
 

 

ユーザーズガイド 
 

 

 

 

 

～機能、操作編～ 
 

 

 

 

 

SigmaSystemCenter 1.3 
 

 

 

 

 

 

第 2 版 
 

 



 

i 

目次 

用語 ............................................................................................................................. xvi 

1. SigmaSystemCenter の機能 ................................................................................... 1 

1.1. 機能概要 ......................................................................................................................... 1 

1.2. コンポーネント構成............................................................................................................. 2 

1.3. SystemProvisioning によるサーバ管理 ........................................................................... 3 
1.3.1. サーバの種類 ................................................................................................................. 3 
1.3.2. サーバの状態遷移.......................................................................................................... 6 
1.3.3. 仮想サーバの状態遷移................................................................................................... 8 
1.3.4. サーバの識別 ................................................................................................................. 9 
1.3.5. サーバの状態、障害の監視 ........................................................................................... 10 
1.3.6. サーバのステータス ........................................................................................................ 11 
1.3.7. プールサーバ................................................................................................................. 13 
1.3.8. 仮サーバ...................................................................................................................... 14 
1.3.9. VM サーバの負荷分散 .................................................................................................. 15 

1.4. グループ管理................................................................................................................... 17 
1.4.1. グループの構成と階層化 ............................................................................................... 21 
1.4.2. プールサーバの登録 ...................................................................................................... 23 
1.4.3. ポリシー制御 ................................................................................................................ 26 

1.5. サーバの構成変更 ........................................................................................................... 27 
1.5.1. サーバの追加(物理サーバ) ............................................................................................ 28 
1.5.2. サーバの削除(物理サーバ) ............................................................................................ 29 
1.5.3. サーバの置換(物理サーバ) ............................................................................................ 29 
1.5.4. サーバの用途変更(物理サーバ) ..................................................................................... 31 
1.5.5. サーバ情報を指定したサーバ追加(物理サーバ)................................................................ 32 
1.5.6. サーバの作成(仮想サーバ) ............................................................................................ 33 
1.5.7. サーバの稼動(仮想サーバ) ............................................................................................ 33 
1.5.8. サーバの追加(仮想サーバ) ............................................................................................ 34 
1.5.9. サーバの削除(仮想サーバ) ............................................................................................ 36 
1.5.10. サーバの移動(仮想サーバ) .......................................................................................... 38 



 

ii 

1.5.11. アクションシーケンス ..................................................................................................... 40 

1.6. 配布ソフトウェアの管理..................................................................................................... 41 
1.6.1. シナリオ ....................................................................................................................... 43 
1.6.2. 配布ソフトウェアの作成単位 .......................................................................................... 45 
1.6.3. 配布ソフトウェアの登録とサーバへのインストール................................................................ 46 
1.6.4. 配布ソフトウェアの作成からサーバへのインストールまでの流れ ............................................. 49 
1.6.5. 配布ソフトウェアの差分配布 .......................................................................................... 55 
1.6.6. 配布ソフトウェアの再配布 (全配布)............................................................................... 57 
1.6.7. マスタサーバの登録 ....................................................................................................... 58 
1.6.8. グループ、サブグループ環境での配布ソフトウェアの登録 ..................................................... 60 
1.6.9. 仮想サーバのテンプレート登録とサーバの作成 .................................................................. 61 
1.6.10. 仮想サーバのテンプレート作成からサーバの作成までの流れ ............................................. 62 
1.6.11. ローカルスクリプト......................................................................................................... 65 

1.7. ネットワークの管理 ........................................................................................................... 67 
1.7.1. VLAN 制御概要 .......................................................................................................... 68 
1.7.2. ロードバランサ概要........................................................................................................ 68 
1.7.3. スイッチブレードの初期設定 ........................................................................................... 69 
1.7.4. NetvisorPro の設定 ..................................................................................................... 71 
1.7.5. VLAN 制御 ................................................................................................................. 72 
1.7.6. ロードバランサ制御........................................................................................................ 75 

1.8. ストレージの管理 ............................................................................................................. 80 
1.8.1. iStorage ディスクアレイ管理の概要 ................................................................................. 80 
1.8.2. iStorage の初期設定 ................................................................................................... 81 
1.8.3. Symmetrix ディスクアレイ管理の概要 ............................................................................. 82 
1.8.4. Symmetrix の初期設定................................................................................................ 83 
1.8.5. ディスクアレイ、論理ディスクの選択.................................................................................. 83 
1.8.6. グループ、サーバで使用する論理ディスクの選択................................................................ 84 
1.8.7. 管理対象サーバ側の設定 ............................................................................................. 86 
1.8.8. ストレージ制御 ............................................................................................................. 88 

1.9. 通報機能 ....................................................................................................................... 98 

1.10. コマンドライン制御............................................................................................................ 98 

1.11. DPM の操作 .................................................................................................................. 99 
1.11.1. Web コンソールの操作 ................................................................................................. 99 



 

iii 

1.11.2. コンピュータの登録....................................................................................................... 99 
1.11.3. シナリオの登録、実行 .................................................................................................. 99 
1.11.4. イメージビルダーの操作 ................................................................................................ 99 
1.11.5. コマンドライン for DPM からの操作 ............................................................................ 100 
1.11.6. コンピュータ情報の CSV ファイル管理 .......................................................................... 100 
1.11.7. パラメータファイルの大量作成 ..................................................................................... 100 

1.12. 性能監視機能(SystemMonitor 性能監視).................................................................. 101 

1.13. 仮想サーバ管理オプションの使用..................................................................................... 101 

2. ライセンス管理ツール................................................................................................ 102 

3. SystemProvisioning の起動と停止...................................................................... 105 

3.1. SystemProvisioning の起動 ..................................................................................... 105 

3.2. SystemProvisioning の停止 ..................................................................................... 105 

4. 運用管理ツール ...................................................................................................... 106 

4.1. 運用管理ツールの起動方法........................................................................................... 106 

4.2. 運用管理ツール画面の概要........................................................................................... 106 
4.2.1. ツリー表示ウィンドウ .................................................................................................... 107 
4.2.2. 詳細情報表示ウィンドウ.............................................................................................. 108 
4.2.3. 運用ログ表示ウィンドウ.................................................................................................111 
4.2.4. ツールバー...................................................................................................................111 

4.3. 運用管理ツールによる操作............................................................................................. 112 

4.4. メニューによる操作 ......................................................................................................... 113 
4.4.1. 操作メニュー .............................................................................................................. 113 
4.4.2. 外部ツールメニュー ...................................................................................................... 116 
4.4.3. ヘルプメニュー ............................................................................................................. 118 

4.5. 運用管理ツールのログイン操作 ....................................................................................... 119 
4.5.1. 運用管理ツール初回起動時の操作 ............................................................................. 119 
4.5.2. ログインダイアログの操作 .............................................................................................. 120 

4.6. SystemProvisioning ユーザに対する操作 ................................................................... 121 
4.6.1. ユーザ管理ダイアログの操作 ........................................................................................ 121 



 

iv 

4.7. 物理サーバに対する操作................................................................................................ 124 
4.7.1. 新の情報に更新..................................................................................................... 125 
4.7.2. 管理対象.................................................................................................................. 125 
4.7.3. 管理対象外 .............................................................................................................. 125 
4.7.4. 障害状態を無視........................................................................................................ 125 
4.7.5. 故障状態のリセット ..................................................................................................... 126 
4.7.6. Job 実行結果のリセット ............................................................................................... 126 
4.7.7. サーバの追加 ............................................................................................................. 126 
4.7.8. 指定ソフトウェアの配布 ............................................................................................... 128 
4.7.9. サーバ情報の削除...................................................................................................... 128 
4.7.10. プロパティ ................................................................................................................. 129 

4.8. ストレージに対する操作.................................................................................................. 140 
4.8.1. ディスクアレイと LD の追加 (iStorage) ......................................................................... 141 
4.8.2. ディスクアレイと LD の追加 (その他) ............................................................................. 141 
4.8.3. ストレージ情報の更新................................................................................................. 142 
4.8.4. 新の情報に更新..................................................................................................... 142 
4.8.5. プロパティ ................................................................................................................... 142 
4.8.6. 非共有ディスク/共有ディスク......................................................................................... 143 
4.8.7. ディスクアレイの削除.................................................................................................... 143 
4.8.8. LD の削除 ................................................................................................................. 143 

4.9. スイッチの操作 ............................................................................................................... 144 
4.9.1. スイッチの追加............................................................................................................ 145 
4.9.2. スイッチ VLAN の追加 ................................................................................................ 146 
4.9.3. スイッチの削除............................................................................................................ 146 
4.9.4. 新の情報に更新..................................................................................................... 146 
4.9.5. プロパティ ................................................................................................................... 146 

4.10. ロードバランサに対する操作 ............................................................................................ 149 
4.10.1. ロードバランサの追加................................................................................................. 150 
4.10.2. 新の情報に更新................................................................................................... 150 
4.10.3. ロードバランサのプロパティ........................................................................................... 150 
4.10.4. 負荷分散グループの追加 .......................................................................................... 151 
4.10.5. 負荷分散グループのプロパティ .................................................................................... 151 
4.10.6. ロードバランサの削除................................................................................................. 151 
4.10.7. 負荷分散グループの削除 .......................................................................................... 151 



 

v 

4.11. 配布ソフトウェアに対する操作 ......................................................................................... 152 
4.11.1. ソフトウェアの追加 ..................................................................................................... 153 
4.11.2. 新の情報に更新 ................................................................................................... 154 
4.11.3. 配布ソフトウェア情報の削除 ...................................................................................... 155 
4.11.4. プロパティ ([配布ソフトウェア]ツリー)............................................................................. 155 
4.11.5. プロパティ (選択した配布ソフトウェア).......................................................................... 155 

4.12. グループに対する操作 .................................................................................................... 157 
4.12.1. カテゴリの作成.......................................................................................................... 159 
4.12.2. カテゴリの削除.......................................................................................................... 159 
4.12.3. グループの作成......................................................................................................... 159 
4.12.4. VM 用グループの作成 ............................................................................................... 159 
4.12.5. グループの削除......................................................................................................... 159 
4.12.6. サブグループの作成 ................................................................................................... 160 
4.12.7. サブグループの削除 ................................................................................................... 160 
4.12.8. 新の情報に更新................................................................................................... 160 
4.12.9. サーバの追加 ........................................................................................................... 160 
4.12.10. 仮サーバ、仮プールサーバの追加.............................................................................. 161 
4.12.11. ソフトウェアの追加 ................................................................................................... 162 
4.12.12. ソフトウェアの再配布 ............................................................................................... 162 
4.12.13. 起動、再起動、シャットダウン ................................................................................... 163 
4.12.14. プロパティ ............................................................................................................... 164 

4.13. グループ内のサーバ操作 ................................................................................................. 180 
4.13.1. サーバ操作：グループで稼動....................................................................................... 181 
4.13.2. サーバ操作：プールで待機 ......................................................................................... 181 
4.13.3. サーバ操作：サーバの割り当て .................................................................................... 181 
4.13.4. サーバ操作：サーバの置換 ......................................................................................... 181 
4.13.5. サーバの操作：サーバの用途変更............................................................................... 182 
4.13.6. 指定ソフトウェアの配布 ............................................................................................. 183 
4.13.7. サーバ操作：ソフトウェアの再配布 ............................................................................... 183 
4.13.8. 電源操作................................................................................................................ 184 
4.13.9. 状態操作：障害状態を無視 ..................................................................................... 184 
4.13.10. 状態操作：故障状態をリセット ................................................................................. 184 
4.13.11. 状態操作：Job 実行結果のリセット .......................................................................... 184 
4.13.12. グループから削除 .................................................................................................... 185 
4.13.13. データビューアの起動 ............................................................................................... 185 



 

vi 

4.13.14. プロパティ ............................................................................................................... 185 

4.14. VLAN グループの操作 ................................................................................................... 186 
4.14.1. VLAN グループの作成 ............................................................................................... 187 
4.14.2. VLAN グループの削除 ............................................................................................... 188 
4.14.3. スイッチ、スイッチ VLAN の追加.................................................................................. 188 
4.14.4. VLAN グループから削除 ............................................................................................ 189 
4.14.5. 新の情報に更新................................................................................................... 189 
4.14.6. プロパティ ................................................................................................................. 190 

4.15. Job 一覧、キャンセル機能 ............................................................................................. 191 

4.16. 環境設定 ..................................................................................................................... 192 
4.16.1. 全般 ....................................................................................................................... 192 
4.16.2. 基盤機能................................................................................................................ 193 
4.16.3. 構成情報管理 ........................................................................................................ 194 
4.16.4. 自己監視................................................................................................................ 195 
4.16.5. DPM 情報............................................................................................................... 196 
4.16.6. NetvisorPro ............................................................................................................ 198 
4.16.7. 通報 ....................................................................................................................... 199 
4.16.8. ログ......................................................................................................................... 200 
4.16.9. 仮想リソース ............................................................................................................ 201 
4.16.10. その他 ................................................................................................................... 202 

4.17. 仮想リソースに対する操作 .............................................................................................. 203 
4.17.1. データベースの情報を更新 ......................................................................................... 204 
4.17.2. VirtualCenter 追加.................................................................................................. 204 
4.17.3. ポリシー設定 ............................................................................................................ 205 
4.17.4. 新の情報に更新................................................................................................... 205 

4.18. VirtualCenter の操作.................................................................................................. 206 
4.18.1. データベースの情報を更新 ......................................................................................... 206 
4.18.2. VirtualCenter 削除.................................................................................................. 206 
4.18.3. 新の情報に更新................................................................................................... 207 
4.18.4. プロパティ ................................................................................................................. 207 

4.19. VM サーバグループの操作 .............................................................................................. 208 
4.19.1. 管理対象にする ....................................................................................................... 208 
4.19.2. 管理対象外にする ................................................................................................... 208 



 

vii 

4.19.3. 新の情報に更新................................................................................................... 208 

4.20. VM サーバの操作 .......................................................................................................... 209 
4.20.1. VMware Management Interface 起動 .................................................................... 209 
4.20.2. 新の情報に更新................................................................................................... 209 
4.20.3. プロパティ ................................................................................................................. 210 
4.20.4. 新規 VM 作成 ........................................................................................................ 211 

4.21. 仮想サーバの操作 ......................................................................................................... 212 
4.21.1. VM 削除 ................................................................................................................. 212 
4.21.2. テンプレート作成 ...................................................................................................... 213 
4.21.3. 新の情報に更新................................................................................................... 214 
4.21.4. プロパティ ................................................................................................................. 214 

4.22. 仮想サーバの SystemProvisioning の管理対象としての操作 ........................................ 216 
4.22.1. 障害状態を無視...................................................................................................... 216 
4.22.2. 故障状態のリセット ................................................................................................... 216 
4.22.3. Job 実行結果のリセット ............................................................................................. 216 
4.22.4. VM 削除 ................................................................................................................. 217 
4.22.5. 指定ソフトウェアの配布 ............................................................................................. 217 
4.22.6. プロパティ ................................................................................................................. 217 

4.23. 仮想サーバの論理サーバとしての操作 .............................................................................. 218 
4.23.1. VM 操作：VM 移動 .................................................................................................. 219 
4.23.2. VM 操作：VM 稼動 .................................................................................................. 220 
4.23.3. VM 操作：VM 削除 .................................................................................................. 220 
4.23.4. 指定ソフトウェアの配布 ............................................................................................. 220 
4.23.5. 電源操作................................................................................................................ 220 
4.23.6. 状態操作：障害状態を無視 ..................................................................................... 221 
4.23.7. 状態操作：故障状態をリセット ................................................................................... 221 
4.23.8. 状態操作：Job 実行結果のリセット ............................................................................ 221 
4.23.9. グループから削除 ...................................................................................................... 221 
4.23.10. プロパティ ............................................................................................................... 221 

4.24. VM 用グループに対する操作 .......................................................................................... 222 
4.24.1. VM 用グループの作成 ............................................................................................... 222 
4.24.2. プロパティ ................................................................................................................. 222 

4.25. テンプレートに対する操作 ............................................................................................... 229 



 

viii 

4.25.1. テンプレート一覧 ...................................................................................................... 229 
4.25.2. 新の状態に更新................................................................................................... 230 
4.25.3. プロパティ ................................................................................................................. 230 

4.26. ポリシー設定 ................................................................................................................. 232 

5. ポリシー .................................................................................................................. 234 

5.1. 選択できる処置一覧 ..................................................................................................... 234 
5.1.1. サーバの電源 ON....................................................................................................... 234 
5.1.2. サーバのシャットダウン .................................................................................................. 234 
5.1.3. サーバのリブート .......................................................................................................... 235 
5.1.4. サーバを置換する ....................................................................................................... 235 
5.1.5. グループへのサーバ追加............................................................................................... 235 
5.1.6. グループからサーバ削除 ............................................................................................... 235 
5.1.7. グループに VM を追加する ........................................................................................... 235 
5.1.8. グループから VM を削除する ........................................................................................ 235 
5.1.9. グループのサーバ 1 台を停止する.................................................................................. 235 
5.1.10. グループのサーバ 1 台を起動する................................................................................ 235 
5.1.11. グループのサーバ 1 台をサスペンドする ......................................................................... 236 
5.1.12. VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する .......................................................... 236 
5.1.13. VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する (失敗時は停止状態移動) .................. 236 
5.1.14. VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動または停止後移動する  (失敗時は移動しない)

