定義がインポートされている場合、グループ内に配置されたエージェ

ントに監視定義が適用されます。

注

• 配置先のグループに監視定義がインポートされていない場合、親グループに監視定義が存

在するか探索します。 [Automation]グループまで探索した結果、監視定義が存在すればそ

の定義が適用されます。

• 配置先のグループおよび親グループの両方に監視定義がインポートされている場合、子グ

ループの監視定義が優先して適用されます。

• 監視定義のインポート時に指定した OS 種別とエージェントの OS が異なる場合、監視定義

は適用されません。

• エージェントを移動した場合、移動先グループあるいは親グループの監視定義が適用され

ます。
 

9.3.4   VM 監視サーバへの振り分け設定を行う

エージェントを導入した VM テンプレートから仮想マシンを作成する際に、エージェントの

接続先を VM 監視サーバにできます。 複数の VM 監視サーバを用いることで、多数の仮想

マシンを管理することができます。

運用に合わせて変更可能な振り分け動作とオプション設定について説明します。

本設定は、運用を開始される前に方針決定し、実施することを推奨します。 設定変更には

vDC Automation 管理サーバの再起動が必要となります。

＜振り分け動作＞ （いずれか１つを選択する）
(1) テナント毎の振り分け（既定の動作）
(2) VM 数による振り分け
(3) VM 毎に VM 監視サーバを指定
＜オプション設定＞ （必要な設定を追加する）
A) テナント毎の振り分け固定化
B) 上限 VM 数の設定
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C) 管理サーバへの振り分け許可
D) 振り分け先のホスト名指定

• (1) テナント毎の振り分け（既定の動作）

同一テナントの仮想マシンは、同じ VM 監視サーバに振り分ける。 新しいテナントは、

割り振り VM 数が 小の VM 監視サーバに振り分ける。

- 想定利用ケース： 多数のテナントを管理する事業者が、テナント毎の状況を管理す

る。

- 利点： VM 監視サーバの画面から同テナントの仮想マシンの監視状況が確認でき

る。

- 弱点： テナント単位の VM 数が多い場合には、振り分け VM 数が偏るので適さな

い。

- 注意１： VM 監視サーバが停止するなど使用できない場合は、他の VM 監視サーバ

に振り分けて VM 生成が成功します。 テナント毎に VM 監視サーバの画面で確認

する場合は、作成した VM を削除して、再度作成してください。

- 注意２： 複数の VM 監視サーバに同じテナントの仮想マシンが分かれて接続されて

いる時に VM 生成を行った場合、 いずれかの VM 監視サーバに振り分けられて成功

します。
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- 注意３： 全ての VM 監視サーバが使用できない場合は、VM 生成が失敗します。

• (2) VM 数による振り分け

テナントに関わらず、振り分けた VM 数が 小の VM 監視サーバに振り分ける。

- 想定利用ケース： テナントを意識せず VM 毎に事業者が管理する。

- 利点： VM 監視サーバへ接続する仮想マシン数を平準化でき、負荷が分散できる。

- 弱点： 同テナントの複数の仮想マシンを監視する場合、複数の VM 監視サーバの画

面を確認することになるので適さない。

- 注意：VM 監視サーバに接続するエージェントがテナント毎ではないので、管理が

煩雑になる可能性があります。 運用方法を検討の上、設定して下さい。

- 設定方法：以下の、vDC Automation 管理サーバの運用管理機能の設定ファイルを編

集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\ConfigurationSettingMgr.ini

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてくださ

い。

以下の通り、[Option]セクションに設定（AllocateMode=1）を記述します。

[Option]
AllocateMode=1

設定ファイル変更後、vDC Automation 管理サーバのサービスの再起動は不要です。

• (3) VM 毎に VM 監視サーバを指定

API を使用して、生成する仮想マシンごとに接続する VM 監視サーバを指定する。
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- 想定利用ケース：VM 監視サーバの割り振りを vDC Automation 外で管理する。

- 利点： VM 生成毎に運用や環境に合った、独自の振り分けが可能となる。

- 弱点： vDC Automation 外で割り振りを管理する仕組みが必要となる。

- 注意１： 指定した VM 監視サーバが使用できない場合、VM 生成は失敗します。

- 注意２： VM 監視サーバを指定しない場合、「(1) テナント毎の振り分け（既定の動

作）」 または「(2) VM 数による振り分け」となります。

- 設定方法：ワークフローテンプレートの VM 生成シナリオにおいて、VM 監視サー

バ名をローカルオブジェクトに指定します。

ローカルオブジェクト名「SpecifiedManager」 接続先 VM 監視サーバ名

詳細は、『vDC Automation ワークフローテンプレートリファレンス』を確認して下

さい。

* 3.1 VM 生成（仮想マシン） VM 生成

* 3.3 物理サーバ 物理サーバ払い出し

• A) テナント毎の振り分け固定化

テナント毎に振り分け先の VM 監視サーバをあらかじめファイルに記載することに

よって、指定した VM 監視サーバに振り分け、それ以外のテナントは振り分けない。
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- 想定利用ケース：特別なテナントに対して、他のテナントとは独立した管理を行う。

- 利点： VM 監視サーバが設定テナント専用となり、優先的に VM を監視できる。

- 弱点： 固定にしたテナントの仮想マシンの数が多い場合は、VM 監視サーバに高い

マシンスペックが求められる。

- 注意１： 振り分け動作より優先して扱われ、他のテナントの仮想マシンは、設定し

た VM 監視サーバに振り分けられません。

- 注意２： 設定前に振り分けられた仮想マシンの振り分け先は変更しません。振り分

け直すには VM 削除を実行した後、再度生成して下さい。

- 注意３： 全ての VM 監視サーバが他テナントに固定されている、又は使用できない

場合、VM 生成は失敗します。固定にしない VM 監視サーバを保有することを推奨

します。

- 設定方法：以下の、vDC Automation 管理サーバの運用管理機能の設定ファイルを編

集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\ConfigurationSettingMgr.ini

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてくださ

い。

以下の通り、[StaticAllocate]セクションにテナント ID と振り分け先の VM 監視サー

バ名を「<テナント ID>=<振り分け先 VM 監視サーバ名>」の形式で記述します。

[StaticAllocate]
TenantID1=RM_NAME_A
TenantID2=RM_NAME_B
TenantID3=RM_NAME_A
...

注

• VM 監視サーバ名として指定する名前は、VM 監視サーバのマネージャ機能インス

トール時に「自ホスト名」として指定したものと一致させてください。
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• 振り分け先として、vDC Automation 管理サーバを指定する場合、振り分け先には「自

ホスト名」ではなく「SELFMANAGER」を指定してください。

• １つの VM 監視サーバを複数テナントで共用にできます。１つのテナントが複数の

VM 監視サーバを固定にすることはできません。
 

設定ファイル変更後、vDC Automation 管理サーバの以下のサービスを再起動するこ

とで設定が反映されます。

* WebSAM UMF Operations Manager_1

• B) 上限 VM 数の設定

VM 監視サーバに振り分け可能な VM 数をあらかじめファイルに記載することによっ

て、振り分け数の上限に達した場合に他の VM 監視サーバに振り分ける。

- 想定利用ケース：低スペックのマシンに導入した VM 監視サーバを限定的に使用す

る。

- 利点： VM 監視サーバに負荷をかけ過ぎることなく運用できる。

- 弱点： リソースに余裕のある VM 監視サーバが他に無い場合は、振り分け先がなく

なり VM 生成が成功しなくなるので適さない。

- 注意１： 設定前に振り分けられた仮想マシンは、振り分け先を変更しません。振り

分け直すには VM 削除を実行した後、再度生成して下さい。

- 注意２： 全ての VM 監視サーバが上限に達している、又は、使用できない場合、

VM 生成は失敗します。上限 VM 数に充分な余裕を持たせるか、 上限を設定しない

VM 監視サーバを保有することを推奨します。

- 注意３： 振り分け動作より優先して扱われます。また、「A) テナント毎の振り分け

固定」で指定した VM 監視サーバは、上限 VM 数の設定は無効です。

- 設定方法：以下の、vDC Automation 管理サーバの運用管理機能の設定ファイルを編

集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\ConfigurationSettingMgr.ini
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インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてくださ

い。

以下の通り、[AllocateLimit]セクションに接続エージェント数の上限を「<VM 監視

サーバ名>=<上限数>」の形式で記述します。

[AllocateLimit]
RM_NAME_A=100
RM_NAME_B=200
...

注

• VM 監視サーバ名として指定する名前は、VM 監視サーバのマネージャ機能インス

トール時に「自ホスト名」として指定したものと一致させてください。

• vDC Automation 管理サーバへの接続数上限を指定する場合、サーバ名には「自ホスト

名」ではなく「SELFMANAGER」を指定してください。
 

設定ファイル変更後、vDC Automation 管理サーバの以下のサービスを再起動するこ

とで設定が反映されます。

* WebSAM UMF Operations Manager_1

• C) 管理サーバへの振り分け許可

あらかじめファイルに記載することによって、vDC Automation 管理サーバにも振り分け

可能とする。

- 想定利用ケース：予備の VM 監視サーバを用意できない時に利用する。

- 利点： 予備の VM 監視サーバを準備できない場合に、小コストで利用可能となる。

- 弱点： VM 監視サーバを兼ねるので vDC Automation 管理サーバに負荷がかかる。
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- 注意１： vDC Automation 管理サーバに接続するエージェント数が多くなると、兼用

となる VM 監視サーバとしての動作が増えて負荷が増加します。 負荷がかからな

いように VM 監視サーバの追加を検討して下さい。

- 注意２： VM 監視サーバを１台以上使用した状態から、VM 監視サーバを全て削除

した場合にも、本設定を行ってください。 VM 監視サーバが存在しない為、VM 生
成が失敗します。 なお、VM 監視サーバを全く使用していない場合は、設定をしな

くても vDC Automation 管理サーバが振り分け先となります。

- 設定方法：以下の、vDC Automation 管理サーバの運用管理機能の設定ファイルを編

集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\ConfigurationSettingMgr.ini

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてくださ

い。

以下の通り、[Option]セクションに設定（MoMUse=1）を記述します。

[Option]
MoMUse=1

設定ファイル変更後、vDC Automation 管理サーバの以下のサービスを再起動するこ

とで設定が反映されます。

* WebSAM UMF Operations Manager_1

• D) 振り分け先のホスト名指定

既定の動作では、VM からマネージャへ接続する際にマネージャの接続先情報として IP
アドレスを使用している。 この IP アドレスで接続する動作を、インストール時に指定

したマネージャのホスト名を使用して接続する動作に変えることができる。

- 想定利用ケース：各マネージャの IP アドレスが変わる場合に使用する

- 利点： IP アドレス変更時にホスト名が同一であれば VM 側の設定変更が不要とな

る。

- 弱点： VM から各マネージャのホスト名が名前解決できない環境では通信できない

ので、VM 生成が失敗することとなり使用できない。

- 設定方法：以下の、vDC Automation 管理サーバの運用管理機能の設定ファイルを編

集します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\ConfigurationSettingMgr.ini

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてくださ

い。

以下の通り、[Option]セクションに設定（ReturnHostName=1）を記述します。

[Option]
ReturnHostName=1
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9.3.5   HW 構成変更時の自動監視設定を行う

SystemManager G の性能監視機能では、監視対象ホストの CPU や ディスク等のハードウェ

ア構成変更(追加/削除)を検知し、自動的に監視項目を更新することができます。

HW の追加を検知した場合、あらかじめ設定したインスタンステンプレートのカウンタ設定

が、追加されるインスタンスへ自動的に反映されます。

「9.3.3   プロビジョニングする VM に対する監視設定を行う（336 ページ）」の 監視定義のテ

ンプレートを利用した場合、インスタンステンプレートは自動適用されます。

• インスタンス対象オブジェクトの設定を行う

必要に応じてエージェントの以下の設定ファイルを編集します。エージェントサービ

スを再起動することで設定が反映されます。

- ファイル名

TemplateList.ini

- 格納先

<エージェント機能のインストールディレクトリ>\Agent\sg\PerformanceHelper

- 記述内容

[InstanceTemplate]
ObjectNo=3
Object01=Processor
Hot01=1
Object02=Network Interface
Hot02=1
Object03=LogicalDisk
Hot03=1

* ObjectNo

対象オブジェクト数を指定します。

* ObjectXX

対象オブジェクト名を指定します。

* HotXX

HW 監視検知対象を指定します。デフォルトは 1 です。

+ 0: ホットアド/ホットリムーブの HW 監視検知

+ 1: ホットアドのみ HW 監視検知

+ 2: ホットリムーブのみ HW 監視検知

注

• サポート対象のオブジェクトは、Processor, NetworkInterface(※), LogicalDisk のみで

す。 ※Windows は"Network Interface"
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• オブジェクト名は環境により異なる場合があります。 性能監視機能の「性能監視の編

集]ダイアログの一覧に表示されるオブジェクト名の表記通りに指定して下さい。

• 「ホットアドのみ HW 監視検知」ではホットリムーブ時にインスタンスは削除されず

に不明状態となり設定は残ります。 追加/削除を別名のインスタンスで繰り返すよう

なオブジェクトへ設定した場合、不要なインスタンスが蓄積していく可能性がありま

す。
 

• インスタンステンプレートの設定を行う

SystemManager G の画面で、以下手順でインスタンステンプレートを設定してください。

1. [トポロジビュー] 配下のホストノードの[性能監視]の右クリックメニューから[性能

監視の編集]を選択します。 「性能監視の編集」ダイアログが表示されますので、対

象リソース名を選択し、[OK]ボタンを押します。

2. ツリービュー上の[オブジェクト]の右クリックメニューから[監視インスタンスの設

定]を選択します。 「監視インスタンスの設定」ダイアログが表示されますので、イ

ンスタンステンプレート[*]を選択し、[OK]ボタンを押します。
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インスタンステンプレート[*]がツリーに反映されます。

3. ツリービュー上の[インスタンステンプレート]の右クリックメニューから[監視カウ

ンタの設定]を選択します。 「監視カウンタの設定」ダイアログが表示されますの

で、性能監視するカウンタを選択します。
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注

• HW 構成更時の自動監視機能はインスタンステンプレートのカウンタを設定しないと

有効になりません。

• インスタンステンプレートのカウンタを設定した時点でオブジェクトの全ての未設定

インスタンスへ設定が適用されます。 インスタンステンプレートを更新し、設定済み

のインスタンスへ適用したい場合は該当インスタンスを削除して再度自動適用させて

下さい。
 

4. 閾値設定などの詳細は「カウンタ詳細設定」ダイアログで行います。 「監視カウン

タの設定」ダイアログにて選択したカウンタ名をダブルクリックすることで「カウ

ンタ詳細設定」ダイアログが開きます。
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注

通報設定はインスタンスへ自動反映されません。
 

9.4   統合トポロジの設定を行う

SystemManager G コンポーネントの機能である、統合トポロジビューを使用するためには、

事前の設定が必要です。 統合トポロジビューを使用する際には、本章に記載の設定を行っ

てください。

9.4.1   監視対象に応じたセットアップ

1. ストレージ

ストレージの監視は管理エージェントで行います。 管理エージェントのインストール

方法と、ストレージの監視の設定方法は、インストレーションガイドを確認してくださ

い。

ストレージの接続情報を監視する[接続構成」タブにサーバ一覧を表示させるには、 ス
トレージを使用しているホスト(IStorageManager サーバ)に、管理エージェントをインス

トールする必要があります。

ストレージの監視を有効にするために管理エージェントの以下のファイルをテキスト

エディタで編集します。エージェント再起動後に有効となります。

• ファイル：

C:\Program Files (x86)\NEC\UMF\Operations\Agent\sg\SysMonAgt.ini

• 編集イメージ：
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[ServiceModule]
ModuleNo=XX
Module001=TopologyAgt.dll
：
ModuleXXX=IStorageLinkerAgt.dll

- ModuleNo

ロードモジュール数を指定します。セクション内の ModuleXXX の数と同値で

す。

- ModuleXXX

IStorageLinkerAgt.dll を指定します。XXX は他と重複しない連番を設定します。

ストレージ（iStorage M シリーズ）の LED 操作、アップデートを行うには、操作対象の

ストレージに、操作するユーザを登録してください。

ストレージへのユーザ追加方法については、WebSAM iStorageManager CD-ROM に格納

されている 『IS051 iStorage ソフトウェア 構成設定の手引き（GUI 編）- M シリーズ』

をご確認ください。

ストレージのメッセージ監視を行うには、対象のストレージをネットワークビューに登

録し SNMP Trap を受信する、 または、対象のストレージを管理する管理ソフトをイン

ストールしたサーバで管理ソフトのログを監視することできます。 また、メッセージ連

携の設定により、管理サーバのメッセージを広域管理サーバで監視できます。

それぞれの設定方法は、『WebSAM NetvisorPro V ユーザーズマニュアル』、 「9.3.2   vDC
Automation の基盤側の監視設定を行う（335 ページ）」 をご確認ください。

ストレージの性能情報の蓄積と監視を行うには、管理エージェントに対象のストレージ

の性能情報を蓄積する設定を行い、 監視する性能情報をマルチグラフビューに性能情報

を登録することで監視することができます。

性能情報の蓄積の設定方法はインストレーションガイドを、監視の設定方法は

「9.3.2   vDC Automation の基盤側の監視設定を行う（335 ページ）」 をご確認ください。

2. ネットワーク機器

ネットワーク機器の監視設定方法については、『WebSAM NetvisorPro V ユーザーズマ

ニュアル』をご確認ください

3. VM サーバ

VM サーバが VMware ESXi、Hyper-V および KVM の場合、統合トポロジビューを用い

て構成情報を表示する事ができます。

構成情報を収集する VM サーバの設定を SystemManager G エージェント上の

iVMCollectInfoHost.ini ファイルへ記述します。 インストール先がデフォルトの場合は

以下のフォルダに配置します。

• 32 ビット環境の場合

C:\Program Files\NEC\UMF\Operations\Agent\sg\iNvmCODC\iVMCollectInfoHost.ini
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• 64 ビット環境の場合

C:\Program Files (x86)\NEC\UMF\Operations\Agent\sg\iNvmCODC
\iVMCollectInfoHost.ini

同一の VM サーバを複数の MCO エージェントから構成情報収集することはできませ

ん。 このため、１つの VM サーバの構成情報収集設定は、1 つの SystemManager G エー

ジェントにて行います。 誤って、同一の VM サーバの設定を複数の SystemManager G
エージェントに行った場合は、 CMDB 同期に失敗し VM サーバの情報が正常に同期さ

れなくなる場合があります。

設定ファイルの記述方法は次の通りです。

iVMCollectInfoHost.ini の設定例

[HOST]
HOSTTYPE= ESXi
IPADDRESS=192.168.1.1
USERNAME= user
PASSWORD= password
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HOSTTYPE には、ESXi ｜ HyperV ｜ KVM を指定してください。

IPADDRESS、USERNAME、PASSWORD には、それぞれ装置の IPADDRESS、装置アク

セス用ユーザ名、装置アクセス用パスワードを指定してください。

HOSTTYPE に KVM を指定した場合、 AUTHTYPE,KEYFILE を指定します。

AUTHTYPE に、パスワード認証の場合 0、公開鍵認証の場合 1 を指定します。 公開鍵

認証の場合、鍵ファイルを KEYFILE に絶対パスで指定します。

詳細は『vDC Automation インストレーションガイド』の 『2.17.1 VM サーバの登録』を

ご確認ください。

9.5   統合トポロジビューを操作する

9.5.1   物理ビューの表示項目

CMDB で管理している物理項目が、[統合トポロジビュー] - [物理ビュー]配下に自動で登録

されます。 そのまま運用することが可能です。

管理サーバ-VM 監視サーバ構成での管理サーバ、または、広域管理サーバでは、配下のマ

ネージャ情報が[基盤サーバ]のノードとして表示されます。

広域管理サーバの統合トポロジビューでは、配下の管理サーバ名のグループノードが表示さ

れます。 また、サーバ情報は自動表示されません。必要に応じて手動追加してください。
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そのまま使用することが可能ですが、グループノード、物理項目を手動作成し、任意にノー

ド配置させることも可能です。

グループを定義する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

監視する物理項目をグループ管理するために、グループが定義できます。

グループの定義は、ツリービュー上の[物理ビュー]の右クリックメニューから[グループ追

加]を選択します。 [新規グループ]ダイアログが表示されますので、各項目を入力し、[OK]
ボタンを押します。

グループの定義は、[物理ビュー]ノード、または、グループの配下に作成できます。

• グループ名
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任意のグループ名を 64 文字以内で指定します。省略できません。 親ノードに、既に同

じ名称のノードが配置されている場合は、登録することができません。

• アイコンファイル

表示に使用するアイコンを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタンを押すと「ファイ

ルを開く」ダイアログが表示され、アイコンファイルを選択できます。 アイコンとして

指定できるのは、アイコンファイル（拡張子が"ico"）、アイコンリソースを持っている

実行ファイル（拡張子が"exe"）です。 指定されたファイルが正しくない場合、デフォ

ルトのアイコンが使用されます。 ファイルのパス名は環境変数を使用できます。アイ

コンファイルを省略した場合、デフォルトのアイコンが使用されます。

• 説明

グループノードの説明(備考)を 64 文字以内で指定します。省略可能です。

• 権限設定

ツリーの表示・操作制限を設定するには[権限設定]ボタンを押します。 設定方法は、オ

ンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理する」-「権限の

設定」を参照してください。

物理項目を追加する

物理項目を追加します。

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

CMDB で管理している物理項目は、[統合トポロジビュー] - [物理ビュー]ノード配下に自動

登録されます。 任意に手動で物理項目を設定することも可能です。ツリービュー上の[物理

ビュー]またはグループの右クリックメニューから[物理項目追加]を選択します。 「新規物

理項目」ダイアログが表示されますので、各項目を入力し、[OK]ボタンを押します。
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• 物理タイプ

追加する物理項目のタイプを選択します。 [候補]ボタンを押すと選択したタイプの項

目を一覧から選択することができます。

• 物理項目名

任意の物理項目名を 64 文字以内で指定します。省略できません。

• アイコンファイル

表示に使用するアイコンを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタンを押すと「ファイ

ルを開く」ダイアログが表示され、アイコンファイルを選択できます。 アイコンとして

指定できるのは、アイコンファイル（拡張子が"ico"）、アイコンリソースを持っている

実行ファイル（拡張子が"exe"）です。 指定されたファイルが正しくない場合、デフォ

ルトのアイコンが使用されます。 ファイルのパス名は環境変数を使用できます。アイ

コンファイルを省略した場合、デフォルトのアイコンが使用されます。

• 説明

物理項目の説明(備考)を 64 文字以内で指定します。省略可能です。

• 権限設定

ツリーの表示・操作制限を設定するには[権限設定]ボタンを押します。 設定方法は、オ

ンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理する」-「権限の

設定」を参照してください。
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物理項目を更新する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

監視する物理項目のアイコンと説明(備考)を変更することができます。

ツリービュー上の物理項目の右クリックメニューから[更新]を選択します。 「物理項目更

新」ダイアログが表示されますので、各項目を入力し、[OK]ボタンを押します。

• 物理項目名

任意の物理項目名を 64 文字以内で指定します。省略できません。

• アイコンファイル

表示に使用するアイコンを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタンを押すと「ファイ

ルを開く」ダイアログが表示され、アイコンファイルを選択できます。 アイコンとして

指定できるのは、アイコンファイル（拡張子が"ico"）、アイコンリソースを持っている

実行ファイル（拡張子が"exe"）です。 指定されたファイルが正しくない場合、デフォ

ルトのアイコンが使用されます。 ファイルのパス名は環境変数を使用できます。アイ

コンファイルを省略した場合、デフォルトのアイコンが使用されます。

• 説明

物理項目の説明(備考)を 64 文字以内で指定します。省略可能です。

• 権限設定

ツリーの表示・操作制限を設定するには[権限設定]ボタンを押します。 設定方法は、オ

ンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理する」-「権限の

設定」を参照してください。
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物理項目(ホスト)の属性設定を行う

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

物理項目(ホスト)の詳細設定を定義することができます。

物理項目(ホスト)の属性設定は、ツリービュー上の[物理項目]の右クリックメニューから[属
性設定]を選択します。 「属性設定」ダイアログが表示されますので、各項目を入力し、「OK」

ボタンを押します。

注

トポロジビュー上にあるホストと同じホスト名の[物理項目]の右クリックメニューに[属性設定]は
表示されません。

 

• OS 名

OS 名を 128 文字以内で指定します。省略可能です。

• OS サブ名

OS 名を 128 文字以内で指定します。省略可能です。

• バージョン

OS バージョンを 5 文字以内で指定します。省略可能です。

• サブバージョン

OS サブバージョンを 5 文字以内で指定します。省略可能です。

• IP アドレス

IP アドレスを 16 文字以内で指定します。省略可能です。
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物理項目(ロケーション/ラック/シャーシ)の属性設定を行う

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

物理項目(ロケーション/ラック/シャーシ)の詳細設定を定義することができます。

物理項目(ロケーション/ラック/シャーシ)の属性設定は、ツリービュー上の[物理項目]の右ク

リックメニューから[属性設定]を選択します。 「属性設定」ダイアログが表示されますの

で、各項目を入力し、[OK]ボタンを押します。

ジャンプ機能

本操作は、ホストノードの右クリックメニューから[論理項目を表示]を選択します。

物理ビューと論理ビュー間のノード名と IP アドレスが同一であるホストノードへフォーカ

スを移動することができます。

また、論理ビュー配下のホストノードの右クリックメニューの[物理項目を表示]を選択する

と物理ビューの同一ホストノードへジャンプできます。
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ジャンプ先候補が複数あった場合は、選択画面が表示され、選択されたホストへジャンプし

ます。

連携アプリケーションを登録する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

各物理項目に対して連携アプリケーションを登録することができます。

連携アプリケーションは登録した物理項目の右クリックメニューに表示され、監視端末上で

実行されます。 実行は定義モードに限らず可能です。

連携アプリケーションの登録は、ツリービュー上の[物理項目]の右クリックメニューから[連
携アプリケーションの登録]を選択します。 「連携アプリケーションの登録」ダイアログが

表示されますので、各項目を入力し、[OK]ボタンを押します。
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• 表示名

右クリックメニューに表示される表示名を 32 文字以内で指定します。

• アプリケーション名

起動するアプリケーションを 256 文字以内で指定します。[参照]ボタンを押すと監視端

末上のファイルを選択できます。

• オプション

コマンドを起動する際の引数を 256 文字以内で指定します。

• ワークディレクトリ

コマンドを起動する際の作業ディレクトリを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタ

ンを押すと監視端末上のディレクトリを選択できます。

下位マネージャの監視情報を参照する機能

[基盤サーバ]ノードの右クリックメニューから、下位マネージャに接続する監視端末を起動

することができます。
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広域管理サーバの統合トポロジビューでは、管理サーバ配下に登録されている VM ゲスト

サーバ、 ネットワーク機器アイコンの右クリックメニューから、下位マネージャに接続す

る監視端末を起動することができます。

監視端末は、Web 監視画面が起動されます。

起動情報は、定義モード移行後に[監視端末起動情報を編集]メニューを選択し、編集するこ

とが可能です。
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• Internet Explorer パス

Web 監視画面を起動する Internet Explorer の絶対パスを指定します。 未設定時は、レジ

ストリ情報から情報を参照します。1024 文字まで指定可能です。

• URL

接続先 URL を指定します。 未設定時は、http://表示名:8080 で接続を行います。 2048 文
字まで指定可能です。 指定する情報の詳細は、『WebSAM SystemManager G マニュアル』

の 『Web 監視画面の起動と終了』をご確認ください。

9.5.2   物理ビューのストレージ

グループを定義する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

監視するストレージをグループ管理するために、グループが定義できます。

グループの定義は、ツリービュー上の[物理ビュー]の右クリックメニューから[グループ追

加]を選択します。 「新規グループ」ダイアログが表示されますので、各項目を入力し、[OK]
ボタンを押します。

グループの定義は、[物理ビュー]ノード、または、グループの配下に作成できます。
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• グループ名

任意のグループ名を 64 文字以内で指定します。省略できません。 親ノードに、既に同

じ名称のノードが配置されている場合は、登録することができません。

• アイコンファイル

表示に使用するアイコンを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタンを押すと「ファイ

ルを開く」ダイアログが表示され、アイコンファイルを選択できます。 アイコンとして

指定できるのは、アイコンファイル（拡張子が"ico"）、アイコンリソースを持っている

実行ファイル（拡張子が"exe"）です。 指定されたファイルが正しくない場合、デフォ

ルトのアイコンが使用されます。 ファイルのパス名は環境変数を使用できます。アイ

コンファイルを省略した場合、デフォルトのアイコンが使用されます。

• 説明

グループノードの説明(備考)を 64 文字以内で指定します。省略可能です。

• 権限設定

ツリーの表示・操作制限を設定するには[権限設定]ボタンを押します。 設定方法は、オ

ンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理する」-「権限の

設定」を参照してください。

監視ストレージを追加する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

エージェントがインストールされている環境でストレージ管理ソフトが動作している場合、

ストレージ管理ソフトで管理しているストレージが、 [統合トポロジビュー]- [物理ビュー]
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ノード配下の[ストレージ]グループに自動登録されます。 そのまま監視を行うことが可能

です。また、他のグループに移動することも可能です。

監視するストレージは、手動で登録することも可能です。 ツリービュー上の[物理ビュー]ま
たはグループの右クリックメニューから[物理項目追加]を選択します。 「新規物理項目」ダ

イアログが表示されますので、各項目を入力し、[OK]ボタンを押します。

• 物理タイプ

追加する物理項目のタイプです。[ストレージ]を選択します。 [候補]ボタンを押すと追

加するストレージを一覧から選択することができます。

• 物理項目名

任意の物理項目名を 64 文字以内で指定します。省略できません。

• アイコンファイル

表示に使用するアイコンを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタンを押すと「ファイ

ルを開く」ダイアログが表示され、アイコンファイルを選択できます。 アイコンとして
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指定できるのは、アイコンファイル（拡張子が"ico"）、アイコンリソースを持っている