........................................................................................................................................... 236 
5.1.15. VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する........................ 236 
5.1.16. VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する (失敗時は停止状態

移動)................................................................................................................................... 237 
5.1.17. VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に移動後稼動する (VM の複製・ディスク切

り替えを行う)......................................................................................................................... 237 

5.2. 障害検出 ..................................................................................................................... 238 
5.2.1. ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害 ..................................................... 239 
5.2.2. SystemMonitor の性能異常値検出と性能情報の種類................................................. 243 
5.2.3. SystemMonitor の VM 監視機能で検出できる障害 ..................................................... 244 
5.2.4. Microsoft Operations Manager 経由で検出できる障害 .............................................. 244 

5.3. 障害イベントを受信するために必要な監視対象サーバの設定............................................. 245 
5.3.1. Windows サーバでの通報設定方法............................................................................. 245 
5.3.2. Linux サーバでの通報設定方法................................................................................... 247 



 

ix 

5.3.3. 性能イベントの通報設定方法 ..................................................................................... 248 
5.3.4. VM イベントの通報設定方法 ....................................................................................... 248 
5.3.5. Microsoft Operations Manager からの通報設定方法 ................................................. 249 

5.4. 障害イベント通報に関するオプション設定 ......................................................................... 250 
5.4.1. 障害イベントのフィルタリング.......................................................................................... 251 
5.4.2. 障害イベントの抑制 .................................................................................................... 252 
5.4.3. SystemMonitor 障害監視サービスの動作設定............................................................. 254 

6. アクションシーケンス .................................................................................................. 257 

6.1. アクションシーケンスの種類 .............................................................................................. 257 

6.2. アクションシーケンスの実行とキャンセル.............................................................................. 260 

7. コマンド/API ........................................................................................................... 261 

7.1. pvmutl コマンド ............................................................................................................ 261 
7.1.1. 用途変更(サーバの移動) ............................................................................................ 262 
7.1.2. サーバ置換 ................................................................................................................ 263 
7.1.3. プールからグループへのサーバ追加................................................................................. 264 
7.1.4. サーバ情報を指定したプールからグループへのサーバ追加 ................................................. 266 
7.1.5. グループからプールへのサーバ移動 ................................................................................ 267 
7.1.6. グループ単位のソフトウェア配信 .................................................................................... 268 
7.1.7. サーバ指定のソフトウェア配信 ...................................................................................... 269 
7.1.8. 任意ソフトウェアの実行 ............................................................................................... 271 
7.1.9. メンテナンスモードの有効化、無効化 ............................................................................ 271 
7.1.10. グループのリスト出力 ................................................................................................. 272 
7.1.11. グループに登録しているサーバのリスト出力 ................................................................... 273 
7.1.12. グループで配布できる配布ソフトウェアのリスト出力 ........................................................ 274 
7.1.13. サーバのシャットダウン ................................................................................................ 274 
7.1.14. サーバのリブート ........................................................................................................ 275 
7.1.15. サーバの電源 ON..................................................................................................... 275 
7.1.16. サーバ作成(グループにサーバを新規作成) (仮想サーバ専用) ........................................ 276 
7.1.17. サーバ削除 (仮想サーバ専用) .................................................................................. 278 
7.1.18. サーバ移動 1 （Migrate のみを行う） (仮想サーバ専用) .............................................. 279 
7.1.19. サーバ移動 2 (Migrate に失敗した場合 Move を行う) (仮想サーバ専用)...................... 280 

7.2. Job コマンド.................................................................................................................. 282 



 

x 

7.2.1. Job 一覧の表示......................................................................................................... 283 
7.2.2. Job の中断 ................................................................................................................ 284 

7.3. Storage、Network 連携設定コマンド ........................................................................... 285 

7.4. API ............................................................................................................................. 286 

7.5. API アクセスアカウント .................................................................................................... 289 

8. コンフィグレーションパラメータ一覧............................................................................... 290 

9. トラブルシューティング................................................................................................ 293 

9.1. SystemProvisioning のログ機能 ................................................................................ 293 
9.1.1. イベントログ ................................................................................................................ 294 
9.1.2. 運用ログ.................................................................................................................... 308 

9.2. DPM に関するトラブル ................................................................................................... 309 
9.2.1. DPM との連携に関する運用ログ................................................................................... 309 

9.3. 構成情報データ管理機能に関するトラブル....................................................................... 310 
9.3.1. 運用管理ツール使用中の構成情報データベースへのアクセスエラー................................... 310 
9.3.2. 構成情報データ管理機能に関する運用ログ .................................................................. 311 

9.4. 構成情報データベースのバックアップとリストア ..................................................................... 313 
9.4.1. 構成情報データベースのバックアップ .............................................................................. 313 
9.4.2. 構成情報データベースのリストア ................................................................................... 314 

9.5. 構成情報データベースの移行 ......................................................................................... 315 
9.5.1. Windows 認証ログインを使用する................................................................................ 315 
9.5.2. SQL 認証ログインを使用する ....................................................................................... 316 

9.6. 自己監視機能の調整 ................................................................................................... 319 

9.7. プールサーバのホスト名、IP アドレス変更 .......................................................................... 320 
9.7.1. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用アプリケーションの登録 .......................................... 321 
9.7.2. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用シナリオの作成 .................................................... 323 
9.7.3. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用アプリケーションの登録（Linux） .............................. 323 
9.7.4. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用シナリオ作成 (Linux) .......................................... 324 

9.8. Shutdown コマンドによる自動電源 OFF ....................................................................... 325 

9.9. 仮想サーバ管理オプション使用時の障害対応について ....................................................... 326 



 

xi 

10. 注意事項 .............................................................................................................. 327 

10.1. システム構成管理機能 .................................................................................................. 327 
10.1.1. SystemProvisioning 管理サーバのシャットダウンについて.............................................. 327 
10.1.2. 稼動中サーバをシャットダウン、再起動するときの注意事項 ............................................ 327 
10.1.3. グループに登録する配布ソフトウェアについて................................................................. 328 
10.1.4. シナリオ配信中のグループプロパティの更新................................................................... 328 
10.1.5. CPU ブレードのネットワーク設定を変更するときの注意事項 ........................................... 328 
10.1.6. サーバ情報を指定したサーバ追加 .............................................................................. 328 
10.1.7. 仮想サーバ管理オプションを使用する場合の注意事項 ................................................. 329 

10.2. ソフトウェア配布、更新機能 ............................................................................................ 330 
10.2.1. 更新権の取得 ......................................................................................................... 330 
10.2.2. 管理サーバ for DPM の設置.................................................................................... 330 
10.2.3. シナリオの作成 ......................................................................................................... 330 
10.2.4. ディスクイメージの作成............................................................................................... 330 
10.2.5. SystemProvisioning の起動に失敗する場合 ............................................................. 331 
10.2.6. 管理サーバ for DPM のパスワードについて ................................................................. 331 
10.2.7. 管理サーバ for DPM の詳細設定について ................................................................. 331 
10.2.8. フルバックアップ運用の追加手順 ................................................................................. 331 
10.2.9. Web サーバ for DPM のポート番号変更について ........................................................ 331 
10.2.10. SystemProvisioning でリストアシナリオを実行する場合について.................................. 332 
10.2.11. 運用管理ツールから DPM を利用する場合の注意点 ................................................. 332 
10.2.12. SystemProvisioning により実行したシナリオの中断操作について ................................ 332 
10.2.13. DPM(HP-UX)の設定について.................................................................................. 333 
10.2.14. 運用管理ツールから DPM(HP-UX)を利用する場合の注意点 .................................... 333 
10.2.15. 指定ソフトウェアの配布 ........................................................................................... 334 

10.3. サーバ監視機能 ............................................................................................................ 335 
10.3.1. サーバ監視機能の選択............................................................................................. 335 
10.3.2. プライマリ NIC 以外に設定された IP アドレスをサーバ管理用 IP アドレスとする場合 ......... 335 
10.3.3. ESMPRO/ServerManager への登録失敗 ................................................................ 335 
10.3.4. ラックマウント名の登録............................................................................................... 336 
10.3.5. グループからのサーバ削除ポリシーの動作 ..................................................................... 336 
10.3.6. 通報対象への複数イベント通知について ..................................................................... 336 
10.3.7. SystemProvisioning への障害イベントの通報について................................................. 337 
10.3.8. SystemMonitor 性能監視での注意事項 ................................................................... 337 



 

xii 

10.4. VM 連携機能............................................................................................................... 341 
10.4.1. 環境について ........................................................................................................... 341 
10.4.2. VirtualCenter 登録／連携解除について .................................................................... 341 
10.4.3. 仮想サーバの VLAN 使用について ............................................................................. 341 
10.4.4. 仮想サーバの"メンテナンスモード"状態中の操作について ............................................... 342 
10.4.5. 仮想サーバの"一時停止"状態の操作について ............................................................. 342 
10.4.6. VM サーバの仮想ネットワーク設定について ................................................................... 342 
10.4.7. 仮想サーバの移動について ........................................................................................ 342 
10.4.8. VM サーバシャットダウン時に行われる VM 移動について................................................. 343 
10.4.9. VC に登録する VM サーバ名について.......................................................................... 343 
10.4.10. VMwareTools について ........................................................................................... 343 
10.4.11. VirtualCenter に関して ........................................................................................... 343 
10.4.12. ESX Server に関して ............................................................................................. 345 
10.4.13. マスタ VM.............................................................................................................. 345 
10.4.14. テンプレートの注意事項(VirtualCenter 1.4 以前)..................................................... 346 
10.4.15. テンプレートの注意事項(VirtualCenter 2.0 以降)..................................................... 346 
10.4.16. VM 用グループの設定 ............................................................................................ 346 
10.4.17. DPM に登録する VM について ................................................................................. 347 
10.4.18. その他の注意事項 ................................................................................................. 347 

 



 

 xiii

[免責事項] 

本書に記載する情報は、予告なしに変更される場合があります。日本電気株式会社は、本書に関してい

かなる種類の保証(商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません)

もいたしません。日本電気株式会社は、本書に含まれた誤謬に関しての責任、本書の提供、履行および使

用に関連して偶発的または間接的におこる損害に関して、責任を負わないものとします。 

 

[著作権] 

SigmaSystemCenter は日本電気株式会社の商標です。 
WebSAM、SystemGlobe、ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。 
Microsoft、Windows、MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商
標または商標です。 
Microsoft Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。 
Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc. 
ROM-DOS is a trademark of Datalight, Inc.  
Copyright 1989-2004 Datalight, Inc., All Rights Reserved 
Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Red Hat は米国およびその他の国で Red Hat,Inc.の登録商標または商標です。 
HP-UX は米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 
EMC、Symmetrix は EMC Corporation の登録商標です。 
VMware、GSX Server、ESX Server および VMotion は、VMware, Inc.の登録商標もしくは商標です。 
LANDesk はアメリカ合衆国およびその他の国における LANDesk Software Ltd. またはその子会社の商標ま
たは登録商標です。 
Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の
国における商標または登録商標です。 
Java およびすべての Java 関連の商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems,Inc. の
商標または登録商標です。 
This product includes software developed by the Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/). 
本製品には、Sun Microsystems 社が無償で配布している JRE(Java Runtime Environment)、および、
Apache Software Foundation が無償で配布している TOMCAT を含んでいます。これらの製品については、
それぞれの製品の使用許諾に同意したうえでご利用願います。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。 

TOMCAT：<TOMCAT をインストールしたフォルダ>¥LICENSE 
JRE：<JRE をインストールしたフォルダ>¥LICENSE 

 
その他、本ドキュメントに記載の製品名、会社名は登録商標もしくは商標です。 
 



 

 xiv

まえがき 

このたびは、SigmaSystemCenter をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本製品は、以下の機能を提供することで、Windows、Linux、HP-UX システムにおけるビジネスの継続性、

TCO の削減を実現します。 

 各種ソフトウェアの設定やインストールの自動化によって、これらの作業を省力化し、定常時の運用コスト

を削減します。 

 ハードウェアの機種固有情報、OS プラットフォーム/バージョン固有部分など、ハードウェア、ソフトウェア

個々に対応が必要であった煩雑な部分を隠蔽し、同じ操作でシステム構築や構成変更を行えるようにシ

ステムリソースを仮想化します。 

 仮想化されたリソースをシステムの状況にあわせて動的に再配置できます。 

 システム監視を行う製品(ESMPRO/ServerManager)と連携(連携機能を本製品に同梱)し、サーバ障

害からの自律復旧を実現できます。 
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本書の構成 

「1 SigmaSystemCenter の機能」では、SigmaSystemCenter の構成、サーバ構成制御の概要と論理

化、仮想化の考え方など機能について説明します。 

「2 ライセンス管理ツール」では、SigmaSystemCenter のライセンス情報、ライセンスの登録方法について

説明します。 

「3 SystemProvisioning の起動と停止」では、SigmaSystemCenter の起動、停止方法について説明し

ます。 

「4 運用管理ツール」では、グラフィカルユーザインタフェースについて説明します。 

「5 ポリシー」では、ESMPRO/ServerManager からイベントが通知されたときに、特定の動作を指定する

方法について説明します。 

「6 アクションシーケンス」では、SigmaSystemCenter の動作を規定するアクションシーケンスとその考え方、

設定方法について説明します。 

「7 コマンド/API」では、コマンドプロンプトから使用できるコマンドと、アプリケーションインターフェース(API)につ

いて説明します。 

「8 コンフィグレーションパラメータ一覧」では、SigmaSystemCenter で変更できるパラメータについて説明し

ます。 

「9 トラブルシューティング」では、SigmaSystemCenter が出力するログや、その対処方法について説明しま

す。 

「10 注意事項」では、SigmaSystemCenter を使用する上で、特に注意する必要がある項目について説

明します。 

 

また、SigmaSystemCenter の各機能や操作、設定について注意する必要がある内容や補足事項を各

説明箇所で以下の記号を使用して記載しています。 

 

 

機能および操作、設定に関する注意事項、警告事項です。 
 

機能および操作、設定に関するヒント、補足事項です。 
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用語 

本書では、製品名称などに関して、以下のような表現を使用します。 

 
用語 説明 

仮想マシン，仮想サーバ VMware 社の VM サーバ上に仮想的に実現されたマシンを指します。 
管理サーバ for DPM DPM の「管理サーバ」を指します。 
管理サーバ 
for DPM（HP-UX） 

DPM（HP-UX）の「管理サーバ」を指します。 

共有ディスク 複数のサーバで共有できる LD を指します。 
グループ 同じ用途で使用するサーバの集合です。SystemProvisioningは、同じ用途

のサーバをグループ単位で管理できるので、サーバ管理の負担軽減、コスト削
減を可能にします。 

構成情報データベース SystemProvisioning で管理するシステムリソースなどのデータを格納するデ
ータベースです。データベースエンジンとして、MSDE を使用しています。 

サーバ設定 SystemProvisioning の管理対象サーバがグループで稼動するときに使用す
る、ホスト名、IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイなどのネットワーク定義やデ
ィスクアレイの LD などの情報です。 

システムリソース SystemProvisioning の管理対象となるサーバ、スイッチブレード、ソフトウェア
などの総称です。 

自律復旧 障害発生時に自律的に復旧作業を行い、障害発生前の状態に戻すこと。
SystemProvisioning は、サーバのハードウェア障害発生時に自動的にプー
ルサーバを代替サーバとして置換し、障害発生前の状態に戻すことができま
す。 

スイッチ 本書では、NetvisorPro で管理するスイッチ、もしくは、スイッチブレードも含む
スイッチ機器の総称として使用します。 

スイッチ VLAN スイッチ上の VLAN を指します。 
スイッチブレード ブレード収納ユニットに内蔵可能なスイッチを指します。 
スケールアウト 同一機能のサーバの数を増やすことで、サーバ群全体のパフォーマンスを向上

させること。スケールアウトした場合、サーバ群の各サーバが連携して動作する
ことになるため、メンテナンスや障害発生時にもサービスを完全に停止させる必
要がありません。 

テンプレート VM の構成情報およびインストールされている OS やアプリケーションを含めた、
VM のイメージを示す。テンプレートを利用することで、OS やアプリケーションを
インストール済みの VM を作成することが可能。 

配布ソフトウェア SystemProvisioningでは、DPMのシナリオを「配布ソフトウェア」としてグルー
プに登録し、グループに所属する管理対象サーバにソフトウェアの配布を行い
ます。 

非共有ディスク 特定のサーバでのみ使用し、複数のサーバで共有できない LD を指します。 
ビジネスの継続性 システムの無停止運用により、ビジネスを止めないこと。 

SystemProvisioning は、障害発生時の復旧時間の短縮や、障害や負荷
変動によるシステム停止を防止することで、ビジネスの継続性を高めます。 

負荷分散グループ ロードバランサ仮想サーバと分散ノード情報の設定です。ロードバランサ仮想
サーバと分散先サーバをまとめたグループという意味でも使用します。 

プライマリ NIC SystemProvisioning 管理対象サーバの管理に使用するネットワークに接続
する NIC です。 
WakeOnLAN により起動する設定を行った NIC です。 

ブレードサーバ Express5800/BladeServer シリーズの SystemProvisioning 対応機種を
指します。 

ブレード収納ユニット ブレードサーバの CPU ブレードを収納する筐体を指します。 
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用語 説明 
分散ノード情報 負荷分散先のネットワークの情報です。 
ホスト名 コンピュータを識別する名前です。 

本書では、Windows オペレーティングシステムにおけるコンピュータ名をホスト
名と表現します。 
なお、DPM は、「コンピュータ名」でサーバを管理します。DPM での管理を指
す箇所については、「コンピュータ名」と表記します。 

ポリシー SystemProvisioning は、ESMPRO/ServerManager が検出したサーバの
障害に対し、その障害をどのように処理するかを設定できます。この処理内容
の設定を「ポリシー」と呼びます。 

マスタ VM テンプレートを作成するために、VirtualCenter Client の管理画面、または
ESX Server の管理画面にて作成され、OS、アプリケーションなどのインスト
ールが行われた VM を示します。 

マルチキャスト ネットワークにおいて、複数の送信先を指定して単一のパケットにより同じデー
タを送信する通信方法です。 

メンテナンスモード サーバのメンテナンス作業中など、障害通報を無視したいときに使用するモー
ドです。メンテナンスモードに設定したサーバで障害が発生しても、ポリシーによ
る復旧処理は行いません。 

ユニキャスト ネットワークにおいて、単一のアドレスを指定して特定の送信先にデータを送
信する通信方法です。SystemProvisioning では、ユニキャスト通信によるソ
フトウェアの配布を行います。 

ロードバランサ サーバの負荷を分散する装置です。SystemProvisioning では SS8000、
BIG-IP をサポートしています。 

ロードバランサ仮想サーバ ロードバランサ上に作成されるサーバの設定です。分散処理対象の IP アドレ
ス/プロトコル/ポートを持ちます。 

AP アプリケーションの略です。 
CPU ブレード ブレードサーバの 1 ブレードを指します。 
DHCP サーバ Dynamic Host Configuration Protocol の略。 

ネットワークにおいて、コンピュータに動的に IP アドレスを割り当てるための機能
を実装したサーバです。DHCP クライアントからの要求により、あらかじめ用意
した IP アドレス、サブネットマスク、ドメイン名などの情報を割り当てます。 

DPM 「DeploymentManager」の略です。 
SystemProvisioning からの指示により、管理対象のサーバへオペレーティン
グシステム、アプリケーション、パッチなどのソフトウェアの配布、更新やサーバの
起動、停止を行います。 

DPM（HP-UX） 「DeploymentManager(HP-UX)」の略です。 
HP-UX を管理対象とする DeploymentManager を明示する場合、「DPM
（HP-UX）」（「DeploymentManager（HP-UX）」）と表記します。 

DPM Web サーバ SystemProvisioning の運用管理ツールでは、Web サーバ for DPM を
「DPM Web サーバ」と表記します。 

ESMPRO/ServerManager 
ESMPRO/ServerAgent 

Express5800 シリーズに標準添付のサーバ管理ソフトウェアです。 

ESX Server 仮想マシンを実現する、VMware 社の製品です。 
HBA Host Bus Adapter の略。 

FibreChannel コントローラを指します。 
ICMB 機能 Intelligent Chassis Management Bus の略。 

サーバハードウェア管理の標準インタフェース仕様である IPMI (Intelligent 
Platform Management Interface)で規定された、サーバ(筐体)間での監
視、管理を行うための外部バスインタフェースです。 

iStorageManager SystemProvisioning と連携する iStorage 管理ソフトウェア群の総称です。

LD 論理ディスク（Logical Disk）の略。 
複数の物理ディスクから構築され、オペレーティングシステムからハードディスクと
して認識されます。 
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用語 説明 
LD セット iStorage で論理ディスクの集合を指します。 

論理ディスクをいくつかの集合に分けて、その集合ごとにアクセスを許可する
HBA を登録します。 

MAC アドレス MAC アドレスとは、Media Access Control Address のことで、ネットワーク
に接続している各ホスト(サーバ)を識別する NIC のアドレスです｡ 

MSDE SQL Server 2000 Desktop Engine の略です。 
Microsoft 社が提供している、SQL Server のコアな技術をベースにして構築
されたデータベースエンジンです。 

NetvisorPro SystemProvisioning と連携する NetvisorPro 製品群の総称です。 
NIC Network Interface Card の略です。 

サーバに標準搭載、またはオプションの LAN 用アダプタです。 
OS オペレーティングシステムの略です。 
PD iStorage 上の物理ディスクの略。 

iStorage に実装するハードディスクを指します。 
PXE ブート機能 Preboot eXecution Environment の略。 

ネットワークを利用してサーバの起動、オペレーティングシステムのインストール
などを行うための BIOS の機能です。DPM でサーバの検出やソフトウェアの配
信を行うために利用します。 

SAN Storage Area Network の略。 
ストレージ専用のネットワークを設けて、サーバにストレージを提供します。 

SYMAPI サーバ Symmetrix ディスクアレイを管理するサーバを本管理サーバとは別に構築した
場合、Symmetrix ディスクアレイを制御するサーバです。 
このような場合、SystemProvisioning は、この SYMAPI サーバにコマンドを
発行することにより、Symmetrix ディスクアレイを管理します。 

SYMCLI EMC 社製ストレージ装置を管理するためのコマンドラインインタフェースです。 
Symmetrix EMC 社の製品であるストレージの名称です。 
Symmetrix Device Name 
(SymDevName) 

Symmetrix 上のデバイス名をあらわし、論理ディスクを表します。 
SYMCLI では"SymDevName"として指定する値です。 

Symmetrix ID 
(SymmID) 

Symmetrix でディスクアレイ装置に割り当てられた識別値を表します。 
SYMCLI では"SymmID"または"sid"として指定する値です。 

Symmetrix 管理用ツール Symmetrix ディスクアレイを管理するツールです。 
SystemProvisioning SigmaSystemCenter の中核となるサーバの構成変更を行うパッケージで

す。 
TCO 削減 効率的なシステム構築、運用管理を提供し、初期投資コスト、運用コストな

どを削減すること。 
VirtualCenter 複数の ESX Server およびその上に構成された VM を統合管理するための

VMware 社の製品です。 
VM VirtualMachine の略。 

仮想マシンと同じ。 
VMFS Virtual Machine File System の略です。 

SystemProvisioning では VMFS を VMFS ボリュームという意味でも使用し
ており、その場合は、VirtualCenterClient の管理画面での Datastores 項
目に相当します。 
VMFS ボリュームは VM の仮想ディスクなどを格納するためのボリュームです。

VMS VM サーバの略です。 
VM サーバ VMware 社の仮想マシンを実現するためのサーバを指します。 

ESX Server と GSX Server があります。 
SystemProvisioning では ESX Server のみが管理対象となります。 

VM 名 VM の名前です。物理サーバを DPM に登録する際、設定するコンピュータ名
に相当します。 

Web サーバ for DPM DPM の「Web サーバ」を指します。 



 

 xix

用語 説明 
WWN World Wide Name の略。 

Host Bus Adapter に固有に割り当てられる識別コードを指します。 
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1. SigmaSystemCenter の機能 

1.1. 機能概要 

システムの構築、運用、保守作業では、サーバ機種やオペレーティングシステム種別、あるいは使用するソフト

ウェアの違いによりインストール方法や設定内容が異なるため、システム管理者はそれぞれの違いを意識しながら

作業を行う必要がありました。 

また、負荷変動(高負荷)や突発的障害へ対応するため、それぞれのシステムごとに予備のサーバを用意する

必要もありました。この「オペレーティングシステムごとの煩雑な管理」と「予備のサーバ費」が管理コストの増大に

繋がっていました。 

SigmaSystemCenter は、サーバを用途ごとにグループ化して一括したシステム環境の構築、運用、保守を

行えるシステム環境を提供します。SigmaSystemCenter の導入により、障害などによるハードウェアの保守、

オペレーティングシステムごとの設定作業、ソフトウェアインストールやパッチ適用作業といった「管理対象サーバご

との相違点を意識して行う作業を一括して行える」ため、管理者の負担を大幅に軽減し、システム管理コストを

削減できます。 

SigmaSystemCenter は、あらかじめ用意している待機サーバ(プールサーバと呼びます)や、他の用途で稼

動中のサーバなどを使用してシステムの構成変更を行うことができます。障害からの復旧や性能要求、システム

利用形態の変更に対して、「柔軟なサーバリソースの再配置」が実現できます。従来は「用途ごとに予備サーバ

を用意」していたものが「用途を問わず」サーバを利用できるようになるので、サーバ台数を削減できます。 

仮想サーバ管理オプションを追加することで、物理サーバだけではなく、VMware 社の ESX Server 上に構成

される仮想マシンも、併せて管理することが可能となります。 

 

図 1-1 SigmaSystemCenter の機能 
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1.2. コンポーネント構成 

SigmaSystemCenter は以下のコンポーネントから成り立っています。それぞれのコンポーネントが連携して、

SigmaSystemCenter の機能を実現しています。 

 システム構成管理機能 

SigmaSystemCenter の各コンポーネントと連携し、システム構成を制御します。

SigmaSystemCenterの操作のほとんどは、システム構成管理機能(SystemProvisioning)の「運用管

理ツール」で行えます。システム構成管理機能では、管理対象サーバの構築、構成変更、サーバ障害時

の自律復旧などを実現します。 

仮想サーバ管理オプションを使用することで、仮想マシンを管理対象サーバとして扱うことが可能となりま

す。 

「Web コンソール」を使用すると、複数のシステム構成管理機能を統合的に管理することができます。

Web コンソールについては、「SigmaSystemCenter Web コンソール ユーザーズガイド」を参照してくださ

い。 

 サーバ監視機能 

管理対象サーバの状態を監視する機能で、ESMPRO/ServerManager により実現しています。管理

対象サーバの構成情報の収集、サーバ障害のイベント通報をシステム構成管理機能に対して実行しま

す。 

 ソフトウェア配布、更新機能 

オペレーティングシステム、ミドルウェア、パッチなどのソフトウェア配布を行う機能で DPM により実現してい

ます。サーバの追加や、障害発生時の代替サーバの構築などにおいて、システム構成管理機能を通して

ソフトウェア配布を実行します。 

 構成情報データ管理機能 

管理対象サーバやスイッチの構成情報を管理する機能で、これらの情報を格納するデータベースとして

MSDE を使用します。システム構成管理機能により構築、再構築されたシステム構成情報は、随時、

構成情報データベースに格納します。 

 性能監視機能 

サーバ監視機能とは別に、管理対象サーバの CPU 使用率などの性能情報を監視し、グラフ表示する機

能です。複数サーバの性能情報をまとめて表示できます。 
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1.3. SystemProvisioning によるサーバ管理 

SystemProvisioning では、サーバを「物理サーバ」、「仮想サーバ」と「論理サーバ」として管理します。 

「物理サーバ」は文字どおり物理的なハードウェアを指し、「仮想サーバ」は VMwareなどの仮想化ソフトウェア

により VM サーバ上に作成された仮想サーバ(VM)です1。また「論理サーバ」はネットワークから認識できるサーバ

を指します。SystemProvisioning の通常の運用では、「論理サーバ」を使用してサーバを管理します。 

なお、SystemProvisioning では、「論理サーバ」の識別に、ホスト名や IP アドレスといった一般的なサーバの

管理情報を使用します。そのため、「SystemProvisioning で管理するサーバ」が「他の運用管理ソフトウェアで

どのサーバに該当するのか」を容易に識別できます。 

 

1.3.1. サーバの種類 

SystemProvisioning では、管理するサーバを以下の分類で管理します。 
 
(1) 物理サーバの種類 

 
 物理サーバ 

物理的なサーバハードウェアです。物理サーバは、プライマリ MAC(アドレス)によって管理、識別
します。ブレードサーバの場合、ブレード収納ユニットや CPU ブレードを実装しているスロット番
号などの情報も管理しています。 
論理サーバに関連付けていない物理サーバや、プールに登録していない物理サーバは、「未使
用サーバ」として管理します。 

 論理サーバ 
グループに所属し、グループに登録している配布ソフトウェアをインストールしたサーバです。 
単に「サーバ」と呼ぶこともあります。本書では、「論理サーバはグループで稼動しているサーバを
指す」ことから「稼動サーバ」とも記述しています。 
論理サーバは、ホスト名、IP アドレスで管理、識別します。 

 プールサーバ 
グループで構成変更のために待機しているサーバです。プールサーバは、グループで稼動してい
ないので論理サーバではなく、物理サーバの一種です。 
プールサーバは、複数のグループ、または、サブグループに設定でき、グループ間で共有できま
す。 
詳細は「1.3.7 プールサーバ」を参照してください。 

 仮サーバ 
グループで論理サーバとして使用するサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)を、あらかじめ予約
しておくために使用するサーバです。 

 仮プールサーバ 
グループでプールサーバの設定をあらかじめ予約しておくために使用するサーバです。 
あとからプールサーバの実体(物理サーバ)を導入するときに、SystemProvisioning の設定作
業を容易にする目的で使用します。 

 

                                                      
1 「仮想サーバ」を扱うには、「仮想サーバ管理オプション(オプション製品)」が必要です。 
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図 1-2 物理サーバの種類 

SystemProvisioningは、発見したハードウェアを物理サーバ(未使用サーバ)として登録します。物理

サーバをグループで稼動させた時点で論理サーバとなり、それ以降は物理サーバを意識せずに運用を行

えます。 
 
SystemProvisioning は論理サーバと物理サーバの関連情報を保持しています。 
ハードウェアの保守作業などでハードウェアの情報(物理サーバの情報)を参照したいときは、論理サー

バのプロパティを参照すれば、物理サーバの情報も同時に参照できます。 
 

(2) 仮想サーバの種類 
 
 仮想サーバ 

VM サーバ上に作成したサーバです。仮想サーバは VM 名によって管理、識別します。 
論理サーバに関連付けられていない仮想サーバは、「未使用サーバ」として管理します。 

 論理サーバ 
グループに所属し、グループに登録している配布ソフトウェアをインストールしたサーバです。 
単に「サーバ」と呼ぶこともあります。本書では、「論理サーバはグループで稼動しているサーバを
指す」ことから「稼動サーバ」とも記述しています。 
論理サーバは、ホスト名、IP アドレスで管理、識別します。 

 
仮想サーバの種類に、「プールサーバ」、「仮サーバ」および「仮プールサーバ」はありません。 
 

サーバの実際
の設置状況 

SystemProvi
sioning により
管理しているサ
ーバの状態 

グループで稼動中 仮サーバ

プールで
待機 

未使用

仮プールサーバ

サーバ 

物理
サーバ 

論理
サーバ 
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図 1-3 仮想サーバの種類 

SystemProvisioning は、発見した仮想マシンを仮想サーバ(未使用サーバ)として登録します。稼動

させた時点で論理サーバとなり、それ以降は仮想サーバを意識せずに運用を行えます。 
 
SystemProvisioning は論理サーバと仮想サーバの関連情報を保持しています。 
仮想サーバの情報を参照したいときは、論理サーバのプロパティを参照すれば、仮想サーバの情報も

同時に参照できます。 
 

サーバの実際
の設置状況 

SystemProvi
sioning により
管理しているサ
ーバの状態 

グループで稼動中 

未使用

サーバ 

仮想
サーバ 

論理
サーバ 
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1.3.2. サーバの状態遷移 

SystemProvisioning は、管理対象サーバをさまざまな状態に遷移して構成変更を行います。 
SystemProvisioning の管理対象として登録した物理サーバは図 1-4、仮想サーバは図 1-5 のように状

態を遷移します。 
それぞれの状態遷移ごとに、管理対象となるサーバがどのような状態になるのかについて説明します。 

図 1-4 物理サーバの状態遷移 

(1) DPM 管理対象サーバの取り込み 
SystemProvisioning でサーバを管理するには、DPM が管理するサーバを、SystemProvisioning

に取り込みます。この状態遷移により、「物理サーバ」を作成します。 
この状態遷移後のサーバは、「物理サーバ」で管理します。 

 
(2) SystemProvisioning の管理対象として登録 

SystemProvisioning の管理対象とするには、運用管理ツールで管理対象サーバとして登録します。

この状態遷移により、物理サーバは SystemProvisioning の構成管理の対象となります。 
この状態遷移後のサーバは、「物理サーバ」で管理します。 
 

(3) プールサーバとして登録 
グループの待機サーバとして、管理対象サーバをグループのプールに登録します。 
この状態遷移後のサーバは、グループの「プールサーバ」となります。プールサーバは、物理サーバの一