実行ファイル（拡張子が"exe"）です。 指定されたファイルが正しくない場合、デフォ

ルトのアイコンが使用されます。 ファイルのパス名は環境変数を使用できます。アイ

コンファイルを省略した場合、デフォルトのアイコンが使用されます。 デフォルトのア

イコンは製品モデルごとに以下のように異なります。

装置種別 製品モデル アイコン

iStorage D8-10、D8-20、D8-30

D3-10、D3-10i、D3-30、D3-30i

D1-10、D1-30、D1-30i

S4900

M10e、M100、M300

M500

EMC VNX5100 、VNX5300 、VNX5500 、VNX5700 、
VNX7500

NetApp FAS2040 、FAS2040-2 、FAS2040-4 、FAS3210 、
FAS3240 、FAS3270 、SIMBOX

• 説明

ストレージの説明(備考)を 64 文字以内で指定します。省略可能です。

• 権限設定

ツリーの表示・操作制限を設定するには[権限設定]ボタンを押します。 設定方法は、オ

ンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理する」-「権限の

設定」を参照してください。

監視ストレージを更新する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

監視するストレージのアイコンと説明(備考)を変更することができます。

ツリービュー上のストレージの右クリックメニューから[更新]を選択します。 「物理項目更

新」ダイアログが表示されますので、各項目を入力し、[OK]ボタンを押します。
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• アイコンファイル

表示に使用するアイコンを 256 文字以内で指定します。 [参照]ボタンを押すと「ファイ

ルを開く」ダイアログが表示され、アイコンファイルを選択できます。 アイコンとして

指定できるのは、アイコンファイル（拡張子が"ico"）、アイコンリソースを持っている

実行ファイル（拡張子が"exe"）です。 指定されたファイルが正しくない場合、デフォ

ルトのアイコンが使用されます。 ファイルのパス名は環境変数を使用できます。アイ

コンファイルを省略した場合、デフォルトのアイコンが使用されます。

• 説明

ストレージの説明(備考)を 64 文字以内で指定します。省略可能です。

• 権限設定

ツリーの表示・操作制限を設定するには[権限設定]ボタンを押します。 設定方法は、オ

ンラインマニュアルの「ユーザの管理を行う」-「グループ情報を管理する」-「権限の

設定」を参照してください。

ストレージの接続情報を監視する

ストレージの接続情報を表示するには、ツリービュー上のストレージを選択し、右ペインの

[接続構成]タブを選択します。
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ビュー上部には、接続ホスト（ストレージのディスクを使用しているサーバ）の一覧をアイ

コンで表示します。 アイコンは自動で配置され、位置変更を行うことはできません。

[LED 制御]ボタンを押下することにより、ディスクアレイへの LED 操作ができます。 詳細

は、「LED を操作する」を参照してください。

ディスクアレイアイコンで、右クリックメニューを表示し、[ストレージ管理ソフトの起動]
を選択することにより、 ストレージ管理ソフトを起動することが可能です。詳細は、「スト

レージ管理ソフトを起動する」を参照してください。

ビュー下部には、接続ホスト情報、論理ディスク情報、物理ディスク情報とプール領域情報

を表示します。 論理ディスク情報は、EMC ストレージの場合には LUN 情報、NetApp スト

レージの場合にはボリューム情報と表示されます。 また、プール領域情報は、EMC ストレー

ジの場合にはストレージ プール情報、NetApp ストレージの場合にはアグリゲート情報と表

示されます。

• 接続ホスト情報

- 接続ホスト名

接続ホスト名を表示します。

- OS 名

接続ホストの OS を表示します。

- 冗長構成

ストレージとホストの接続環境が冗長構成となっているかどうかが表示されます。

冗長構成の場合は"Yes"、そうでない場合は"No"が表示されます。

• 論理ディスク情報
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- 番号

論理ディスク番号を表示します。EMC ストレージの場合は[LUN ID]と表示されま

す。 NetApp ストレージの場合は表示されません。

- 形式

論理ディスクの利用形式を表示します。NEC ストレージの場合のみ表示されます。

OS Type 利用形式

A4 ACOS4 システムによる運用論理ディスク

A2 ACOS2 システムによる運用論理ディスク

NX HP-UX システムによる運用論理ディスク

WN Windows システムによる運用論理ディスク

WG Windows システム（GPT ディスク）による運用論理ディスク

CX Solaris システムによる運用論理ディスク

LX Linux システムによる運用論理ディスク

AX AIX システムによる運用論理ディスク

SX SUPER-UX システムによる運用論理ディスク

- 論理ディスク名

論理ディスクの名称を表示します。EMC ストレージの場合は[LUN 名]と表示され

ます。 NetApp ストレージの場合は[名前]と表示されます。

- 状態

論理ディスクの状態を表示します。

- RAID

論理ディスクの RAID 構成を表示します。

- 容量[GB]

論理ディスクの 大容量を GB 単位で表示します。

- Access Mode

論理ディスクのアクセス形式を表示します。NEC ストレージの場合のみ表示され

ます。

- 割り当て済容量

割り当て済み容量を表示します。EMC ストレージの場合は[消費済み容量]と表示さ

れます。NetApp ストレージの場合は[使用量]と表示されます。

- LD 容量クォータ
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LD 容量クォータを表示します。EMC ストレージの場合は表示されません。

NetApp ストレージの場合は、[User Quota Full Threshold]と表示されます。

- LD 容量しきい値

LD 容量しきい値を表示します。EMC ストレージの場合は表示されません。

NetApp ストレージの場合は、[Full Threshold]と表示されます。

• 物理ディスク情報

- 番号

物理ディスク番号を表示します。EMC ストレージと NetApp ストレージの場合は

[名前]と表示されます。

- 状態

物理ディスクの状態を表示します。

- 容量[GB]

物理ディスクの 大容量を GB 単位で表示します。

- 区分

物理ディスクの区分を表示します。

- タイプ

物理ディスクタイプ（FC/ATA/SAS/SSD）を表示します。

- 回転数

物理ディスクの回転数を表示します。EMC ストレージの場合は表示されません。

- 製造元

物理ディスクの製造元を表示します。

• プール領域情報

- 番号

プール番号を表示します。EMC ストレージの場合は[ストレージプール ID]と表示

されます。 NetApp ストレージの場合は表示されません。

- 名前

名称を表示します。

- 容量
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容量を GB 単位で表示します。

- 実容量

実容量を GB 単位で表示します。

- 割り当て済容量

割り当てられた容量を GB 単位で表示します。 EMC ストレージの場合は、[消費済

み容量]と表示されます。 NetApp ストレージの場合は[使用量]と表示されます。

- 実容量しきい値

容量しきい値を GB 単位で表示します。 EMC ストレージの場合は、[消費済み容量]
と表示されます。 NetApp ストレージの場合は[Full Threshold]と表示されます。

- 実容量しきい値(予告)

容量の予告しきい値を GB 単位で表示します。 EMC ストレージの場合は表示され

ません。 NetApp ストレージの場合は[Nearly Full Threshold]と表示されます。

ストレージの論理構成情報を監視する

ストレージの論理構成情報を表示するには、ツリービュー上のストレージを選択し、右ペイ

ンの[論理構成]タブを選択します。

プールと、論理ディスクの関係を階層表示します。 親ノードはストレージ管理ソフトで採

番されているプール番号、子ノードはストレージ管理ソフトで採番されている論理ディスク

番号です。 各行で右クリックメニューを表示し、[ストレージ管理ソフトの起動]を選択する

ことにより、ストレージ管理ソフトを起動することが可能です。 詳細は、「ストレージ管理

ソフトを起動する」を参照してください。

• 番号

プール番号、または、論理ディスク番号を表示します。EMC ストレージの場合は"LUN
ID"と表示されます。 NetApp ストレージの場合は、番号は表示されません。

• 形式

論理ディスクの利用形式を表示します。NEC ストレージの場合のみ表示されます。

OS Type 利用形式

A4 ACOS4 システムによる運用論理ディスク

A2 ACOS2 システムによる運用論理ディスク

NX HP-UX システムによる運用論理ディスク
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OS Type 利用形式

WN Windows システムによる運用論理ディスク

WG Windows システム（GPT ディスク）による運用論理ディスク

CX Solaris システムによる運用論理ディスク

LX Linux システムによる運用論理ディスク

AX AIX システムによる運用論理ディスク

SX SUPER-UX システムによる運用論理ディスク

• 論理ディスク名

論理ディスクの名称を表示します。EMC ストレージの場合は[LUN 名]と表示されます。

NetApp ストレージの場合は[名前]と表示されます。

• 状態

論理ディスクの状態を表示します。

• RAID

論理ディスクの RAID 構成を表示します。

• 容量[GB]

論理ディスクの 大容量を GB 単位で表示します。

• Access Mode

論理ディスクのアクセス形式を表示します。NEC ストレージの場合のみ表示されます。

• 割り当て済容量

割り当て済み容量を表示します。EMC ストレージの場合は[消費済み容量]と表示され

ます。NetApp ストレージの場合は[使用量]と表示されます。

• LD 容量クォータ

LD 容量クォータを表示します。EMC ストレージの場合は表示されません。NetApp ス
トレージの場合は、[User Quota Full Threshold]と表示されます。

• LD 容量しきい値

LD 容量しきい値を表示します。EMC ストレージの場合は表示されません。NetApp ス
トレージの場合は、[Full Threshold]と表示されます。

• 物理番号

選択中の論理ディスクを構成する物理ディスクの一覧を表示します。 物理ディスクを

ダブルクリックすると、[物理構成]タブの該当する物理ディスクにジャンプします。

ストレージの物理構成情報を監視する

ストレージの物理構成情報を表示するには、ツリービュー上のストレージを選択し、右ペイ

ンの[物理構成]タブを選択します。 物理構成タブは、NEC ストレージのみ表示されます。
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• ビュー上部

ストレージ筐体に格納されている物理ディスクの一覧が表示されます。 このビューは、

NEC ストレージのみ表示されます。 アイコンは自動で配置され、位置変更を行うこと

はできません。 初期表示は DE 番号"DE00"が表示されます。 別 DE 番号の物理ディス

ク一覧を表示したい場合は、左上のコンボボックスから DE 番号を選択してください。

[LED 制御]ボタンを押下することにより、ディスクアレイへの LED 操作ができます。

詳細は、「LED を操作する」を参照してください。

物理ディスクアイコンで、右クリックメニューを表示し、[ストレージ管理ソフトの起

動]を選択することにより、 iStorageManager 画面を起動することが可能です。詳細は、

「ストレージ管理ソフトを起動する」を参照してください。

- 論理番号

選択中の物理ディスクが関連している論理ディスクの一覧を表示します。 論理

ディスクをダブルクリックすると、[論理構成]タブの該当する論理ディスクにジャ

ンプします。

• ビュー下部

接続構成タブと同様である。

ストレージ情報の監視間隔を変更する

ストレージ情報の監視間隔は、以下の手順で変更することができます。

1. エージェントサービスを停止します。

2. 以下の設定ファイルを作成し、エージェントをインストールしているマシンに格納しま

す。

• ファイル名

iStorageLinkerAgt.ini

• 格納先
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<エージェント機能のインストールディレクトリ>\Agent\sg

• 記述内容

[CollectionRule]
StartupWait = 15
IntervalMinutes = 60

- StartupWait

エージェント起動時から初回情報取得までの間隔を秒単位で指定します。

指定可能な値は 10～3600 です。デフォルトは 60 秒です。

- IntervalMinutes

2 回目以降の情報取得間隔を分単位で指定します。

指定可能な値は 1～1440 です。デフォルトは 30 分です。

3. エージェントサービスを起動します。

ストレージの性能情報の監視

• 性能監視の事前準備

性能監視をするためには事前準備として、ストレージが性能蓄積を行える状態にしてい

ただく必要があります。

- iStorage ストレージの場合、iSM の画面から性能情報の蓄積開始を行ってください。

- EMC ストレージの場合、Performance analyzer が使用可能な状態にしてください。

- NetApp ストレージの場合、NetApp Management Console 画面から性能情報が収集で

きる状態にしてください。

• 性能タブの表示方法

性能タブを表示するには下記の手順を行ってください。この手順は定義モードでなけ

れば実行できません。

1. 性能を監視するストレージの右クリックメニューから「性能表示の設定」を選択す

る。
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2. ダイアログから「追加」を選択する。
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3. 表示名の入力と収集している性能から監視する性能の選択を行い、「OK」を選択す

る。

4.「OK」を選択する。

• 性能タブの詳細

性能タブは、タブ単位でグラフを表示できます。

性能タブ内に複数のタブの性能を表示する場合は、性能タブの表示方法の 3 を繰り返し

実行してください。

各タブは下記のように表示されます。
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グラフとグラフのデータ項目に関する下記の情報が表示されます。

- 重要度の色

グラフへの表示可否を表示します。

- カラー

グラフに表示する線の色を表示します。

- カウンタ

カウンタ名を表示します。

- スケール

倍率を表示します。

- 新

新の性能値を表示します。

- 新時刻

新の性能値を取得した時刻を表示します。

• 監視間隔を変更

ストレージの性能情報の監視間隔は、以下の手順で変更することができます。

1. エージェントサービスを停止します。

2. 以下の設定ファイルを作成し、エージェントをインストールしているマシンに格納

します。

- ファイル名

StoragePerfAgt.ini

- 格納先

<エージェント機能のインストールディレクトリ>\Agent\sg\Storage

- 記述内容
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[CollectionRule]
StartupWaitSeconds=60
IntervalSeconds=1800

* StartupWaitSeconds

エージェント起動時から初回情報取得までの間隔を秒単位で指定します。

デフォルトは 60 秒です。

* IntervalSeconds

2 回目以降の情報取得間隔を秒単位で指定します。デフォルトは 30 分で

す。

3. エージェントサービスを起動します。

ストレージ管理ソフトを起動する

ストレージ管理ソフトの起動方法は、複数あります。

• アプリケーションビューから起動する

起動設定は、定義モードに移行し、アプリケーションビューノードの「アプリケーショ

ン追加」画面で行います。

- アプリケーション名：

任意の名称を 64 文字以内で指定します。省略できません。

- アプリケーション：
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ブラウザの実行パスを指定します。省略できません。

- オプション：

ストレージ管理ソフトの URL を指定します。

NEC ストレージ管理ソフト iStorageManager の起動設定では、 オプションで指定す

る URL に、"/WebClient.html?AutoLogin=on [-nomerge]"" を指定することにより、

iStorageManager 側のログイン画面をスキップすることが可能です。 ログインをス

キップするには、SystemManager G で現在ログインしているユーザ ID, パスワードが

iStorageManager に登録されている必要があります。  なお、 IE8 の場合は、

AutoLogin=on の後ろに -nomerge を指定してください。省略できません。

• ビジネスビューから起動する

起動設定は、定義モードに移行し、カテゴリノードの[フィルタ設定]メニューの「リカ

バリ定義」画面で行います。

- 表示名：

メッセージ詳細画面で表示するボタン名を 16 文字以内で指定します。省略できま

せん。

- アプリケーション：

ブラウザの実行パスを指定します。省略できません。

- オプション：

ストレージ管理ソフトの URL を指定します。

NEC ストレージ管理ソフト iStorageManager の起動設定では、 オプションで指定す

る URL に、"/WebClient.html?AutoLogin=on [-nomerge]"" を指定することにより、

iStorageManager 側のログイン画面をスキップすることが可能です。 ログインをス
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キップするには、SystemManager G で現在ログインしているユーザ ID, パスワードが

iStorageManager に登録されている必要があります。  なお、 IE8 の場合は、

AutoLogin=on の後ろに -nomerge を指定してください。省略できません。

ヒント

オプションには、$NODE$という置換文字列が指定可能です。 この指定は、当該メッセー

ジの出力元サーバのホスト名に置換されます。  http://$NODE$:8070/WebClient.html?
AutoLogin=on と記載することにより、 メッセージ発生元ホスト名が URL に自動指定さ

れ、ストレージ管理ソフトの URL を適宜変更する必要機会を減らすことが可能です。
 

• 統合トポロジから起動する

統合トポロジのストレージノードを選択したときに表示される、右ビューの各右クリッ

クメニューから起動することができます。 既定値は以下となっています。

- NEC ストレージ

* 起動アプリケーション：

Internet Explorer

(%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe)

* 起動オプション：

http://%FW_ISMHOSTNAME%:8070/WebClient.html?AutoLogin=on

- EMC ストレージ

* 起動アプリケーション：

Internet Explorer

(%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe)

* 起動オプション：

http://%FW_ISMHOSTNAME%

- NetApp ストレージ

* 起動アプリケーション：

Internet Explorer

(%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe)

* 起動オプション：

http://%FW_ISMHOSTNAME%:8080/dfm/

起動設定は編集が可能です。環境に合わない場合は、適宜変更してください。

変更するには、定義モードへ移行し、ツリービュー上の該当ストレージノードから右ク

リックメニュー[ストレージ管理ソフトの編集]を選択します。
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- 起動アプリケーション

ブラウザ等、実行したいアプリケーションのフルパスを 1024 文字以内で指定しま

す。省略できません。

- 参照ボタン

アプリケーション(拡張子 exe)を選択する画面が表示されます。

- オプション

起動アプリケーションの引数を 2048 文字以内で指定します。省略可能です。 置換

文字列%FW_ISMHOSTNAME%が指定可能です。 この置換文字列は、プログラム内

部で対象ディスクアレイを管理しているエージェント名に置換されます。

- 既定値に戻すボタン

ボタン押下により、起動アプリケーション、オプション情報を既定値に戻します。

LED を操作する

[接続構成]タブ、または、[物理構成]タブの LED 制御ボタンを押下すると、「LED の制御」

画面が表示されます。 本ボタンは NEC ストレージのみ有効です。
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• 対象ディスクアレイ

対象ディスクアレイ名が表示されます。

• コントローラ、エンクロージャボタン(ラジオボタン)

操作したい LED の箇所を指定します。

• 点滅、消灯ボタン (ラジオボタン)

点滅させたいときは点滅を選択、消灯させたいときは消灯を選択します。

• 実行ボタン

LED 操作を実行します。実行結果は、ボタン上のエリアに表示されます。

結果 説明

iSM31000:[ setled ]Command has completed
successfully.
ExitStatus:0

LED 制御に成功した。

ERROR : Packet Send Error 対象ディスクアレイが存在しない。または、要求
送信に失敗した。

ERROR : Integration Base Not Install LED 制御を行うための製品(iSM 側の製品)がイン
ストールされていない。

ERROR : ScriptFile Create Error LED 制御を行うためのスクリプトファイルの生
成に失敗した。

• 閉じるボタン

LED の制御画面をクローズします。
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9.5.3   物理ビューのネットワーク機器

統合トポロジビューの「ネットワーク機器」ノードを選択することで物理構成ビューと論理

構成ビューを表示します。

物理構成ビューではネットワーク機器の構成情報をアイコンと接続線で表示します。
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論理構成ビューではネットワーク機器の VLAN に接続された装置の構成情報を表示しま

す。
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構成情報はネットワーク機器の情報を基に作成するため統合トポロジビューに登録されて

いない装置が表示されることがあります。

統合トポロジビューに登録されていない装置は未定義のアイコンを表示します。

接続装置のアイコンの右クリックメニューから「論理項目の表示」を選択することでツリー

ビュー（統合トポロジビュー）のノードにジャンプします。

選択したアイコンの種類によりジャンプ先が異なります。

• ネットワーク機器を選択した場合

ジャンプしません。

• ネットワーク機器以外を選択した場合

論理ビューのノードにジャンプします。

ジャンプ先のノードが論理ビューにないアイコンはジャンプを行いません。
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機器一覧ビューにはネットワーク機器に接続された装置の一覧を表示します。

VLAN 一覧ビューにはネットワーク機器の VLAN 情報を表示します。

接続 VLAN 一覧ビューには接続装置が使用しているポートのインタフェース番号と

VLANID を表示します。
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9.5.4   物理ビューの VM サーバ

統合トポロジビューの VM サーバを選択することで物理構成ビューを表示します。

物理構成ビューでは VM サーバの構成情報をアイコンと接続線で表示します。
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注

VM サーバが、Hyper-V、KVM の場合に、ストレージ装置との接続線は表示されません。
 

接続装置のアイコンの右クリックメニューから「論理項目の表示」を選択することでツリー

ビュー（統合トポロジビュー）のノードにジャンプします。

選択したアイコンの種類によりジャンプ先が異なります。

• VM ゲストサーバを選択した場合

論理ビューのノードにジャンプします。

• VM ゲストサーバ以外を選択した場合

ジャンプしません。
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接続機器一覧ビューには VM サーバに接続された装置の一覧を表示します。

VM 一覧ビューには VM サーバ上の VM ゲストサーバの情報を表示します。

9.5.5   論理ビューの表示項目

CMDB で管理しているテナント情報が、[統合トポロジビュー] - [論理]ビュー配下に自動で

登録されます。 そのまま運用することが可能です。

9.5.6   論理ビューのテナント

広域管理サーバの[統合トポロジビュー]-[論理ビュー]には、テナント一覧が表示されます。
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テナントノードを選択すると、プロダクトビューにテナントに払い出された以下の情報が表

示されます。

• リソース利用状況

• サーバ一覧

• VLAN 一覧

• 論理構成

• ライセンスキー一覧

VLAN 一覧タブ

[VLAN 一覧]タブで VLAN を選択すると、右下ペインに[Boundary 一覧]タブが表示されま

す。各項目の説明を以下に記載します。

項目名 説明

Boundary 名 右上ペインで選択した Controller 間を結ぶ Boundary 名です

Controller 名 右上ペインで選択した左側の Controller 名です

LogicalPort 名 Controller 名(左から 2 番目)の LogicalPort 名です

Controller 名 右上ペインで選択した右側の Controller 名です

LogicalPort 名 Controller 名(左から 4 番目)の LogicalPort 名です

論理構成タブ

[論理構成]タブでは、テナントに払い出したネットワークや論理機器をアイコンと接続線で

表示します。

• 新情報ボタン
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新情報で再表示します。

• 縮小拡大バー

スライドバーを右に動かすと拡大、左に動かすと縮小表示します。

• レイアウトの読込ボタン

保存したレイアウトで再描画します。

• レイアウトの保存ボタン

現在のレイアウトをログインユーザ名/テナント ID 単位に保存します。なお、接続線の

表示状態は保存しません。

• 自動レイアウトボタン

自動でレイアウトを再配置します。

• 接続線オプションボタン

接続線の表示/非表示を選択します。

ライセンスキー一覧タブ

[ライセンスキー一覧]タブでは、テナントに払い出したライセンスキーの一覧を表示しま

す。 操作ボタンおよび各項目の説明を以下に記載します。

• 新情報ボタン

新情報で再表示します。

• 項目の説明

項目名 説明

グループパス ライセンスキーのあるグループパスです

ライセンスキー名 ライセンスキー名です

ライセンスキー番
号

ライセンスキー番号です
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項目名 説明

ライセンスキー種
別

ライセンスキー種別です

インデックス番号 ライセンスキーの払い出されたインデックス番号です

ライセンスキー内
容

ライセンスキー内容です

管理対象マシン名 ライセンスキーに紐づいている VM の管理対象マシン名です

UUID ライセンスキーに紐づいている VM の UUID です

紐付け日 ライセンスキーを紐づけた日付です

9.5.7   論理ビューのテナントグループ

管理サーバ、VM 監視サーバの統合トポロジビューの[論理ビュー]配下に、テナントグルー

プが自動表示されます。

管理サーバ、VM 監視サーバの統合トポロジでは、テナントグループ配下に関連するホスト

ノードが自動表示されます。 広域管理サーバマネージャでは、配下のホストノードは表示

されません。

9.5.8   論理ビューの VM サーバ

管理サーバ、VM 監視サーバの統合トポロジビューの VM サーバを選択することで物理構成

ビューと論理構成ビューを表示します。
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物理構成ビューでは VM ゲストサーバの構成情報をアイコンと接続線で表示します。

論理構成ビューでは VM ゲストサーバの構成情報をアイコンと接続線で表示します。
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接続装置のアイコンの右クリックメニューから「物理項目の表示」を選択することでツリー

ビュー（統合トポロジビュー）中の物理ビューのノードにジャンプします。

接続機器一覧ビューには VM サーバに接続された装置の一覧を表示します。
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ソフトウェア一覧ビューには VM ゲストサーバ上のソフトウェア情報を表示します。

9.5.9   統合トポロジの検索を行う

登録されている情報をサーバ機器、ストレージ機器、ネットワーク機器、VM サーバ、ホス

ト、 物理ホスト、仮想ホスト、物理機器の観点で検索することができます。 また検索結果

に対して、さらに絞込みを行う絞込検索をすることができます。

検索手順を以下に示します。

ツリービューの[検索]ノード又は、配下の[検索グループ]ノードを右クリックで選択し、右

クリックメニューより[検索設定]を実行します。

「検索設定」画面が表示されます。
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名称 説明

検索種別 検索するデータの種別を設定します。 サーバ機器、ストレージ機器、ネットワーク機
器、VM サーバ、ホスト、物理ホスト、仮想ホスト、物理機器より選択します。

※絞込検索では 初に選択した検索種別に固定されるため、変更できません。

検索対象グルー
プ

検索対象のグループを指定します。

※絞込検索では 初に選択したグループ以外を追加で選択することができません。

検索テーブル 項目リストに表示する情報区分を選択します。

項目リスト 検索条件に指定する項目を選択します。

式 条件の演算子を選択します。＝、＋、－、＊、／、＞、≧、＜、≦、≠、IN、NOT IN、
OR、AND、（、）より選択します。
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名称 説明

値 検索する値を直接入力する場合に設定します。

入力できる 大文字数は 62 文字です。

あいまい検索をする際はワイルドカード指定として半角文字のアスタリスク「*」を指
定します。

（例）Windows Vista の全てのエディションを検索する場合

*Windows Vista*

確定ボタン 値に設定された内容を検索条件に追加します。

値リスト 項目リストから選択した項目に応じて、データベースに登録されている項目の一覧が表
示されます。 また NULL、SPACE や、Today、Year、Month を定数として指定すること
も可能です。

• NULL: 項目の値が空である。

• SPACE: 項目の値が全て空白である。

• Today: 日付項目の値が検索を実行した日である。

• Year: 日付項目の値が検索を実行した年である。

• Month: 日付項目の値が検索を実行した月である。

検索条件 現在設定されている条件を表示します。

検索条件として、設定できる 大文字数は 2048 文字です。

項目削除 検索条件欄の選択されている要素（項目、式、値）を削除します。

Delete キーを押した場合も削除します。

全削除 検索条件欄の全ての要素（項目、式、値）を削除します。

条件引用 「引用」画面を表示します。

※絞込検索では操作できません。

条件保存 「検索条件の新規登録」画面を起動し、設定された検索条件を登録します。

検索実行 設定された検索条件で検索を実行します。

閉じる 検索設定画面を閉じます。

検索種別をサーバ機器、ストレージ機器、ネットワーク機器、VM サーバ、ホスト、物理ホ

スト、仮想ホスト、物理機器から選択します。

検索対象とする管理グループをツリーの中で選択します。 ここではチェックをつけたグ

ループが検索対象となります。 親グループにチェックを付けた場合、配下の子グループ全

てにチェックが付き、親グループのチェックを外した場合、配下の子グループ全てのチェッ

クが外れます。
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検索したい情報を検索テーブルから選択後、項目リストより検索条件に設定する項目を選択

します。 選択した項目名が検索条件に追加され、値リストに候補となる値が表示されます。

式を選択します。選択した式が検索条件に追加されます。
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式 説明

＝ 左辺が右辺と等しい

※ワイルドカード文字であるアスタリスク「*」と一緒に指定された場合、部分一致で
検索されます。 例えば、「*PC*」と指定した場合、「PC1」、「OA 用 PC2000」、「PC 資
産」などを検索することができます。

＋ 加算を行う

－ 減算を行う

＊ 乗算を行う

／ 除算を行う

＞ 左辺が右辺より大きい

≧ 左辺が右辺より大きい、又は等しい

＜ 左辺が右辺より小さい

≦ 左辺が右辺より小さい、又は等しい

≠ 左辺が右辺と等しくない

IN 条件式 条件式を満たす情報を持つ資産を検索します

（例）サーバ機器検索で「IN IP アドレス = "192.168.1.21" AND IN IP アドレス =
"10.15.1.130"」と指定した場合、 "192.168.1.21"と"10.15.1.130"の２つの IP アドレスを持
つサーバ機器を検索することができます。

NOT IN 条件式 条件式を満たす情報を持たない資産を検索します

（ 例） サーバ機器検索で「NOT IN ホットフィックス ID ="KB933729"」と指定した場
合、 ホットフィックス KB933729 が適用されていないサーバ機器を検索することがで
きます。

OR 複数の検索条件の論理和を指定します
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式 説明

AND 複数の検索条件の論理積を指定します。

OR と AND を組み合わせた場合は、AND の優先順位の方が上です。（例 1）と（例 2）
は同じ意味を表します。

（例 1）Ｘ OR Ｙ AND Ｚ
（例 2）Ｘ OR （Ｙ AND Ｚ）

（ 開始の括弧。条件が複雑な際に使用します。

括弧を用いることで、四則演算（例 1）や条件式の優先順位（例 2）を設定できます。

（例 1）（A ＋ B） ＊ C
（例 2）（X OR Y） AND Z

） 終了の括弧。条件が複雑な際に使用します

値リストから値を選択するか、値入力欄に直接値を入力し、[確定]ボタンをクリックすると、

値が検索条件に追加されます。

値の属性 説明

数値 数字（0-9）のみを入力した場合か、数字の先頭に＋か－を入力した場合に限ります。

例：1300 -100 +500

日付 半角文字で YYYY/MM/DD の形式で入力します。

例：2010/01/29

日時 半角文字で YYYY/MM/DD HH:MM:SS の形式で入力します。

※日付と時刻の間には半角のスペース文字を指定します。

例：2010/01/29 08:00:00

文字列 • 数値、日付、日時に該当しない文字列を入力するか、「"」ダブルクォーテーション
で括られた文字列を入力した場合、文字列として扱います。
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値の属性 説明