種であるため「物理サーバ」で管理します。 
 

SystemProvisioning は、DPM の管理対象サーバを自動的に取り込みま
す。 

SystemProvisioning 
に取り込み済み 

SystemProvisioning 
で管理 

グループ 

プール サーバグループで
稼動中 

(1) DPM 管理対象サーバの取り込み

(2) SystemProvisioning の管理対象として登録 

(3) プールサーバ
として登録 

(4) プールサーバを
グループで稼動 

(7) 稼動サーバを
グループから削除 

(6) 稼動サーバを
プールで待機 

(9) SystemProvisioning
の管理対象から外す 

DeploymentManager の 
管理対象 

(8) プールサーバを
グループから削除 

(10) 共通プー
ルサーバを使用
する 

(5) 管理対象
サーバをグルー
プで稼動 
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(4) プールサーバをグループで稼動 

サーバ追加、サーバ置換、用途変更などの構成変更操作に伴い、プールサーバをグループの稼動サ

ーバとします。この状態遷移により、「論理サーバ」を作成します。作成した「論理サーバ」は、

SystemProvisioning の内部で物理サーバと関連付けています。 
この状態遷移後のサーバは、「論理サーバ」で管理します。 
 

(5) 管理対象サーバをグループで稼動 
サーバ追加などの構成変更操作により、どのグループにも所属しない管理対象サーバ「(2) 

SystemProvisioning の管理対象として登録」の状態のサーバを、グループの稼動サーバとします。この

状態遷移後のサーバは、「(4) プールサーバをグループで稼動」を行った後の状態と同様です。 
 

(6) 稼動サーバをプールで待機 
プールで待機、サーバ置換、用途変更などの構成変更操作により、稼動サーバをプールで待機する

状態へ変更します。この状態遷移により、「論理サーバ」を削除し、サーバは「プールサーバ」になります。 
この状態遷移後のサーバは、「(3) プールサーバとして登録」を行った後の状態と同様です。 

 
(7) 稼動サーバをグループから削除 

サーバ置換、グループからの削除などの構成変更操作により、稼動サーバをグループに所属しない状

態に変更します。この状態遷移により、「論理サーバ」を削除します。サーバが他のグループのプールに登

録されていなければ、サーバは「SystemProvisioning の管理対象でどこのグループにも登録していない

状態」になります。この状態遷移後のサーバは、「(2) SystemProvisioning の管理対象として登録」を

行った後の状態と同様です。 
 

(8) プールサーバをグループから削除 
プールサーバをグループに所属しない状態に変更します。このとき、サーバが他のグループのプールに登

録されていなければ、サーバは「SystemProvisioning の管理対象でどこのグループにも登録していない

状態」になります。この状態遷移後のサーバは、「(2) SystemProvisioning の管理対象として登録」を

行った後の状態と同様です。 
 

(9) SystemProvisioning の管理対象から外す 
サーバを SystemProvisioning の管理対象から外します。この状態遷移により、サーバは構成管理

の対象から外れます。 
この状態遷移後のサーバは、「(1) DPM 管理対象サーバの取り込み」を行った後の状態と同様です。 

 
(10) 共通プールサーバを使用する 

サーバ追加、サーバ置換などの構成変更を行う際に、特定の条件を満たした場合、どのグループにも

所属していない管理対象サーバをグループの稼動サーバとし、「論理サーバ」を作成することができます。 
作成した「論理サーバ」は、SystemProvisioning の内部で物理サーバと関連付けています。 
この状態遷移後のサーバは、「論理サーバ」で管理します。 
共通プールから状態を遷移した「論理サーバ」は、グループのプールに待機させることはできません。必

ず共通プールに戻ります。 
 

 

共通プールが使用される特定の条件は、「1.4.2 プールサーバの登録」の共
通プールを参照してください。 

マスタサーバ追加によって追加されたサーバは、プールに待機させることができま
せん。マスタサーバを待機させると、管理対象に移動します。 
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1.3.3. 仮想サーバの状態遷移 

SystemProvisioning は、物理サーバの場合と同様に、管理対象サーバである仮想サーバについても

様々な状態に遷移して構成変更を行います。 
SystemProvisioning の管理対象として登録した仮想サーバは、図 1-5 のように状態を遷移します。 
それぞれの状態遷移ごとに、管理対象となるサーバがどのような状態になるのかについて説明します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 仮想サーバの状態遷移 

(1) VirtualCenter と連携 
VirtualCenter で管理されている仮想サーバを SystemProvisioning で管理するため、

VirtualCenter 追加操作により、VirtualCenter と連携します 
 

(2) SystemProvisioning の管理対象として登録 
連携した VirtualCenter に対しデータベースの情報を更新することで、「仮想サーバ」は「未使用 VM」

として SystemProvisioning の構成管理の対象となります。 
 

(3) 管理対象サーバをグループで稼動 
サーバ追加の構成変更操作により、どのグループにも所属しない「未使用 VM」を、グループの稼動サ

ーバとします。この状態遷移により、「論理サーバ」を作成します。作成した「論理サーバ」は、

SystemProvisioning の内部で仮想サーバと関連付けられています。 
この状態遷移後のサーバは、「論理サーバ」で管理します。 
 

(4) グループの稼動サーバを作成 
VM 作成操作により、グループの稼動サーバを作成します。この操作により、「仮想サーバ」と「論理サ

ーバ」を作成します。作成した「論理サーバ」は、SystemProvisioning の内部で作成した仮想サーバと

関連付けられています。 
作成したサーバは、「論理サーバ」で管理します。 
 

SystemProvisioning 
に取り込み済 

SystemProvisioning 
で管理 

サーバグループで稼動中

(1) VirtualCenter と連携

(2) SystemProvisioning
の管理対象として登録 

(3) 管理対象サー
バをグループで稼動

(7) SystemProvisioning
の管理対象から削除 

グループ 

VirtualCenter の管理対象 

(6) 稼動サーバを SystemProvisioning
の管理対象から削除 

(4) グループの
稼動サーバを
作成 

(5) 稼動サーバを
グループから削除 
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(5) 稼動サーバをグループから削除 

グループからの削除の構成変更操作により、稼動サーバをグループに所属しない状態に変更します。

この操作により、「論理サーバ」を削除します。この状態遷移後のサーバは、「(2) SystemProvisioning
の管理対象として登録」と行った状態と同様です。 

 
(6) 稼動サーバを SystemProvisioning の管理対象から削除 

VM 削除操作により、稼動サーバを削除します。この操作により、「仮想サーバ」と「論理サーバ」を削

除します。仮想サーバは VirtualCenter および VM サーバから削除されます。 
 

(7) SystemProvisioning の管理対象から削除 
管理対象 VM 削除操作により、サーバを SystemProvisioning の管理対象から削除します。この操

作により、「仮想サーバ」を削除します。仮想サーバは VirtualCenter および VM サーバから削除されま

す。 
 

1.3.4. サーバの識別 

SystemProvisioning は、物理サーバを MAC アドレスで管理します。物理サーバの MAC アドレスは、

PXE ブート機能や ICMB 機能による DPM のサーバ検出機能により収集し、SystemProvisioning で一元

管理します。サーバに NIC を 2 枚以上搭載している場合、物理サーバの MAC アドレスは DPM で管理する

NIC で識別します。DPM で検出した MAC アドレスは特別な MAC アドレスとして「プライマリ MAC アドレス」

として扱います。「プライマリ MAC アドレス」に対応した NIC を「プライマリ NIC」と表現します。プライマリ MAC
アドレスは、「物理サーバ」の NIC 番号“1”に自動的に設定されます。 

なお、MACアドレス以外に、DPMでサーバの管理に使用する「コンピュータ名」も、MACアドレスとともに物

理サーバの識別に使用できます。 
 
仮想サーバは VM 名で管理します。VM 名は、SystemProvisioning で一元管理します。また DPM でシ

ナリオ配布を行う場合は、物理サーバと同様に DPM への登録が必要ですが、サーバの識別は VM 名を使用

します。 
 
論理サーバは、ホスト名と IP アドレスで識別します。 
SystemProvisioning で管理する論理サーバのホスト名と、ESMPRO/ServerManager、DPM で管理

するサーバの「コンピュータ名」は一致します。SystemProvisioning が ESMPRO/ServerManager へ自動

的に登録したサーバの「コンピュータ名」は、SystemProvisioning が管理する論理サーバのホスト名となりま

す。2 
DPM は、サーバを起動したタイミングで同期を行い、論理サーバのホスト名を DPM の「コンピュータ名」とし

て使用します。 

                                                      
2 仮想サーバには ESMPRO/ServerAgent が搭載されないため、ESMPRO/ServerManager へは登録されません。 
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1.3.5. サーバの状態、障害の監視 

SystemProvisioning の管理対象サーバは、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent
により状態、障害の監視を行うことが可能です。 

 

 
SystemProvisioning は、稼動サーバとして運用を開始したサーバを、ESMPRO/ServerManager の監

視対象として自動的に登録します。ESMPRO/ServerManagerはSystemProvisioning の管理対象サー

バで発生した障害を検出し、「障害の発生」を SystemProvisioning へ通知します。 
SystemProvisioning は発生した障害に対応するポリシーに従って、障害復旧処理を行います。 
 
ポリシーについては「1.4.3 ポリシー制御」および「5 ポリシー」を参照してください。 
 
また、サーバの状態や詳細な情報が必要な場合、ESMPRO/ServerManager3を使用して確認できます。

4 

図 1-6 ESMPRO/ServerManager との関連図 

                                                      
3 ESMPRO/ServerManager は SystemProvisioning に含まれますが、新しいハードウェアに対応したものがリリースされ

ている場合があります。必ず 新の ESMPRO/ServerManager を利用してください。 
4 仮想サーバ管理オプション(オプション製品)使用時、管理対象サーバとして仮想サーバが扱えるようになりますが、仮想サー

バには ESMPRO/ServerAgent が搭載されないため、ESMPRO/ServerManager による状態、障害の監視は行われま

せん。 

SystemProvisioning
管理サーバ 

SystemProvisioning

ESMPRO/
ServerManager 

SystemProvisioning 
管理対象サーバ群 

ESMPRO/ 
ServerAgent 

ESMPRO/
ServerAgent 

ESMPRO/
ServerAgent 

障害の通報 
サーバ情報の取得 

障害情報
構成情報 

管理対象サーバの
情報を集中管理 

管理用 IP アドレス

あり 
管理用 IP アドレス

あり 
管理用 IP アドレス 

なし 

障害の通報は 
行われない 

サーバの監視を行うには以下の点に注意してください。 
• 管理対象サーバに ESMPRO/ServerAgent がインストールされている必

要があります。 
• SystemProvisioning 運用管理ツールのサーバ設定で、管理用 IP アドレ

スを設定してください。設定されていない場合、サーバ監視が行われないた
め、ポリシーによる障害復旧も行われません。 
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1.3.6. サーバのステータス 

SystemProvisioning は、サーバごとに以下のようなステータス情報を管理します。 
VM についても、ESMPRO/ServerManager で検知する状態を除き、以下の状態を表示、管理します。 
 
 電源状態 

論理サーバへの接続状態を表示、管理します。 
 

状態 説明 
オン 論理サーバへ接続できる状態です。 
オフ 論理サーバへ接続できない状態です。 
一時停止 論理サーバへ接続できない状態です。（仮想サーバの場合のみ表示されます） 
不明 論理サーバの接続状態を確認できません。 

例えば、論理サーバと関連付いていない物理サーバは、「不明」と表示します。 
 

 

 

 ハードウェア状態 
サーバのハードウェア状態を表示、管理します。 
 

状態 説明 
正常 障害が発生していない状態です。 
故障 致命的な障害が発生し、サーバは停止しています。 
一部障害 縮退など一部機能で障害が発生しましたが、サーバは稼動している状態です。 
仮サーバ 仮サーバの場合、ハードウェア状態を「仮サーバ」と表示します。 

仮サーバの詳細は、「1.3.8 仮サーバ」を参照してください。 
不明 ハードウェア状態を管理していません。 

 
「故障」、「一部障害」は ESMPRO などの監視機能で検出し、SystemProvisioning に通報された
障害の種別(「5.2 障害検出」を参照)に対応して設定されます。 
 

 管理対象 
管理状態を表示、管理します。 
 

状態 説明 
Managed SystemProvisioning が管理対象にしている状態です。 
Discovered SystemProvisioning は物理サーバとして認識していますが、管理対象にしていな

い状態です 
 
設定については、「4.7.2 管理対象」、「4.7.3 管理対象外」を参照してください。 
 

"一時停止"の仮想サーバに対して移動や追加などの操作を行う場合、必ず
事前に"一時停止"を運用管理ツール等から起動操作でレジュームしてくださ
い。 
仮想サーバの電源状態が"一時停止"の場合、電源操作に失敗するため正
常に動作しない場合があります。 

論理サーバの電源がオンの状態でも SystemProvisioning 管理サーバから
論理サーバへ接続できなければオフと表示されます。 
そのため、DPM で検出される電源状態とは異なる場合があります。 
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 管理状態 
SystemProvisioning での処理状態を表示、管理します。 
 

状態 説明 
空白 サーバに対して構成変更などの操作を行っていない状態です。構成変更などの

操作を行った結果、正常に完了した場合はこの状態となります。 
準備中 グループで稼動する準備段階の状態です。この状態で DPM への登録を行いま

す。 
「準備中」は、仮想サーバのみの状態です。 
「準備中」のサーバに対して DPM への登録を行い、シナリオ配布ができる状態に
してください。 

異常終了 サーバに対する構成変更などの操作が異常終了した状態です。 
処理中 サーバに対する構成変更などの操作を実行中です。 
メンテナンス中 サーバがメンテナンスモードに設定されている状態です。 

 
「処理中」のサーバに対して何らかの操作を指示すると、後から指示した操作は保留されます。「処理
中」の操作が完了したら、自動的に再開されます。 
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1.3.7. プールサーバ 

プールサーバは、「グループで稼動する準備段階として待機している状態のサーバ」です。 
プールサーバには、「グループのプールサーバ」と「共通プールサーバ」があります。 
 
SystemProvisioning が行うサーバの構成変更において、プールサーバは以下のように使用します。 
 「サーバの追加」では、プールサーバから新たに稼動するサーバを追加します。 

 「サーバの置換」では、故障したサーバをプールサーバで置換して復旧します。 

 「サーバの用途変更」では、あるグループで稼動中のサーバを用途変更先グループのプールサーバとして

登録すると、用途変更先グループへ用途変更できるようになります。 

表 1-1 プールサーバを利用した動作一覧 

動作名 動作概要 プールサーバ設定条件 
サーバの追加 新たにグループで稼動する論理サーバを

追加します (「1.5.1 サーバの追加(物
理サーバ)」参照)。 

グループのプールサーバ：サーバが所
属するグループに、未使用の正常な
プールサーバを 1 台以上登録しま
す。 
共通プールサーバ：どのグループにも
所属していない正常なプールサーバ
を一台以上登録します。 

サーバの置換 故障したサーバを、正常なプールサーバ
と置き換えます (「1.5.3 サーバの置換
(物理サーバ)」参照)。 

グループのプールサーバ：サーバが所
属するグループに、未使用の正常な
プールサーバを 1 台以上登録しま
す。 
共通プールサーバ：どのグループにも
所属していない正常なプールサーバ
を一台以上登録します。 

サーバの用途変更 稼動中のサーバをいったん停止し、他の
用途で使用します (「1.5.4 サーバの用
途変更(物理サーバ)」参照)。 

用途変更するサーバを用途変更先
グループのプールサーバとして登録し
ます。 

 

プールサーバを活用すると、サーバ故障やシステムの高負荷などに効果的に対処し、システムの可用性を

高めることができます。プールサーバの運用形態ごとに、以下のような特徴があります。 
 プールサーバを常時設置する 

システム運用中、常時プールサーバを 1 台以上待機させておきます。サーバの構成変更にいつでも対
処できるため、システムの可用性を確保できます。 
ただし、プールサーバの台数分のシステムコストを必要とします。 

 稼動中のサーバをプールサーバとして代用する 
ある業務で稼動しているサーバを他業務(グループ)のプールサーバとして登録しておき、サーバの負荷に
応じて別の業務でサーバを活用できます。 
専用のプールサーバを必要としないため、システムコストを抑えることができます。 

 プールサーバを設置しない 
プールサーバを用意しない場合、障害発生によるサーバ置換などの自動的な構成変更を行えません。 
サーバ故障やシステムの高負荷が発生したら、その都度サーバを用意するなどの対処が必要となりま
す。 

• 故障中のプールサーバは、ハードウェアなどの修復が完了し「故障状態のリ
セット」をするまでは、稼動サーバにできません。 

• 他のグループで使用中(稼動中)のプールサーバは、追加や置換には使用で
きません。必ず「プールで待機」を実行してから行ってください。 

• 仮想サーバはプールの使用はできません。 
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1.3.8. 仮サーバ 

これまでの説明では、ネットワーク内で認識したサーバを論理サーバという概念で管理してきました。しかし、

実際の運用では、今後導入するサーバ用にあらかじめサーバ設定(ホスト名や IP アドレスなど)を確保しておき

たいことがあります。SystemProvisioning では、このような場合に備えて「仮サーバ」という概念を準備してい

ます。「仮サーバ」を設定すると、サーバ設定を他で使用されないように予約できます。 
「仮サーバ」は、実際に該当サーバをシステムに導入した際、即座にグループの一員に加えるような場面で

使用します。 

図 1-7 仮サーバと物理サーバの割り当て 

「仮サーバ」は、グループで稼動するサーバについて物理サーバが存在しない状態であらかじめ設定しますが、

グループの設定状態としては、プールサーバという状態も存在します。プールサーバは、物理サーバの一種であ

るため「物理サーバ」として管理します。プールサーバについても物理的なハードウェアが存在しない状態で仮

に定義することもできます。この仮に定義された状態のサーバを「仮プールサーバ」として管理し、「仮サーバ」と

同様に実際に該当サーバをシステムに導入した際、即座にグループの一員に加えることができます。「仮プール

サーバ」は、特殊な「物理サーバ」として管理され、DPM から取り込んだ物理サーバ情報とマッチングが行われ

るまではどのような用途にも利用されません。 
 

サーバ管理状態 

論理サーバ 

物理サーバ 

サーバグループ(Web)

WEB01 
WEB01 WEB03

WEB02
WEB02

仮サーバ

WEB01 

WEB02 

物理サーバリスト

サーバグループ(Web)

WEB01 
WEB01 

WEB03
WEB03

WEB02
WEB02

WEB01 

WEB02 

物理サーバリスト 

WEB03 

物理サーバ追加

論理サーバ/物理サーバの割り当て

サーバ名(WEB003)、
IP アドレスを予約 

予約済のサーバ名
(WEB003)、IP アドレ
スでサーバ構成変更 

以下の条件を満たす場合、仮サーバの割り当てをすることができません。 
• DeploymentManager の Web コンソールにて IP アドレスを「127.0.0.1」

に設定している管理サーバ配下の未使用サーバを仮サーバに割り当てる
場合。 

• 仮サーバとして設定されているサーバ設定の IP アドレスが、すべて「IP アド
レスを自動的に取得する」になっている場合。 

• 仮サーバとして設定されているサーバ設定の IP アドレスのうち、「次の IP ア
ドレスを使う」で入力されたネットワークセグメントと、未使用サーバのネット
ワークセグメントが異なる場合。 
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図 1-8 仮プールサーバと物理サーバの割り当て 

 
1.3.9. VM サーバの負荷分散 

SystemProvisioning は、VM サーバの処理性能を超えて VM が作成されることで動作不能状態に陥ら

ないように、VM サーバに作成可能な VM 数を制限する機能を提供します。 
VM サーバの処理性能に対応した値を“キャパシティ値”として任意の数値で設定し、VM が稼動時に必要

とする性能に対応した値を”コスト値”として任意の数値で設定します。 
VM 移動、VM 作成時には、VM サーバ上で稼動する VM の“コスト値”の合計が、VM サーバに設定され

た“キャパシティ値”を超えないように制御します。例えば“キャパシティ値”が 100 の VM サーバは、“コスト値”

が 10 の VM を 10 個まで作成することができます。 
ポリシーによる VM の移動処理を行う際、キャパシティに も余裕のある VM サーバを自動的に選択します。

例えばキャパシティ値が 100 の VM サーバが 2 つ存在し、片方の VM のコスト合計が 20、もう片方の VM の

コスト合計が 10 の場合、コスト合計が 10 の VM サーバを選択します。 
 

サーバ管理状態 

論理サーバ 

物理サーバ 

サーバグループ(Web)

WEB01 
WEB01 

WEB02
WEB02

WEB01 

WEB02 

物理サーバリスト

WEB01 

WEB02 

物理サーバリスト 

WEB03 

物理サーバ追加

物理サーバの割り当て

WEB04 

仮プールサーバ

WEB04 

WEB01 
WEB01 

WEB02
WEB02

WEB04 

WEB03
WEB03

サーバグループ(Web)

WEB03
WEB03

WEB03 

物理サーバ 

仮サーバに仮想サーバの割り当てはできません。 
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図 1-9 VM サーバの負荷分散 

 SystemProvisioning 運用管理ツールでのキャパシティ値、コスト値の設定 
キャパシティ値とコスト値は、SystemProvisioning 運用管理ツールの以下のダイアログから指定できま
す。 

 
ダイアログ 値 説明 

「環境設定」の 
「仮想リソース」タブ 

キャパシティ値 SystemProvisioning で使用するキャパシティ値の初期値を指
定します。 

「VM サーバの 
プロパティ」 

キャパシティ値 該当 VM サーバのキャパシティ値を指定します。 
キャパシティ値は VM サーバに設定する値であり VM サーバ上に
作成可能な VM のコスト値の合計を表します。 

「環境設定」の 
「仮想リソース」タブ 

コスト値 SystemProvisioning で使用するコスト値の初期値を指定しま
す。 

「テンプレートの 
プロパティ」 

コスト値 テンプレートから作成された VM が使用する VM のコスト値の初
期値を指定します。 

「VM の 
プロパティ」 

コスト値 VM のコスト値を指定します。 
未使用 VM の初期値は 0、テンプレートから作成された VM の
初期値は「テンプレートのプロパティ」で指定されたコスト値です。
コスト値は VM に設定する値であり VM が必要とするコストを数
値で表します。 

 

VM:100

VM:65

VM:20VM:40 

 

移動 NG
移動 OK

VM:30 

 

コスト値:60
までの VM を
作成可能 

コスト値:35
までの VM を
作成可能 

コスト値:80
までの VM を
作成可能 

コスト値:70
までの VM を
作成可能 

VMS:100 VMS:200 VMS:100 VMS:100 
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1.4. グループ管理 

SystemProvisioning では、同じ用途で使用する複数のサーバをまとめて「グループ」として管理します。サー

バの管理を「グループ」単位で行うとサーバ 1 台ずつの固有情報を隠蔽して管理できるので、サーバごとに必要で

あったオペレーションの手間を削減でき、システム全体の管理コストを低減します。 

グループ管理により、以下のような運用を行えるようになります。 

 

 N+1 フェイルオーバ (物理サーバ) 

グループ単位にプールサーバを用意できます。グループで稼動しているいずれかのサーバで障害が発生した

場合、故障サーバをプールサーバで置換してすぐに代替サーバを準備できます。これはフェイルオーバ型ク

ラスタの概念に似ています。N 台の稼動サーバと 1 台(もしくは複数台) のサーバが待機することから、

「N+1 型フェイルオーバ」と呼びます。同じサーバを同時に複数の用途に割り当てるような Active-Active

型ではなく、どれか一つの用途として割り当てる Active-Standby 型の運用に近いといえます。 

図 1-10 N+1 型フェイルオーバ 

サーバの置換では、代替サーバのサーバ管理情報として、故障したサーバのホスト名、IP アドレスを使用

せずに新しいホスト名、IP アドレスを使用することもできます。 

 

グループ 

プール 

グループ

プール

実行後

故障サーバ

プールに待機してい
る正常なサーバ 

実際の故障サーバ

置換 

故障前と同
様にアクセス
可能 
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 プールサーバの共有 (物理サーバ) 

プールサーバは複数のグループへ登録できます。グループごとに専用プールサーバを準備せずにプールサー

バを複数のグループで共有すると、システム全体におけるプールサーバの台数を削減できるため、少ない投

資で高い可用性を確保できます。 

図 1-11 プールサーバの共有 

 サーバの用途変更 (物理サーバ) 

稼動中のサーバを相互にプールサーバとして利用することもできます。あるグループの業務で処理の負荷が

高くなることが予想される場合、他のグループのサーバを転用して負荷のバランスを保つことができます。 

この運用形態は、「プールサーバの共有」の一種です。 

図 1-12 サーバの用途変更 

 

グループ グループ

プール 

グループ グループ

プール 

プールから取り
出して追加 

稼動中のサーバ
を一時的にプー
ルへ移動 
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 サーバの移動 (仮想サーバ) 

グループで稼動中の仮想サーバを異なる VM サーバ上へ移動することができます。ある業務で VM サーバ

の負荷が高くなることが予想される場合、他の VM サーバへ仮想サーバを移動して負荷のバランスを保つ

ことができます。 

図 1-13 サーバの移動 

また、VM サーバとのアクセスが出来ないなどの理由により仮想サーバが移動できないような場合には、別

の VM サーバに仮想サーバを新たに作成し、グループで稼動中の仮想サーバと交換します。 

このとき、仮想サーバがSAN上に作成されているならば、新たに作成した仮想サーバに使用していた仮想

サーバのディスクを割り当てます。 

図 1-14 サーバの移動(サーバの交換による移動) 
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 サーバの作成 (仮想サーバ) 

グループの稼動サーバを作成できます。あるグループの業務で処理の負荷が高くなることが予想される場

合、稼動サーバを作成して負荷のバランスを保つことができます。 

図 1-15 サーバの作成 

グループ グループ

実行後

作成 

高負荷状態が緩和 高負荷状態 
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1.4.1. グループの構成と階層化 

グループは、 大 3 階層まで階層化できます。階層構造のグループを使用すると、比較的大規模なシステ

ム環境でも管理しやすくなります。 

図 1-16 グループ概要 

作成できるグループには、以下の 3 種類あります。 
 階層 1 ： カテゴリ 

カテゴリは複数のグループをまとめて管理しやすくするために使用します。カテゴリに対して構成変更やソ
フトウェア配布などの操作は行えません。 
例えば、以下のような場合に使用します。 

 3 層システムの Web サーバグループ、アプリケーションサーバグループのような複数のグループで一つの

業務を実行する場合、これらをまとめて業務名をつけたカテゴリを定義すると便利です。 
 多くのグループを使用する場合、カテゴリを作成してまとめると運用管理ツールで表示するグループの

数が減少するので管理しやすくなります。 
 

 階層 2 ： グループ 
グループは一つの用途でサーバをまとめるために使用します。SystemProvisioning によるサーバ管理
の基本となるグループです。サーバ構成変更は、この階層のグループに対して行えます。 
例えば、以下のような場合に使用します。 

 3 層システムの Web サーバグループ、アプリケーションサーバグループのように一つの業務ごとにグルー

プを作成します。 
 SystemProvisioning では、単独のサーバを管理するときも 1 つのグループを定義します。 
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グループ 

グループ(サブグループ) 

プール 

グループ(サブグループ)

プール
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 階層 3 ： サブグループ 
同じグループで管理すべきサーバでも、ハードウェアやオペレーティングシステム、アプリケーションなどの相
違により 1 つのグループではまとめた管理を行えない場合、グループをサブグループに分割して管理でき
ます。 
例えば、以下のような場合に使用します。 

 サーバのハードウェアスペックが異なる場合、必ずサブグループを定義します。 
 オペレーティングシステム(バージョンやエディション)が異なる場合、必ずサブグループを定義します。 
 アプリケーションやミドルウェアの属性で、ライセンス定義ファイルがサーバ名や IP アドレスにより変わる

場合など、同じ用途で使用するサーバでも構成変更時に異なる処理や操作が必要なとき、サブグ

ループを定義します。 

 
図 1-17 グループ階層化設定例 
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1.4.2. プールサーバの登録 

「N+1 フェイルオーバ」、「サーバの用途変更」などを実現するには、グループにプールサーバを用意します。 
プールサーバは、以下の形態でグループに登録できます。 

 

 一つのグループに所属するプールサーバ 
一つのグループにのみ属するプールサーバです。 
このプールサーバ形態では、「サーバの追加」、「サーバの置換」の 2 種類の構成変更を行えます。 

 複数のグループに所属するプールサーバ 
1 台の物理サーバを複数のグループのプールサーバに定義すると、全体のプールサーバの台数を削減で
きます。ただし、該当するプールサーバが属するそれぞれのグループは、同等のサーバスペックである必要
があります。 
このプールサーバ形態では、「サーバの追加」、「サーバの置換」の 2 種類の構成変更を行えます。 

 他のグループで稼動中のプールサーバ 
「複数のグループに所属するプールサーバ」のバリエーションの一つになり、所属する複数のグループのど
れか一つでサーバが稼動している状態を示します。つまり、停止して待機している物理サーバではなく、
動作しながら相互に待機しあう状態です。この形態では、「サーバの用途変更」の構成変更を行えま
す。 
サーバが稼動しているグループ以外ではプールサーバとして登録していますが、一つのグループでサーバ
が稼動しているため、「サーバの追加」、「サーバの置換」の構成変更は行えません。「サーバの追加」、
「サーバの置換」を行うには、必ず稼動中のグループで「稼動中のサーバをプールへ移動」を行い、「複
数のグループに所属するプールサーバ」の状態にします。 

 共通プール 
グループに「サーバの追加」、「サーバの置換」などの構成変更を行う際に、下記の条件を満たすことに
よって、どのグループにも所属していない管理対象サーバをグループの稼働サーバとすることができます。 
 
共通プールが使用される条件： 

 構成変更を行う対象のグループが共通プールの使用を許可している。 
詳細は「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 

 構成変更を行う対象のグループのプールに待機しているサーバが存在しない。 
 構成変更を行う対象のグループで稼動しているサーバが存在している場合、稼動中のサーバとハー

ドウェア情報が一致しているサーバが共通プールに存在する。 
 構成変更を行う対象のグループに配布されるソフトウェアをインストール可能なサーバが共通プール

に存在する。 
 構成変更を、コマンドを使用して行っている。 

 

 

• 共通プールからグループに移動して稼動状態になったサーバは、グループ
プールに待機させることはできません。必ず共通プールに戻ります。 
(共通プールからグループプールに移動した後、稼動状態になったサーバ
は、グループプールに待機させることができます。) 

• 運用管理ツールから共通プールにあるサーバに対して「ソフトウェアのインス
トールを行い、グループに追加します」を選択して稼動状態にした場合、
そのサーバは、いったん共通プールからグループプールに移動した後、稼
動状態になったものとして扱われます。従って、そのサーバはグループプー
ルに待機させることができます 

• 仮想サーバを管理するグループは、プールサーバの使用はできません。 
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物理サーバが稼動していないときに、物理サーバのプロパティ画面(「4.7.10(2) ハードウェアタブ」)から
「機種名」の設定を行うことにより、ハードウェア情報を設定することができます。「機種名」が設定されて
いない場合は、サーバがグループで稼動した状態になった時に SystemProvisioning が
ESMPRO/ServerManager から自動取得した値を設定します。 
 
共通プールの機種名について一例を説明します。 

図 1-18 共通プールの機種名 (例 1) 

機種名が設定されていない物理サーバ#1と物理サーバ#2は、稼動しているサーバが存在しないサブグ
ループ#1のサーバ追加の対象となります。稼動しているサーバが存在するサブグループ#2のサーバ追加
の対象にはなりません。 
 

 

System
Provisioning 

サーバプール サーバプール

稼動サーバ
#1 

共通プール（どのサーバグループにも参加していない管理対象の物理サーバ） 

物理サーバ
#1 

機種名： 機種名：

物理サーバ
#2 

サーバ追加

サーバ追加の 
対象となる 

サーバ追加の 
対象とならない 

サーバ追加

機種名：A

サブグループ#1 サブグループ#2

サーバグループ

新規に導入した物理サーバは、機種名が設定されていません。既に稼動して
いるサーバが存在するサブグループの「サーバ追加」、「サーバ置換」等の対象
とする場合は、あらかじめ機種名の設定を行ってください。 
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図 1-19 共通プールの機種名 (例 2) 

稼動サーバ#1 のプロパティで同じ機種名を設定することにより、物理サーバ#1 は、サブグループ#1 のサ
ーバ追加の対象となります。サブグループ#2（異なる機種名が設定されている稼動サーバが存在）のサ
ーバ追加の対象にはなりません。 
また物理サーバのプロパティ画面(「4.7.10(2) ハードウェアタブ」)の「サーバ設定の情報更新を禁止しま
す」をチェックすることで、機種名に任意の値を設定することもできます。 
 

 
 

同じグループ内に ESMPRO/ServerManager から取得した機種名と任意の
機種名が設定されている稼動サーバが混在しないように注意してください。 

System
Provisioning 

サーバプール サーバプール
稼動サーバ 

#2 

共通プール（どのサーバグループにも参加していない管理対象の物理サーバ） 

物理サーバ
#1 

機種名：A

サーバ追加

サーバ追加の 
対象となる 

サーバ追加の
対象とならない

サーバ追加

機種名：X 

サブグループ#1 サブグループ#2

サーバグループ

機種名：A 

稼動サーバ 
#1 

稼動サーバのプロパティ 
を参照して設定 

「サーバ設定の情報更新を禁止します」をチェックすることで、任意の機種名が
設定されたサーバのグループを形成することができます。 
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1.4.3. ポリシー制御 

SystemProvisioning は、「サーバで発生した障害に対して、どのように対処するか?」をグループごとに定

義できます。これを「ポリシー」と呼びます。 
例えば、「CPU 異常高負荷障害が発生した際に、プールサーバと置換する」というような設定を行えます。

また、通知された障害を e-mail で通報することもできます。 
通知される障害の種類と、選択できる復旧処理の一覧については、「5 ポリシー」を参照してください。 

図 1-20 ESMPRO/ServerManager、ServerAgent による障害検出とポリシーの適用 
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1.5. サーバの構成変更 