• ワイルドカード指定時は、式に「＝」、「≠」のみ指定できます。

• 「*」をワイルドカードではなく文字として検索する場合は「*」の前にエスケープ文
字「\」をつけて「\*」と指定します。

• 円記号「\」を指定する場合は、「\\」と指定します。

• エスケープ文字「\」は「\」、「*」にのみ指定することができます。

これで検索条件の設定は完了です。更に条件を追加する場合は AND や OR を使用し、条件

を追加することができます。

[検索実行]ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

検索結果の件数が 1000 件以上あった場合は、検索結果を表示する前に確認メッセージを表

示しますので、検索結果を表示させる場合は[はい]ボタンをクリックします。 検索結果の表

示を行わない場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

• 再検索

前回の検索時と同じ条件で検索することができます。

[再検索]ボタンをクリックすると、 新の検索結果に表示が置き換わります。

構成情報の変更などにより検索結果が変わる場合に使用します。

• 絞込検索

検索した結果に対して、更に条件を絞って検索することができます。

絞込検索手順を以下に示します。

1. 検索結果の画面で、[絞込検索]ボタンをクリックします。
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2.「絞込検索」画面が表示されたら、検索条件などを設定します。
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注

絞込検索の場合、以下の設定項目に制限が加わります。

• 「検索種別」は変更できません。

• 「検索対象グループ」の範囲は追加できません。追加しようとした場合、警告メッセー

ジを表示します。
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3. [検索実行]ボタンをクリックすると、検索結果の画面の新規タブに絞込結果が表示

されます。

4. 検索結果の画面で[閉じる]ボタンをクリックすると、表示中のタブが閉じられます。

注

先頭タブについては閉じることができません。
 

• 条件を開く

検索実行時の条件を開き、条件を変更して検索することができます。

[条件を開く]ボタンをクリックすると、検索条件が設定された状態で「検索設定」画面

が表示されます。

検索結果に対応する条件を確認する場合や、前回の検索条件を元に条件を設定して新た

な検索結果を表示する場合に使用します。
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「検索設定」画面で[検索実行]ボタンをクリックすると、検索結果の画面の新規タブに検

索結果が表示されます。

9.6   DC リソースの利用状況を監視する

DC リソースで管理するリソースプールやライセンスキーの利用状況を監視するために、以

下の設定を行う必要があります。

9.6.1   性能情報収集を設定する

本操作は、定義モードへ移行後に行う必要があります。

性能情報収集の設定は、ツリービュー上の統合トポロジビューノードまたは DC リソース

ビューノードの右クリックメニューから「性能情報収集の設定」を選択することで行うこと

ができます。 どちらのノードでも同じ内容の設定ができます。

9.6.2   性能データを収集するカウンタを指定する

性能データを収集するカウンタを指定するには、ツリービュー上の統合トポロジビューノー

ド または DC リソースビューノードの右クリックメニューから「性能情報収集の設定」を選

択します。 「性能情報収集の設定」画面が表示され、性能情報収集で指定可能な収集機能、

カウンタ、収集間隔が表示されます。

収集機能を選択し、収集対象とするカウンタにチェックを入れ、 「OK」ボタンをクリック

することでチェックを入れたカウンタの性能データを収集間隔ごとに収集します。 収集間

隔は収集機能毎に設定できます。

カウンタには通常カウンタ、グループカウンタ、メンバーカウンタがあります。
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• グループカウンタの場合はグループ列にグループと表示されます。

• グループ表示がないカウンタは通常カウンタになります。

• メンバーカウンタは表示されません。

各カウンタについては以下の表を参照してください。

カウンタの種類 説明

通常カウンタ 収集対象にするかどうかを個別に指定可能なカウンタです。

通常、収集機能で存在し続けるカウンタであり、運用中に生成または消滅することはあ
りません。

グループカウン
タ

構成の変更などによって運用中に自動的に生成または消滅するメンバーカウンタをま
とめて管理するカウンタです。

グループカウンタを収集対象にしておくと、運用中に生成されるメンバーカウンタを自
動的に収集対象に加えます。 メンバーカウンタが消滅すると、消滅したメンバーカウ
ンタは自動的に収集対象から除外されます。

メンバーカウン
タ

構成の変更などによって運用中に自動的に生成または消滅するカウンタです。

メンバーカウンタはグループカウンタに所属しています。 性能情報収集の設定時には
存在しないカウンタであっても、 メンバーカウンタが所属しているグループカウンタ
を収集対象にしておけば、自動的に収集対象にすることができます。

9.6.3   性能を監視する

性能情報収集の設定を行うことで、収集間隔毎に性能データを収集します。 収集した性能

データはマルチグラフビューで参照することができます。

マルチグラフビューでの性能の監視方法については、SystemManager G のオンラインマニュ

アルの 『マルチグラフビューを使用する』を参照してください。

9.6.4   収集機能とカウンタ

収集機能には以下の機能があります。

収集機能 説明

RpResource リソースプールに関連するカウンタを管理します。

Software repository ライセンスキーに関連するカウンタを管理します。

各機能のカウンタについて説明します。

• RpResource

RpResource では、以下に示すカウンタが定義されています。

階層名 タイプ カウンタ名

Network|ResourcePool|System • CPU
• LUN
• Memory
• Storage
• VM

• Capacity
• Consumed
• Reserved
• Unused
• ActuallyUsed

Network|ResourcePool|Pool|<ResourcePoolName>
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階層名 タイプ カウンタ名

• vCPU

各項目について説明します。

階層名 説明

Network|ResourcePool|System システム全体の統計データを対象にします。

Network|ResourcePool|Pool|<ResourcePoolName> リソースプール毎の統計データを対象にします。
<ResourcePoolName>が実際のリソースプール名
となるカウンタが収集対象となります。

タイプ 説明

CPU システム全体またはリソースプール毎に持つ CPU のリソース量を周波数の単
位で扱います。

LUN システム全体またはリソースプール毎に持つ LUN の数。

Memory システム全体またはリソースプール毎に持つメモリの容量。

Storage システム全体またはリソースプール毎に持つストレージ（仮想ディスク）の容
量。

VM システム全体またはリソースプール毎に持つ VM の数。

vCPU システム全体またはリソースプール毎に持つｖ CPU の数。

リソースプールの各タイプに関する詳細については、『SigmaSystemCenter リファレンス

ガイド』を参照してください。

カウンタ名 説明

Capacity 割り当てられている数。

Consumed 消費されている数。

Reserved 予約されている数。

Unused 未使用状態の数。

ActuallyUsed 実際に消費されている数。

• Software repository

Software repository ではカウンタはソフトウェアグループ毎に作成され、各カウンタはメ

ンバカウンタを保持します。

カウンタ名 メンバカウンタ名

Asset|Software|License|<ソフトウェアリポジトリツリー階層名> • Capacity
• Consumed
• Unused

各項目について説明します。

カウンタ名 説明

Asset|Software|License|<ソフトウェアリポジトリ
ツリー階層名>

ソフトウェアグループ毎のデータを対象にしま
す。

システム全体の統計データを対象にします。
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メンバカウンタ名 説明

Capacity ライセンス保有数

Consumed ライセンス使用数

Unused ライセンス空き数
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第 2 編   
vDC Automatiion を運用する
このセクションでは、vDC Automation によりデータセンターの運用管理を行うための方法に

ついて説明します。
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第 10 章   
テナント契約・販売契約の締結に伴う作業
本章では、テナント契約や IaaS 販売者との販売契約の締結時に発生する作業について説明

します。 NWA ライセンスを使用しない場合、本章の手順が必要です。
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10.1   テナントの運用グループを作成する

テナントを開設する場合は、SigmaSystemCenter を用いてカテゴリを作成し、テナントの運

用グループを作成します。 ただし、カテゴリの作成が必要かどうかは、リソースプールの

リソースの提供方法により異なります。

• IaaS 販売者経由でリソースを提供する場合：

サブリソースプール割り当て用のカテゴリは IaaS 販売者用のカテゴリとなるため、 そ
のカテゴリ配下に IaaS 販売者と契約したテナントのカテゴリを作成します。

• IaaS 事業者がリソースを直接提供する場合：

サブリソースプール割り当て用のカテゴリがテナントのカテゴリとなるため、 追加のカ

テゴリの作成は必須ではありません。

10.1.1   カテゴリを作成する

テナントが IaaS 販売者経由でリソースの提供を受ける場合は、 サブリソースプール割り当

て用のカテゴリの配下にテナント用のカテゴリを作成します。

カテゴリの作成方法の詳細については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』

の 『5.2 カテゴリを追加する』を参照してください。

カテゴリ作成のポイントは次の通りです。

• [DPM サーバ]と[ 適起動]は[設定なし]のままで問題ありません。 [設定なし]の場合は

上位のカテゴリ(サブリソースプール割り当て用のカテゴリ)の設定値が引き継がれま

す。

10.1.2   テナントの運用グループを作成する

テナントのカテゴリの配下に、テナントの運用グループを作成します。

運用グループの作成方法の詳細については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイ

ド』の 『5.4 運用グループを追加する』を参照してください。

テナントの運用グループ作成のポイントは次の通りです。

• OS 種別ごとに、Windows Server 用と、Linux 用の 2 つの運用グループを作成します。 そ
の他の運用グループは作成する必要はありません。

10.1.3   テナントの運用グループを設定する

テナントの運用グループの設定を行います。テナントのカテゴリ配下の各運用グループに

ついて、 仮想マシンの性能監視を行う場合は、以下の手順に従って設定を行ってください。

運用グループの設定の詳細については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』

の 『5.5 グループプロパティを設定する』を参照してください。

1. 運用グループの[プロパティ]をクリックし、[性能監視]タブをクリックします。
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2. [性能データ収集設定]をチェックします。

3. [プロファイル名]で[VM Standard Monitoring Profile]を選択します。

4. SystemMonitor 性能監視の IP アドレスとポート番号を設定します。

注

• VM Standard Monitoring Profile では性能データを仮想化基盤から取得するので、 仮想マシンの

OS 上から見える性能データとは必ずしも一致しません。

• VM Monitoring Profile では仮想マシンの OS からも性能データを取得するので、 仮想マシンの

OS にアクセスするためのアカウントが必要となります。 テナントの利用者側と合意が取れて

いる場合を除き、原則使用しないでください。
 

ヒント

性能データの監視プロファイルの詳細については『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイ

ド』の 『付録 A 監視プロファイル』を参照してください。
 

10.2   テナントのネットワークを設定する

テナントを開設する場合は、以下の通りにテナント用のネットワークを準備します。

10.2.1   テナント用にネットワーク機器を設定する

テナントが利用するＶＬＡＮＩＤについて、それらのＶＬＡＮＩＤに対応する論理ネット

ワークを、ネットワーク機器に設定します。

設定が必要な機器は以下の機器になります。

• パブリッククラウドの場合

- ＦＷ／ＳＳＬ－ＶＰＮ機器(テナント管理用)

- ＦＷ／ＮＡＴ機器(テナント業務用 パブリック)

• プライベートクラウドの場合

- ＦＷ／ＳＳＬ－ＶＰＮ機器(テナント管理用)

- ＦＷ／ＮＡＴ機器(テナント業務用 パブリック)

- ＦＷ／ＮＡＴ機器(テナント業務用 WAN サービス)

• オンプレミスの場合

特にありません

各ネットワーク機器への設定内容は以下の通りです。

• ＦＷ／ＳＳＬ－ＶＰＮ機器(テナント管理用)

テナント管理ＶＬＡＮのＶＬＡＮＩＤで通信可能な設定を行います。
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更に、機器側のインタフェースに、ＩＰアドレス／ネットマスクを設定します。

ＳＳＬ－ＶＰＮのＩＤ／パスワードに付いて、外部ＩＤ管理製品のディレクトリと連携

している場合は、 その連携情報（例えば、テナント単位のグループ名等）もここで設定

します。

テナント解約時は、上記手順の逆の順番で、設定を削除していきます。

• ＦＷ／ＮＡＴ機器(テナント業務用 パブリック)

テナント契約時、テナント管理ＶＬＡＮのＶＬＡＮＩＤで通信可能な設定を行い、 更
に、機器側のインタフェースに、ＩＰアドレス／ネットマスクを設定します。

ＶＭ払い出し／再構成時等に、新たな業務ＶＬＡＮを作成した場合、 当該業務ＶＬＡＮ

のＶＬＡＮＩＤで通信可能な設定を行い、更に、 機器側のインタフェースに、ＩＰアド

レス／ネットマスクを設定します。

ＶＭ削除／再構成で使用するＶＭが存在しなくなった業務ＶＬＡＮや、テナント解約時

は、 上記手順の逆の順番で、設定を削除します。

• ＦＷ／ＮＡＴ機器(テナント業務用 WAN サービス)

テナント契約時、テナント管理ＶＬＡＮのＶＬＡＮＩＤで通信可能な設定を行い、 更
に、機器側のインタフェースに、ＩＰアドレス／ネットマスクを設定します。

ＶＭ払い出し／再構成時等に、新たな業務ＶＬＡＮを作成した場合、 当該業務ＶＬＡＮ

のＶＬＡＮＩＤで通信可能な設定を行い、更に、 機器側のインタフェースに、ＩＰアド

レス／ネットマスクを設定します。

ＶＭ削除／再構成で使用するＶＭが存在しなくなった業務ＶＬＡＮや、 テナント解約時

は、上記手順の逆の順番で、設定を削除します。

第 10 章   テナント契約・販売契約の締結に伴う作業

413



第 11 章   
テナント NW リソースの作成
テナント契約時にテナント NW や VLAN などのネットワークリソースをテナントに作成し

ます。 本章では、テナント NW リソースの作成方法について説明します。

目次

11.1  テナント NW を作成する.............................................................................................415
11.2  業務 VLAN および任意の NW リソースを作成する .................................................423
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11.1   テナント NW を作成する

サービスポータルでサービスガバナーを用いてテナント NW を作成する際の流れは次の通

りです。

1. IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに VM の作成を

指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 作成ワークフローを起動

します。 NW 作成ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述し

た NW 作成 API の JSON イメージを指定します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

11.1.1   サービスポータルにテナント NW 作成を指示する

IaaS 事業者はテナント NW を作成するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま

す。

• NW 作成 API のパラメータで指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.1
テナント NW 作成』を参照してください。
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11.1.2   リソースグループを選択する

テナント NW を作成する場合、リソースグループまたはリソース管理グループを選択する必

要があります。

リソースグループを選択した場合、指定されたリソースグループ配下のリソース管理グルー

プから選択されます。

指定したリソースグループの配下に複数のリソースグループが存在する場合、サービスガバ

ナーが自動的にリソースグループを選択します。

サービスガバナーが自動的にリソースグループを選択する流れは次の通りです。

1. サービスガバナーは指定されたリソースグループ配下の全てのリソースグループのリ

ストアップを行います。

ただし、リソースグループの種別が”占有”となっているリソース管理グループはリス

トアップの対象から除外されます。

リソースグループの種別が”占有”となっているリソースグループを利用する場合は、

サービスポータルから明示的に指定する必要があります。

2. サービスガバナーは 1 でリストアップされたリソースグループのうち、リソース管理グ

ループを保有するリソースグループのみに絞り込みます。

3. 指定されたタグ情報の観点でリソースグループの絞り込みおよび優先度付を行います。

自動選択時に設定可能なルール一覧は以下の通りです。

パラメータ 説明

TagRule 3 のステップに該当します。本ルールでは、リクエストされたタグ情報に合致
するリソースグループの抽出を行います。

指定可能なパラメータについては『vDC Automation API リファレンス』の
『5.6.23 タグ指定種別』を参照してください。

SameGroupRule 既にテナントに割あたっている管理グループとは別の管理グループを利用す
る場合、 既に割あたっている管理グループが所属するリソースグループを優
先的に選択します。

11.1.3   リソース管理グループを選択する

テナント NW を作成する場合、リソース管理グループを選択する必要があります。

リソース管理グループの選択には 2 通りの方法があります。

• サービスポータルからリソース管理グループを直接指定する

リソース管理グループを明示的に指定したい場合は、サービスポータルからリソース管

理グループを指定してください。

• サービスガバナーの自動選択機能にて自動でリソース管理グループを選択する

サービスポータルからリソース管理グループを明示的に指定しない場合、サービスガバ

ナーが自動的にリソース管理グループを選択します。

第 11 章   テナント NW リソースの作成

416



サービスガバナーが自動的にリソース管理グループを選択する流れは次の通りです。

1. サービスガバナーはデータセンターに管理されている全てのリソース管理グループ

のリストアップを行います。

ただし、リソース管理グループの種別が"占有"となっているリソース管理グループ

はリストアップの対象から除外されます。

リソース管理グループの種別が"占有"となっているリソース管理グループを利用す

る場合は、サービスポータルから明示的に指定する必要があります。

2. サービスガバナーは①でリストアップされたリソース管理グループを、リソース管

理グループに設定されている"優先度"の高い順に並び替えを行います。

3 以降の工程は、"優先度"が同一のリソース管理グループ毎に選択処理を行い、 テ
ナント NW を作成可能なリソース管理グループが見つかった時点で自動選択処理

を終了します。

後述の設定により、”優先度”ではなく、利用可能リソース量の大きい順に並び替え

る事も可能です。

第 11 章   テナント NW リソースの作成

417



3. 利用可能な NW リソースの観点で、リソース管理グループの絞り込みを行います。

NW リソースの種別は、下記の通りです。

- FW

- LB

各 NW リソースおよびリソース管理グループ毎に利用可能数に対する閾値を設定

する事が可能です。

サービスガバナーでは、各リソース管理グループおよび各 NW リソース毎に設定さ

れた閾値をチェックし、 利用可能 NW リソース数が閾値を下回っている場合は当該

のリソース管理グループが選択の対象から除外されます。

4. 利用可能な VLAN 数の観点で、リソース管理グループの絞り込みを行います。

VLAN の種別は、下記の通りです。

- ManagementVLAN

- TenantVLAN

- BusinessVLAN

- PublicVLAN

- WANServiceVLAN

各 VLAN およびリソース管理グループ毎に利用可能数に対する閾値を設定する事

が可能です。

サービスガバナーでは、各リソース管理グループおよび各 VLAN 毎に設定された閾

値をチェックし、 利用可能 VLAN 数が閾値を下回っている場合は当該のリソース管

理グループが選択の対象から除外されます。

リソース管理グループの閾値を 0 に設定した場合、当該のリソース管理グループの

当該 VLAN は閾値チェックをパスします。

5. 利用可能なリソース量の観点で、リソース管理グループの絞り込みを行います。

閾値管理できるリソースの種別は、下記の通りです。

- CPU

- Memory

- ストレージ容量

- VM 数

各リソースおよびリソース管理グループ毎に利用可能数に対する閾値を設定する事

が可能です。
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サービスガバナーでは、各リソース管理グループおよび各リソース毎に設定された

閾値をチェックし、 利用可能 NW リソース数が閾値を下回っている場合は当該のリ

ソース管理グループが選択の対象から除外されます。

6. 利用可能なリソース量が も大きいリソース管理グループを選択します。

利用可能なリソース量として計上されるリソースは下記の通りです。

- CPU

- Memory

- ストレージ容量

- VM 数

サービスガバナーの自動選択機能設定パラメータについては、サービスガバナーの自動選択

処理でオプションの設定が可能です。

設定ファイルの格納場所は下記の通りです。

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてください。

注

設定ファイルを編集または新規作成した場合は下記コマンドにて設定を反映してください。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tools"
> vDCTool.bat properties reload

 

• 自動選択機能のオプション設定範囲

サービスガバナーの自動選択機能のオプションは、 上位のリソースグループ単位で設

定可能です。

リソースグループにオプションの設定が無い場合は、デフォルトのオプション設定が適

用されます。

デフォルトの設定ファイルは下記の通りです。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins\default.plugins

リソースグループ毎の設定ファイルは下記の通りです。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins\[任意のファイル名].plugins

[任意のファイル名].plugins は当該の設定ファイルの適用範囲を記載する必要がありま

す。

パラメータ 設定可能値 説明

vdc.target.name 上位のリソース
グループ名

適用したいグループが複数ある場合は、カンマ区切りで 1
行に複数記載してください。

• リソース管理グループの検索順についての設定
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パラメータ 設定可能値 説明

vdc.dcresource.orde
r

Priority
FreeResource

リソース管理グループの検索順を設定します。

Priority が設定された場合、優先度が高い順にテナント NW
を作成可能なリソース管理グループを検索します。

FreeResource が設定された場合、空リソース量が大きい順に
テナント NW を作成可能なリソース管理グループを検索し
ます。

• 自動選択時に利用する絞り込みルールと絞り込み順の設定

パラメータ 設定可能値 説明

vdc.dcresource.rule 後述の絞り込み
ルール名

本項目に記載された絞り込みルールが自動選択時に実行さ
れます。

複数の絞り込みルールを適用する場合は、カンマ区切りで
1 行に記載してください。

絞り込みルールは本項目に記載されている順序に従って適
用されます。

• 自動選択時に設定可能なルール一覧

パラメータ 説明

NWDeviceThresholdRule 3 のステップに該当します。

本ルールでは、NW リソースの空き容量観点での絞り込みを行います。

本ルールは、FWThresholdRule、LBThresholdRule、BFWThresholdRule、
SSLThresholdRule を包含しています。

利用予定のない NW リソースのみ閾値チェックしないようにするために
は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定してください。

BFWThresholdRule*1 本ルールでは、BackEndFW の有無の観点での絞り込みを行います。

BFW 装置が無い環境では本ルールの適用を解除してください。

SSLThresholdRule*1 本ルールでは、SSL の有無の観点での絞り込みを行います。

SSL 装置が無い環境では本ルールの適用を解除してください。

FWThresholdRule*1 ③のステップに該当します。

本ルールでは、テナント FW の空き容量観点での絞り込みを行います。

本ルールを適用しない場合、テナント FW の閾値チェックが実行されませ
ん。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

LBThresholdRule*1 ③のステップに該当します。

本ルールでは、テナント LB の空き容量観点での絞り込みを行います。

本ルールを適用しない場合、テナント LB の閾値チェックが実行されませ
ん。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

VLANThresholdRule ④のステップに該当します。

本ルールでは、各 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行います。

本ルールは、ManagementVLANThresholdRule、TenantVLANThresholdRule、
BusinessVLANThresholdRule、WANServiceVLANThresholdRule、
PublicVLANThresholdRule を包含します。

本ルールを適用しない場合、全ての空 VLAN 数の閾値チェックが実行され
ません。
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パラメータ 説明

利用予定のない VLAN のみ閾値チェックしないようにするためには、リ
ソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定してください。

ManagementVLANThres
holdRule*2

④のステップに該当します。

本ルールでは、事業者管理 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行いま
す。

本ルールを適用しない場合、事業者管理 VLAN 数の閾値チェックが実行さ
れません。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

TenantVLANThresholdR
ule*2

④のステップに該当します。

本ルールでは、テナント管理 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行いま
す。

本ルールを適用しない場合、テナント管理 VLAN 数の閾値チェックが実行
されません。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

BusinessVLANThreshold
Rule*2

④のステップに該当します。

本ルールでは、業務 VLAN の空き容量観点での絞り込みを行います。

本ルールを適用しない場合、業務 VLAN 数の閾値チェックが実行されませ
ん。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

WANServiceVLANThres
holdRule*2

④のステップに該当します。

本ルールでは、WAN サービス VLAN の空き容量観点での絞り込みを行い
ます。

本ルールを適用しない場合、WAN サービス VLAN 数の閾値チェックが実
行されません。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

PublicVLANThresholdRu
le*2

④のステップに該当します。

本ルールでは、パブリック VLAN の空き容量観点での絞り込みを行いま
す。

本ルールを適用しない場合、パブリック VLAN 数の閾値チェックが実行さ
れません。

閾値チェックが不要な場合は、リソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定
してください。

ResourceThresholdRule ⑤のステップに該当します。

本ルールでは、各リソースの空き容量観点での絞り込みを行います。

本ルールを適用しない場合、全ての空リソース量の閾値チェックが実行さ
れません。

利用予定のない VLAN のみ閾値チェックしないようにするためには、リ
ソース管理グループ毎の閾値を 0 に設定してください。

MaxEmptyResourceRule ⑥のステップに該当します。

本ルールでは、抽出対象のリソース管理グループのうち も空リソース量
が多いリソース管理グループを抽出します。

空リソース量は、CPU、Memory、ストレージ容量、VM 数の空リソースを
総合的に計算します。

本ルールでは各リソース管理グループの空リソース量に対して、設定され
たスペックのリソースが何セット作成可能かを判断します。
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パラメータ 説明

例）

• >model.cpunum=1
• リソース管理グループ A … 空 CPU 数 50
• リソース管理グループ B … 空 CPU 数 70
の場合、CPU のスペック収容数は

リソース管理グループ A が 50
リソース管理グループ B が 70
と計算されます。

この計算を後述のその他のリソースにも適用します。

• model.mem が 1024
• リソース管理グループ A … 空メモリが 10240
• リソース管理グループ B… 空 CPU 数 5120
の場合、

リソース管理グループ A が 10
リソース管理グループ B が 5
と計算されます。

CPU とメモリを総合すると、リソース管理グループ A の方が収容スペック
数が大きい為、リソース管理グループ A が選択されます。

LunResourceThresholdRu
le

本ルールでは、LUN の空き容量観点での絞り込みを行います。

LUN に関しては、DC リソースビューでは閾値設定できません。

後述の方法で設定をしてください。

VLANAlreadyExpanded
Rule

本ルールでは、拡張が必要な VLAN 数の観点での絞り込みを行います。

既にテナントに割あたっている管理グループとは別の管理グループを利用
する場合、拡張する VLAN 数が少ない管理グループを優先的に選択しま
す。

EnoughForVLANProvisio
nRule

本ルールでは、拡張が必要な VLAN 数の観点での絞り込みを行います。

既にテナントに割あたっている管理グループとは別の管理グループを利用
する場合、拡張対象の VLAN が確保できる管理グループのみに絞り込みを
行います。

UnderControlMoMRule vdcapi.propertie に記載されている MoM に属する管理グループのみに絞り
込みを行います。

MaxEmptyLB LB 作成時に LB の残量が多い管理グループが優先的に採用されるように
優先度づけします。

MaxEmptyTenantFW TenantFW 作成時に TenantFW の残量が多い管理グループが優先的に採用
されるように優先度づけをします。

MinUsedBackendFWRule テナント NW 作成時に BackendFW の使用数が少ない管理グループが優先
的に採用されるように優先度づけします。

MinUsedSSLRule SSL の使用数が少ない管理グループが優先的に採用されるように優先度づ
けします。

VersionManagement リクエスト時に指定された X-UMF-API-VERSION に対応した管理グルー
プのみに絞り込みを行います。

*1 本ルールは NWDeviceThresholdRule に包含されています。

*2 本ルールは VLANThresholdRule に包含されています。

 

• MaxEmptyResourceRule 利用時の空リソース計算設定
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パラメータ 設定可能値 説明

model.cpunum 1~2147483647 MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（CPU 数）の設定値

model.mem 1~2147483647 MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（メモリ量）の設定値です。

model.storage 1~2147483647 MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（ストレージ容量）の設定値です。

model.vmnum 1~2147483647 MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（VM 数）の設定値です。

model.vlan 1~2147483647 MaxEmptyResourceRule で利用する 1VM もしくは 1 システ
ムのモデルスペック（VLAN 数）の設定値です。

• LunResourceThresholdRule 利用時の閾値設定

パラメータ 設定可能値 説明

lun.threshold.GBsiz
e

1~2147483647 LUN の利用可能量に対する閾値

利用済みの LUN の容量が閾値を超過した場合に、自動選択
の対象外となります。

11.1.4   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。

11.2   業務 VLAN および任意の NW リソースを作成する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを

作成する際の流れは次の通りです。
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1. IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに VM の作成を

指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 作成ワークフローを起動

します。 NW 作成ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述し

た NW 作成 API の JSON イメージを指定します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

11.2.1   サービスポータルに任意の NW リソース作成を指示する

IaaS 事業者はテナント NW を作成するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま

す。

• テナント FW 作成で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.3
テナント FW 作成』を参照してください。

作成されたテナント FW のテナント管理 VLAN の IP アドレスは以下の方法で確認し、

テナント管理者に通知してください。

1. [統合トポロジビュー]-[論理ビュー]からテナントを選択する。

2. VLAN 一覧タブを選択する。
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3. VLAN 種別の「テナント管理 VLAN」を選択する

4. 下ペインの装置一覧タブを選択する

5. 機器タイプが TFW の行の「FW/LB IP アドレス」を確認する。

• テナント LB 作成で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.6
テナント LB 作成』を参照してください。

作成されたテナント LB のテナント管理 VLAN の IP アドレスは以下の方法で確認し、

テナント管理者に通知してください。

1. [統合トポロジビュー]-[論理ビュー]からテナントを選択する。

2. VLAN 一覧タブを選択する。

3. VLAN 種別の「テナント管理 VLAN」を選択する

4. 下ペインの装置一覧タブを選択する

5. 機器タイプが LB または ClusterG/LB の行の「FW/LB IP アドレス」を確認する。

• SSL 作成で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.9
SSL 作成』を参照してください。