SystemProvisioning は、管理対象のサーバを様々なシステム構成、運用形態に変更できます。 

SystemProvisioning が行える構成変更には、以下のような種類があります。 

 

(1) 物理サーバの構成変更 

 サーバの追加：グループで稼動するサーバを追加します。いわゆるスケールアウトです。 

 サーバの削除：稼動サーバをプールへ移動し、稼動サーバ一覧から削除します。 

 サーバの置換：サーバで障害が発生したときなど、プールサーバと置換して復旧します。 

 サーバの用途変更：稼動中のサーバを他グループへ移動し、他グループの用途で稼動します。 

図 1-21 物理サーバの構成変更 

(2) 仮想サーバの構成変更 

 サーバの作成：グループで稼動するサーバを作成します。 

 サーバの稼動：グループで準備中のサーバを稼動させます。 

 サーバの追加：グループで稼動するサーバを追加します。 

 サーバの削除：稼動サーバを VM サーバ上から削除し、稼動サーバ一覧から削除します。 

 サーバの移動：稼動中のサーバを異なる VM サーバ上へ移動します。 
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図 1-22 仮想サーバの構成変更 

以下、それぞれの構成変更について、具体的な処理内容について説明します。 

 記号の説明 

[標準] : VLAN、ストレージなど使用環境に関わらず必ず処理する項目です。 

[Storage] : ストレージを管理する場合に処理する項目です。 

[VLAN] : VLAN を管理する場合に処理する項目です。 

[LB] : ロードバランサを管理する場合に処理する項目です。 

[管理 NW] : サーバの管理ネットワークが設定されている場合にのみ行われる処理です。 

 

1.5.1. サーバの追加(物理サーバ) 

プールサーバをグループで稼動します。 
 
順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)か
ら未使用のものを割り当てます。 

2 [Storage] 
ストレージ(LD)の接続 

1.で割り当てたサーバ設定に定義している LD をサーバに接
続します。(iStorage の場合のみ) 

3 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

4 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
へ登録 

配布ソフトウェアの配布完了後、サーバを
ESMPRO/ServerManager の監視対象へ登録します。 

5 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

ESMPRO/ServerManager からサーバのハードウェア情報
などを収集し、構成情報データベースに反映します。 

6 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

7 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

8 [VLAN] 
VLAN 設定 

サーバを接続しているスイッチポートを VLAN に登録します。 
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1.5.2. サーバの削除(物理サーバ) 

稼動サーバをプールへ移動して、稼動サーバから削除します。 
削除対象サーバが、グループプールから稼動状態になったサーバであった場合は、グループプールに戻りま

す。 
削除対象サーバが、共通プールから稼動状態になったサーバであった場合は、共通プールに戻ります。 
(マスタサーバ登録によって稼動状態になったサーバは共通プールに戻ります) 
 
順番 処理項目 処理内容 

1 [LB] 
負荷分散グループから解除 

サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除します。 

2 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
から削除 

サーバを ESMPRO/ServerManager の監視対象から削除
します。 

3 [標準] 
待機時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている待機時配布ソフトウェアを配布します。 

4 [標準] 
サーバのシャットダウン 

サーバをシャットダウンします。 

5 [Storage] 
ストレージ(LD)の切断 

LD とサーバの接続を切断します。(iStorage の場合のみ) 

6 [VLAN] 
VLAN 設定 

サーバを接続しているスイッチポートを VLAN から削除します。

7 [標準] 
サーバ設定の解放 

サーバで使用していたサーバ設定を未使用状態にします。 

8 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

 
1.5.3. サーバの置換(物理サーバ) 

稼動サーバをプールサーバと置換します。置換は 2 種類あり、それぞれ以下の特徴があります。 
 
 使用中のホスト名、IP アドレスを引継ぐ 

置換先サーバは、稼動サーバと同じサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)を使用します。 
一般的な置換はこの操作を指します。 
 

 未使用のホスト名、IP アドレスを使用 
置換先サーバは、未使用のサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)から SystemProvisioning が任意
に選択したものを使用します。 
稼動サーバをグループから削除し、新たにプールからサーバを追加した場合と同様の処理になるため、サ
ーバを追加するときに置換前と同じサーバ設定が選択される場合があります。この場合、ホスト名は引
き継がれます。 

 
(1) 使用中のホスト名、IP アドレスを引継いで置換 

 
置換元のサーバが、グループプールから稼動状態になったサーバの場合は、グループプールに戻りま

す。 
置換元のサーバが、共通プールから稼動状態になったサーバの場合は、共通プールに戻ります。 

サーバを起動するには、DPM のリストアシナリオで以下の設定を行う必要があ
ります。 
「シナリオのプロパティ」の[オプション]で、シナリオ実行条件の「実行前に再起
動の強制実行を行う」チェックボックスをチェックします。 
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(マスタサーバ登録によって稼動状態になったサーバは共通プールに戻ります。) 
 

順番 処理項目 処理内容 
1 [LB] 

負荷分散グループから解除 
置換元サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除しま
す。 

2 [VLAN] 
VLAN 設定 

置換元サーバを接続しているスイッチポートを VLAN から削除
します。 

3 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
から削除 

置換元サーバを ESMPRO/ServerManager の監視対象か
ら削除します。 

4 [標準] 
待機時配布ソフトウェアの配布

置換元のサーバ、サーバ設定、グループに登録されている待
機時配布ソフトウェアを配布します。 

5 [標準] 
置換元サーバのシャットダウン 

置換元のサーバをシャットダウンします。 
既に停止している場合、次へ進みます。 

6 [Storage] 
ストレージ(LD)の切断 

LD と置換元サーバの接続を切断します。(iStorage の場合
のみ) 

7 [Storage] 
ストレージ(LD)の接続 

LD と置換先サーバに接続します。(iStorage の場合のみ) 

8 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

置換先サーバを起動して、置換先のサーバ、サーバ設定、グ
ループに登録されている稼動時配布ソフトウェアを配布しま
す。 

9 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
へ登録 

配布ソフトウェアの配布完了後、置換先サーバを
ESMPRO/ServerManager の監視対象へ登録します。 

10 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

ESMPRO/ServerManager から置換先サーバのハードウェ
ア情報などを収集し、構成情報データベースに反映します。 

11 [標準] 
構成情報の更新 

置換先サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新
します。 

12 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

置換先サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録しま
す。 

13 [VLAN] 
VLAN 設定 

置換先サーバを接続しているスイッチポートを VLAN に登録し
ます。 

 
(2) 未使用のホスト名、IP アドレスを使用して置換 

 
順番 処理項目 処理内容 

1 [LB] 
負荷分散グループから解除 

置換元サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除しま
す。 

2 [VLAN] 
VLAN 設定 

置換元サーバを接続しているスイッチポートを VLAN から削除
します。 

3 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
から削除 

置換元サーバを ESMPRO/ServerManager の監視対象か
ら削除します。 

4 [標準] 
待機時配布ソフトウェアの配布

置換元のサーバ、サーバ設定、グループに登録されている待
機時配布ソフトウェアを配布します。 

5 [標準] 
置換元サーバのシャットダウン 

置換元のサーバをシャットダウンします。 
既に停止している場合、次へ進みます。 

6 [Storage] 
ストレージ(LD)の切断 

LD と置換元サーバの接続を切断します。(iStorage の場合
のみ) 

7 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)か
ら未使用のものを割り当てます。 

8 [Storage] 
ストレージ(LD)の接続 

7.で割り当てたサーバ設定に定義している LD を置換先サー
バに接続します。(iStorage の場合のみ) 

9 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

置換先サーバを起動して、置換先のサーバ、サーバ設定、グ
ループに登録されている稼動時配布ソフトウェアを配布しま
す。 
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10 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
へ登録 

配布ソフトウェアの配布完了後、置換先サーバを
ESMPRO/ServerManager の監視対象へ登録します。 

11 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

ESMPRO/ServerManager から置換先サーバのハードウェ
ア情報などを収集し、構成情報データベースに反映します。 

12 [標準] 
構成情報の更新 

置換先サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新
します。 

13 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

置換先サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録しま
す。 

14 [VLAN] 
VLAN 設定 

置換先サーバを接続しているスイッチポートを VLAN に登録し
ます。 

 
1.5.4. サーバの用途変更(物理サーバ) 

稼動サーバを他のグループへ移動し、サーバの用途を変更します。 
用途変更には 2 種類あり、以下の特徴があります。 
 
 用途変更を行うサーバと用途変更先グループと用途変更元グループを指定して実行 

指定したサーバを指定した用途変更先グループへ移動します。 
SystemProvisioning の運用管理ツールでの操作、コマンドラインインタフェース、および API(アプリケー
ションインタフェース)で実行できます。 

 用途変更先グループと用途変更元グループを指定して実行 
用途変更を行うサーバを以下の順に検索し、指定した用途変更先グループにサーバを移動します。条
件に該当するサーバがない場合、用途変更を行いません。 
コマンドラインインタフェースおよび API により実行できます。 
 
検索順 1 : 用途変更先グループのプールのみで待機しているプールサーバ 
検索順 2 : 用途変更先グループのプールで待機しているプールサーバで、かつ、用途変更先グループ

以外のグループにも登録しているプールサーバ 
検索順 3: 用途変更先グループのプールに登録しているプールサーバで、かつ、用途変更元グループで

稼動状態のサーバ 
 
検索順 3:に対応するサーバについて 
用途変更を行うサーバが稼動状態でグループプールから移動した場合、サーバはグループプールに戻さ

れます。 
用途変更を行うサーバが稼動状態で共有プールから移動した場合、サーバは共有プールに戻されま

す。 
（マスタサーバの登録により稼動状態にある場合、サーバは共有プールに戻されます。マスタサーバの詳

細については「1.6.7 マスタサーバの登録」を参照してください。） 
 

順番 処理項目 処理内容 
1 [標準] 

用途変更を行うサーバの決定 
用途変更を行うサーバが指定されていない場合、用途変更
を行うサーバを上記検索順に従い決定します。 

2 [LB] 
負荷分散グループから解除 

サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除します。 

3 [VLAN] 
VLAN 設定 

サーバを接続しているスイッチポートを VLAN から削除します。

4 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
から削除 

サーバを ESMPRO/ServerManager の監視対象から削除
します。 

5 [標準] 
待機時配布ソフトウェアの配布

用途変更元のサーバ、サーバ設定、グループに登録されてい
る待機時配布ソフトウェアを配布します。 

6 [標準] 
サーバのシャットダウン 

サーバをシャットダウンします。 
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7 [Storage] 
ストレージ(LD)の切断 

LD とサーバの接続を切断します。(iStorage の場合のみ) 

8 [標準] 
サーバ設定の解放 

サーバで使用していたサーバ設定を未使用状態にします。 

9 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

用途変更先グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP ア
ドレスなど)から未使用のものを割り当てます。 

10 [Storage] 
ストレージ(LD)の接続 

7.で割り当てたサーバ設定に定義している LD を置換先サー
バに接続します。(iStorage の場合のみ) 

11 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

用途変更先サーバを起動して、用途変更先のサーバ、サー
バ設定、グループに登録されている稼動時配布ソフトウェアを
配布します。 

12 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
へ登録 

配布ソフトウェアの配布完了後、サーバを
ESMPRO/ServerManager の監視対象へ登録します。 

13 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

ESMPRO/ServerManager からサーバのハードウェア情報
などを収集し、構成情報データベースに反映します。 

14 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

15 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

16 [VLAN] 
VLAN 設定 

用途変更先サーバを接続しているスイッチポートを VLAN に
登録します。 

 
1.5.5. サーバ情報を指定したサーバ追加(物理サーバ) 

プールサーバをグループで稼動します。 
 
順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)か
ら指定したものをサーバに割り当てます。 

2 [Storage] 
ストレージ(LD)の接続 

1.で割り当てたサーバ設定に定義している LD をサーバに接
続します。(iStorage の場合のみ) 

3 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

4 [管理 NW] 
ESMPRO/ServerManager
へ登録 

配布ソフトウェアの配布完了後、サーバを
ESMPRO/ServerManager の監視対象へ登録します。 

5 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

ESMPRO/ServerManager からサーバのハードウェア情報
などを収集し、構成情報データベースに反映します。 

6 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

7 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

8 [VLAN] 
VLAN 設定 

置換先サーバを接続しているスイッチポートを VLAN に登録し
ます。 

 

• サーバを起動するには、DPM のリストアシナリオで以下の設定を行う必要
があります。「シナリオのプロパティ」の[オプション]で、シナリオ実行条件の
「実行前に再起動の強制実行を行う」チェックボックスをチェックします。 

• サーバに割り当てられるホスト名、IP アドレスがグループに定義されていな
い場合、本処理は失敗します。 

• サーバ追加処理との同時実行により、指定されたホスト名、IP アドレスが
使用できない可能性があります。その場合、本処理は失敗します。異な
るホスト名、IP アドレスを指定して再度実行してください。 



 

33 

1.5.6. サーバの作成(仮想サーバ) 

仮想サーバを作成します。作成した仮想サーバはグループで稼動します。 
グループに DPM へのサーバ登録設定が行われていない状態で配布ソフトウェアが登録されている場合、ま

た作成した仮想サーバを DPM にサーバ登録が行えなかった場合は稼動準備状態となり処理を停止します。

その後、DPM へのサーバ登録処理が必要となります。 
 
順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)か
ら未使用のものを割り当てます。 

2 [標準] 
仮想サーバ作成 

グループに定義したテンプレートから仮想サーバを作成しま
す。 

3 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

VirtualCenter から作成したサーバのハードウェア情報などを
収集し、構成情報データベースに作成します。 

4 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

5 [標準] 
DPM シナリオの確認 

グループに DPM へのサーバ登録設定が行われていない状態
で DPM シナリオが登録されている場合はサーバステータスを
準備中として処理を終了します。 
グループに DPM へのサーバ登録設定が行われている状態で
DPM シナリオが登録されている場合は DPM へのサーバ登録
処理を行います。 
グループに DPM へのサーバ登録設定が行われていない状態
で DPM シナリオも登録されていない場合は負荷分散グルー
プへ登録処理を行います。 

6 [標準] 
DPM へのサーバ登録 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている場合
は、作成したサーバを DPM に登録します。失敗した場合はス
テータスを準備中として処理を終了します。 

7 [配布] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

8 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

 

 
1.5.7. サーバの稼動(仮想サーバ) 

グループの稼動準備状態のサーバを稼動させます。 
グループに DPM へのサーバ登録設定が行われていない状態で配布ソフトウェアが登録されている場合、ま

た作成した仮想サーバを DPM にサーバ登録が行えなかった場合は稼動準備状態となり処理を停止します。

その後、DPM へのサーバ登録処理が必要となります。 
DPM への登録については、「WebSAM DeploymentManager Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 導

入編」の「4.管理サーバ for DPM にコンピュータを登録するまで」を参照してください。 

以下の条件に該当する仮想サーバは、サーバの作成後に手動でクライアントサー
ビス for DPM、もしくは仮想サーバの再起動を行う必要があります。 

－Guest OS が Windows 
－仮想 NIC に固定 IP アドレスを設定 

再起動を行わない場合は、DPM のシナリオ配布に失敗する場合があります。 
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順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

2 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

3 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

 

 

1.5.8. サーバの追加(仮想サーバ) 

管理対象の仮想サーバをグループで稼動します。 
グループに DPM へのサーバ登録設定が行われていない状態で配布ソフトウェアが登録されている場合、ま

た追加した仮想サーバを DPM にサーバ登録が行えなかった場合は稼動準備状態となり処理を停止します。

その後、DPM へのサーバ登録処理が必要となります。 
 

(1) サーバ情報を指定しないサーバ追加(仮想サーバ) 
 
順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)か
ら未使用のものを割り当てます。 

2 [標準] 
DPM へのサーバ登録 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている場合
は、追加したサーバを DPM に登録します。失敗した場合はス
テータスを準備中として処理を終了します。 
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていない場
合は、本処理は行われず、ネットワークの設定処理を行いま
す。 

3 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

4 [標準] 
ネットワークの設定 

仮想 NIC の設定を行います。 

5 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

6 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

 

 

 

サーバを起動するには、DPM のリストアシナリオで以下の設定を行う必要が
あります。 
「シナリオのプロパティ」の[オプション]で、シナリオ実行条件の「実行前に再起
動の強制実行を行う」チェックボックスをチェックします。 
詳細は「1.11 DPM の操作」を参照してください。 

サーバを起動するには、DPM のリストアシナリオで以下の設定を行う必要があ
ります。 
「シナリオのプロパティ」の[オプション]で、シナリオ実行条件の「実行前に再起
動の強制実行を行う」チェックボックスをチェックします。 
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(2) サーバ情報を指定したサーバ追加(仮想サーバ) 

 
管理対象の仮想サーバをグループで稼動します。 

 
順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
サーバ設定の割り当て 

グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)か
ら指定したものをサーバに割り当てます。 

2 [標準] 
DPM へのサーバ登録 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている場合
は、追加したサーバを DPM に登録します。失敗した場合はス
テータスを準備中として処理を終了します。 
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていない場
合は、本処理、配布処理は行われず、ネットワークの設定処
理を行います。 

3 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登録され
ている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

4 [標準] 
ネットワークの設定 

仮想 NIC の設定を行います。 

5 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新します。 

6 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

 

 
(3) サーバ情報を指定し、ソフトウェア配布を行わないサーバ追加(仮想サーバ) 

 
管理対象の仮想サーバを、ソフトウェア配布を行わずにグループで稼動します。 
 

順番 処理項目 処理内容 
1 [標準] 

サーバ設定の割り当て 
グループに定義したサーバ設定(ホスト名、IP アドレスな
ど)から指定したものをサーバに割り当てます。 

2 [標準] 
DPM へのサーバ登録 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている
場合は、追加したサーバを DPM に登録します。失敗し
た場合は、ステータスを準備中として処理を終了します。
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていな
い場合は、本処理は行われず、ネットワークの設定処理
を行います。 

3 [標準] 
ネットワークの設定 

仮想 NIC の設定を行います。 

4 [標準] 
構成情報の更新 

サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新しま
す。 

5 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録します。 

• サーバを起動するには、DPM のリストアシナリオで以下の設定を行う必要
があります。「シナリオのプロパティ」の[オプション]で、シナリオ実行条件の
「実行前に再起動の強制実行を行う」チェックボックスをチェックします。 

• サーバに割り当てられるホスト名、IP アドレスがグループに定義されていな
い場合、本処理は失敗します。 

• サーバ追加処理との同時実行により、指定されたホスト名、IP アドレスが
使用できない可能性があります。その場合、本処理は失敗します。異な
るホスト名、IP アドレスを指定して再度実行してください。 
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1.5.9. サーバの削除(仮想サーバ) 

稼動サーバをグループから削除します。 
グループから削除する操作を選んだ場合、仮想サーバはグループ上から削除されます。 
また、仮想サーバを削除する操作を選んだ場合は、グループから削除を行い、DPMのサーバ登録も削除さ

れます。その後 VM サーバ上からも削除し、SystemProvisioning の管理対象外となります。 
 
(1) グループから削除する操作を選んだ場合 

 
順番 処理項目 処理内容 

1 [LB] 
負荷分散グループから解除 

仮想サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除しま
す。 

2 [標準] 
待機時配布ソフトウェアの配布

仮想サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登
録されている待機時配布ソフトウェアを配布します。 

3 [標準] 
サーバのシャットダウン 

仮想サーバをシャットダウンします。 

4 [Storage] 
ストレージ(LD)の切断 

LD とサーバの接続を切断します。(iStorage の場合のみ) 

5 [標準] 
サーバ設定の解放 

仮想サーバで使用していたサーバ設定を未使用状態にしま
す。 

6 [標準] 
DPM へのサーバ登録削除 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている場合
は、削除するサーバを DPM から登録削除します。 
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていない場
合は、本処理は行われず、構成情報の更新処理を行いま
す。 

7 [標準] 
構成情報の更新 

仮想サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新し
ます。 

 

• サーバが起動されている場合、サーバはいったん電源停止され、その後に
起動されることに注意してください。 

• サーバに割り当てられるホスト名、IP アドレスがグループに定義されていな
い場合、本処理は失敗します。 

• サーバ追加処理との同時実行により、指定されたホスト名、IP アドレスが
使用できない可能性があります。その場合、本処理は失敗します。異な
るホスト名、IP アドレスを指定して再度実行してください。 

• 配布ソフトウェアが登録されているグループにマスタサーバ登録する場合
は、事前に DPM への登録を行うかサーバグループに DPM 登録情報を
設定する必要があります。 
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(2) 仮想サーバを削除する操作を選んだ場合 

 
順番 処理項目 処理内容 

1 [LB] 
負荷分散グループから解除 

仮想サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除しま
す。 

2 [標準] 
待機時配布ソフトウェアの配布

仮想サーバ、サーバ設定、グループに登録されている待機時
配布ソフトウェアを配布します。 

3 [標準] 
サーバのシャットダウン 

仮想サーバをシャットダウンします。 

4 [標準] 
サーバ設定の解放 

仮想サーバで使用していたサーバ設定を未使用状態にしま
す。 

5 [標準] 
DPM へのサーバ登録削除 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている場合
は、削除するサーバを DPM から登録削除します。 
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていない場
合は、本処理は行われず、構成情報の更新処理を行いま
す。 

6 [標準] 
構成情報の更新 

仮想サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更新し
ます。 

7 [標準] 
仮想サーバ削除 

仮想サーバを VM サーバ上から削除します。 

 

 

仮想サーバ削除時にソフトウェアの配布を行うには、削除対象の仮想サーバ
が DPM に登録されている必要があります。 
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1.5.10. サーバの移動(仮想サーバ) 

サーバの移動処理は、仮想サーバを別の VM サーバに移動します。 
SystemProvisioning では、電源 ON 状態の仮想サーバを別の VM サーバに移動することを Migrate 処

理、電源 OFF 状態の仮想サーバを別の VM サーバに移動することを Move 処理と呼びます。 
仮想サーバを移動する際、まず Migrate 処理を行います。Migrate 処理が VM サーバの環境や稼動状況

等により失敗した場合は、Move処理を行います。Move処理が失敗すると該当する仮想サーバをいったんグ

ループから削除してから、移動先の VM サーバに仮想サーバを新たに作成し、新しい仮想サーバのディスクを

使用していたディスクに切り替えます。新しい仮想サーバへのディスクの切り替えが失敗した場合、仮想サーバ

をいったん削除してから、グループに割り当てられているテンプレートを用いて仮想サーバを新たに作成します。 

図 1-23 サーバの移動(仮想サーバ) 

 

仮想サーバの移動 

Migrate 移動 

Move 移動

グループから削除 

(負荷分散からの解除など)

仮想サーバのシャットダウン

仮想サーバの作成 

仮想サーバ作成とディスクの切り替え

仮想サーバの削除 

グループへ追加 

(負荷分散グループへ登録など)

電源状態を確認 

仮想サーバの移動完了 

成功 

失敗 

成功

失敗

成功

失敗
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順番 処理項目 処理内容 

1 [標準] 
Migrate 移動 

仮想サーバの稼動状態を保ったまま移動します。 

2 [標準] 
サーバのシャットダウン 

仮想サーバをシャットダウンします。 

3 [標準] 
Move 移動 

仮想サーバを停止状態で移動します。 

4 [LB] 
負荷分散グループから解除 

仮想サーバを負荷分散グループの分散ノードから解除
します。 

5 [標準] 
サーバ設定の解放 

仮想サーバで使用していたサーバ設定を未使用状態に
します。 

6 [標準] 
構成情報の更新 

仮想サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更
新します。 

7 [標準] 
仮想サーバ作成とディスクの切り替え

移動の対象となった仮想サーバから新たに仮想サーバを
作成し、移動の対象となった仮想サーバのディスクと切り
替えます。 

8 [標準] 
DPM へのサーバ登録削除 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている
場合は、削除するサーバを DPM から登録削除します。
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていな
い場合は、本処理は行われず、構成情報の更新処理
を行います。 

9 [標準] 
仮想サーバの削除と作成 

仮想サーバを VM サーバから削除し、グループに定義し
たテンプレートから仮想サーバを作成します。 

10 [標準] 
サーバ情報の取得と更新 

VirtualCenterからサーバのハードウェア情報などを収集
し、構成情報データベースに反映します。 

11 [標準] 
構成情報の更新 

仮想サーバの電源状態、処理完了ステータスなどを更
新します。 

12 [標準] 
DPM シナリオの確認 

グループに DPM シナリオが登録されているか確認しま
す。 

13 [標準] 
DPM へのサーバ登録 

グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されている
場合は、作成したサーバを DPM に登録します。失敗し
た場合はステータスを準備中として処理を終了します。 
グループに DPM へのサーバ登録情報が設定されていな
い場合は、本処理、配布処理は行われず、負荷分散
グループへの登録処理を行います。 

14 [標準] 
稼動時配布ソフトウェアの配布 

サーバを起動して、サーバ、サーバ設定、グループに登
録されている稼動時配布ソフトウェアを配布します。 

15 [LB] 
負荷分散グループへ登録 

仮想サーバを負荷分散グループの分散ノードに登録し
ます。 

16 [標準] 
電源状態を確認 

移動前の状態が電源 OFF ならシャットダウンします。
ON なら起動します。 

 



 

40 

 

 

 

1.5.11. アクションシーケンス 

SystemProvisioning では、構成変更(追加、作成、削除、置換、移動、用途変更など)や構成情報デ

ータベースの参照、更新(グループの定義や配布ソフトウェアの登録など)の際に、アクションシーケンスを実行し

ます。アクションシーケンスとは、構成変更など一連の動作を定義したもので、実行中のアクションシーケンスの

一つ一つを Job として管理します。 
詳細は「6 アクションシーケンス」を参照してください。 
 

• Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには SAN 環境が必要です。
詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照してください。 

• Migrate、Move 処理が VM サーバの環境や稼動状況等により失敗した場
合は、新たに仮想サーバを別名で作成し、新たに作成した仮想サーバのディ
スクを移動する対象で使用していたディスクと切り替えます。このとき、移動す
る対象となった仮想サーバはグループから削除されます。 

• ディスクの切り替えを伴う仮想サーバの作成が失敗した場合、作成された仮
想サーバを削除します。次に移動対象である仮想サーバを削除し、移動先
の VM サーバ上に仮想サーバを新たに作成します。このとき作成に失敗すると
SystemProvisioning から該当サーバが削除された状態になります。復旧す
るには該当するサーバを運用管理ツール等より作成してください。 

• ディスクの切り替え操作を伴う仮想サーバの作成は、移動時に対象となる仮
想サーバが SAN 環境上に構築され、かつ VM サーバの障害復旧処理にお
いてのみ有効となります。 

• 移動により仮想サーバを作成した場合、または、ディスクの切り替えを伴う仮
想サーバの作成を行った場合、移動先グループに配布ソフトウェアの DPM シ
ナリオが登録されていると、作成した仮想サーバは稼動準備状態となり DPM
への登録が必要となります。

以下の条件に該当する仮想サーバは、移動により仮想サーバを作成後に手動で
クライアントサービス for DPM、もしくは仮想サーバの再起動を行う必要がありま
す。 

－Guest OS が Windows 
－仮想 NIC に固定 IP アドレスを設定 

再起動を行わない場合は、DPM のシナリオ配布に失敗する場合があります。 
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1.6. 配布ソフトウェアの管理 

SystemProvisioning は、管理対象サーバへソフトウェアを適用する手段として DPM を使用します。また仮

想サーバを作成する手段として VirtualCenter を使用します。 

DPM は、サーバへ適用するソフトウェアを「シナリオ」で管理します。シナリオには、SystemProvisioning の運

用で使用するシナリオ以外にも、一台目のサーバを構築するシナリオや、バックアップ、リストアに使用するシナリオ

などがあります。SystemProvisioning で管理対象サーバへソフトウェアを適用するには、DPM のシナリオから

SystemProvisioning で使用するシナリオを選択し、「配布ソフトウェア」として登録します。 

管理対象サーバへソフトウェアを配布、インストールするには、登録した配布ソフトウェアを使用します。 

図 1-24 DPM のシナリオと SystemProvisioning の配布ソフトウェアの関係 

 

VirtualCenter は、仮想サーバの環境構成を元にしたテンプレートを使用して新たな仮想サーバを作成するこ

とができます。SystemProvisioning で仮想サーバを作成するには、テンプレート一覧から

SystemProvisioning で使用するテンプレートを選択し、「テンプレート」として登録します。また

SystemProvisioning からテンプレートを作成して登録することもできます。 

SystemProvisioning では登録したテンプレートを元に仮想サーバを作成します。 

 

配布ソフトウェア

DPM 

SystemProvisioning
で使用するシナリオを選
択して、配布ソフトウェア
として登録 

シナリオ 

SystemProvisioning

シナリオ A

シナリオ B

シナリオ C

シナリオ D

配布ソフトウェア A

配布ソフトウェア C

管理対象サーバ群 

SystemProvisioning
の管理下にて、管理対
象サーバへ配布ソフトウ
ェアをインストール 
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図 1-25 VirtualCenter のテンプレートと SystemProvisioning の配布ソフトウェアの関係 

 

SystemProvisioning は、サーバ単位、サーバ設定単位、グループ単位で、サーバ稼動時とサーバ待機時に

配布するソフトウェアを管理できます。 

サーバ、サーバ設定、グループに配布ソフトウェアの DPM シナリオを登録しておくと、グループでサーバを稼動さ

せる場合や、グループからサーバを外して待機させる場合などに、登録した配布ソフトウェア（DPM シナリオ）をサ

ーバにインストールできます。各サーバ、サーバ設定、グループには複数の配布ソフトウェア（DPM シナリオ）を登

録することができます。 

SystemProvisioning は、サーバごとに配布ソフトウェア（DPM シナリオ）のインストール状況を管理します。グ

ループで稼動しているサーバごとに配布ソフトウェア（DPM シナリオ）のインストール状況を管理しているので、グル

ープ内のサーバ間でインストール済配布ソフトウェア（DPM シナリオ）に差分が発生した場合や、グループに登録

している配布ソフトウェア（DPM シナリオ）とサーバ間で差分が発生した場合、差分となる配布ソフトウェア（DPM

シナリオ）のみインストールできます。仮想サーバの場合はグループにテンプレートを登録しておくと、そのグループへ

のサーバ作成は登録したテンプレートを元に作成します。1 つのグループに登録できるテンプレートは 1 つです。 

また、サーバのインストール状況に依存せず、指定した配布ソフトウェアをインストールすることも可能です。 

 

配布ソフトウェア

VirtualCenter 

SystemProvisioning からテン
プレートを作成して、登録 

テンプレート 

SystemProvisioning

テンプレート A

テンプレート B

テンプレート C

テンプレート D

テンプレート A

テンプレート C

仮想サーバ 

SystemProvisioning
の管理下にて、
VirtualCenter のテンプ
レートを使用して仮想サ
ーバを作成 

SystemProvisioning で使用
するテンプレートを登録 
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1.6.1. シナリオ 

ここでは SystemProvisioning で使用する DPM の「シナリオ」について説明します。 
DPM は、管理下にあるサーバに対して、ディスクイメージの配布、フロッピーディスクのイメージ作成/EFI アプ

リケーションの登録、オペレーティングシステム、サービスパック/Hotfix/Linux パッチファイル、アプリケーションの登

録、アプリケーションのインストールや、サーバのバックアップ/リストアなどを行えます。 
これらの処理を行うには DPM の「シナリオ」を使用します。作成したシナリオをサーバに登録して実行すると、

指定した内容の処理を行います。 
例えば、 

(1) 「BIOS のアップデート」 
(2) 「オペレーティングシステムのインストール」 
(3) 「サービスパックの適用」 
(4) 「バックアップ」 

と順番に実行するようなシナリオを作成することもできます。 
 
一度作成したシナリオは何度も使用できます。複数のサーバにも登録できます。 
また、様々なオプション設定により業務内容に応じて円滑に対応できます。例えば、シナリオを実行する前

後のコンピュータの電源管理、アプリケーションなどを配信するときのマルチキャスト、ユニキャスト設定などがあり

ます。 

 
(1) シナリオの分類 

DPM のシナリオは以下の 2 種類に分類できます。これらのうち、SystemProvisioning では、「運用

向けシナリオ」を使用します。 
 準備用シナリオ：運用するための準備やバックアップ運用などで使用します。 
 運用向けシナリオ：対象サーバへソフトウェアをインストールする際に使用する「配布ソフトウェア」で

す。 

図 1-26 準備用シナリオと運用向けシナリオ 

シナリオ実行対象が HP-UX の場合、実行可能な DPM(HP-UX)のシナリオ
は、OS インストール、バックアップ、リストア、ソフトウェアインストール、パッチイン
ストール、および、スクリプト実行です。 

シナリオの設定方法の詳細については、「WebSAM DeploymentManager 
Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 基本操作編」の「1～5 章」を参照してく
ださい。 

準備用シナリオ 運用向けシナリオ 
バックアップシナリオ 
リストアシナリオ 
マスタサーバ作成 
(OS インストールなど) 

リストアシナリオ
の一部 

AP インストール
ミドルウェアインストール 
パッチ配布 

準備、運用の双方に
使用するシナリオ 

DPM のシナリオ 

DPM（HP-UX）のシナリオの設定方法の詳細については、「WebSAM 
DeploymentManager (HP-UX 版) R1.4.1 ユーザーズガイド 機能編」の
「3 イメージ作成とシナリオ実行」および「WebSAM DeploymentManager 
(HP-UX 版) R1.4.1 操作マニュアル」の「5～8 章」を参照してください。 
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(2) フルバックアップ型ディスクイメージと展開型ディスクイメージ 