SSL-VPN を使用する場合は、SSL-VPN と同じ管理グループにテナント FW が存在して

いる必要があります。 SSL-VPN 作成時は、テナント FW を払い出す、または払い出し

たリソースグループ/管理グループを指定してください。

テナント FW が作成されたリソースグループ/管理グループは、テナント FW 作成 API の
レスポンスで確認出来ますが、 API のレスポンスを使用しない場合は、IaaS 事業者が以

下のいずれかの方法で確認をし、テナント管理者に通知してください。

- テナント FW 作成のシナリオ実行結果のローカルオブジェクトを参照し、

「ResourceGroupName」にあるグループ名を確認する。

- 以下の手順で確認をする。

1. [統合トポロジビュー]-[論理ビュー]からテナントを選択する。

2. VLAN 一覧タブを選択する。

3. VLAN 種別のテナント管理 VLAN を選択する。

4. 下ペインの装置一覧タブを選択する。

5. 機器タイプに TFW があることを確認する

6. TFW が存在した場合は、テナント FW が払い出されているため、3 のテナント

管理 VLAN にある「管理グループ」を確認する。

• 業務 VLAN 作成で指定する NW リソース情報
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指定するパラメータの形式については、、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.11
業務 VLAN 作成』を参照してください。

• パブリック VLAN 作成で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.13
パブリック VLAN 作成』を参照してください。

• WAN 作成で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.15
WAN 作成』を参照してください。

11.2.2   リソース管理グループを選択する

テナント NW を作成する場合、リソース管理グループを選択する必要があります。

リソース管理グループの選択には 2 通りの方法があります。

• サービスポータルからリソース管理グループを直接指定する

リソース管理グループを明示的に指定したい場合は、サービスポータルからリソース管

理グループを指定してください。

また指定するリソース管理グループはテナント NW 作成済みのリソース管理グループ

を指定してください。

• サービスガバナーの自動選択機能にて自動でリソース管理グループを選択する

サービスポータルからリソース管理グループを指定しない場合、サービスガバナーが自

動的に テナント NW 作成済みのリソース管理グループを選択し、指定の NW リソース

を払い出します。

11.2.3   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。
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第 12 章   
テナント契約・販売契約の解約に伴う作業
本章では、テナント契約や IaaS 販売者との販売契約の解約時に発生する作業について説明

します。

目次

12.1  テナントを削除する .....................................................................................................428
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12.1   テナントを削除する

テナント契約の解約や、社内の組織変更等によりテナントが不要になった場合で、 NWA ラ
イセンスを使用していない場合は、SigmaSystemCenter を用いてテナントのカテゴリと運用

グループを削除します。

ただし、削除の対象となるテナントのカテゴリは、リソースプールのリソースの提供方法に

より異なります。

• IaaS 販売者経由でリソースを提供している場合

サブリソースプールを割り当てているカテゴリは IaaS 販売者用のカテゴリとなるため、

そのカテゴリ配下の IaaS 販売者と契約しているテナントのカテゴリを削除します。

• IaaS 事業者がリソースを直接提供している場合

サブリソースプールを割り当てているカテゴリがテナントのカテゴリとなるため、その

カテゴリを削除します。

12.1.1   テナントの仮想マシンを削除するには

削除するテナントに仮想マシンが残っている場合は、仮想マシンを削除します。

仮想マシンをサービスガバナーで削除する方法については、 「15.4   仮想マシンを削除する

（461 ページ）」 を参照してください。

12.1.2   テナントのネットワークの設定を解除するには

SigmaSystemCenter を用いて、テナントに割り当てている VLAN に関する設定を全て解除し、

テナントから VLAN を開放します。

1. テナントに割り当てている事業者管理 VLAN、テナント管理 VLAN、業務 VLAN につい

て、 SigmaSystemCenter を用いて対応する論理ネットワークの割り当てを解除します。

論理ネットワークの割り当てを解除する方法については、 「14.3.1   不要となった論理

ネットワークを開放する（437 ページ）」 を参照してください。

2. テナントに割り当てている全ての VLAN について、ネットワーク機器に施した設定を解

除します。

テナント用のネットワーク機器の設定については 「10.2.1   テナント用にネットワーク

機器を設定する（412 ページ）」 を参照してください。

12.1.3   テナント用のカテゴリと運用グループを削除するには

SigmaSystemCenter を用いて、テナント用の運用グループを削除し、続いてテナント用のカ

テゴリを削除します。

1. カテゴリ配下の全ての運用グループについて、[設定]メニューの[グループ削除]をクリッ

クし、運用グループを削除します。
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2. カテゴリの[設定]メニューの[カテゴリ削除]をクリックします。
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第 13 章   
テナント NW リソースの設定・変更
払い出し済みのネットワークリソースを利用した NAT の設定や、LB の構成変更します。

本章では、NW リソースの変更方法について説明します。

目次

13.1  NAT の設定、LB 等の NW リソースを変更する.......................................................431
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13.1   NAT の設定、LB 等の NW リソースを変更する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを

作成する際の流れは次の通りです。

1. IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに NW リソース

の変更を指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 作成ワークフローを起動

します。 NW 変更ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述し

た NW 変更 API の JSON イメージを指定します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

13.1.1   サービスポータルに NW リソースの変更を指示する

IaaS 事業者は NW リソースの設定・変更を実行するにあたり、次の情報をサービスポータル

に入力します。

• テナント FW 更新で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.4
テナント FW 更新』を参照してください。

• テナント LB 更新で指定する NW リソース情報
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指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス』の 『5.6.7
テナント LB 更新』を参照してください。

13.1.2   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。
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第 14 章   
テナント NW リソースの削除
テナント解約時にテナント NW や VLAN などのネットワークリソースを削除します。 本章

では、テナント NW リソースの削除方法について説明します。

目次

14.1  業務 VLAN および任意の NW リソースを削除する.................................................434
14.2  業務 VLAN および任意の NW リソースを削除する.................................................435
14.3  オーケストレーション後に手動で実施する作業 ......................................................437
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14.1   業務 VLAN および任意の NW リソースを削除する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを

削除する際の流れは次の通りです。

1. IaaS 事業者は、必要となる NW リソースを指定して、サービスポータルに NW リソース

の削除を指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 削除ワークフローを起動

します。 NW 削除ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述し

た NW 削除 API の JSON イメージを指定します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

14.1.1   サービスポータルにテナント NW 削除を指示する

IaaS 事業者はテナント NW を削除するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま

す。

• テナント NW 削除で指定する NW リソース情報

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.2
テナント NW 削除』を参照してください。

• テナント FW 削除で指定する NW リソース情報。
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指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.5
テナント FW 削除』を参照してください。

• テナント LB 削除で指定する NW リソース情報。

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.8
テナント LB 削除』を参照してください。

• SSL 削除で指定する NW リソース情報。

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.10
SSL 削除』を参照してください。

• 業務 VLAN 削除で指定する NW リソース情報。

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.12
業務 VLAN 削除』を参照してください。

• パブリック VLAN 削除で指定する NW リソース情報。

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.14
パブリック VLAN 削除』を参照してください。

• WAN 削除で指定する NW リソース情報。

指定するパラメータの形式については、『vDC Automation API リファレンス」の』 『5.6.16
WAN 削除』を参照してください。

14.1.2   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。

14.2   業務 VLAN および任意の NW リソースを削除する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて業務 VLAN およびその他の NW リソースを

削除する際の流れは次の通りです。
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1. IaaS 事業者は、対象テナントのテナント ID を指定して、サービスポータルに NW リソー

スの削除を指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、NW 削除ワークフローを起動

します。 NW 削除ワークフロー API のパラメータには、必要な NW リソースを記述し

た NW 削除 API の JSON イメージを指定します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

14.2.1   サービスポータルにテナント NW の停止・再開・削除を指
示する

IaaS 事業者はテナント NW の停止・再開・削除を実行するにあたり、次の情報をサービス

ポータルに入力します。

• テナント NW の停止・再開・削除で指定する NW リソース情報

- TenantID:

必須パラメータです。テナント NW を削除する対象のテナント ID を指定してくだ

さい。
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14.2.2   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。

14.3   オーケストレーション後に手動で実施する作業

本節では、サービスガバナーで自動的に処理されない項目についてについて説明します。

これらの作業が必要な場合は、以下の手順に従い手動で実施してください。

14.3.1   不要となった論理ネットワークを開放する

仮想マシン削除 API や仮想マシン再構成 API により、 接続する仮想マシンが存在しない論

理ネットワークが残った場合は、 API の実行後に以下の手順で論理ネットワークを削除する

とともに、VLAN の設定解除を行い、 VLAN の割り当てを開放します。

注

SigmaSystemCenter の Web コンソールで作業中にメンテナンスモードを促すダイアログが表示さ

れた場合は、 メンテナンスモードをオンにして作業を続行し、作業完了後には忘れずにメンテナ

ンスモードをオフに戻してください。 メンテナンスモードについては『SigmaSystemCenter コン

フィグレーションガイド』の 『10.1.3 メンテナンスモードをオン / オフするには』を参照してくだ

さい。
 

1. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、VM サーバの運用グループから不要と

なった論理ネットワークを削除します。

VM サーバモデルの仮想ネットワークの設定方法の詳細については『SigmaSystemCenter
コンフィグレーションガイド』の 『5.8.7 [ネットワーク設定] タブを設定するには』を

参照してください。

a. VM サーバの運用グループのプロパティを開きます。

b. [リソースプール]タブをクリックします。

c. [ポートグループ一覧] グループボックスから、削除する論理ネットワーク名を含む

ポートグループを選択しします。

d. [アクション] メニューから[論理ネットワークの削除] をクリックします。

2. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、VM サーバから不要となった論理ネッ

トワークに対応するポートグループを削除します。 リソースプールに属する各 VM
サーバについて、以下を実行してください。
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a. [仮想]ビューの[仮想]ツリー上にある VM サーバのノードをクリックします。

b. [ポートグループ一覧]で削除するポートグループを選択し、[削除]をクリックしま

す。

3. 不要となった論理ネットワークに対応する VLAN について、ネットワーク機器に施した

設定を解除します。

テナント用のネットワーク機器の設定内容については 「10.2.1   テナント用にネット

ワーク機器を設定する（412 ページ）」 を参照してください。

14.3.2   インターネット公開された仮想マシンの NAT 設定を変更す
る

インターネットに公開された仮想マシン (仮想マシンのローカルアドレスと対応付けたグ

ローバル IP アドレスを利用している仮想マシン) を削除した場合は、FW/NAT 機器(テナン

ト業務用 パブリック)の NAT 設定を解除する必要があります。

14.3.3   使用済みの RDM 用ディスクボリュームを初期化する

仮想マシン削除ＡＰＩや仮想マシン再構成 API により、仮想マシンから RDM 用ディスクボ

リュームが切断された場合は、 オーケストレーションの実行後に以下の手順で RDM 用ディ

スクボリュームを初期化します。

注

• SigmaSystemCenter の Web コンソールで作業中にメンテナンスモードを促すダイアログが表示

された場合は、 メンテナンスモードをオンにして作業を続行し、作業完了後には忘れずにメン

テナンスモードをオフに戻してください。 メンテナンスモードについては『SigmaSystemCenter
コンフィグレーションガイド』の 『10.1.3 メンテナンスモードをオン / オフするには』を参照

してください。

• ストレージのワークフローテンプレート(InitializeRDMVolume または ReturnRDMVolume)を利

用して頂くことで、 以下手順の作業を自動で設定することができます。
 

1. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、VM サーバの運用グループに属する各

ホストについて以下を実施します。

a. ホストの[プロパティ]をクリックします。

b. [ストレージ]タブをクリックし、使用済みの RDM 用ディスクボリュームを選択後、

[削除]をクリックします。

2. ストレージ機器の機能を用いて、使用済みの RDM 用ディスクボリュームを削除します。

3. 同じサイズの RDM 用ディスクボリュームを再作成し、新たなディスクボリュームとし

てリソースプールに追加し直します。 「4.7   ストレージリソースを登録する（54 ペー

ジ）」 の手順に従って RDM 用ディスクボリュームの追加を行ってください。
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14.3.4   VM の監視設定を更新する

VM 作成または構成変更で拡張ディスクを追加した場合、追加した拡張ディスクは性能監視

の対象外となります。

拡張ディスクについても性能監視の対象とする場合は、手動で拡張ディスクをフォーマット

した後に、VM 監視設定更新ワークフローを実行します。

VM 監視設定更新ワークフローのシナリオ名は"UpdatePerformanceCounter"になります。

ワークフローの実行にはワークフロー ID が必要になりますので、SystemManager G の画面

から "UpdatePerformanceCounter" のワークフロー ID を確認してください。

注

ワークフローを実行すると、シナリオ実行 ID が返却されます。 この ID は後のワークフロー実行

状況監視で必要になりますので、サービスポータル側で保持しておいてください。
 

ワークフロー実行 API で VM 監視設定更新ワークフローを実行する際に指定するパラメー

タについて、以下に説明します。 これらのパラメータの詳細については、『vDC Automation
WorkflowTemplates』を参照してください。

• UUID について

UUID には、再構成対象仮想マシンの UUID を指定します。省略はできません。

仮想マシンの UUID は、SigmaSystemCenter の管理コンソール画面の「リソース」タブ

で対象仮想マシンを選択することで確認できます。

• AGHostName について

AGHostName には、仮想マシンのホスト名を指定します。省略はできません。

VM 監視設定更新ワークフローが完了すると、フォーマットした拡張ディスクが性能監視項

目として追加されます。

ワークフローの完了はサービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的

に呼び出し確認することができます。 また、タイムアウト等でワークフローを停止する場

合は、ワークフロー実行キャンセル API を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。
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第 15 章   
仮想マシンの操作
サービスポータルからの要求により、テナントに仮想マシンを払い出します。 また、要求

に応じて仮想マシンの CPU やメモリを再構成したり、仮想マシン自体を削除したりしま

す。 本章では、仮想マシンの操作方法について説明します。

目次

15.1  注意事項 ........................................................................................................................441
15.2  仮想マシンを作成する .................................................................................................441
15.3  仮想マシンを再構成する .............................................................................................454
15.4  仮想マシンを削除する .................................................................................................461
15.5  物理マシンを操作する .................................................................................................465
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15.1   注意事項

1. Linux の管理対象マシンの拡張ディスク削除時には、/etc/fstab の記述を削除してくださ

い。 fstab に記述したまま再起動を行うと、起動時にエラーとなり、正常に起動できま

せん。

2. VM 生成時、VM テンプレートと同じホスト名を指定すると、VM 生成に失敗する場合

があります。 VM 生成時は、VM テンプレートと異なるホスト名を指定してください。

15.2   仮想マシンを作成する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて仮想マシンを作成する際の流れは次の通り

です。

1. IaaS 事業者は、仮想マシンのスペック情報を指定して、サービスポータルに VM の作成

を指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、VM 作成ワークフローを起動

します。 VM 作成ワークフロー API のパラメータには、VM のスペックを記述した VM
作成 API の JSON イメージを指定します。
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3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

4. VM 作成ワークフローが完了したら、IaaS 事業者は必要に応じて設定変更を実施し、仮

想マシンをテナント管理者に引き渡します。

5. 仮想マシンが利用可能になったら、テナント管理者は必要に応じて設定変更を実施しま

す。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

15.2.1   サービスポータルに仮想マシン作成を指示する

IaaS 事業者は、仮想マシンを作成するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま

す。

• VM 作成 API のパラメータで指定する仮想マシンのスペック情報

15.2.2   リソースプールを選択する

VM を作成する場合、VM を作成するリソースプールを選択する必要があります。 リソース

プールの選択には 3 通りの方法があります。

• サービスポータルからリソースプールを直接指定する

リソースプールを明示的に指定したい場合は、サービスポータルからリソースプールを

指定してください。

テナント NW を作成済みの場合、テナント NW 作成済みのリソース管理グループに所属

するリソースプールを指定してください。

テナント NW 作成済みではないリソース管理グループに所属するリソースプールを指

定した場合、 指定されたリソースプールが所属するリソース管理グループと、テナント

NW 作成済みのリソース管理グループ間で通信できるようにするために テナント拡張

が実行されます。

• サービスポータルからリソース管理グループを直接指定する

VM 作成時にリソース管理グループを指定した場合、サービスガバナーが指定したリ

ソース管理グループに所属するリソースプールから、 自動的に VM を作成するリソース

プールを決定します。

• サービスガバナーの自動選択機能にて自動でリソース管理グループを選択する

サービスポータルからリソースプールまたはリソース管理グループを指定しない場合、

サービスガバナーが自動的にテナント NW 作成済みのリソース管理グループからリ

ソースプールを選択し、VM を払い出します。

サービスポータルからリソース管理グループを明示的に指定しない場合、サービスガバ

ナーが自動的にリソース管理グループを選択します。
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サービスガバナーが自動的にリソース管理グループを選択する流れは次の通りです。

1. サービスガバナーは当該テナントのテナント NW が作成されているリソース管理

グループをリストアップします。

さらにリストアップされたリソース管理グループに所属するリソースプールをリス

トアップします。 ただし、リソースプールの種別が”占有”となっているリソース

プールはリストアップの対象から除外されます。

リソースプールの種別が”占有”となっているリソースプールを利用する場合は、

サービスポータルから明示的に指定する必要があります。

2. サービスガバナーは 1 でリストアップされたリソースプールを、リソースプールの

空容量が大きい順に並び替えを行います。 3 以降の工程は、空容量が大きい順に選

択処理を行ます。

3. 作成される VM のハイパーバイザ観点で利用できるリソースプールを絞り込みま

す。

VM 作成時のハイパーバイザが Hyper-V の場合、Hyper-V で構成されるリソース

プールを自動選択します。

VM 作成時のハイパーバイザが KVM の場合、KVM で構成されるリソースプールを

自動選択します。
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逆に、VM 作成時のハイパーバイザが VMWare の場合、VMWare で構成されるリソー

スプールを自動選択します。

4. VM 作成時にリクエストされたリソースを確保する事ができるリソースプールに絞

り込みを行います。

確認するリソースは、下記の通りです。

- CPU 数

- メモリ容量

- ストレージ容量・ストレージタグ

- RDM 容量

- RDM タグ

- VM 数

5. VM テンプレートの所在観点での絞り込みを行います。

作成する VM テンプレートのハイパーバイザが VMware の場合、指定された VM テ
ンプレートを利用できるリソースプールを優先的に選択します。

適切なリソースプールが存在しない場合、指定された VM テンプレートをリソース

プールにコピーしたうえで VM 作成を行います。

作成する VM テンプレートのハイパーバイザが Hyper-V の場合、指定された VM テ
ンプレートを利用できるリソースプールのみが自動的に選択されます。

作成する VM テンプレートのハイパーバイザが KVM の場合、指定された VM テン

プレートを利用できるリソースプールのみが自動的に選択されます。

テナントが利用できる範囲のリソースプールに指定された VM テンプレートが存

在しない場合は、VM 作成はエラーになります。

• サービスガバナーの自動選択機能設定パラメータについて

サービスガバナーの自動選択処理でオプションの設定が可能です。

設定ファイルはの格納場所は下記の通りです。

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてください。

- 自動選択機能のオプション設定範囲

サービスガバナーの自動選択機能のオプションは、 上位のリソースグループ単位

で設定可能です。

リソースグループにオプションの設定が無い場合は、デフォルトのオプション設定

が適用されます。

デフォルトの設定ファイルは下記の通りです。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins\default.plugins
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リソースグループ毎の設定ファイルは下記の通りです。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins\[任意のファイル名].plugins

[任意のファイル名].plugins は当該の設定ファイルの適用範囲を記載する必要があ

ります。

パラメータ 設定可能値 説明

vdc.target.name 上位のリソー
スグループ名

適用したいグループが複数ある場合は、カンマ区切りで
1 行に複数記載してください。

- 自動選択時に利用する絞り込みルールと絞り込み順の設定

パラメータ 設定可能値 説明

vdc.resourcepool.ru
le

後述の絞り込み
ルール名

本項目に記載された絞り込みルールが自動選択時に実行
されます。

複数の絞り込みルールを適用する場合は、カンマ区切り
で 1 行に記載してください。

絞り込みルールは本項目に記載されている順序に従って
適用されます。

- 自動選択時に設定可能なルール一覧

パラメータ 説明

HyperVisorTypeRule 3 のステップに該当します。

本ルールでは、ハイパーバイザ観点の絞り込みを行います。

指定された VM を作成するハイパーバイザと一致するリソースプール
を選択します。

ResourceThresholdRule 4 のステップに該当します。

本ルールでは、VM 作成時にリクエストされたリソースを確保する事が
できるリソースプールに絞り込みを行います。

確認するリソースは、下記の通りです。

CPU 数、メモリ容量、ストレージ容量・ストレージタグ、VM 数

LunResourceThresholdR
ule

4 のステップに該当します。

本ルールでは、VM 作成時にリクエストされたリソースを確保する事が
できるリソースプールに絞り込みを行います。

確認するリソースは、下記の通りです。

RDM 容量、RDM タグ

MaxEmptyResourceRul
e

本ルールでは、抽出対象のリソースプールうち も空リソース量が多い
リソース管理グループを抽出します。

空リソース量は、CPU、Memory、ストレージ容量、VM 数の空リソー
スを総合的に計算します。

選択のロジック、設定等は 「11.1.2   リソースグループを選択する（416
ページ）」 の MaxEmptyResourceRule と同様です。

VMTempleteRule 5 のステップに該当します。

VM テンプレートの所在観点での絞り込みを行います。

作成する VM テンプレートのハイパーバイザが VMware の場合、指定
された VM テンプレートを利用できるリソースプールを優先的に選択
します。

適切なリソースプールが存在しない場合、指定された VM テンプレー
トをリソースプールにコピーしたうえで VM 作成を行います。
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パラメータ 説明

作成する VM テンプレートのハイパーバイザが Hyper-V の場合、指定
された VM テンプレートを利用できるリソースプールのみが自動的に
選択されます。

テナントが利用できる範囲のリソースプールに指定された VM テンプ
レートが存在しない場合は、VM 作成はエラーになります。

VMTempleteNoSWRep
ositoryRule

⑤のステップに該当します。

VM テンプレートの所在観点での絞り込みを行います。

作成する VM テンプレートのハイパーバイザが VMware の場合、指定
された VM テンプレートを利用できるリソースプールを優先的に選択
します。

VMware、Hyper-V ともにテナントが利用できる範囲のリソースプール
に指定された VM テンプレートが存在しない場合は、VM 作成はエラー
になります。

15.2.3   VM 作成ワークフローを実行する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行 API を呼び出し、VM 作成ワークフローを実

行します。

API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『5.4.1 VM 生成』を参照し

てください。

VM 作成ワークフローでは、以下の操作を行うことが可能です。

• 仮想マシンの作成

• 仮想マシンへのソフトウェアの配布

• 仮想マシンの OS のアクティベーション

VM 作成ワークフローのシナリオ名は"CreateVM"になります。 ワークフローの実行には

ワークフロー ID が必要になりますので、WebSAM SystemManager G の画面から CreateVM
のワークフロー ID を確認してください。

注

ワークフローを実行すると、シナリオ実行 ID が返却されます。 この ID は後のワークフロー実行

状況監視で必要になりますので、サービスポータル側で保持しておいてください。
 

ワークフロー実行 API で VM 作成ワークフローを実行する際に指定できるパラメータにつ

いて、以下に説明します。 これらのパラメータの詳細については、『vDC Automation ワーク

フローテンプレートリファレンス』を参照してください。

• CreateHostInfo について

CreateHostInfo には、VM 作成 API を JSON イメージにエンコードした文字列を指定しま

す。

JSON イメージのエンコード方法、および API の仕様については『vDC Automation API
リファレンス』を参照してください。

VM 作成 API の各パラメータの設定のポイントは以下の通りです。

第 15 章   仮想マシンの操作

446



- Group には、SSC 上のグループ名を指定します。 省略した場合は、テナント ID と
リソースプール名に紐付くグループ名が指定されます。

Group を省略した場合、サービスガバナーが設定にしたがって自動的に Group を作

成します。

自動で作成されるカテゴリ・グループには複数のリソースプールを設定することは

出来ません。

1 つのカテゴリ・グループにに複数のリソースプールを設定する必要がある場合は、

手動で作成してください。

設定は下記の通りです。

デフォルトの設定ファイルは下記の通りです。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins\default.plugins

リソースグループ毎の設定ファイルは下記の通りです。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Tomcat\conf\vdcplugins\[任意のファイル名].plugins

[任意のファイル名].plugins は当該の設定ファイルの適用範囲を記載する必要があ

ります。

パラメータ 設定可能値 説明

ssc.vm.category 任意のパス

例） /%R
任意のパスを記載します。

任意のパスには下記の特殊文字が記載可能です。

• %R: リソースプール名

• %T: テナント ID
例） /%R とした場合、

/[リソースプール名]/Windows
/[リソースプール名]/Linux
の下に指定した VM が作成されます。

ssc.groupname.win 任意の文字 Windows の VM を格納する際のグループ名を指定しま
す。

ssc.groupname.linu
x

任意の文字 Linux の VM を格納する際のグループ名を指定します。

vdc.dpm.managem
ent

true/false • true： DPM 登録する

• false： DPM 登録しない

dpmmgr[0-9].addr MoM 名,DPM の
IP アドレス

MoM 名で指定した MoM に VM を作成する場合の DPM
登録する際の DPM のアドレス

指定が無い場合は、127.0.0.1 を DPM のアドレスとして
動作します。

- HostName は、以下の通り OS 種別によって指定可能な 大長が異なります。 必ず、

大長を超えない範囲で指定します。

OS 種別 大長

Windows Server 15 文字

Linux 26 文字
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- Template には、ResourcePool で指定したリソースプールで利用可能な VM テンプ

レートの名前を指定します。

- MachineProfile.CPU と MachineProfile.Memory の Share、Reservation、Limit は、特に

理由がない限り以下の値を指定します。

Share Reservation Limit

CPU normal 0 0

Memory normal 0 0

ヒント

Share、Reservation、Limit は必要があればカスタマイズしてください。 これらのパラメー

タの詳細は『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の 『4.3.5 CPU の設定』および『4.3.6
メモリの設定』を参照してください。

 

- MachineProfile.Disks では、ディスクの種別ごとに、それぞれ以下のように指定しま

す。

システムディスク 拡張ディスク

(仮想ディスク)
拡張ディスク

(RDM)

DeviceSlot null null null

RequestType add add add

Type systemdisk extendeddisk extendeddisk

DiskType thin または thick thin または thick raw_physical または
raw_virtual

DatastoreTags タグ タグ タグ

Size 0 ディスクサイズ

(MB 単位)
ディスクサイズ

(10240MB の倍数)

注

raw_physical は VMware の物理互換モードおよび Hyper-V のパススルーディスクに、

raw_virtual は VMware の仮想互換モードに、それぞれ対応します。

(Hyper-V では raw_virtual は指定できません)
 

- NetworkProfiles において、テナントごとに割り当てる論理ネットワークは先頭の

NIC に接続し、 業務 VLAN は以降の NIC に接続します。 例えば、事業者管理

VLAN、テナント管理 VLAN、および２つの業務 VLAN に接続する仮想マシンでは、

次のように指定します。

事業者管理
VLAN

テナント管理
VLAN

業務 VLAN#1 業務 VLAN#2

NicNumber 1 2 3 4

RequestType add add add add

LogicalNetwork 事業者管理
VLAN の論理
ネットワーク名

テナント管理
VLAN の論理
ネットワーク名

業務 VLAN#1 の
論理ネットワー
ク名

業務 VLAN#2 の
論理ネットワー
ク名
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事業者管理
VLAN

テナント管理
VLAN

業務 VLAN#1 業務 VLAN#2

PrimaryDNS
SecondaryDNS
TertiaryDNS
PrimaryWINS

null または DNS、
WINS の IP アド
レス

null または DNS、
WINS の IP アド
レス

null または DNS、
WINS の IP アド
レス

null または DNS、
WINS の IP アド
レス

IPAddresses null または NIC
の IP アドレス情
報

null または NIC
の IP アドレス情
報

null または NIC
の IP アドレス情
報

null または NIC
の IP アドレス情
報

注

論理ネットワークのアドレスプールから IP アドレスを自動割り当てする場合は

IPAddresses に null を、 IP アドレスを明示的に指定する場合は IPAddresses に IP アドレス

の情報を、それぞれ指定します。 IP アドレスを明示的に指定する際は、事業者管理 VLAN
の場合は ManagementLan を true に、 それ以外の場合は false に、それぞれ設定してくださ

い。
 

• DistributionNameList、および DistributionVerList について

DistributionNameList と DistributionVerList には、作成した VM に配布するパッケージ名

とバージョンを指定します。

パッケージ名とバージョンは、AssetSuite のコンソール画面の「配布」ノード配下に登

録されているものを指定する必要があります。

省略した場合、パッケージの配布は行われません。

• ResourcePoolName について

ResourcePoolName には、各管理サーバで保有するリソースプール名を指定します。

リソースプール名を空にした場合、サービスガバナーが自動的にリソースプールを選択

します。

各管理サーバで同一のリソースプール名が存在する場合は、リソースプール名に各管理

サーバを識別する為の識別子を付与して指定してください。

識別子は、サービスガバナーのインストール時に設定した vdcapi.properties の Alias 項が

該当します。

例）vdcapi.properties に

vdc.manager1.host=http://:vDCA01:8081,MOM01,26105,8c
+8ZS0zgKC3risK7J83OqC1KIICzplAk8HiNRWnVgA=,i/
yQbtBRIQ2tR9RrHAzWjpVSCjH2uq45T1S5FXJR6L8=,MOM01

と設定した場合、MOM01 が保有するリソースプールで VM 作成するには、(*MoM1*)リ
ソースプール名と指定してください。

• AGHostName について
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AGHostName には、仮想マシンのホスト名を指定します。CreateHostInfo の中で指定した

ホスト名と同じにする必要があります。

省略はできません。

• TenantID について

テナントごとに一意となる識別文字列を指定します。

省略はできません。

• OSType について

OSType には、VM の OS 種別を数値で指定します。Windows の場合は 1、Linux の場合

は 2 を指定してください。

省略はできません。

• LogicalAssetIDList、および LogicalAssetIndexList について

LogicalAssetIDList と、LogicalAssetIndexList には、ライセンスキー番号とライセンスキー

のインデックス番号を指定します。

ライセンスキー番号とライセンスキーのインデックス番号は、AssetSuite から払い出さ

れる番号を指定する必要があります。

省略した場合、ライセンスキーの登録は行われません。

• HyperVisorType について

HyperVisorType には、VM を作成する HyperVisorType を指定します。

KVM の場合は KVM、Hyper-V の場合は Hyper-V、VMware の場合は VMware を指定し

てください。

省略はできません。

• ManagerName について

ManagerName には、VM 作成リクエストを実施する管理サーバの SelfNode 名を指定しま

す。

省略はできません。

• RootCategoryName について

RootCategoryName には、SSC の 上位のカテゴリ名を指定します。

• EndCategoryName について

EndCategoryName には、SSC のカテゴリパスを指定します。

省略はできません。

• GroupNameWindows 、および、GroupNameLinux について
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GroupNameWindows と、GroupNameLinux には、OS 種別に従って Windows Server 用 ま
たは Linux 用のいずれかのカテゴリパスを含む運用グループまでのパスを指定します。

指定されなかった場合は、OS 種別によって以下のようにデフォルト値が設定されます。

OS が Windows の場合、GroupNameWindows に Windows が設定されます。

OS が Linux の場合、GroupNameLinux に Linux が設定されます。

• VMTemplateID、および、VMImageName について

VMTemplateID と、VMImageName には、VM テンプレートの ID と VM イメージ名を指

定します。

省略はできません。

VMImageName は本バージョンでは使用しません。

• DPMMgrIPAddress について

DPMMgrIPAddress には、DPM マネージャの IP アドレスを指定します。

• DCResourceReserveID について

DCResourceReserveID には、 「15.2.4   テナント拡張をする（451 ページ）」 時に利用す

る DC リソース管理の予約 ID をサービスガバナーが自動的に設定します。

• MoveAsset について

MoveAsset には、資産管理ツリーにテナント ID のグループを作成し、作成した VM を

そのグループへ資産移動するかどうかを指定します。資産移動を行わない場合、作成し

た VM は「未定義」グループへ登録されます。

- 0:資産移動を行わない(既定値)

- 1:資産移動を行う

• SpecifiedManager について

SpecifiedManager には、VM のエージェント接続先を特定の VM 監視サーバにする場合、

VM 監視サーバ名を指定します。接続先を管理サーバとする場合は、"SELFMANAGER"
を指定します。

本パラメータを省略した場合は、自動で接続先が決定されます。接続先決定のルールと

設定方法については、「9.3.4   VM 監視サーバへの振り分け設定を行う（338 ページ）」を

参照してください。

15.2.4   テナント拡張をする

P-Flow 環境では、 上位のリソースグループが同一のリソース管理グループの範囲に限り

複数のリソース管理グループにまたがって VM を利用する事が可能です。

既にテナント NW 作成済みのリソース管理グループには、リクエストされた VM を作成で

きないと判断した場合、 サービスガバナーが自動的に新たなリソース管理グループを選択

し VM の作成を行います。
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追加のリソース管理グループおよびリソースプールの選択には 3 通りの方法があります。

• サービスポータルからリソースプールを直接指定する

リソースプールを明示的に指定したい場合は、サービスポータルからリソースプールを

指定してください。

ただし、テナント NW を作成済みのリソース管理グループと 上位のリソースグループ

が同一となるリソース管理グループに所属するリソースプールを指定してください。

例）

/RootGroupA/GroupA/ManagementGroup1 … テナント NW 作成済み

上記の場合、/RootGroupA 配下のリソース管理グループは指定可能です。

/RootGroupA/GroupA/ManagementGroup2 は指定可能

/RootGroupA/GroupB/ManagementGroup3 は指定可能

/RootGroupB/GroupA/ManagementGroup4 は指定不可能

• サービスポータルからリソース管理グループを直接指定する

テナント NW を作成済みのリソース管理グループと 上位のリソースグループが同一

となるリソース管理グループに所属するリソースプールを指定してください。

リソース管理グループが指定された場合、サービスガバナーが自動的に指定されたリ

ソース管理グループ配下のリソースプールを選択します。

• サービスガバナーの自動選択機能にて自動でリソース管理グループを選択する

サービスポータルからリソースプールまたはリソース管理グループを指定しない場合、

サービスガバナーが自動的にテナント NW を拡張可能なリソース管理グループからリ

ソースプールを選択し、VM を払い出します。

テナント拡張時のリソース管理グループおよびリソースグループの自動選択は、 それぞれ

「11.1.2   リソースグループを選択する（416 ページ）」、 「15.2.2   リソースプールを選択する

（442 ページ）」 とほぼ同じです。

以下ではテナント拡張時にのみ利用できるオプションについて説明します。

• リソース管理グループの自動選択時に利用する絞り込みルールと絞り込み順の設定

パラメータ 設定可能値 説明

vdc.ex.dcresource.ru
le

後述の絞り込み
ルール名

テナント拡張時のリソース管理グループ選択時に適用する
ルールの一覧です。

• リソース管理グループの自動選択時に適用するルール

「11.1.2   リソースグループを選択する（416 ページ）」 に加えて下記のルールを適用可能

です。

パラメータ 説明

ExpansionRejectedRule 本ルールを適用した場合、自動的なテナント拡張が無効になります。
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• リソースプールの自動選択時に利用する絞り込みルールと絞り込み順の設定

パラメータ 設定可能値 説明

vdc.ex.resourcepool.
rule

後述の絞り込み
ルール名

テナント拡張時のリソース管理グループ選択時に適用する
ルールの一覧です。

• リソースプールの自動選択時に適用するルール

「15.2.2   リソースプールを選択する（442 ページ）」 に加えて下記のルールを適用可能で

す。

パラメータ 説明

ExpansionRejectedRule 本ルールを適用した場合、自動的なテナント拡張が無効になります。

15.2.5   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。

15.2.6   IaaS 事業者が実施する作業

オーケストレーションの完了後に、IaaS 事業者は必要に応じて次の作業を実施します。

NWA ライセンスを使用しない場合、本項の手順が必要です。

• ネットワーク関連の作業

- 新たに、NIC を追加し、新しい業務 VLAN を追加した場合、 「10.2   テナントのネッ

トワークを設定する（412 ページ）」 を参考にネットワーク機器に業務 VLAN の設

定を行います。

- グローバル IP を利用する場合、FW/NAT 機器(テナント業務用 パブリック)に、イン

ターネット経由で通信する為の NAT 設定が必要となります。

ヒント

利用している機器によっては、この作業を自動化するシナリオが、vDCAutomation の Web サ
イトから入手可能な場合があります。 なお、それぞれのシナリオの具体的な動作は、入手し

たファイル内にある説明資料を参照してください。 シナリオのダウンロード先は NEC サ
ポートポータルから左メニュー[お知らせ/技術情報]を押下し、 [技術情報]ページで「WebSAM
vDC Automation」製品を選択してください。 NEC サポートポータルは、PP サポートサービス

契約を締結されているお客様のみご利用いただけます。
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15.2.7   テナント管理者が実施する作業

オーケストレーションの完了後に、テナント管理者は必要に応じて次の作業を実施します。

NWA ライセンスを使用しない場合、本項の手順が必要です。

• ネットワーク関連の作業

- 業務 VLAN の NIC に IP アドレス／ネットマスクを設定します。

- 業務 VLAN のフィルタを設定します。

- グローバル IP アドレスを NAT 設定した際のローカル側 IP アドレスを、業務サーバ

や、仮想ロードバランサの仮想 IP アドレスに設定

注

業務 VLAN の NIC に設定する IP アドレス／ネットマスクは、事業者管理 VLAN、 テナント管

理者 VLAN の IP アドレス及びサブネットと重複しない様に設定する必要があります。
 

• ストレージ関連の作業

RDM 用ディスクボリュームを追加した場合は、新規に拡張した RDM 用ディスクボ

リュームのドライブ設定、およびフォーマットをします。 既存の RDM 用ディスクボ

リュームから、新規に拡張した RDM 用ディスクボリュームに必要ファイル、モジュー

ル等をコピーします。

基本領域、および拡張領域の場合は、必要に応じてフォーマットをします。

15.3   仮想マシンを再構成する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて仮想マシンを再構成する際の流れは次の通

りです。
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1. IaaS 事業者は、仮想マシンのスペックを変更する場合はスペック情報を指定して、サー

ビスポータルに VM の再構成を指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、VM 再構成ワークフローを起

動します。 VM 再構成ワークフローのパラメータには仮想マシンのスペックを変更す

る場合は VM 再構成 API の JSON イメージを指定します。 本バージョンの VM 再構成

ワークフローは、デフォルト設定では構成変更時に VM 停止を実施しません。VM 停止

を伴う構成変更を行う場合は、VM 再構成ワークフローのパラメータで VM 停止を指定

します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

4. IaaS 事業者は必要に応じて設定変更を実施し、仮想マシンをテナント管理者に引き渡し

ます。

5. 仮想マシンが利用可能になったら、テナント管理者は必要に応じて設定変更を実施しま

す。

上記の各ステップについて、以下に説明します。
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15.3.1   サービスポータルに仮想マシン再構成を指示する

IaaS 事業者は、仮想マシンを再構成するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま

す。

• VM 再構成 API のパラメータで指定する仮想マシンのスペック情報

15.3.2   VM 再構成ワークフローを実行する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行 API を呼び出し、VM 再構成ワークフローを

実行します。

API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『4.4 API 一覧』を参照して

ください。

VM 再構成ワークフローでは、以下の操作を行うことが可能です。

• 仮想マシンの再構成

• 仮想マシンへのソフトウェアの配布

VM 再構成ワークフローのシナリオ名は"ReconfigureVM"になります ワークフローの実行に

はワークフロー ID が必要になりますので、WebSAM SystemManager G の画面から

ReconfigureVM のワークフロー ID を確認してください。

注

ワークフローを実行すると、シナリオ実行 ID が返却されます。 この ID は後のワークフロー実行

状況監視で必要になりますので、サービスポータル側で保持しておいてください。
 

ワークフロー実行 API で VM 再構成ワークフローを実行する際に指定できるパラメータに

ついて、以下に説明します。 これらのパラメータの詳細については、『vDC Automation ワー

クフローテンプレートリファレンス』を参照してください。

• ReConfigureHostInfo について

注

仮想マシンのスペックを変更せずにソフトウェアの配布のみを行う場合は、 ワークフロー実

行 API のパラメータに ReConfigureHostInfo を指定しないでください。

ReConfigureHostInfo を省略すると、VM 再構成ワークフローは VM 再構成 API の呼び出しを行

わずに処理を続行します。
 

ReConfigureHostInfo には、VM 作成 API を JSON イメージにエンコードした文字列を指

定します。

JSON イメージのエンコード方法、および API の仕様については『vDC Automation API
リファレンス』を参照してください。

VM 再構成 API の各パラメータの設定のポイントは以下の通りです。
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- MachineProfile.CPU と MachineProfile.Memory の Share、Reservation、 Limit は、特に

理由がない限り仮想マシン作成時と同じ値を指定します。

ヒント

Share、Reservation、Limit は必要があればカスタマイズしてください。 これらのパラメー

タの詳細は『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の 『4.3.5 CPU の設定』および

『4.3.6 メモリの設定』を参照してください。
 

- 拡張ディスクの追加や削除を行う場合は、その拡張ディスクが仮想ディスクの場合

と RDM 用ディスクボリュームの場合とで、それぞれ以下のように指定します。

仮想ディスク追
加

仮想ディスク削
除

RDM 追加 RDM 削除

DeviceSlot null SCSIx:y または
IDEx:y

null SCSIx:y または
IDEx:y

RequestType add delete add disconnect

Type extendeddisk extendeddisk extendeddisk extendeddisk

DiskType thin または thick thin または thick raw_physical また
は raw_virtual

raw_physical また
は raw_virtual

DatastoreTags タグ null タグ null

Size ディスクサイズ
(MB 単位)

削除するディス
クのサイズ(MB
単位)

ディスクサイズ
(10240MB の倍
数)

削除するディス
クのサイズ(MB
単位)

ヒント

DeviceSlot は、コントローラとディスク番号をコロンで区切った形式で指定します。 コン

トローラとディスク番号は、SigmaSystemCenter で処理の対象となるホストのマシンプロ

ファイルを開き、[拡張ディスク]タブを参照することで確認できます。

DeviceSlot に指定するディスク位置の表現形式と、仮想化基盤側のディスク位置の表現形

式との対応付けについては、 『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の 『4.3.16 ゲス

ト OS 上で認識される拡張ディスクの識別方法』を参照してください。
 

注

DiskType キーに指定する raw_physical は VMware の物理互換モードおよび Hyper-V のパ

ススルーディスクに、raw_virtual は VMware の仮想互換モードに、それぞれ対応します。

(Hyper-V では raw_virtual は指定できません)
 

- NIC の追加や削除、変更を行う場合は、それぞれ以下のように指定します。

NIC 追加 NIC 削除 NIC 変更

WNicNumber 現在の NIC 数プラス
１

現在の NIC 数 変更対象の NIC 番号

RequestType add delete modify

LogicalNetwork 論理ネットワーク名 論理ネットワーク名 論理ネットワーク名

PrimaryDNS
SecondaryDNS

null または DNS、
WINS の IP アドレス

null null または DNS、
WINS の IP アドレス
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NIC 追加 NIC 削除 NIC 変更

TertiaryDNS
PrimaryWINS

IPAddresses NIC の IP アドレス情
報

null NIC の IP アドレス情
報

注

• 事業者管理 VLAN とテナント管理 VLAN に接続する NIC は追加や削除をしないで下

さい。

• 仮想マシン上の NIC に付与された NIC 番号は常に１から昇順となるようにしてくだ

さい。 例えば 3 つの NIC を搭載し、それぞれ NIC 番号が 1 番、2 番、3 番と設定され

た仮想マシンに対しては、 NIC を追加する場合は NicNumber に 4 を、NIC を削除する

場合は NicNumber に 3 を、それぞれ指定します。

• ネットワークの再構成では、NIC の構成変更（仮想 NIC の追加・削除、仮想 NIC の 接
続先論理ネットワークの変更）については実機に反映されますが、仮想マシンの OS
内の設定 (IP アドレス情報、DNS、WINS)については構成情報にのみ反映され、実機

には反映されません。 IP アドレス情報などの OS 内の設定については、ワークフロー

の終了後に仮想マシンの OS 上で手動設定してください。

• ネットワークの再構成では、論理ネットワークのアドレスプールからの IP アドレス払

い出しは行われません。 このため、NIC の追加および変更時には、IPAddresses には IP
アドレスの情報を明示的に指定してください。

 

• UUID について

UUID には、再構成対象仮想マシンの UUID を指定します。

省略はできません。

仮想マシンの UUID は、SigmaSystemCenter の管理コンソール画面の「リソース」タブ

で対象仮想マシンを選択することで確認できます。

• DistributionNameList、および DistributionVerList について

ソフトウェアを新たに配布する場合には DistributionNameList と DistributionVerList に
は、対象 VM に配布するパッケージ名とバージョンを指定します。

パッケージ名とバージョンは、AssetSuite のコンソール画面の「配布」ノード配下に登

録されているものを指定する必要があります。

省略した場合、パッケージの配布は行われません。

• AGHostName について

AGHostName には、仮想マシンのホスト名を指定します。 ホスト名の変更をする、しな

いに関わらず指定する必要があります。 ReConfigureHostInfo を指定する場合にはこの

中で指定したホスト名と同じにする必要があります。

省略はできません。

• LogicalAssetIDList、および LogicalAssetIndexList について
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LogicalAssetIDList と、LogicalAssetIndexList には、ライセンスキー番号とライセンスキー

のインデックス番号を指定します。

省略した場合、ライセンスキーの登録は行われません。

• ManagerName について

ManagerName には、VM 作成リクエストを実施する管理サーバの SelfNode 名を指定しま

す。 ホスト名の変更をする、しないに関わらず指定する必要があります。

省略はできません。

• TenantID について

テナントごとに一意となる識別文字列を指定します。

• ShutdownOnReconfigureVM について

ShutdownOnReconfigureVM には、VM 再構成の際に VM 停止を行うかどうかを指定しま

す。

- 0:VM 停止しない(既定値)

- 1:VM 停止する

VM 停止を伴う構成変更を行う場合は、「1:VM 停止する」を指定してください。

注

本バージョンでは、ソフトウェア配布を実施しない場合、構成情報の即時収集（構成変更後の再起

動）は行いません。

構成情報の即時収集を行う場合は、グローバルオブジェクト「vDCA_RebootAfterReconfigureVM」

の値を「1：構成情報収集(再起動)を行う」へ変更してください。 グローバルオブジェクトについ

ては、「6.1.2   ワークフローテンプレートを利用する（229 ページ）」を参照してください。
 

15.3.3   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。

15.3.4   IaaS 事業者が実施する作業

オーケストレーションの完了後に、IaaS 事業者は必要に応じて次の作業を実施します。

NWA ライセンスを使用しない場合、本項の手順が必要です。
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ヒント

利用している機器によっては、この作業を自動化するシナリオが、vDC Automation の Web サイト

から入手可能な場合があります。 なお、それぞれのシナリオの具体的な動作は、入手したファイ

ル内にある説明資料を参照してください。
 

• ネットワーク関連の作業

- 新たに NIC を追加、または既存の NIC の IP アドレス設定、DNS、WINS を変更し

た場合は、 仮想マシンの OS 上で NIC に対して IP アドレス、DNS、WINS を設定し

ます。

- 新たに、NIC を追加し、新しい業務 VLAN を追加した場合、 「10.2   テナントのネッ

トワークを設定する（412 ページ）」 を参考にネットワーク機器に業務 VLAN の設

定を行います。

- インターネットに公開された仮想マシン(仮想マシンのローカルアドレスと対応付

けたグローバル IP アドレスを利用している仮想マシン)の NIC を削除した場合は、

FW/NAT 機器(テナント業務用 パブリック)の NAT 設定を解除する必要があります。

- 仮想マシンの再構成の結果、仮想マシンが全く接続していない業務 VLAN が残った

場合、対応する論理ネットワークの割り当てを解除します。

「14.3.1   不要となった論理ネットワークを開放する（437 ページ）」 を参照してくだ

さい。

• ストレージ関連の作業

- 仮想マシンの再構成で仮想マシンから RDM 用ディスクボリュームを切り離した場

合は、ディスクボリュームを初期化します。

「14.3.3   使用済みの RDM 用ディスクボリュームを初期化する（438 ページ）」 を参

照してください。

15.3.5   テナント管理者が実施する作業

オーケストレーションの完了後に、テナント管理者は必要に応じて次の作業を実施します。

NWA ライセンスを使用しない場合、本項の手順が必要です。

• ネットワーク関連の作業

- テナント管理者は、必要に応じ、業務ＶＬＡＮ上のフィルター設定を変更したり、

グローバル IP アドレスを仮想 LB の仮想 IP に設定したりします。

また、削除した業務 VLAN や、グローバル IP アドレスについて、関連するフィル

ター設定などを更新します。

• ストレージ関連の作業

RDM 用ディスクボリュームを追加した場合は、新規に拡張した RDM 用ディスクボ

リュームのドライブ設定、およびフォーマットをします。 既存の RDM 用ディスクボ

第 15 章   仮想マシンの操作

460



リュームから、新規に拡張した RDM 用ディスクボリュームに必要ファイル、モジュー

ル等をコピーします。

基本領域、および拡張領域の場合は、必要に応じてフォーマットをします。

15.4   仮想マシンを削除する

サービスポータルでサービスガバナーを用いて仮想マシンを削除する際の流れは次の通り

です。

1. IaaS 事業者は、サービスポータルに VM の削除を指示します。

2. サービスポータルからワークフロー実行 API を呼び出し、VM 削除ワークフローを起動

します。 VM 削除ワークフロー API のパラメータには、VM 削除 API の JSON イメージ

を指定します。

3. サービスポータルからワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの終了を待ち合わせます。 また、ワークフローをキャンセルする場合はワークフ

ロー実行キャンセル API を呼び出します。

4. サービスポータルから論理資産返却 API を呼び出します。
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5. IaaS 事業者は必要に応じて設定変更を実施します。

6. テナント管理者は必要に応じて設定変更を実施します。

上記の各ステップについて、以下に説明します。

15.4.1   サービスポータルに仮想マシン削除を指示する

IaaS 事業者は、仮想マシンを削除するにあたり、次の情報をサービスポータルに入力しま

す。

• VM 削除 API のパラメータで、仮想マシンの UUID を指定する

15.4.2   VM 削除ワークフローを実行する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行 API を呼び出し、VM 削除ワークフローを実

行します。

API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『4.4 API 一覧』を参照して

ください。

VM 削除ワークフローでは、以下の操作を行うことが可能です。

• 仮想マシンの削除

VM 作成ワークフローのシナリオ名は"DeleteVM"になります。 ワークフローの実行には

ワークフロー ID が必要になりますので、WebSAM SystemManager G の画面から DeleteVM
のワークフロー ID を確認してください。

注

ワークフローを実行すると、シナリオ実行 ID が返却されます。 この ID は後のワークフロー実行

状況監視で必要になりますので、サービスポータル側で保持しておいてください。
 

ワークフロー実行 API で VM 削除ワークフローを実行する際に指定できるパラメータにつ

いて、以下に説明します。 これらのパラメータの詳細については、『vDC Automation ワーク

フローテンプレートリファレンス』を参照してください。

• DeleteHostInfo について

DeleteHostInfo には、VM 削除 API を JSON イメージにエンコードした文字列を指定しま

す。

JSON イメージのエンコード方法、および API の仕様については『vDC Automation API
リファレンス』を参照してください。

VM 削除 API の各パラメータの設定のポイントは以下の通りです。

- Hosts には削除する単一のホスト名のみを指定してください。

- DeleteDisk には通常は true を指定します。仮想ディスクの内容を保持しておく必要

がある場合は false を指定してください。
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• UUID について

UUID には、削除対象仮想マシンの UUID を指定します。

省略はできません。

• AGHostName について

AGHostName には、仮想マシンのホスト名を指定します。

省略はできません。

• ManagerName について

ManagerName には、VM 作成リクエストを実施する管理サーバの SelfNode 名を指定しま

す。

省略はできません。

• TenantID について

テナントごとに一意となる識別文字列を指定します。

• MoveAsset について

MoveAsset には、資産管理ツリーにテナント ID のグループを作成しており、VM 削除に

よってそのグループの資産がなくなる場合にテナント ID のグループを削除するかどう

かを指定します。

- 0:資産グループを削除しない(既定値)

- 1:資産グループを削除する

15.4.3   ワークフローの実行を監視する

サービスポータルにおいて、ワークフロー実行結果取得 API を定期的に呼び出し、ワークフ

ローの完了を待ち合わせます。

また、タイムアウト等でワークフローを停止する場合は、ワークフロー実行キャンセル API
を呼び出します。

これらの API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.7 ワークフロー

実行結果取得 API』および 『3.8 ワークフロー実行キャンセル API』を参照してください。

15.4.4   論理資産返却を行う

サービスポータルにおいて、論理資産返却 API を呼び出します。

API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.31 論理資産返却 API』を

参照してください。
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注

CloudManager 以外のサービスポータルを使用している場合、 削除した仮想マシンと払い出した論

理資産（ライセンスキー）は紐付いたままとなります。 必ず、「15.4.5   IaaS 事業者が実施する作業

（464 ページ）」 の論理資産返却作業を実施してください。
 

15.4.5   IaaS 事業者が実施する作業

オーケストレーションの完了後に、IaaS 事業者は必要に応じて次の作業を実施します。

NWA ライセンスを使用しない場合、本項の手順が必要です。

• ネットワーク関連の作業

- 仮想マシン削除の結果、仮想マシンが接続していない業務 VLAN が残った場合は、

対応する論理ネットワークの割り当てを解除します。

「14.3.1   不要となった論理ネットワークを開放する（437 ページ）」 を参照してくだ

さい。

• ストレージ関連の作業

- RDM 用ディスクボリュームを割り当てられた仮想マシンを削除した場合は、その

ディスクボリュームを初期化します。

「14.3.3   使用済みの RDM 用ディスクボリュームを初期化する（438 ページ）」 を参

照してください。

論理資産（ライセンスキー）の払い出しを 「5.7.3   ライセンスキーを管理する（153 ペー

ジ）」 より行い、削除した仮想マシンにライセンスキーの紐付けを行った場合、下記手順が

必要です。

• 論理資産返却作業

1. 削除した仮想マシンの UUID を特定します。

削除した仮想マシンを特定するためには、 「15.4.1   サービスポータルに仮想マシン

削除を指示する（462 ページ）」 を参照してください。

2. 特定した UUID から仮想マシンと紐付け解除を行ってください。 紐付け解除を

行った論理資産（ライセンスキー）は回収も行ってください。

実行方法は 「5.7.3   ライセンスキーを管理する（153 ページ）」 を参照してくださ

い。

15.4.6   テナント管理者が実施する作業

オーケストレーションの完了後に、テナント管理者は必要に応じて次の作業を実施します。

NWA ライセンスを使用しない場合、本項の手順が必要です。
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• ネットワーク関連の作業 削除した仮想マシンで使用していた IP アドレスに関連する関

連するフィルター設定などを更新します。

15.5   物理マシンを操作する

サービスポータルから仮想マシンと同様に物理マシンも操作することができますが、違いが

あります。 それぞれの操作での違いのポイントについて説明します。

15.5.1   物理マシンを作成する

物理マシンの作成は、未稼働状態の物理マシンに、テナント NW に接続するようスイッチに

VLAN 設定を行い、 テナントから要求された OS イメージをインストールして使用可能な状

態にする操作になります。

仮想マシンとの違いは下記になります。

• テナント NW のゲートウェイ設定

物理マシンを作成するテナント NW の事業者管理 LAN の論理ネットワークに、 物理マ

シンが管理サーバと通信できるように、バックエンド FW のアドレスをゲートウェイア

ドレスに設定する必要があります。

「9.5.6   論理ビューのテナント（389 ページ）」 を参照し、テナント NW の事業者管理

LAN を確認し、『SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編』の 『3.20.2
論理ネットワーク編集』を参照し、ゲートウェイアドレスを設定して下さい。

• マシンのスペック

物理マシンは動的に CPU やメモリを変更できませんので、選択したマシンのスペック

で固定になります。

• リソースプール

物理マシンは、CPU やメモリなどのリソースをプール化できませんので、 未稼働状態

の物理マシンをプールとしてリソース管理グループに登録して管理します。 サービス

ポータルからは、リソース管理グループを指定して物理マシンを選択します。

• マシンのストレージ

物理マシンのストレージは、内蔵 HDD と外部接続するストレージ装置のディスクボ

リュームになります。 物理マシン同様に未使用状態のディスクボリュームをリソース

管理グループに登録して管理します。 サービスポータルからは、リソース管理グループ

を指定して、作成する物理マシンに接続するディスクボリュームを選択します。

• テナント拡張

物理マシンの作成では、テナント拡張は動作しません。

• マルチサイト構成
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マルチサイト構成の物理サーバプロビジョニングはサポートしていません。 マルチサ

イト構成を組む場合は、物理サーバを vDCA でのプロビジョニングの対象から外してく

ださい。

15.5.2   物理マシンを再構成する

物理マシンの再構成と、仮想マシンの再構成の違いは下記になります。

• 物理マシンの再構成

物理マシンの再構成では、ネットワークの構成を変更することができます。

自身のスペックは、CPU やメモリなどのリソースをプール化できませんので変更するこ

とはできません。 またストレージの構成を変更することはできません。

• 物理マシンへのソフトウェアの配布

仮想マシン同様にソフトウェアを配布することができます。

15.5.3   物理マシンを削除する

物理マシンの削除は、物理サーバを停止し、接続されていたストレージを切断し、 テナン

ト NW から切断されるようスイッチに VLAN 設定を行い、再度払い出し可能な状態にする

操作になります。

物理マシンの再構成と、仮想マシンの再構成の違いは下記になります。

• 物理マシンの削除

仮想マシンのようにリソースプールに戻すことはできないため、マシンを停止するだけ

になります。

• IaaS 事業者が実施する作業

ストレージ関連の作業は、物理マシンの場合、削除された物理マシンの内蔵 HDD と、

接続されていたストレージのディスクボリュームを初期化する必要があります。

内蔵 HDD は、ディスクの初期化ツールなどを IaaS 事業者で用意し初期化を行ってくだ

さい。

ストレージのディスクボリュームは、ストレージ機器の機能を用いて、 使用済みのディ

スクボリュームを削除したあと、同じ設定でディスクボリュームを再作成します。

再作成したディスクボリュームは、SigmaSystemCenter に登録します。 登録方法は

『SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編』の 『3.17.2 ディスクボ

リューム登録』を参照して下さい。
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第 16 章   
リソース拡張と縮小
本章では、vDC Automation の管理するリソースの拡張に合わせ、 vDC Automation のシステ

ム構成（管理サーバ、VM 監視サーバ）を拡張する方法を説明します。 また、使用するリ

ソースを縮小する場合の方法についても説明します。

目次

16.1  管理サーバを追加する .................................................................................................468
16.2  管理サーバを削除する .................................................................................................468
16.3  VM 監視サーバを追加する..........................................................................................469
16.4  VM 監視サーバを削除する..........................................................................................470
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16.1   管理サーバを追加する

1. 管理サーバをインストールします。

『vDC Automation インストレーションガイド』を参照し、管理サーバをインストールし

てください。

2. NW 機器を追加します。

管理サーバの追加に伴い、プロビジョニング対象の NW 機器を増設する場合は本管理

サーバもしくは NW 機器用管理サーバへ NW 機器を追加してください。

登録方法は、各機器の『ネットワーク機器セットアップガイド』および 「3.1.1   装置の

登録（37 ページ）」を参照ください。

3. SigmaSystemCenter の設定を行います。

追加する管理サーバでサーバリソースを管理する場合、SigmaSystemCenter の設定を行

います。

設定方法は、「第 4 章   SigmaSystemCenter の設定（42 ページ）」を参照ください。

4. 追加した NW 機器を DC リソースビューに登録します。

登録方法は、「5.3   機器設定を設定する（62 ページ）」を参照ください。

5. 管理グループを追加作成します。

追加した NW 機器およびサーバリソースを利用して管理グループを追加作成します。

作成方法は、「5.5.6   管理グループを定義する（共通グループノード配下でない場合）

（109 ページ）」、 もしくは「5.5.7   管理グループを定義する（共通グループノード配下の

場合）（121 ページ）」を参照ください。

16.2   管理サーバを削除する

注

管理サーバを削除する前に、削除対象の管理サーバが管理する仮想マシン、 リソースプール、NW
機器を管理グループからすべて削除してください。 また、削除対象のリソース管理グループを利

用しているテナントがいない状態にしてください。
 

1. 管理サーバのサービスを停止します。

2. 管理サーバ名を確認します。

以下のファイルをテキストエディタで表示し、管理サーバ名を確認します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager\sg\SysMonMgr.ini

[SelfNode]
HostName=<管理サーバ名>

記載されている、管理サーバ名を控えておきます。
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3. 広域管理サーバのデータベース名を確認します。

以下のファイルをテキストエディタで表示し、広域管理サーバのデータベース名を確認

します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

DATABASE_NAME=<広域管理サーバのデータベース名>

記載されている、広域管理サーバのデータベース名を控えておきます。

4. 広域管理サーバにログインし、コマンドプロンプトより以下のコマンドを実行します。

> osql /S localhost\FWCMDB /E /d <広域管理サーバのデータベース名>
> delete from __ResourcePoolDc where
( p__DcResourceType = 'SSC'
OR p__DcResourceType = 'SSC_LIST'
OR p__DcResourceType = 'SSC_LNW'
OR p__DcResourceType = 'SSC_VMS'
OR p__DcResourceType = 'SSC_MACHINE'
OR p__DcResourceType = 'SSC_DISKVOL' )
AND
p__SystemName = ( select p__SystemName from __ManagerHierarchy where
p_SelfName = '<管理サーバ名>' )
> delete from __ManagerHierarchy where p_SelfName = '<管理サーバ名>'
> delete from ASTSW_VMTempExistServer where p_HostName = '<管理サーバ名
>'

5. 広域管理サーバのサービス「WebSAM UMF OperationsManager_101」の再起動を行いま

す。

6. 管理サーバを撤去します。 『vDC Automation インストレーションガイド』の 『6.2.3 管
理サーバをアンインストールする』 の手順を行い、管理サーバのアンインストールと広

域管理サーバ上で構成情報の更新を実施してください。

7. サービスガバナ―の設定が残っている場合は、削除します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Tomcat\conf\vdcapi.properties

上記ファイルの"vdc.manager1.host=…"の行を削除します。

16.3   VM 監視サーバを追加する

1. 追加する VM 監視サーバを接続する管理サーバと通信不能な状態にします。

2.『vDC Automation インストレーションガイド』を参照し、VM 監視サーバのインストー

ルおよび設定を行ってください。

3. 既存テナント環境へのルーティングを追加する VM 監視サーバへ設定します。

a. 接続する管理サーバから以下のファイルを採取します。

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW_share\Manager\sg\NWAutomation
\BFWAddressList.txt
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• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW_share\Manager\sg\NWAutomation
\PersistentRouteInfo.txt

b. 追加する VM 監視サーバの以下フォルダに採取した上記ファイルをコピー(上書き)
します。

• C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW_share\Manager\sg\NWAutomation

c. 追加する VM 監視サーバのコマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行しま

す。

> cd "C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW\Manager\bin
\NWAutomation"
> nwa_routerestore.bat

d. ルーティング情報が反映されたことを確認します。

> route print

e. 上記 BFWAddressList.txt および PersistentRouteInfo.txt 採取後に VM 作成のシナリオ

が実行されていないことを、広域管理サーバの監視端末に接続し、 [シナリオ制御

ビュー]で確認します。 実行されていた場合、再度上記 BFWAddressList.txt および

PersistentRouteInfo.txt の採取から実施し直してください。

4. 追加する VM 監視サーバを接続する管理サーバと通信可能な状態にします。

5. 管理サーバの監視端末に接続し、[統合トポロジビュー]-[基盤サーバ]に VM 監視サーバ

のノードが追加されていることを確認します。

16.4   VM 監視サーバを削除する

注

VM 監視サーバを削除する前に、VM 監視サーバに接続する仮想マシンをすべて削除してくださ

い。
 

1. VM 監視サーバのサービスを停止します。

2. VM 監視サーバ名を確認します。

以下のファイルをテキストエディタで表示し、VM 監視サーバ名を確認します。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW\Manager\sg\SysMonMgr.ini

[SelfNode]
HostName=<VM 監視サーバ名>

記載されている、VM 監視サーバ名を控えておきます。

3. 管理サーバにログインし、コマンドプロンプトより以下のコマンドを実行します。
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> osql /S localhost\FWCMDB /E /d RM_<VM 監視サーバ名>
> delete from "__ManagerHierarchy" where "p_SelfName" = '<VM 監視サーバ
名>'

4. VM 監視サーバを撤去します。 『vDC Automation インストレーションガイド』の 『6.2.5
VM 監視サーバをアンインストールする』 の手順を行い、VM 監視サーバのアンインス

トールと管理サーバ上で構成情報の更新を実施してください。

注

VM 監視サーバをすべて削除した場合は、 「9.3.4   VM 監視サーバへの振り分け設定を行う（338
ページ）」 の「vDC Automation 管理サーバへのエージェント接続を許可する」の設定が必要です。

本設定を行わない場合は、仮想マシンの作成が失敗します。
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第 17 章   
サービスガバナーによるデータセンター管理
vDC Automation のサービスガバナーを利用することで、サービスポータルからデータセン

ターを管理することができます。 本章では、サービスガバナーによるデータセンターの管

理方法について説明します。

目次

17.1  仮想マシンの構成を監視する .....................................................................................473
17.2  仮想マシンの性能を監視する .....................................................................................473
17.3  リソースの使用量と使用実績を確認する ..................................................................473
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17.1   仮想マシンの構成を監視する

作成した仮想マシンの構成情報を確認するためには、サービスガバナー の「ホスト情報取

得 API」を使用します。 この API を使用することにより仮想マシンの CPU、メモリ、ネッ

トワーク情報、ソフトウェア情報などを取得できます。

定期的に収集することにより、構成情報の変更管理や、意図しない変更を検知することが可

能です。

API の仕様については『vDC Automation API リファレンス』の 『3.9 構成情報取得 API』を

参照してください。

17.2   仮想マシンの性能を監視する

サービスガバナーから仮想マシンの性能統計を取得することにより、仮想マシン上のリソー

スの消費傾向を把握し、 システムに問題が発生する前にリソース増強を行う等の対策を取

ることが可能になります。

仮想マシンの性能情報はハイパーバイザから取得する方法と仮想マシン上の OS から取得

する方法の 2 種類があります。

ハイパーバイザから性能情報を取得する利点は、 すべての仮想マシンにおいてインストー

ルされている OS によらず同等の方法で性能を取得可能であり、 仮想マシン間の性能比較が

しやすい事、性能採取設定を行わなくても情報取得が可能なことが挙げられます。 ハイ

パーバイザから性能情報を取得するためには『vDC Automation API リファレンス』の 『3.18
ホスト性能情報取得 API』を参照してください。

一方、仮想マシンの OS から性能情報を取得するには、 あらかじめ事業者が SystemManager
G を使用して性能情報採取の設定を行う必要があります。 この設定を行うことによりハイ

パーバイザから取得する場合に比べより詳細で多くの性能情報項目を取得することが可能

になり、 特定の仮想マシンに対してより詳細な分析を行うことが可能になります。 視設定

を行うためには 「9.3   WebSAM SystemManager G の監視設定を行う（334 ページ）」 を参照

してください。 サービスガバナーを使用して OS から性能情報を取得するためには『vDC
Automation API リファレンス』の 『3.11 性能情報取得 API』を参照してください。

17.3   リソースの使用量と使用実績を確認する

サービスガバナーでは、リソースプールとサブリソースのリソース消費量を取得することが

できます。

IaaS 管理者は、どの販売者やテナントがリソースをどれだけ消費しているかを判断可能であ

り、 また、リソースの消費傾向を掴むことで、今後の増強計画の判断材料にすることがで

きます。

IaaS 販売者やテナント管理者は、現在、割り当てられたリソースをどれだけ消費しているか

を確認することができます。
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サービスガバナーを使用してリソースプールとサブリソースプールの消費量を取得するた

めには 『vDC Automation API リファレンス』の 『3.21 リソースプール情報取得 API』を参

照してください。
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第 18 章   
ServiceManager 連携
本章では、vDC Automation の ServiceManager 連携機能について説明します。

目次
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18.1   障害情報を WebSAM ServiceManager にインシデント登録す
る

運用監視サーバ(SystemManager G)で検出した障害情報を、ServiceManager にインシデントと

して登録する事ができます。 ServiceManager にインシデント登録することにより、障害情報

の一元管理を実現します。

これを行うためには、環境構築とインシデント登録設定の 2 つが必要です。

環境構築については、 『WebSAM SystemManager G リリースメモ -ServiceManager 連携機能

編-』をご確認ください。

インシデント登録設定については、 『SystemManager G マニュアル』の『ServiceManager に
インシデントを登録する』をご確認ください。

なお、本機能を用いて登録されたインシデント情報は自動ではクローズされません。 障害

対応が完了した際には、ServiceManager Client から該当インシデントのクローズをお願いし

ます。
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第 19 章   
性能監視と分析
本章では、vDC Automation のシステム性能分析機能について説明します。

目次

19.1  システム性能分析を行う .............................................................................................478
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19.1   システム性能分析を行う

vDC Automation では、システム性能分析機能を利用することが出来ます。 なお、本機能を

利用するためには、「WebSAM vDC Automation 性能分析オプション」の購入が必要となりま

す。

本機能を利用する場合は、管理サーバの負荷が高くなるため外部エンジンの利用を推奨しま

す。 外部エンジンについては、 『WebSAM SystemManager G リリースメモ -InvariantAnalyzer
機能編-』 『3. 外部エンジン環境構築手順』を参照してください。

この機能は性能データの相関関係を分析して、正常な状態をモデル化します。 このモデル

と性能データを比較し分析することにより、相関破壊（正常時と異なる相関関係）を検出し

ます。

以下の 4 つの特徴があります。

• サイレント障害の自動検知

性能情報間の相関関係のうち、平常時に変化しない関係（インバリアント）を自動的に

学習してモデル化します。

そのモデルと一致しない「いつもと違う」挙動をサイレント障害として検知します。

リアルタイム自動分析により、障害を検知した時点で警告メッセージを出すことができ

ます。

なおシステムの構成が変更された際には、モデルの再作成が必要となります。

• 分析・原因特定の自動化と視覚化

検知した「いつもと違う」挙動の中心となる要素とその影響範囲を円グラフやマップで

わかりやすく視覚化するので、 これまで原因の特定にかかっていた時間を大幅に短縮で

きます。

• 対処法の記録・参照

一度行った障害への対処法を記録することが可能です。
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記録した対処法は蓄積され、別の障害との類似度で検索できるので、 次回から同様の

「いつもと違う」挙動への対処時間を短縮するのに役立ちます。

• 不変関係（インバリアント）の自動分析

性能情報からシステムを自動分析し、障害発生を検知します。

詳細については、『WebSAM SystemManager G マニュアル』の『インバリアント分析を行う』

を参照してください。
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第 20 章   
リソースプールの増設
本章では、リソースプールのリソースを増設する方法について説明します。

目次
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20.1   リソースプールとサブリソースプールの消費量を確認する

ここでは、SigmaSystemCenter を用いて リソースプールおよびサブリソースプールの消費量

を監視する方法と、消費量を確認する方法について説明します。

リソースプールの詳細については『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の 『4.6 リソー

スプール』を参照してください。

20.1.1   リソースプールとサブリソースプールの消費量を監視する
には

SigmaSystemCenter ではリソースプールまたはサブリソースプールにおける各種別 (CPU、

vCPU 数、メモリ、ストレージ、VM 数)のいずれかの"消費"または"実際に消費" が 60%
(Info)、80%(Warning)または 100%(Critical)に達した場合にイベントを通報することができま

す。

イベントログには、イベントの発生源となったリソースプールまたはサブリソースプールの

名前と、閾値超過の原因となったリソースについて記録されます。

• リソースプールの監視例

メモリの "実際に消費" が 93%であり、Warning イベントが通報されます。 また、スト

レージの "実際に消費" が 75%であり、Info イベントが通報されます。

• サブリソースプールの監視例

"消費メモリ" が 73%であり、Info イベントが通報されます。

リソースプールの監視機能の詳細については『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の

『2.8.3 リソースプール監視』を参照してください。 なお、閾値は管理サーバのレジストリで

変更可能です。

注

• リソースプールの監視を有効にするには、VM サーバの運用グループにポリシーを割り当てる

必要があります。 詳細については 「9.2   SigmaSystemCenter の監視設定を行う（332 ページ）」

を参照してください。

• RDM 用ディスクボリュームの消費量については監視の対象外ですので、 リソースプールおよ

びサブリソースプールの消費量を目視で確認するよう気をつけてください。
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20.1.2   リソースプールとサブリソースプールの消費量を確認する
には

SigmaSystemCenter を用いて、以下の手順でリソースプールとサブリソースプールの消費量

を確認します。

• リソースプールの消費量を確認する

1. VM サーバの運用グループの[リソースプール]タグを参照します。

2. [リソースプール総数]を参照し、各リソースの[消費]と[実際に消費]に十分余裕があ

るか確認します。

3. [LUN 総数]を参照し、RDM 用論理ディスクのサイズごとに[消費]と[実際に消費]に
十分余裕があるか確認します。

注

オーバーコミットで切り出されたサブリソースプールの総和が実リソースサイズを超えた場

合、 [予約済み]が 100%超過となりますが、[消費]と[実際に消費]に余裕があれば問題はありま

せん。
 

• サブリソースプールの消費量を確認する

1. VM サーバの運用グループの[リソースプール]タグを参照します。

2. [サブリソースプール一覧]を参照し、サブリソースプール名をクリックします。

3. [リソースプール総数]を参照し、各リソースの[消費]と[実際に消費]に十分余裕があ

るか確認します。

20.2   リソースプールを増設する

ここでは、リソースプールにハードウェアを追加してリソースプールのサイズを増設する方

法について説明します。

20.2.1   CPU リソースとメモリリソースを増設するには

リソースプールの CPU リソースおよびメモリリソースを増設するには、以下の手順で VM
サーバを運用グループに追加します。

注

リソースプールに追加する VM サーバは、リソースプール内の既存の VM サーバと同じハード

ウェア構成のマシンである必要があります。
 

1. VM サーバをデータセンターに設置します。

2. VM サーバを LAN に接続します。
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3. VM サーバに、運用グループで利用している全ての共有ディスクボリュームを割り当て

ます。 またシステムディスクなどの専有ディスクボリュームが必要な場合は、専有ディ

スクボリュームも割り当てます。

手順については「2.2   ストレージ機器を設定する（14 ページ）」 を参照してください。

4. VM サーバをインストールし、仮想化基盤に登録します。

手順については「2.3   仮想化基盤を構築する（32 ページ）」 を参照してください。

5. 必要に応じて vDC Automation のライセンスを追加します。

手順については『 vDC Automation インストレーションガイド』の  『 2.15.1
SigmaSytemCenter 機能へのライセンスの登録』を参照してください。

6. SigmaSystemCenter の[管理]ビューの[サブシステム]で[収集]をクリックし、 追加された

VM サーバを SigmaSystemCenter に認識させます。

7. VM サーバの OOB Management の設定とマシンプロパティの設定を行います。

手順については「4.3   VM サーバのハードウェアに関する設定を行う（47 ページ）」 を
参照してください。

8. VM サーバの運用グループにホスト定義を追加します。また仮想マシンを配置しない

ディスクボリュームを VM 作成先の候補から除外します。

手順については「4.4.3   VM サーバの運用グループを設定する（50 ページ）」 を参照し

てください。

9. VM サーバをマスタマシン登録します。

手順については「4.5   VM サーバリソースを登録する（53 ページ）」 を参照してくださ

い。

20.2.2   ストレージリソースを増設するには

• ディスクドライブまたは増設ストレージ筐体を増設する場合

リソースプールに割り当てたデータストアの容量不足や、 RDM 用ディスクボリューム

が不足している場合は、既設ストレージ装置上にディスクボリュームを追加します。

また、既設ストレージ装置のディスクの容量不足や、性能劣化による負荷分散が必要と

なった場合は、 ディスクドライブまたは増設ストレージ筐体単位で増設します。

リソースプールのストレージリソースを増設するには、以下の手順でストレージ機器と

ディスクボリュームを追加します。

注

ご利用のストレージが提供しているソフトウェア、またはストレージ装置標準機能の閾値設定

をしてください。 また、閾値異常時は、管理サーバへイベント通知する設定をしてください。
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1. ストレージ機器を追加する場合は、ディスクボリュームを作成する前に以下の作業

を行います。

a. ストレージ機器をデータセンターに設置し、初期設定を行います。

手順については「2.2   ストレージ機器を設定する（14 ページ）」 を参照してく

ださい。

b. ストレージ機器を SigmaSystemCenter に登録します。

手順については「4.1.2   ストレージ機器を SigmaSystemCenter に登録するには

（44 ページ）」 を参照してください。

c. VM サーバのマシンプロパティで HBA 番号を設定します。

手順については「4.3.3   VM サーバのマシンプロパティを設定する（48 ページ）」

を参照してください。

2. ディスクボリュームを作成し、リソースプールに登録します。また、登録したディ

スクボリュームに関する設定を行います。

手順については「4.7   ストレージリソースを登録する（54 ページ）」 を参照してく

ださい。

• 仮想ディスク領域、または RDM 領域のプールを拡張する場合

- 仮想ディスク領域（①）の LD（LUN）の空き容量が不足している場合は、新規に

仮想ディスク領域の LD（LUN）を作成します。 「4.7   ストレージリソースを登録

する（54 ページ）」を参照してください。

- 仮想ディスク領域（①）の LD（LUN） の空き容量が不足している場合で、新規に

仮想ディスク領域に割り振るプール容量が不足している場合は、 ディスクドライブ
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または増設ストレージ筐体を増設することになります。本節の「ディスクドライブ

または増設ストレージ筐体を増設する場合」を参照してください。

- RDM 領域(②)の LD（LUN）の空き容量が不足している場合は、新規に RDM 領域

の LD（LUN）を作成して、新規の RDM 領域に移行します。 「4.7   ストレージリ

ソースを登録する（54 ページ）」を参照してください。

- RDM ディスク領域（②）を新規に割り振るためのプール容量が不足している場合

は、ディスクドライブまたは増設ストレージ筐体を増設することになります。 本節

の「ディスクドライブまたは増設ストレージ筐体を増設する場合」を参照してくだ

さい。

20.3   サブリソースプールを拡張する

サブリソースプールのサイズを拡張する場合は、以下の手順でサブリソースプールを編集し

ます。

1. VM サーバの運用グループの[リソースプール]タグを参照します。

2. [サブリソースプール一覧]を参照し、サブリソースプールの[編集]をクリックします。

3. 各リソースの値を変更します。

4. [LUN 一覧]をチェックし、RDM のリソースを変更します。
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第 3 編   
vDC Automation をメンテナンスする
このセクションでは、vDC Automation によりデータセンターの保守を行うための方法につい

て説明します。
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第 21 章   
障害対応・障害通知
本章では、データセンターのシステム障害通知および障害対応の機能について説明します。

目次
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21.1   障害対応

vDC Automation では、システム内のハードウェア/ソフトウェアのメッセージを一元管理し

照会する機能を提供します。

この機能を用いて、以下の流れで障害対応を行います。

1. 障害の検出

2. 障害メッセージの通知

3. 影響範囲の特定

4. 関係者への通知

5. 障害の調査・対処

6. 障害メッセージを対応済みにする

上記のフローは、標準的な障害対応フローとなります。 お客様の運用ルールに応じた障害

対応フローを設定してください。以下、それぞれについて内容を説明します。

1. 障害の検出

各監視対象の監視設定に従い、障害を検出します。 この時、SystemManager G マネー

ジャのビジネスビュー機能で異常メッセージを確認する事が出来ます。
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2. 障害メッセージの通知

特定のメッセージ、状態変化が発生した場合に、あらかじめ登録された設定で通報を行

い、オペレータに通知します。 通報機能には以下の機能があります。 設定方法の詳細

については、『SystemManager G マニュアル』の『通報を行う』を確認ください。

設定できる通報は以下の 3 種類です。

• 電子メール通報

指定した電子メールアドレスへ障害の内容をメールします。

• パトライト通報

パトライトによる通報を行います。

• アクション通報

あらかじめ登録されたコマンドを実行します。

3. 影響範囲の特定

障害メッセージを確認し、影響のあるテナントを割り出します。

トポロジビューを確認すると、 「9.3.3   プロビジョニングする VM に対する監視設定を

行う（336 ページ）」 で設定したグループ（テナント）ごとにサーバが確認できるので、

障害が発生したサーバから影響のあるテナントを割り出すことができます。

4. 関係者への通知

テナント管理者や、障害発生機器担当者などの関係者へ電話等で通知し、障害の一報と

対処依頼を行います。

5. 障害の調査・対処

障害発生機器担当者が、障害の調査と対処を行います。

6. 障害メッセージを対応済みにする

障害が復旧したことが確認できたら、メッセージを右クリックし[確認]を選択します。

こうする事によって、このメッセージは非表示になります。

なお、WebSAM ServiceManager を利用してインシデントを一元管理している場合には、 検
出した障害情報をインシデントとして登録する事ができます。 これについては、 「18.1   障
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害情報を WebSAM ServiceManager にインシデント登録する（476 ページ）」 をご確認くださ

い。
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第 22 章   
監査
本章では、vDC Automation の操作や処理履歴を確認する方法について説明します。
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22.2  SigmaSystemCenter コンポーネントの操作、処理履歴を確認する .........................492
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22.1   SystemManager G コンポーネント、Netvisor Pro V コンポー
ネント、AssetSuite の操作、処理履歴を確認する

SystemManager G コンポーネント、NetvisorPro V コンポーネント、AssetSuite に対して、 監
視画面／マネージャ上で行われた操作および自動実行された処理はログとして記録されて

います。

このログは以下の種類ごとに管理されています。

種類 内容

アプリケーション アプリケーションが出力するオーディットログ。

ツリービュー上のタブのどれにも含まれないものなど、該当するカテゴリがない場
合はこのカテゴリに出力されます。

セキュリティ ユーザ管理機能が出力するオーディットログ。

システム ツリービュー上のシステムタブに分類されるサービスが出力するオーディットロ
グ。

オーディットログ オーディットログ機能自身のオーディットログ

このログは、オーディットログと呼ばれる機能で参照する事ができます。監査時にはこちら

を確認してください。

オーディットログの参照は、監視画面上のツリーから、[オーディットログ]をクリックして

ください。詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。

22.2   SigmaSystemCenter コンポーネントの操作、処理履歴を確認
する

SigmaSystemCenter コンポーネントに対して、Web コンソール／コマンドラインで行われた

操作 および自動実行された処理はログとして記録されています。

このログは以下の種類ごとに管理されています。

種類 内容

運用ログ SigmaSystemCenter の運用状況を記録します。

運用ログは、SigmaSystemCenterWeb コンソールから [監視] ビューの「運用ログ」
ウィンドウから参照することができます。

イベントログ SigmaSystemCenter の運用状況をイベントログとして記録します。

SigmaSystemCenter と関連するコンポーネントのログを一連の流れで参照すること
ができます。

デバッグログ 障害解析用のデバッグログをファイルに出力します。

監査時には、運用ログから「いつ」、「誰が」、「何をした」という概要を確認できます。

SigmaSystemCenter と関連するコンポーネントとの関連については、イベントログから確認

できます。

より詳細な監査ログを確認するには、デバッグログを確認してください。
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SigmaSystemCenter のログの詳細については、『SigmaSystemCenter リファレンスガイド デー

タ編』の 『2. ログ』を参照してください。
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第 23 章   
バックアップ・リストア
本章では、vDC Automation によるバックアップとリストアについて説明します。

目次

23.1  仮想マシンのバックアップ・リストアを行う ..........................................................495
23.2  物理マシンのバックアップ・リストアを行う ..........................................................497
23.3  vDC Automation のバックアップ・リストアを行う..................................................497
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23.1   仮想マシンのバックアップ・リストアを行う

本節では、SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、スナップショットを用いた仮想

マシンのバックアップ・リストアを行う手順を記載します。

スナップショットを用いることで仮想マシンのバックアップ・リストアを高速に実施できま

す。 また、オンラインバックアップも可能となります。 ただし、スナップショットは単な

るディスク上のポインタ情報であるため、 終的なバックアップは、 ストレージ装置が提

供している機能を利用する、もしくは専用のバックアップソフトウェアの利用を推奨しま

す。

ヒント

• スナップショットはサービスポータルからサービスガバナーを通して管理することができま

す。 スナップショット関連するサービスガバナーについては『vDC Automation API リファレン

ス』の 『3.22 VM スナップショット作成 API』、 『3.23 VM スナップショット適用 API』および

『3.24 VM スナップショット削除 API』を参照してください。

• スナップショット管理の詳細については、『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』の 『4.4.16
スナップショットの管理』を参照してください。

 

23.1.1   バックアップ

SigmaSystemCenter の Web コンソールから仮想マシンの状態を保存するスナップショット

を作成することができます。

1. SigmaSystemCenter の Web コンソールを開きます。

2. タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

3. [仮想] ツリーからスナップショットを作成する仮想マシンのアイコンをクリックしま

す。

4. [設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。

5. メインウィンドウにスナップショットの詳細情報が表示されます。

6. [設定] メニューから [スナップショット] の [作成] をクリックします。メインウィンド

ウに「スナップショット作成」が表示されます。
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7. [スナップショット名] テキストボックスにスナップショット名を入力します (入力必

須)。

8. [OK] をクリックします。

9. [スナップショット一覧] グループボックスに作成されたスナップショットが追加され

ていることを確認します。

23.1.2   リストア

SigmaSystemCenter の Web コンソールから仮想マシンで保存したスナップショットの状態

に復元することができます。

1. SigmaSystemCenter の Web コンソールを開きます。

2. タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

3. [仮想] ツリーからスナップショットを復元する仮想マシンのアイコンをクリックしま

す。

4. [設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウに

「スナップショット管理」が表示されます。

5. [スナップショット一覧] グループボックスから復元するスナップショットのチェック

ボックスをオンにします (選択必須)。

6. [復元] をクリックします。
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23.2   物理マシンのバックアップ・リストアを行う

本節では、SigmaSystemCenter を用いて物理サーバのバックアップとリストアを行う手順を

記載します。

1. 対象となる物理マシンのネットワークブート(PXE ブート)を有効にします。 詳細は

『SigmaSystemCenter ファーストステップガイド』の 『3.3.2 DeploymentManager 制御環境

での確認事項』を参照してください。

注

「4.3.2   VM サーバを OOB Management で管理するための設定を行う（47 ページ）」 の手順に

従って、Out-of-Band による物理マシンの電源制御を可能としている場合は、Wake OnLAN を
有効にする必要はありません。

 

2. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用いて、 [運用]ビューより対象のマシンが稼働

する運用グループやホストの[プロパティ]を開き、 [ソフトウェア]タブで次の通りに配

布ソフトウェアを設定します。

• "バックアップ実行時に配布"に "System_Backup" を設定します。

• "リストア実行時に配布"に "System_Restore_Unicast" を設定します。

3. SigmaSystemCenter の Web コンソールを用い、[運用]ビューで対象のホストを選択して

[マシン個別操作 ...]の [バックアップ ]または [リストア ]を実行します。  詳細は

『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『10.1.9 マシンのバックアップ/
リストアを行うには』を参照してください。

注

バックアップを複数世代作成したい場合は、スクリプトで、バックアップの実行と、バック

アップイメージのファイルの移動をすることで、実現できます。

コマンドは『 SigmaSystemCenter コマンドリファレンス』を、  ファイルの位置は

DeploymentManager の、"System_Backup" シナリオのイメージファイルのパスをそれぞれ参照

して下さい。

また、運用グループから、ホストを選択して、バックアップまたはリストアを実行できます。
 

23.3   vDC Automation のバックアップ・リストアを行う

vDC Automation は、オフラインのフルバックアップ・リストアをサポートします。 以下の

手順を参照し、各機能のオフラインバックアップ・リストアを実施してください。

23.3.1   広域管理サーバのバックアップ・リストア

• SystemManager G／AssetSuite のバックアップ・リストア

SystemManager G／AssetSuite のバックアップ・リストアの手順については、 『WebSAM
SystemManager G マニュアル  (CHM) - メンテナンス』の手順を実行します。

SystemManager G のヘルプファイルは、以下に格納されています。

第 23 章   バックアップ・リストア

497



<インストール DVD>:\doc\SysMgrG\SystemManagerG.chm

注

In 『WebSAM SystemManager G マニュアル (CHM) - メンテナンス』の 以下の記載(コマンドに

よるオンラインバックアップ)は参照しないでください。

• マネージャの定義データのバックアップについては、コマンドが用意されています。コマ

ンドリファレンスの、各種コマンドについてを参照してください。
 

SystemManager G／AssetSuite のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業

を実施してください。既定値は以下です。

- C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager

- C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW_share\Manager

SystemManager G／AssetSuite が使用するデータベースもバックアップ・リストアする必

要があります。 バックアップ・リストアの手順については、 「23.3.4   データベースの

バックアップ・リストア（501 ページ）」 を参照してください。

• ソフトウェアリポジトリ用ボリュームのバックアップ

下記のフォルダをバックアップしてください。

- <ソフトウェアリポジトリ用ボリューム>\SWRepository

<ソフトウェアリポジトリ用ボリューム>は以下となります。

- 外部ストレージを使用している場合:

「\\ファイルサーバ名\共有ドライブ名」

- 広域管理サーバのローカルストレージを使用している場合:

「ドライブ名:」

• ソフトウェアリポジトリ用ボリュームのリストア

下記のフォルダをバックアップ先からリストアしてください。

- <ソフトウェアリポジトリ用ボリューム>\SWRepository

• サービスガバナーのバックアップ

下記のファイル/フォルダをバックアップしてください。

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\FrameworkPlugins

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\vDCApiKey.jks

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\webapps\umf.war

<インストールフォルダ>は、サービスガバナーのインストール先になります。

デフォルトの場合は以下です。
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C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM

また、インストール時に「Tomcat の SSL 設定」を行った場合は、server.xml に指定した

キーストアファイルもバックアップしてください。

• サービスガバナーのリストア

1. 以下のサービスを停止してください。

- Apache Tomcat 8.5 ServiceGovernor

2. 以下のファイルをバックアップ先からリストアしてください。

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\FrameworkPlugins

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\vDCApiKey.jks

- <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\webapps\umf.war

また、インストール時に「Tomcat の SSL 設定」を行っており、キーストアファイル

をバックアップしている場合は、キーストアファイルをリストアしてください。

3. 以下のサービスを起動してください。

- Apache Tomcat 8.5 ServiceGovernor

23.3.2   管理サーバのバックアップ・リストア

• SigmaSystemCenter のバックアップリストア

SigmaSystemCenter のバックアップ・リストアの手順については、 『SigmaSystemCenter
コンフィグレーションガイド』の 『11 バックアップ・リストア』の手順を実行してく

ださい。 ドキュメントは、以下に格納されています。。

<インストール DVD>:\doc\ssc\ConfigurationGuide.pdf

SigmaSystemCenter のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業を実施し

てください。既定値は以下です。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\SSC

SQL Server バックアップコマンドの「TO DISK=」で指定するパスは、 SQL Server サー

ビスの実行アカウントが書き込み可能である場所を指定してください。 SQL Server
サービスの実行アカウントは、『vDC Automation インストレーションガイド』の 『2.2.8
SQL Server をインストールする』の『SQL Server のサービスのログオンユーザ』で イン

スタンス毎に設定されています。

• SystemManager G のバックアップ・リストア

SystemManager G のバックアップ・リストアの手順については、  『WebSAM
SystemManager G マニュアル  (CHM) - メンテナンス』の手順を実行します。

SystemManager G のヘルプファイルは、以下に格納されています。
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<インストール DVD>:\doc\SysMgrG\SystemManagerG.chm

注

In 『WebSAM SystemManager G マニュアル (CHM) - メンテナンス』の 以下の記載(コマンドに

よるオンラインバックアップ)は参照しないでください。

• マネージャの定義データのバックアップについては、コマンドが用意されています。コマ

ンドリファレンスの、各種コマンドについてを参照してください。
 

SystemManager G／AssetSuite のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業

を実施してください。既定値は以下です。

- C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager

- C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW_share\Manager

SystemManager G／AssetSuite が使用するデータベースもバックアップ・リストアする必

要があります。 バックアップ・リストアの手順については、 「23.3.4   データベースの

バックアップ・リストア（501 ページ）」 を参照してください。

• NetvisorPro V のバックアップ・リストア

NetvisorPro V のバックアップ・リストアの手順については、『WebSAM NetvisorPro V セッ

トアップガイド』を参照します。

ドキュメントに記載されているデータベースのうち、バックアップが必要なデータベー

スは障害管理データベースのみです。 構成管理データベース、sFlow データベースは

バックアップ不要です。

インストール時に NetvisorProV 独自 DB 種別で「外部」（既定値）を指定した場合は、

『付録 A 外部データベース（SQL Server）』の『A.4 データベースのバックアップ・リス

トア』を参照してください。 「内部」を指定した場合は、『11 バックアップ・リスト

ア』を参照してください。

NetvisorProV のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業を実施してくだ

さい。既定値は以下です。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\MoM\FW\Manager

23.3.3   VM 監視サーバのバックアップ・リストア

• SystemManager G のバックアップ・リストア

SystemManager G のバックアップ・リストアの手順については、  『WebSAM
SystemManager G マニュアル  (CHM) - メンテナンス』の手順を実行します。

SystemManager G のヘルプファイルは、以下に格納されています。

<インストール DVD>:\doc\SysMgrG\SystemManagerG.chm
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注

In 『WebSAM SystemManager G マニュアル (CHM) - メンテナンス』の 以下の記載(コマンドに

よるオンラインバックアップ)は参照しないでください。

• マネージャの定義データのバックアップについては、コマンドが用意されています。コマ

ンドリファレンスの、各種コマンドについてを参照してください。
 

SystemManager G／AssetSuite のインストールフォルダは、ご使用の環境に合わせて作業

を実施してください。既定値は以下です。

- C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW\Manager

- C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\RM\FW_share\Manager

SystemManager G が使用するデータベースもバックアップ・リストアする必要がありま

す。 バックアップ・リストアの手順については、 「23.3.4   データベースのバックアッ

プ・リストア（501 ページ）」 を参照してください。

23.3.4   データベースのバックアップ・リストア

• SystemManager G／AssetSuite のバックアップ・リストア

SystemManager G／AssetSuite のデータベース(SQL Server)上に格納されているデータの

バックアップ・リストアについて、記載します。

vDC Automation の SystemManager G／AssetSuite で使用する SQL Server のデータベース

は、 完全復旧モデル(復旧モデルについての詳細は、SQL Server のマニュアル等をご参

照ください)での運用を推奨いたします。 完全復旧モデルで運用する場合、データベー

スのバックアップの他にトランザクションログのバックアップを随時行わないと、 トラ

ンザクションログが肥大化しディスク容量を圧迫する事態が生じる可能性がありま

す。 後述する「トランザクションログのバックアップ手順」を Windows のタスクスケ

ジューラ等を使用して 1 日 1 回以上は実行するように運用してください。

各管理サーバと同じサーバ上でデータベースが動作している場合(ローカルサーバ)は各

管理サーバ上で下記の手順を実施します。 各管理サーバと別のサーバ上でデータベー

スが動作している場合(リモート DB サーバ)は DB サーバ上で下記の手順を実施しま

す。

- データベースのバックアップ手順

1. 各サービスの停止

データベースを使用するサービス(SystemManager G マネージャ、NetvisorProV
マネージャ)を停止してください。

データベース(SQL Server)サービスは起動しておいてください。

2. データベースバックアップコマンドの実行(「FWCMDB」インスタンスでの実行

例)
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* インスタンス名：「FWCMDB」（インストール時に指定した名前を指定しま

す）

* データベース名：「GM_hostname」（インストール時に指定した名前を指定し

ます）

バックアップセットファイルは、「<データベース名>.bak」と指定します。 バッ

クアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォルダ配下に

作成されます。

(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "BACKUP DATABASE GM_hostname 
TO DISK= ’ GM_hostname.bak ’  WITH FORMAT, INIT" /o 
GM_hostname_Backup.log

ログファイル(GM_hostname_Backup.log)を確認し、エラーがなければバックアッ

プできています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

3. 各サービスの起動

データベースを使用するサービス(SystemManager G マネージャ、AssetSuite マ
ネージャ、NetvisorProV マネージャ)を起動してください。

- トランザクションログのバックアップ手順(「FWCMDB」インスタンスでの実行例)

トランザクションログのバックアップは、データベースを使用中に実施しても問題

ありません。通常運用中に実施してください。

* インスタンス名：「FWCMDB」（インストール時に指定した名前を指定します）

* データベース名：「GM_hostname」（インストール時に指定した名前を指定しま

す）

バックアップセットファイルは、「<データベース名>_Log<n>.bak」と指定します。

世代管理するために、連番を振るなどして、バックアップセットファイル名が重複

しないようにしてください。

データベースのバックアップを実施したら、それ以前のトランザクションログの

バックアップセットファイルは不要になりますので削除し、連番を戻すような運用

としてください。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアッ

プフォルダ配下に作成されます。

(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "BACKUP LOG GM_hostname TO 
DISK='GM_hostname_Log1.bak'" /o GM_hostname_BackupLog1.log
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ログファイル(GM_hostname_BackupLog<n>.log)を確認し、エラーがなければバック

アップできています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してください。

- データベースのリストア手順(「FWCMDB」インスタンスでの実行例)

* インスタンス名：「FWCMDB」（インストール時に指定した名前を指定します）

* データベース名：「GM_hostname」（インストール時に指定した名前を指定しま

す）

1. 各サービスの停止

データベースを使用するサービス(SystemManager G マネージャ、AssetSuite マ
ネージャ、NetvisorProV マネージャ)を停止してください。

データベース(SQL Server)サービスは起動しておいてください。

2. トランザクションログ末尾バックアップコマンドの実行

障害発生直前までデータベースをリストアするために、トランザクションログ

の末尾部分をバックアップします。

* インスタンス名：「FWCMDB」（インストール時に指定した名前を指定しま

す）

* データベース名：「GM_hostname」（インストール時に指定した名前を指定し

ます）

バックアップセットファイルは、「<データベース名>_LogEnd.bak」と指定しま

す。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォル

ダ配下に作成されます。

(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "BACKUP LOG GM_hostname TO 
DISK='GM_hostname_LogEnd.bak' WITH NORECOVERY, NO_TRUNCATE" /o 
GM_hostname_BackupLogEnd.log

ログファイル(GM_hostname_BackupEnd.log)を確認し、エラーがなければバック

アップできています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

3. データベースリストアコマンドの実行

バックアップセットファイルは、「<データベース名>.bak」と指定します。 バッ

クアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォルダ配下か

ら取得します。
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(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE DATABASE GM_hostname 
FROM DISK='GM_hostname.bak' WITH NORECOVERY" /o 
GM_hostname_Restore.log

ログファイル(GM_hostname_Restore.log)を確認し、エラーがなければリストアで

きています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

4. トランザクションログリストアコマンドの実行

バックアップされているトランザクションログを順番にリストアします。

バックアップセットファイルは、「<データベース名>_Log<n>.bak」と指定しま

す。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォル

ダ配下から取得します。

(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE LOG GM_hostname FROM 
DISK='GM_hostname_Log1.bak' WITH NORECOVERY" /o 
GM_hostname_RestoreLog1.log

ログファイル(GM_hostname_RestoreLog<n>.log)を確認し、エラーがなければリ

ストアできています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

5. トランザクションログ末尾リストアコマンドの実行

バックアップしたトランザクションログ末尾をリストアします。

バックアップセットファイルは、「<データベース名>_LogEnd.bak」と指定しま

す。 バックアップセットファイルは、SQL Server の既定のバックアップフォル

ダ配下から取得します。

(既定値としては「<SQL Server のインストールフォルダ>\MSSQL12.FWCMDB
\MSSQL\Backup」)

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE LOG GM_hostname FROM 
DISK='GM_hostname_LogEnd.bak' WITH NORECOVERY" /o 
GM_hostname_RestoreLogEnd.log

ログファイル(GM_hostname_RestoreLogEnd.log)を確認し、エラーがなければリ

ストアできています。
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エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

6. データベースリストアコマンド(Recovery)実行

データベースを確定させるために、リストアコマンドを実行します。

> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "RESTORE DATABASE GM_hostname 
WITH RECOVERY" /o GM_hostname_RestoreRecovery.log

ログファイル(GM_hostname_RestoreRecovery.log)を確認し、エラーがなければリ

ストアできています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

7. データベースユーザ再設定コマンド実行

データベースユーザを再設定するために、以下の 4 つのコマンドを順番に実行

します。

> osql /S localhost\FWCMDB /E /d GM_hostname /Q "EXEC 
sp_revokedbaccess 'GM_hostname'" /o GM_hostname_DropUser.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /Q "CREATE LOGIN GM_hostname 
WITH 
PASSWORD='GM_hostname@Password',DEFAULT_DATABASE=GM_hostname, 
CHECK_POLICY=OFF" /o GM_hostname_CreateLogin.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d GM_hostname /Q "EXEC 
sp_grantdbaccess@loginame='GM_hostname', 
@name_in_db='GM_hostname'" /o GM_hostname_CreateUser.log
> osql /S localhost\FWCMDB /E /d GM_hostname /Q "EXEC 
sp_addrolemember 'db_owner', 'GM_hostname'" /o 
GM_hostname_AddRole.log

それぞれのコマンドのログファイル(GM_hostname_XXXX.log)を確認し、エラー

がなければ成功しています。

エラーが出ている場合には、エラーの原因を取り除いた後、再度実行してくだ

さい。

8. 各サービスの起動

データベースを使用するサービス(SystemManager G マネージャ、AssetSuite マ
ネージャ、NetvisorProV マネージャ)を起動してください。

23.3.5   NW Automation のバックアップ・リストア

• ルーティング設定用のバックアップ

下記のファイルをバックアップしてください。

<共有パス>\sg\NWAutomation 配下のファイル

• ルーティング設定用のリストア
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注

VM との通信情報が含まれるので、SystemManager G のリストアより前に実施してください。
 

1. バックアップで取得したファイルを<共有パス>\sg\NWAutomation 配下に上書きし

ます。

2. <ローカルパス>\bin\NWAutomation\nwa_routerestore.bat を実行します
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第 24 章   
パッチ適用
本章では、vDC Automation によるパッチの適用作業について説明します。

目次

24.1  動作中の仮想マシンにパッチを適用する ..................................................................508
24.2  マスタ VM にパッチを適用して仮想マシンに反映する ..........................................508
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24.1   動作中の仮想マシンにパッチを適用する

動作中の仮想マシンにパッチを適用する方法について記載します。

AssetSuite 監視端末から実施します。以下の手順で行います。

1. 配布パッケージグループを作成する

既に作成済みの配布パッケージグループ配下で管理する場合は、この手順は不要です。

2. 配布タスクグループを作成する

既に作成済みの配布タスクグループ配下で管理する場合は、この手順は不要です。

3. 配布パッケージを作成する

事前に適用するパッチを AssetSuite マネージャがインストールされているマシンのロー

カルドライブへコピーします。

4. 配布タスクを作成する

配布先の仮想マシンの選択や即時適用、スケジュール適用を決定します。

5. 配布タスクを実行する

パッチ適用を指示します。実行する前に適用するパッケージが間違い無いか再度確認

します。

6. 配布レポートで配布結果を確認する

パッチが正しく適用できたか確認します。

ヒント

パッチを適用する手順詳細については、『AssetSuite 管理者マニュアル』の 『13 ソフトウェアやパッ

チの配布』を参照してください。 パッチ適用において前処理でバックアップ等行うシナリオを利

用した運用を行う場合は、 『WebSAM SystemManager G マニュアル』の『パッチの配布』を参照

してください。
 

24.2   マスタ VM にパッチを適用して仮想マシンに反映する

稼動中の仮想マシンへのパッチ適用方法について記載します。

Differential Clone、Disk Clone 方式で作成した VM に対して IaaS 事業者がパッチの適用を実

施します。 パッチ適用中は、仮想マシンのイメージの置き換え処理のためにダウンタイム

が発生します。 Differential Clone、Disk Clone 方式については、『vDC Automation ファースト

ステップガイド』の 『3.5 VM テンプレートを検討する』を参照してください。

注

Full Clone 方式で作成された仮想マシンにマスタ VM のパッチ適用を反映するには、 パッチ適用後

のマスタ VM で新たに VM テンプレートを作成し、その VM テンプレートを用いて仮想マシンを

再作成する必要があります。 稼働中の仮想マシンの再構成を行うことはできません。
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稼動中の仮想マシンにパッチを適用するために、まず、マスタ VM にパッチを適用した状態

でマスタイメージを作成します。

次に、稼動中の仮想マシンに対してマスタイメージを用いて再構成します。 パッチを適用

したマスタイメージを稼動中の仮想マシンが参照することで、仮想マシンにパッチが適用さ

れた状態となります。

仮想マシンのパッチ適用は、下記の手順で行います。

1. IaaS 事業者がマスタ VM 上でパッチ適用などの更新作業を実施します

2. マスタ VM に新規のスナップショットを作成します

3. 新規スナップショットを用いて、イメージを作成します

4. 作成したイメージを用いて VM の再構成(Reconstruct)を実施します

注

再構成(Reconstruct)を実行すると、仮想マシンのシステムディスクはパッチ適用後のマスタ VM の
イメージで上書きされ、 IP アドレス等の個性情報は SigmaSystemCenter のホスト定義に従って再設

定されます。 OS の設定やシステムディスク内のファイルなど、仮想マシン作成後に加えた変更を

保持する必要がある場合は実行しないで下さい。
 

ヒント

再構成(Reconstruct)の詳細については、『SigmaSystemCenter リファレンスガイド』 を参照してくだ

さい。
 

24.2.1   マスタ VM 上でパッチ適用などの更新作業を実施する

IaaS 事業者がマスタ VM 上でパッチを適用してください。

適用後に、必ず SigmaSystemCenter からシャットダウンをしてください。

ヒント

シャットダウンの方法については、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の 『10.1.2
マシンを起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドするには』を参照してください。

 

24.2.2   マスタ VM に新規のスナップショットを作成する

IaaS 事業者がマスタ VM のスナップショットを取得します。

SigmaSystemCenter でのスナップショット取得方法は、 「23.1.1   バックアップ（495 ページ）」

を参照してください。

24.2.3   イメージを作成する

IaaS 事業者がマスタ VM のイメージの作成を行います。

1. SigmaSystemCenter の Web コンソールを開いてください。
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2. [システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[サマリー情報] グループ

ボックスに 表示されるソフトウェア種類列から "テンプレート" をクリックします。

3. テンプレート一覧から種別が "Differential Clone" のテンプレートをクリックし、 メイン

ウィンドウにソフトウェアの詳細情報を表示します。

4. [設定] メニューから [イメージ作成] をクリックすると、メインウィンドウにイメージの

作成ウィンドウが表示されます。

5. イメージ情報を入力し、[OK] をクリックするとイメージが作成されます。

ヒント

"デフォルトイメージとして登録する"にチェックを入れておいてください。 チェックを入れ

ることで、SigmaSystemCenter の運用グループで再構成を実施する際にパッチを適用したイ

メージが利用されます。
 

24.2.4   VM の再構成(Reconstruct)を実施する

IaaS 事業者が仮想マシンの再構成を実施します。以下の手順に従って変更してください。

1. SigmaSystemCenter の Web コンソールを開いてください。

2. タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

3. [運用] ツリーから仮想マシンの再構成を行う対象のグループのアイコンをクリックし

ます。

4. メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。
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5. [ホスト一覧] グループボックスから再構成を行うホストのチェックボックスをオンに

します。

6. [マシン個別操作...] メニューから [再構成] をクリックします。

7. メインウィンドウに「再構成」が表示されます。

8. 実行する再構成の種別 [Reconstruct]を選択します。

9. [ 大同時実行数] テキストボックスに同時に再構成を行う仮想マシンの数を入力しま

す。

10. [実行間隔] テキストボックスに再構成を連続で実行する場合に、次に実行するまでの待

ち時間を入力します。

11. [実行条件] グループボックスから再構成を実行する仮想マシンの条件を選択します。

12. [OK] をクリックします。

13. 再構成が開始され、[ホスト一覧] グループボックスで表示されるホストの [状態] が "処
理中" となります。
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14. 再構成が終了すると、ポップアップが表示され、[状態] が "正常" に戻ります。

15. 再構成の実行結果は、[監視] ビューの「ジョブ」ウィンドウで確認することができま

す。
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第 25 章   
ログの採取
本章では、vDC Automation のログの採取手順について説明します。

目次

25.1  SigmaSystemCenter のログ採取....................................................................................514
25.2  NetvisorPro V のログ採取 .............................................................................................514
25.3  SystemManager G のログ採取 ......................................................................................514
25.4  AssetSuite のログ採取 ...................................................................................................514
25.5  サービスガバナーのログ採取 .....................................................................................516
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25.1   SigmaSystemCenter のログ採取

SigmaSystemCenter のログ採取は、『SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド』の

『10.12 ログの採取』を参照して実施してください。

25.2   NetvisorPro V のログ採取

NetvisorPro V のログ採取は、以下の手順書を参照して実施してください。

<監視端末インストールフォルダ>\Svc\Common\bin\nvprotech\ReadMe.txt

25.3   SystemManager G のログ採取

SystemManager G のログ採取は、以下の手順書を参照して実施してください。

• Windows の場合

<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\Windows\relmemo_sjis.txt

• Linux の場合

<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\UNIX\relmemo_sjis.txt

<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\UNIX\relmemo_euc.txt

ファイルの文字コードが異なるだけで内容は同じです。

25.4   AssetSuite のログ採取

AssetSuite のログ採取は、以下の手順書を参照して実施してください。

• Windows の場合

<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\Windows\relmemo_sjis.txt

• Linux の場合

<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\UNIX\relmemo_sjis.txt

<インストール DVD>\fw\tools\dawebsaminfo\UNIX\relmemo_euc.txt

ファイルの文字コードが異なるだけで内容は同じです。

さらに、上記の内容に加え、以下の情報を採取してください。

なお、ここではインストールパスを以下として説明します。

• 広域管理サーバ

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW

• 広域管理サーバ監視端末

C:\Program Files\NEC\vDCA\GMView\FW

（64 ビット OS の場合は C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GMView\FW）
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• 管理対象マシン

- Windows

C:\Program Files\NEC\vDCA\Agent\FW

（64 ビット OS の場合は C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\Agent\FW）

- Linux

/opt/NEC/vDCA/Agent/FW

インストール先フォルダを既定値から変更している場合は適宜読み替えてください。

• 【広域管理サーバの採取情報】

1. データベース構築時のログ

以下のフォルダ配下で拡張子が「log」であるファイルをすべて採取してください。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sql\sqlserver

2. データベース環境定義ファイル

以下のファイルを採取してください。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM\FW\Manager\sg\wfdbmgr\WFDB.INI

3. レジストリ情報

以下のレジストリキー配下の情報を採取してください。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\AsRiCommon\Manager

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\AssetSuiteCM\Manager

• 【広域管理サーバ監視端末の採取情報】

1. レジストリ情報

以下のレジストリキー配下の情報を採取してください。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\AsRiCommon\Svc

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\AssetSuiteCM\Svc

64 ビット OS の場合は以下のレジストリキー配下の情報を採取してください。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\AsRiCommon\Svc

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\AssetSuiteCM\Svc

• 【管理対象マシン(Windows)の採取情報】

1. 管理対象マシン(Windows)のログ

以下のフォルダ配下を採取してください。

%AllUsersProfile%\NEC\AsRiCommon\Agent

2. レジストリ情報
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以下のレジストリキー配下の情報を採取してください。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\AsRiCommon\Agent

64 ビット OS の場合は以下のレジストリキー配下の情報を採取してください。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\AsRiCommon\Agent

• 【管理対象マシン(Linux)の採取情報】

1. 管理対象マシン(Linux)の動作環境定義ファイル

以下のディレクトリ配下を採取してください。

/opt/NEC/vDCA/Agent/FW Agent/data

25.5   サービスガバナーのログ採取

サービスガバナー部分は下記フォルダを採取してください。

• <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\conf

• <インストールフォルダ>\FW\Tomcat\logs

<インストールフォルダ>は、サービスガバナーのインストール先です。

デフォルトの場合は以下です。

C:\Program Files (x86)\NEC\vDCA\GM

第 25 章   ログの採取

516



付録 A   改版履歴
• 第 1 版 (2018.4): 新規作成
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付録 B   ライセンス情報
本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアの

ライセンス条件の詳細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してくださ

い。 また、LGPL に基づきソースコードを開示しています。 当該オープンソースソフト

ウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合わせください。

<インストール DVD>:\oss_license

• PXE Software Copyright (C) 1997 - 2000 Intel Corporation.

• 本製品には、Oracle Corporation が配布している JRE (Java Runtime Environment) を含んで

います。 使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細につきま

しては、以下の LICENSE ファイルを参照してください。

<JRE をインストールしたフォルダ>:\LICENSE

• Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a
Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ for
more details.

• This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.
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付録 C   DC リソースビューのコマンド設定
情報

コマンドによる DC リソースビューの機器設定、リソースグループの各設定情報の取得・設

定では JSON 形式のみをサポートします。

DC リソースビューについては「第 5 章   DC リソースビューの設定（60 ページ）」を参照し

てください。

また、コマンドの使用方法については下記を参照してください。

• 「5.3.16   設定情報の一括取得（88 ページ）」

• 「5.3.17   設定情報の一括登録（89 ページ）」

• 「5.5.15   リソースグループの設定情報を一括取得する（138 ページ）」

• 「5.5.16   リソースグループの設定情報を一括登録する（139 ページ）」

注

コマンドによる各設定項目について説明します。

• 大文字小文字は区別します。

• "/"は"¥/"で記載してください。

• グループノード名やクラスタグループ名、管理サーバ名に"/"やタブ、スペースは使用できませ

ん。

• 各設定項目は、広域管理サーバの運用管理機能の監視端末から参照・設定できる項目を対象と

しています。 項目に関する詳細は「5.3   機器設定を設定する（62 ページ）」と 「5.5   リソース

グループを作成する（94 ページ）」を参照してください。

• ルータ、物理サーバ用 L2SW、物理サーバ機器、物理サーバ用ディスクボリューム機器はサポー

トしておりません。
 

機器設定に関する設定項目

設定例

{
    "DeviceList":[
        {
            "NvName":"FG00011",
            "Property":{
                "AutomationCmdArg":"",
                "ExtParam1":"TFW<Count:var_TFW>",
                "ExtParam2":"2000",
                "AutomationSoft":"NetvisorProV",
                "AutomationCmd":"%SYSTEM_FW_BINPATH%\/nvpdevcmdexe.exe",
                "Memo":"",
                "ResourceCount":"4000"
            },
            "Type":"TFW",
            "Name":"MOM001",
            "ResourceDevTable":[
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                {
                    "Operational":"0",
                    "Nickname":"mgmt1",
                    "PortNo":"1",
                    "Description":"mgmt1"
                }
            ]
        }
    ]
}

設定項目の説明

キー 型 省略 説明

1. クラスタグループ情報

NodeInfo[] object[] 可 [クラスタグループ情報]

NodeInfo[n].NodeName string 不可 クラスタグループ名(1～64 文字の文字列)

NodeInfo[n].ClusterType string 不可 クラスタタイプ("Act-Stb","Act-Act")

NodeInfo[n].ParentDcResourceID string 不可 装置種別("LB")

2. 装置情報

DeviceList[] object[] 可 各装置に関する定義

2.1. バックエンド FW

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名(仮想ノード名を付加しない）

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("BFW")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1 string 可 バックエンド FW 名

DeviceList[n].Property.ExtParam2 string 可 運用管理 VLAN 通信ポート

DeviceList[n].Property.ExtParam3 string 可 運用管理 VLAN 仮想 IF 名

DeviceList[n].Property.ExtParam4 string 可 運用管理 VLAN 側 IF IP アドレス

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].Property.TenantNum string 可 テナント数("1"～"4094"の数字、省略時
"256")

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio
n

string 不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string 不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string 不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)
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キー 型 省略 説明

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo string 不可 ポート番号

2.2. SSL-VPN

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名(仮想ノード名を付加しない)

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("SSL")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam7 string 可 SSL-VPN 名

DeviceList[n].Property.ExtParam14 string 不可 SSL-VPN アクセス用 IP アドレス

DeviceList[n].Property.LDAPServer string 可 LDAP サーバ名

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPPort string 可 LDAP 通信用ポート("0"～"65535"の数字、省
略時は"")
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserCN string 可 LDAP 認証のログインに使用する属性(CN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPBaseDN string 可 LDAP 認証の検索開始位置(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserDN string 可 LDAP 検索ユーザ識別名(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserPass string 可 LDAP 検索ユーザパスワード

※「5.3.16   設定情報の一括取得（88 ペー
ジ）」で取得できる装置情報には本情報を含
まない。本情報は、本情報を「5.3.17   設定
情報の一括登録（89 ページ）」で設定する場
合に指定する。

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPCertification string 可 CA 証明書名

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPRouteNWIP string 可 LDAP ルーティング用 NW アドレス¥/マス
ク(例:192.168.20.0¥/22)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].Property.TenantNum string 可 テナント数("1"～"4094"の数字、省略時
"256")

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。
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キー 型 省略 説明

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio
n

string 不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string 不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string 不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo string 不可 ポート番号

2.3. テナント FW

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("TFW")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1 string 可 テナント FW 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2 string 不可 大テナント FW 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].Property.LDAPServer string 可 LDAP サーバ IP アドレス

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPPort string 可 LDAP 通信用ポート("0"～"65535"の数字、省
略時は"")
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserCN string 可 LDAP 認証のログインに使用する属性(CN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPBaseDN string 可 LDAP 認証の検索開始位置(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserDN string 可 LDAP 検索ユーザ識別名(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserPass string 可 LDAP 検索ユーザパスワード

※「5.3.16   設定情報の一括取得（88 ペー
ジ）」で取得できる装置情報には本情報を含
まない。本情報は、本情報を「5.3.17   設定
情報の一括登録（89 ページ）」で設定する場
合に指定する。

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPCertification string 可 CA 証明書名

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPRouteNWIP string 可 LDAP ルーティング用 NW アドレス¥/マス
ク(例:192.168.20.0¥/22)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大 VLAN 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [装置インタフェース情報]
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省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio
n

string 不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string 不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string 不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo string 不可 ポート番号

2.4. テナント LB

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("LB"、または "<クラスタグループ
名>¥/LB"(<>は付加しない)。クラスタグ
ループ名は NodeInfo[n].NodeName に定義が
あること)

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1 string 可 テナント LB 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam6 string 不可 大テナント LB 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].Property.ExtParam7 string 不可 冗長構成時優先度("0"～"255"の数字)

DeviceList[n].Property.LDAPServer string 可 LDAP サーバ名、または IP アドレス

※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPPort string 不可 LDAP 通信用ポート("0"～"65535"の数字)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPUserCN string 可 LDAP 認証のログインに使用する属性(CN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.LDAPBaseDN string 可 LDAP 認証の検索開始位置(DN)、または、
LDAP 認証のログインユーザ識別名(DN)
※LDAP 認証の場合に指定する。

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大 VLAN 数("1"～"4094"の数字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio
n

string 不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string 不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string 不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo string 不可 ポート番号
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キー 型 省略 説明

2.5. UNC

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("UNC")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1 string 可 VTN 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2 string 可 vBridge 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam3 string 可 vBridge 内 vIF 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam4 string 可 vLink 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam5 string 可 vTunnel 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam6 string 可 vTunnel 内 vIF 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam7 string 可 port-map 命名規則

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].ResourceDevTableController[] object[] 可 [Controller 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableController[m].
Class

string 不可 種別("Core"、"Edge")

DeviceList[n].ResourceDevTableController[m].
ControllerDescription

string 不可 Controller 名

DeviceList[n].ResourceDevTableLogicalPort[] object[] 可 [LogicalPort 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableLogicalPort[m
].Description

string 不可 LogicalPort 名

DeviceList[n].ResourceDevTableLogicalPort[m
].Option2

string 不可 Controller 名

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[] object[] 可 [Boundary 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
Description

string 不可 Boundary 名

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
VLANCount

string 不可 総 VLAN 数("2"～"4091"の数字。除外
VLANID を指定する場合は総 VLAN 数と除
外 VLANID の個数を合計した数が 4091 以
下であること)

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
Exclusion[]

object[] 可 [除外 VLANID]

DeviceList[n].ResourceDevTableBoundary[m].
Exclusion[l].ExclusionVLANID

string 可 除外 VLANID("2"～"4092"の数字、","区切り
の複数指定不可、範囲指定可能。範囲指定
する場合は"-"で区切る)

2.6. 仮想 SW

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名
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DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("vSW")

DeviceList[n].SSCResourcePoolName string 不可 リソースプール名(リソースプール名¥/サブ
リソースプール名)

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト("SSC",
"Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1 string 可 ポートグループ命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2 string 可 論理ネットワーク命名規則

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].ResourceDevTableVServer[] object[] 可 [仮想サーバ情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableVServer[m].D
escription

string 不可 仮想サーバ名

2.7. 汎用デバイス

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名(1～64 文字の文字列)

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("GeneralDev")

DeviceList[n].Description string 可 汎用デバイスの説明(0～100 文字の文字列)

2.8. L2SW

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("L2SW")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio
n

string 不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string 不可 コマンドインタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string 不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo string 不可 ポート番号

2.9. PFC
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DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("PFC")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト
("NetvisorProV", "Other")

DeviceList[n].Property.ExtParam1 string 可 VTN 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam2 string 可 vBridge 命名規則

DeviceList[n].Property.ExtParam3 string 可 vBridge 内 vIF 命名規則(Trunk-Port 時のみ有
効）

DeviceList[n].Property.ExtParam4 string 可 vExternal 命名規則(Trunk-Port 時のみ有効）

DeviceList[n].Property.ExtParam5 string 可 vExternal 内 vIF 命名規則(Trunk-Port 時のみ
有効）

DeviceList[n].Property.ExtParam6 string 可 vLink 命名規則(Trunk-Port 時のみ有効）

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [サブドメイン情報]

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].OfsSubDo
main

string 不可 OFS サブドメイン名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].OfsDomai
n

string 不可 OFS ドメイン名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PathContr
ol

string 不可 経路制御方式

2.10. PFS

DeviceList[n].NvName string 不可 装置名

DeviceList[n].Name string 不可 装置を管理している管理サーバ名

DeviceList[n].Type string 不可 装置種別("PFS")

DeviceList[n].Property object 不可 [装置固有情報]

DeviceList[n].Property.AutomationCmd string 可 オートメーションコマンドパス

DeviceList[n].Property.AutomationCmdArg string 可 オートメーション実行パラメータ

DeviceList[n].Property.AutomationSoft string 不可 オートメーション実行ソフト

DeviceList[n].Property.Memo string 可 オプション(0～127 文字の文字列)

DeviceList[n].Property.ResourceCount string 不可 大アクティブ VLAN 数("1"～"4094"の数
字)

DeviceList[n].ResourceDevTable[] object[] 可 [装置インタフェース情報]
省略したインターフェース情報は
"Operational":"0"として登録する。

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Descriptio
n

string 不可 インタフェース名

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Nickname string 不可 コマンドインタフェース名
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DeviceList[n].ResourceDevTable[m].Operation
al

string 不可 操作対象("1":はい、"0":いいえ)

DeviceList[n].ResourceDevTable[m].PortNo string 不可 ポート番号

DeviceList[n].ResourceDevTableTrunk[] object[] 可 [Trunk-Port 情報]

DeviceList[n].ResourceDevTableTrunk[m].Desc
ription

string 不可 Trunk-Port 名

リソースグループに関する設定項目

設定例

{
    "ResourceGroup":{
        "DuplicateCheck":"1",
        "ListIPSubnet":[
            {
                "Memo":"",
                "IPSubnet":"10.0.0.0 - 10.255.255.255"
            }
        ]
    },
    "GroupList":[
        {
            "SharedType":"Shared",
            "NodeType":"RG",
            "NodeName":"Group01",
            "UpName":"",
            "ResourceTags":[]
        },
        {
            "SharedType":"Shared",
            "NodeType":"RMG",
            "NodeName":"Group02",
            "UpName":"Group01",
            "VLANList":[
                {
                    "NodeType":"Disabled",
                    "VLAN_ID":"2 - 4059"
                }
            ],
            "Summary":{
                "BVLAN":"1",
                "VSV":"0",
                "TLB":"0",
                "Public":"0",
                "JVLAN":"1",
                "Tenant":"0",
                "Name":"",
                "DISK":"0",
                "WAN":"0",
                "PSV":"0",
                "TFW":"0"
            },
            "MgrGroup":{
                "SharedType":"Shared",
                "ThresholdMemory":"0",
                "CapacityType":"real",
                "VLANFrom":"2",
                "ThresholdCPUcount":"0",
                "Priority":"1",
                "ThresholdVmcount":"0",
                "Threshold":"0",
                "ThresholdStorage":"0",
                "VLANTo":"4094"
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            },
            "ManagementGroupList":[
                {
                    "Unique":"1",
                    "VLANFrom":"0",
                    "ExtParam1":"0.0.0.254 - 0.0.0.254",
                    "ExtParam2":"0.0.0.1 - 0.0.0.253",
                    "ExtParam3":"",
                    "Option1":"",
                    "ExtParam4":"PING HTTP HTTPS TELNET SSH RDP FTP",
                    "VLANDef":"0",
                    "ExtParam5":"PING HTTP HTTPS TELNET SSH RDP FTP",
                    "VLANCount":"0",
                    "ExtParam6":"",
                    "ExtParam7":"",
                    "Threshold":"0",
                    "ExtParam8":"",
                    "Type":"ManagementVLAN",
                    "IPSubnetRange":[
                        {
                            "IPSubnetMask":"24",
                            "IPSubnetRange":"10.5.0.0 - 10.8.0.0"
                        }
                    ],
                    "DeviceList":[
                    ],
                    "VLANTo":"0"
                },
                {
                    "Unique":"1",
                    "VLANFrom":"0",
                    "ExtParam1":"0.0.0.245 - 0.0.0.254",
                    "ExtParam2":"0.0.0.1 - 0.0.0.232",
                    "ExtParam3":"0.0.0.235 - 0.0.0.244",
                    "Option1":"^0.0.0.150",
                    "ExtParam4":"",
                    "VLANDef":"0",
                    "ExtParam5":"",
                    "VLANCount":"0",
                    "ExtParam6":"",
                    "ExtParam7":"",
                    "Threshold":"5",
                    "ExtParam8":"",
                    "Type":"BusinessVLAN",
                    "IPSubnetRange":[
                        {
                            "IPSubnetMask":"24",
                            "IPSubnetRange":"10.3.0.0 - 10.3.10.0"
                        },
                        {
                            "IPSubnetMask":"24",
                            "IPSubnetRange":"10.3.21.0 - 10.3.30.0"
                        }
                    ],
                    "DeviceList":[
                    ],
                    "VLANTo":"0"
                }
            ]
        }
    ]
}

設定項目の説明

キー 型 省略 説明

1. 利用可能な IP サブネット範囲の定義

ResourceGroup object 可 [DC リソースビュー]-[リソースグループ]に
関する定義
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ResourceGroup.DuplicateCheck string 可 IP サブネット重複可否("1":重複不可、"0":重
複可)

ResourceGroup.ListIPSubnet[] object[] 可 追加する[IP サブネット範囲]に関する定義

ResourceGroup.ListIPSubnet[n].Memo string 可 メモ(0～256 文字の文字列)

ResourceGroup.ListIPSubnet[n].IPSubnet string 可 IP サブネット範囲(記入例:"123.22.0.0 -
123.255.255.255")

2. グループノード情報

GroupList[] object[] 可 [DC リソースビュー]-[リソースグループ]配
下の各グループノードに関する定義

2.1. グループ情報

GroupList[n1].NodeType string 不可 グループノードタイプ ("RG":グループ)

GroupList[n1].NodeName string 不可 グループノード名

GroupList[n1].UpName string 不可 上位グループノード名。

上位グループノードが存在しない場合のみ
""を指定する。

GroupList[n1].SharedType string 不可 専有タイプ("Dedicated":専有、"Shared":共有)

GroupList[n1].ResourceTags[] object[] 可 [タグ情報]

GroupList[n1].ResourceTags[m].Key string 不可 キー(1～50 文字の文字列)

GroupList[n1].ResourceTags[m].Value string 可 値(0～50 文字の文字列)

2.2. 共通グループ情報

GroupList[n2].NodeType string 不可 グループノードタイプ ("CGRG":共通グルー
プ)

GroupList[n2].NodeName string 不可 グループノード名

GroupList[n2].UpName string 不可 上位グループノード名。

上位グループノードが存在しない場合のみ
""を指定する。

GroupList[n2].SharedType string 不可 専有タイプ("Dedicated":専有、"Shared":共有)

GroupList[n2].Option4 string 可 論理ネットワーク命名規則

GroupList[n2].TenantIPflg string 可 テナント IP アドレス範囲指定フラグ ("1":
指定しない、"":指定する(規定値))

GroupList[n2].ResourceTags[] object[] 可 [タグ情報]

GroupList[n2].ResourceTags[m].Key string 不可 キー(1～50 文字の文字列)

GroupList[n2].ResourceTags[m].Value string 可 値(0～50 文字の文字列)

GroupList[n2].Summary object 不可 [定義グループの指定]

GroupList[n2].Summary.JVLAN string 不可 事業者管理 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n2].Summary.Tenant string 可 テナント管理 VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n2].Summary.BVLAN string 不可 業務 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n2].Summary.Public string 可 パブリック VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n2].Summary.WAN string 可 WAN サービス VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))
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GroupList[n2].Summary.TFW string 可 テナント FW の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))

GroupList[n2].Summary.TLB string 可 テナント LB の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))

GroupList[n2].ControllerList[] object[] 可 [P-Flow Controller]

GroupList[n2].ControllerList[m].ControllerNam
e1

string 不可 Controller 名(Boundary 名に紐づく Controller
の一端)

GroupList[n2].ControllerList[m].ControllerNam
e2

string 不可 Controller 名(Boundary 名に紐づく Controller
のもう一方の端)

GroupList[n2].ControllerList[m].UNCName string 不可 UNC 装置名

GroupList[n2].ControllerList[m].BoundaryList[
]

object[] 可 [Boundary 一覧]

GroupList[n2].ControllerList[m].BoundaryList[l
].Description

string 不可 Boundary 名

2.2.1. 共通グループ情報：VLAN 毎の共通グループ定義

GroupList[n2].CommonGroupList[] object[] 不可 [共通グループ情報]

2.2.1.1. 共通グループ情報：事業者管理 VLAN (GroupList[n2].Summary.JVLAN が"1"の場合)

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].Type string 不可 VLAN 種別("ManagementVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].ExtPara
m1

string 不可 バックエンド FW IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.250 - 0.0.0.252")

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].ExtPara
m2

string 不可 テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 -
0.0.0.249")

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].Option1 string 可 除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
大 4 つまで)

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].IPSubne
tRange[]

object[] 不可 [IP サブネット範囲]

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].IPSubne
tRange[l].IPSubnetRange

string 不可 IP サブネット範囲

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m1].IPSubne
tRange[l].IPSubnetMask

string 不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.2. 共通グループ情報：テナント管理 VLAN (GroupList[n2].Summary.Tenant が"1"の場合)

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].Type string 不可 VLAN 種別("TenantVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara
m1

string 可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara
m2

string 不可 テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 -
0.0.0.249")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara
m3

string 不可 SSL-VPN 側 IP アドレス範囲(例: "0.0.0.250 -
0.0.0.252")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara
m6

string 可
(*2)

テナント LB 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.247 - 0.0.0.250")
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GroupList[n2].CommonGroupList[m2].ExtPara
m7

string 不可 SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.251 - 0.0.0.252")

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].Option1 string 可 除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
大 4 つまで)

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].IPSubne
tRange[]

object[] 不可 [IP サブネット範囲]

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].IPSubne
tRange[l].IPSubnetRange

string 不可 IP サブネット範囲

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m2].IPSubne
tRange[l].IPSubnetMask

string 不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.3. 共通グループ情報：業務管理 VLAN (GroupList[n2].Summary.BVLAN が"1"の場合)

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].Type string 不可 VLAN 種別("BusinessVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].Unique string 不可 IP サブネット初期値("1":重複不可、"0":重複
可)

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].ExtPara
m1

string 可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].ExtPara
m2

string 不可 テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 -
0.0.0.249")

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].ExtPara
m3

string 可
(*2)

テナント LB 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.247 - 0.0.0.250")

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].Option1 string 可 除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
大 4 つまで)

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].IPSubne
tRange[]

object[] 不可 [IP サブネット範囲]

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].IPSubne
tRange[l].IPSubnetRange

string 不可 IP サブネット範囲

例 1:サブネット範囲が 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネット範囲が 30 の場合"10.0.0.0 -
10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m3].IPSubne
tRange[l].IPSubnetMask

string 不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.4. 共通グループ情報：パブリック VLAN (GroupList[n2].Summary.Public が"1"の場合)

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].Type string 不可 VLAN 種別("PublicVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].ExtPara
m1

string 可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].IPSubne
tRange[]

object[] 不可 [IP サブネット範囲]

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].IPSubne
tRange[l].IPSubnetRange

string 不可 IP サブネット範囲

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
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例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m4].IPSubne
tRange[l].IPSubnetMask

string 不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.2.1.5. 共通グループ情報：WAN サービス VLAN (GroupList[n2].Summary.WAN が"1"の場合)

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].Type string 不可 VLAN 種別("WANServiceVLAN")

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].ExtPara
m1

string 可
(*1)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].IPSubne
tRange[]

object[] 不可 [IP サブネット範囲]

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].IPSubne
tRange[l].IPSubnetRange

string 不可 IP サブネット範囲

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n2].CommonGroupList[m5].IPSubne
tRange[l].IPSubnetMask

string 不可 IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

2.3. 管理グループ情報

GroupList[n3].NodeType string 不可 グループノードタイプ ("RMG":管理グルー
プ)

GroupList[n3].NodeName string 不可 グループノード名

GroupList[n3].UpName string 不可 上位グループノード名。

上位グループノードが存在しない場合のみ
""を指定する。

GroupList[n3].SharedType string 不可 専有タイプ("Dedicated":専有、"Shared":共有)

GroupList[n3].ResourcePools[] object[] 可
(*4)

[リソースプール一覧]

GroupList[n3].ResourcePools[m].Name string 不可 リソースプール名(リソースプール名¥/サブ
リソースプール名)

GroupList[n3].Summary object 不可 [定義グループの指定]

GroupList[n3].Summary.Name string 不可 管理サーバ名(管理サーバを使用しない場合
は""を指定する)

GroupList[n3].Summary.JVLAN string 不可 事業者管理 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n3].Summary.Tenant string 可 テナント管理 VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.BVLAN string 不可 業務 VLAN の定義 ("1":使用する)

GroupList[n3].Summary.Public string 可 パブリック VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.WAN string 可 WAN サービス VLAN の定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.TFW string 可 テナント FW の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))
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GroupList[n3].Summary.TLB string 可 テナント LB の定義 ("1":使用する、"0":使用
しない(規定値))

GroupList[n3].Summary.VSV string 可
(*4)

仮想サーバの定義 ("1":使用する、"0":使用し
ない(規定値))。管理サーバ名を省略した場
合(""指定時を含む)は"0"のみ指定可能。

GroupList[n3].Summary.PSV string 可 物理サーバの定義 ("1":使用する、"0":使用し
ない(規定値))。管理サーバ名を省略した場
合(""指定時を含む)は"0"のみ指定可能。

GroupList[n3].Summary.DISK string 可 ディスクボリュームの定義 ("1":使用する、
"0":使用しない(規定値))

GroupList[n3].VLANList object[] 可 [VLAN 一覧]の使用不可リスト

GroupList[n3].VLANList[m].NodeType string 不可 ノードタイプ( 使用不可："Disabled")

GroupList[n3].VLANList[m].VLAN_ID string 不可 VLAN ID ("1"～"4094"の数字、範囲指定可
能。範囲指定する場合は"-"で区切る)

GroupList[n3].MgrGroup object 不可 [管理グループ定義]

GroupList[n3].MgrGroup.SharedType string 不可 自動払い出しの優先度設定有無("Shared": 優
先度あり(はい)、"Dedicated":優先度なし(い
いえ))。詳細は「5.5.6.3   管理グループの指
定（111 ページ）」の「優先度に応じた自動
払い出し」の説明を参照

GroupList[n3].MgrGroup.Priority string 不可 自動払い出しの優先度("1"～"9999"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdMemory string 可
(*3)

メモリ使用量の閾値("0"～"9999"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdCPUcount string 可
(*3)

空 CPU(個数)使用量の閾値("0"～"9999"の数
字）

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdVmcount string 可
(*3)

VM 数の閾値("0"～"9999"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.Threshold string 不可 VLAN 閾値("0"～"4094"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.ThresholdStorage string 可
(*3)

ディスク使用量の閾値("0"～"9999"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.CapacityType string 可
(*3)

空きリソース計算方式("reserved":サブリ
ソースプールを含まない、"real":サブリソー
スプールを含む)

GroupList[n3].MgrGroup.VLANFrom string 不可 VLAN 範囲の開始値("1"～"4094"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.VLANTo string 不可 VLAN 範囲の終了値("1"～"4094"の数字）

GroupList[n3].MgrGroup.TenantIPflg string 可
(*5)

テナント IP アドレス範囲指定フラグ ("1":
指定しない(省略する)、"":指定する(規定値))

2.3.1. 管理グループ情報：リソース毎の固有情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[] object[] 不可 [管理グループのノード情報]

2.3.1.1. 管理グループ情報：事業者管理 VLAN (GroupList[n3].Summary.JVLAN が"1"の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Typ
e

string 不可 リソース種別("ManagementVLAN")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram1

string 不可
(*6)

バックエンド FW IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.250 - 0.0.0.252")
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GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram2

string 可
(*6)

テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 -
0.0.0.249")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram3

string 可 DHCP リレー情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram4

string 可 入力フィルタ情報(プロトコル)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram5

string 可 出力フィルタ情報(プロトコル)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram6

string 可 フィルタ情報(オプション)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram7

string 可
(*3)

管理サーバ IP アドレス(例: "192.168.20.22")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].ExtP
aram8

string 可
(*3)

管理サーバ IP アドレスのサブネットマスク
値("8"～"30"の数字)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Opti
on1

string 可
(*5)

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
大 4 つまで)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Thre
shold

string 不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].VL
ANDef

string 不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].VL
ANFrom

string 不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].VL
ANTo

string 不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].IPSu
bnetRange[]

object[] 不可
(*6)

[IP サブネット範囲]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetRange

string 不可
(*6)

IP サブネット範囲

例 1:サブネット範囲が 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネット範囲が 30 の場合"10.0.0.0 -
10.255.255.252"

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetMask

string 不可
(*6)

IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m1].Devi
ceList[]

object[] 可 DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.2. 管理グループ情報：テナント管理 VLAN (GroupList[n3].Summary.Tenant が"1"の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Typ
e

string 不可 リソース種別("TenantVLAN")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP
aram1

string 可
(*1)
(*6)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP
aram2

string 可
(*6)

テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 -
0.0.0.249")

付録 C   DC リソースビューのコマンド設定情報

534



キー 型 省略 説明

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP
aram3

string 不可
(*6)

SSL-VPN 側 IP アドレス範囲(例: "0.0.0.250 -
0.0.0.252")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP
aram5

string 可 フィルタ情報(プロトコル)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP
aram6

string 可
(*2)
(*6)

テナント LB 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.247 - 0.0.0.250")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].ExtP
aram7

string 不可
(*6)

SSL-VPN 接続用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.251 - 0.0.0.252")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Opti
on1

string 可
(*5)

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
大 4 つまで)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Thre
shold

string 不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].VL
ANDef

string 不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].VL
ANFrom

string 不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].VL
ANTo

string 不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].IPSu
bnetRange[]

object[] 不可
(*6)

[IP サブネット範囲]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetRange

string 不可
(*6)

IP サブネット範囲

例 1:サブネット範囲が 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネット範囲が 30 の場合"10.0.0.0 -
10.255.255.252"

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetMask

string 不可
(*6)

IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m2].Devi
ceList[]

object[] 可 DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.3. 管理グループ情報：業務管理 VLAN (GroupList[n3].Summary.BVLAN が"1"の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Typ
e

string 不可 リソース種別("BusinessVLAN")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Uni
que

string 不可
(*6)

IP サブネット初期値("1":重複不可、"0":重複
可)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].ExtP
aram1

string 可
(*1)
(*6)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].ExtP
aram2

string 可
(*6)

テナント IP アドレス範囲(例: "0.0.0.1 -
0.0.0.249")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].ExtP
aram3

string 可
(*2)
(*6)

テナント LB 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.247 - 0.0.0.250")
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GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Opti
on1

string 可
(*5)

除外 IP アドレス(「,」区切りの IP アドレス。
大 4 つまで)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Thre
shold

string 不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].VL
ANDef

string 不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].VL
ANFrom

string 不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].VL
ANTo

string 不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].IPSu
bnetRange[]

object[] 不可
(*6)

[IP サブネット範囲]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetRange

string 不可
(*6)

IP サブネット範囲

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetMask

string 不可
(*6)

IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m3].Devi
ceList[]

object[] 可 DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.4. 管理グループ情報：パブリック VLAN、 WAN サービス VLAN (GroupList[n3].Summary.Public/WAN
が"1"の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].Typ
e

string 不可 リソース種別("PublicVLAN"：パブリック
VLAN、"WANServiceVLAN"：WAN サービ
ス VLAN)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].ExtP
aram1

string 可
(*1)
(*6)

テナント FW 用 IP アドレス範囲(例:
"0.0.0.253 - 0.0.0.254")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].Thre
shold

string 不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].VL
ANDef

string 不可 VLAN の利用範囲を指定する("1":指定する、
"0":指定しない)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].VL
ANFrom

string 不可 VLAN 範囲の開始値("0～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].VL
ANTo

string 不可 VLAN 範囲の終了値("0"～"4094"の数字。本
設定情報は VLAN 一覧に反映しない）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].IPSu
bnetRange[]

object[] 不可
(*6)

[IP サブネット範囲]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetRange

string 不可
(*6)

IP サブネット範囲

例 1:サブネットマスクが 24 の場合
"192.168.0.0 - 192.168.255.0"
例 2:サブネットマスクが 30 の場合"10.0.0.0
- 10.255.255.252"
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GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].IPSu
bnetRange[l].IPSubnetMask

string 不可
(*6)

IP サブネットマスク("20"～"30"の数字)。
IPSubnetRange[]の中では同じ数字のみ指定
可能。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m4].Devi
ceList[]

object[] 可 DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.1.5. 管理グループ情報：テナント FW グループ、 テナント LB グループ、 物理サーバグループ、 ディ
スクボリュームグループ (GroupList[n3].Summary.TFW/TLB/PSV/Disk が"1"の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].Typ
e

string 不可 リソース種別("TenantFW":テナント FW グ
ループ、"TenantLB"：テナント LB グルー
プ、"PhysicalSV"：物理サーバグループ、
"Diskvolume"：ディスクボリュームグルー
プ )

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].Thre
shold

string 不可 閾値

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].VL
ANCount

string 不可 テナント FW 数("1"～"4094"の数字）

テナント LB 数("1"～"4094"の数字）

物理サーバ数("1"～"4094"の数字）

ディスクボリューム数("1"～"4094"の数字）

GroupList[n3].ManagementGroupList[m5].Devi
ceList[]

object[] 可 DeviceList[]の内容は下方参照(表中「2.3.2. 管
理グループ情報：リソースに所属する装置
情報」)

2.3.2. 管理グループ情報：リソースに所属する装置情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[]

object[] 可 [VLAN 装置一覧]

2.3.2.1. 装置情報： バックエンド FW、 SSL-VPN、 L2SW、PFS

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].NvName

string 不可 装置名、または、装置名¥/仮想ノード名(仮
想ノード名はバックエンド FW、SSL-VPN
の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].Display

string 不可 機器タイプ("BFW":バックエンド FW、
"SSL":SSL-VPN、"L2SW":L2SW、"PFS":PFS)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].Name

string 不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].DeviceIFList[]

object[] 可 [機器インタフェース情報]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l1].DeviceIFList[k].Description

string 不可 インタフェース名

2.3.2.2. 装置情報： UNC

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].NvName

string 不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].Display

string 不可 機器タイプ("UNC")
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GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].Name

string 不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].DeviceIFList[]

object[] 可 [機器インタフェース情報]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l2].DeviceIFList[k].Description

string 不可 LogicalPort 名

2.3.2.3. 装置情報： 仮想 SW

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l3].NvName

string 不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l3].Display

string 不可 機器タイプ("vSW":仮想 SW)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l3].Name

string 不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l3].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l3].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報

2.3.2.4. 装置情報： 汎用デバイス

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l4].NvName

string 不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l4].Display

string 不可 機器タイプ("GeneralDev":汎用デバイス)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l4].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l4].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報

2.3.2.5. 装置情報： テナント FW、テナント LB (VLAN ノード配下の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].NvName

string 不可 装置名、または、クラスタグループ名(クラ
スタグループ名はクラスタ構成の LB の場
合のみ)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].Display

string 不可 機器タイプ("TFW":テナント FW、"LB":テナ
ント LB、"ClusterG¥/LB":クラスタ構成の
LB)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].Name

string 不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報
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GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].DeviceIFList[]

object[] 可 [機器インタフェース情報]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l5].DeviceIFList[k].Description

string 不可 インタフェース名

2.3.2.6. 装置情報： テナント FW、テナント LB (テナント FW グループまたはテナント LB グループ配下
の場合)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l6].NvName

string 不可 装置名、または、クラスタグループ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l6].Priority

string 不可 同一機器種別の優先度("1"～"9999"の数字)。
数字が大きいほど優先が高い。

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l6].Display

string 不可 機器タイプ("TFW":テナント FW、"LB":テナ
ント LB、"ClusterG¥/LB":クラスタ構成の
LB)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l6].Name

string 不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l6].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l6].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報

2.3.2.7. 装置情報： PFC

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].NvName

string 不可 装置名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].Display

string 不可 機器タイプ("PFC")

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].Name

string 不可 管理サーバ名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].NodeType

string 不可 リソース種別
(GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Type
と同じものを指定する)

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].ExtParam1

string 可 標準以外スクリプト識別情報

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].DeviceIFList[]

object[] 可 [サブドメイン情報]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].DeviceIFList[k].Description

string 不可 OFS ドメイン名¥/OFS サブドメイン名

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].DeviceIFTrunkList[]

object[] 可 [Trunk-Port 情報]

GroupList[n3].ManagementGroupList[m].Devic
eList[l7].DeviceIFTrunkList[k].Display

string 不可 Trunk-Port 名¥/PFS 名

*1 Summary で"TFW":"1"を指定した場合は記載必須。"TFW":"0"を指定した場合は記載不要。

*2 Summary で"TLB":"1"を指定した場合は記載必須。"TLB":"0"を指定した場合は記載不要。

*3 Summary で管理サーバ名("Name")を指定した場合は記載必須。

*4 Summary で"VSV":"1"を指定した場合は ResourcePools[]の定義必須。"VSV":"0"を指定した場合
は ResourcePools[]の定義不可。

*5 上位グループに共通グループが存在する場合は記載不要(上位グループの定義を使用する)。
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*6 上位グループに共通グループが存在する場合は記載不要(上位グループの定義を使用する)。上
位グループに共通グループが存在しない場合は記載必須。
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