ディスクイメージには、フルバックアップ型と展開型の 2 種類があります。 
 
 フルバックアップ型ディスクイメージ 

サーバをそのままの内容でバックアップしたイメージです。サーバの固有情報(ホスト名、IP アドレ
ス)を保持したままイメージを作成します。 
 

 展開型ディスクイメージ 
サーバにインストールしたオペレーティングシステムのデータから、サーバの固有情報(ホスト名、IP
アドレス)をいったん削除し、固有情報を持たない展開用ディスクイメージを作成します。
Windows サーバの場合、展開ディスクイメージの作成には Sysprep というツールを使用しま
す。 
 

それぞれのディスクイメージの利用にはメリット、デメリットがあります。サーバで使用するミドルウェアやア

プリケーションなど、システムの要件からどちらがよりメリットが多いかを判断して選択してください。 

表 1-2 フルバックアップ型と展開型のメリット、デメリット 

 メリット デメリット 
フルバックアップ型 配布時間が短い 

ミドルウェアやアプリケーションの制約
は少ない 

一つのサーバ専用(ディスク容量はサー
バ台数分必要) 
スケールアウト不可 

展開型 スケールアウト可能 
複数サーバ用に利用可能(ディスク
容量の節約できる) 

配布時間が長い 
ミドルウェアやアプリケーションの制約5が
多い 

 

 

                                                      
5 展開型ディスクイメージを利用する場合、コンピュータ名や IPアドレスを後から変更するため、そのサーバで使用するミドルウ

ェアや AP について、これらを後から変更してもかまわないか否かを機能やライセンスの観点で確認する必要があります。 

Sysprep とイメージビルダーで作成したパラメータファイルを使用すると自動
的に Windows OS の SID（セキュリティ ID）の再割り当てとパラメータの反
映を行います。 
この Sysprep を実行し、起動する前にバックアップを行うと他のコンピュータ
に展開するためのディスクイメージを作成できます。そして、事前にパラメータ
ファイルを作成しておくと、リストア時に各コンピュータに対してコンピュータ名、
IP アドレスの指定などの個性を反映できます。 
操作方法については、「WebSAM DeploymentManager Ver4.3 for 
SSC ユーザーズガイド 基本操作編」の「1. ディスク複製 OS インストー
ル」を参照してください。 



 

45 

 

1.6.2. 配布ソフトウェアの作成単位 

SystemProvisioning におけるソフトウェアのインストールは、すべてのソフトウェアを 1 つの配布ソフトウェア

でインストールする方法と、適切な単位で分割した配布ソフトウェアでインストールする方法があります。 
 
 すべてのソフトウェアを 1 つの配布ソフトウェアでインストールする方法 

業務運用で使用するすべてのソフトウェアを一括してインストールする配布ソフトウェアを使用する方法
です。 
この方法はインストールに要する時間が短いメリットがあります。ただし、限定した範囲のサーバにしか適
用できないアップデートなどをインストールする場合、ディスクイメージを作成しなおす必要がある、などの
デメリットもあります。 

図 1-27 すべてのソフトウェアを 1 つの配布ソフトウェアで使用 

 適切な単位で分割した配布ソフトウェアでインストールする方法 
業務運用で使用するソフトウェアを、システム運用に適した単位でいくつかの配布ソフトウェアに分割し
て配布ソフトウェアを作成する方法です。この方法を利用する場合、オペレーティングシステム、ミドルウ
ェア、アプリケーションなどをいくつかの単位に分割して配布ソフトウェアを作成します。 
この方法は、ソフトウェアの追加、変更、削除を容易に行える、配布ソフトウェアを他用途のサーバで流
用できる、などのメリットがあります。ただし、ソフトウェアをそれぞれインストールするのでインストールに要
する時間が長い、などのデメリットもあります。 

図 1-28 適切な単位で分割した配布ソフトウェアを使用 
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配布ソフトウェアの分割に関するメリット、デメリットについては、表 1-3 を参照してください。 

表 1-3 配布ソフトウェアの分割 

方法 メリット デメリット 
すべてのソフトウェア
を 1 つにまとめた配
布ソフトウェア 

1) 全体のインストール時間が短い。 1) アップデートの追加や、アプリケーシ
ョンの更新をするとき、ディスクイメージ
を作成しなおす必要がある。 
2) 配布ソフトウェアを他用途のサーバ
へ流用できない。 

適切な単位で分割
した配布ソフトウェア

1) アップデートの追加や、アプリケー
ションの更新をするとき、追加更新
部分だけを新たな配布ソフトウェアと
して登録できる。 
2) 配布ソフトウェアを他用途のサー
バへ流用できる。 

1) 複数の配布ソフトウェアを個々にイ
ンストールするため、全体のインストール
時間が長くなる。 

 

 
1.6.3. 配布ソフトウェアの登録とサーバへのインストール 

配布ソフトウェアをサーバにインストールするには、SystemProvisioning に登録されている配布ソフトウェア

をサーバ単位、サーバ設定単位、グループ単位に登録し、その後に配布を行う方法と、ユーザが指定した

SystemProvisioning に登録されている配布ソフトウェアをサーバに配布する方法があります。 
 
(1) 配布ソフトウェアを各種別に登録する 

配布ソフトウェアをサーバにインストールするには、配布ソフトウェアを登録します。 
 配布ソフトウェアは、サーバ単位、サーバ設定単位、グループ単位の種別で登録することができま

す。 
 各配布種別には、サーバ稼動時とサーバ待機時の配布ソフトウェアを登録することができます。 
 各配布種別には、配布ソフトウェアを複数登録することができます。 
配布ソフトウェアを登録できる配布種別は下表のとおりです。 

表 1-4 配布ソフトウェアを登録可能な配布種別 

登録先 配布種別 説明 
物理サーバ 
（または仮想サーバ） 

稼動時 
グループ配布前 

サーバをグループで稼動状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも先に配布されるソフトウェア 

物理サーバ 
（または仮想サーバ） 

稼動時 
グループ配布後 

サーバをグループで稼動状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも後に配布されるソフトウェア 

物理サーバ 
（または仮想サーバ） 

待機時 
グループ配布前 

サーバをグループから待機状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも先に配布されるソフトウェア 

いずれの形式で配布ソフトウェアを作成する場合でも、オペレーティングシス
テムを含むディスクイメージは、必ず、以下の形式で作成してください。 
守られていない場合、サーバをグループの稼動サーバとする構成変更が正常
に動作しません。 
• ESMPRO/ServerAgent をインストールする。 
• ESMPRO/ServerAgent の通報設定を行う。 
通報設定の詳細は、「5.3 障害イベントを受信するために必要な監視対
象サーバの設定」を参照してください。 
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登録先 配布種別 説明 
物理サーバ 
（または仮想サーバ） 

待機時 
グループ配布後 

サーバをグループから待機状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも後に配布されるソフトウェア 

サーバ設定 稼動時 
グループ配布前 

サーバをグループで稼動状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも先に配布されるソフトウェア 

サーバ設定 稼動時 
配布 

サーバをグループで稼動状態にする際に、 
配布されるソフトウェア 

サーバ設定 稼動時 
グループ配布後 

サーバをグループで稼動状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも後に配布されるソフトウェア 

サーバ設定 待機時 
グループ配布前 

サーバをグループから待機状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも先に配布されるソフトウェア 

サーバ設定 待機時 
配布 

サーバをグループから待機状態にする際に、 
配布されるソフトウェア 

サーバ設定 待機時 
グループ配布後 

サーバをグループから待機状態にする際に、 
グループ（およびサブグループ）に登録されている 
配布ソフトウェアよりも後に配布されるソフトウェア 

グループ 
（またはサブグループ） 

サーバ稼動時に配布 サーバをグループで稼動状態にする際に、 
配布されるソフトウェア 

グループ 
（またはサブグループ） 

サーバ待機時に配布 サーバをグループから待機状態にする際に、 
配布されるソフトウェア 

 
(2) 登録された配布ソフトウェアの配布順 

それぞれの配布種別に登録されたソフトウェアは、既定の配布順で配布されます。 
該当する配布順の配布種別にソフトウェアがひとつも登録されていない場合は、その配布種別を除

外して、次の配布順の配布種別に登録されているソフトウェアの配布を行います。 
 
既定の配布順は下表のとおりです。 

表 1-5 サーバ稼動時のソフトウェア配布順 

配布順 登録先 配布種別 
1 物理サーバ 

（または仮想サーバ） 
「稼動時・グループ配布前」に登録されている配布ソフトウェア 

2 サーバ設定 「稼動時・グループ配布前」に登録されている配布ソフトウェア 
3 グループ 「サーバ稼動時に配布」に登録されている配布ソフトウェア 
4 サブグループ 「サーバ稼動時に配布」に登録されている配布ソフトウェア 
5 サーバ設定 「稼動時・配布」に登録されている配布ソフトウェア 
6 サーバ設定 「稼動時・グループ配布後」に登録されている配布ソフトウェア 
7 物理サーバ 

（または仮想サーバ） 
「稼動時・グループ配布後」に登録されている配布ソフトウェア 

表 1-6 サーバ待機時のソフトウェア配布順 

配布順 登録先 配布種別 
1 物理サーバ 

（または仮想サーバ） 
「待機時・グループ配布前」に登録されている配布ソフトウェア 

2 サーバ設定 「待機時・グループ配布前」に登録されている配布ソフトウェア 
3 グループ 

（またはサブグループ） 
「サーバ待機時に配布」に登録されている配布ソフトウェア 

4 サーバ設定 「待機時・配布」に登録されている配布ソフトウェア 
5 サーバ設定 「待機時・グループ配布後」に登録されている配布ソフトウェア 
6 レジストリ DPM に登録されている SetDHCP シナリオ 
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7 物理サーバ 
（または仮想サーバ） 

「待機時・グループ配布後」に登録されている配布ソフトウェア 

 

 
(3) 登録されたソフトウェア配布を行う運用 

登録した配布ソフトウェアは、以下の処理を運用管理ツールやコマンドで行ったときにインストールされ

ます。 
 
 サーバをグループに追加する 

追加されるサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、稼動時配布ソフトウェアが配布されます。 

 サーバをグループから削除（プール または 管理対象に移動）する 
削除されるサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、待機時配布ソフトウェアが配布されます。 

 サーバを用途変更する 
用途変更元のサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、待機時配布ソフトウェアが配布されます。 
用途変更先のサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、稼動時配布ソフトウェアが配布されます。 

 サーバを置換する 
置換元のサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、待機時配布ソフトウェアが配布されます。 
置換先のサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、稼動時配布ソフトウェアが配布されます。 

 新規作成により準備状態になった仮想サーバに対して、サーバ稼動を実行する 
稼動するサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、稼動時配布ソフトウェアが配布されます。 

 管理対象にある仮想サーバをグループに追加する 
追加するサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、稼動時配布ソフトウェアが配布されます。 

 仮想サーバをグループから削除する 
削除されるサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、待機時配布ソフトウェアが配布されます。 

 グループまたはサーバに対しソフトウェアの再配布を実行する 
グループ配下のサーバ、または対象のサーバに対して、 
サーバ、サーバ設定、グループに登録されている、稼動時配布ソフトウェアが配布されます。 

 
(4) 配布ソフトウェアを指定して配布する 

ユーザが指定した単一もしくは複数の配布ソフトウェアをサーバに配布します。 
 

 
 

サーバ待機時配布の場合、レジストリに SetDHCP が設定されていて、なお
かつ DPM に[SetDHCP]という名前のシナリオが存在する場合、待機時配布
ソフトウェアに SetDHCP を登録していなくても、SetDHCP シナリオを必ず配
布します。 

• 配布ソフトウェアは SystemProvisioning に登録されている必要がありま
す。 

• ユーザ指定で配布された配布ソフトウェアはサーバへの配布済みソフトウェ
アとして管理されません。 
ユーザ指定による配布済みソフトウェアは、差分配布時に配布済みソフト
ウェアとして判断されないため配布対象となります。 
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1.6.4. 配布ソフトウェアの作成からサーバへのインストールまでの流れ 

DPM で展開型シナリオを作成して、SystemProvisioning に配布ソフトウェアとして登録後、グループでサ

ーバを稼動するときに対象サーバへ配布ソフトウェアをインストールするまでの作業の流れを説明します。 
以下は、Windows サーバの場合について説明しています。Linux サーバをご利用の場合は、「WebSAM 

DeploymentManager Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 基本操作編」の「1.2 ディスク複製によるOSセ

ットアップ(Linux)」を参照してください。 
HP-UX サーバをご利用の場合は、「WebSAM DeploymentManager (HP-UX 版) R1.4.1 ユーザーズ

ガイド 機能編」の「3. イメージ作成とシナリオ実行」を参照してください。 
 
(1) マスタサーバの構築 

展開型シナリオで使用するイメージを作成するため、イメージ作成元サーバ(マスタサーバ)(1 台)に
SystemProvisioning のグループでサーバが利用するソフトウェア環境(オペレーティングシステムや必要

なアプリケーションをすべて)を構築します。 

図 1-29 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : マスタサーバの構築 

 
(2) 展開型ディスクイメージの作成 

DPM でサーバのバックアップを行うシナリオを作成します。作成したシナリオを実行すると、DPM に展

開型バックアップイメージを作成します。 

図 1-30 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : 展開型ディスクイメージの作成 

DPM は展開型ディスクイメージを作成した後、マスタサーバを再起動して元の状態(固有情報(ホスト

名、IP アドレス)を設定している状態)に戻します。 
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(3) リストアシナリオの作成 

DPM で作成した展開型ディスクイメージをリストアするシナリオを作成します。 

図 1-31 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : リストアシナリオの作成 
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作成したマスタサーバの
展開型ディスクイメージを
リストアシナリオに登録 

リストアシナリオ
作成 

Windows サーバで展開型ディスクイメージを作成する場合、マスタサーバは
必ず以下の設定を行ってください。 
• ワークグループに参加する。 
• Administrator ユーザのパスワードを設定しない。 
• TCP/IP の設定で、「IP アドレスを自動的に取得する」(DHCP から取得す

る)を選択する。(複数の NIC を搭載するサーバの場合、すべての NIC を
設定してください) 

リストアシナリオ作成時、シナリオ設定の「オプション」タブで、｢実行後に電源を
切断する｣を選択しないでください。 

バックアップシナリオ作成時、シナリオ設定の「オプション」タブで、｢実行後に電
源を切断する｣を選択しないでください。 
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(4) 配布ソフトウェアの追加 

DPM で作成したリストアシナリオを、SystemProvisioning の配布ソフトウェアに追加します。具体的

には、DPM から取り込んだシナリオ一覧から作成したリストアシナリオを選択し、SystemProvisioning
の配布ソフトウェアとして登録します。 

図 1-32 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : 配布ソフトウェアの追加 

 
(5) 稼動時配布ソフトウェアを登録 

SystemProvisioning に登録した配布ソフトウェアを、作成した展開型ディスクイメージやソフトウェア

を利用するサーバ、サーバ設定、グループの稼動時配布ソフトウェアに登録します。 

図 1-33 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : 稼動時配布ソフトウェアを登録 
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稼動時
配布ソフトウェアとして

サーバに登録 
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ホスト名 
IP アドレス 

稼動時
配布ソフトウェアとして
サーバ設定に登録 
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(6) グループにサーバを追加 

グループにサーバを追加すると、サーバ、サーバ設定、グループに登録した稼動時配布ソフトウェアを対

象サーバにインストールします。このとき、固有情報(ホスト名、IP アドレスなど)は、グループに登録してい

るサーバ設定から任意に選択します。インストールが完了すると、作成した展開型ディスクイメージの内

容に固有情報(ホスト名、IP アドレス)を反映したサーバを構築します。 

図 1-34 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : グループにサーバを追加 

グループへ追加したサーバの配布ソフトウェアのインストール状況は、図 1-35 のようになります。 

System
Provisioning 

グループ

プール 

プールサーバ
#1 

サーバ設定

ホスト名 1
IP アドレス 1

ホスト名 2
IP アドレス 2

グループ
稼動時 

配布ソフトウェア 

グループに登録してい
る稼動時配布ソフト
ウェアを配布 

リストア

SystemProvisioning の指示
により DPM の該当するシナリ
オを実行します。 
シナリオに登録しているディスク
イメージを追加するサーバにイ
ンストールします。 
このとき固有情報をシナリオの
パラメータとして適用します。 

稼動サーバ 
#1 

サーバ設定
稼動時 

配布ソフトウェア 

AP1

サーバ追加 

サーバ 
稼動時 

配布ソフトウェア 

AP2 

グループのサーバ設定
から任意の固有情報
を選択して反映 

サーバに登録している
稼動時配布ソフトウェ
アを配布 

サーバ設定に登録し
ている稼動時配布ソ
フトウェアを配布 

① 

②

③ 

番号は配布順を示す 

稼動前のサーバ、グループに対してだけではなく、既に稼動状態になっている
サーバ、グループにも稼動時の配布ソフトウェアを登録できます。 
また、稼動時の配布ソフトウェアだけではなく、待機時の配布ソフトウェアも登
録することができます。 
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図 1-35 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : インストール済配布ソフトウェア 

 
(7) 待機時配布ソフトウェアを登録 

SystemProvisioning に登録した配布ソフトウェアを、ソフトウェアを利用するサーバ、サーバ設定、グ

ループの待機時配布ソフトウェアに登録します。 

図 1-36 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : 待機時配布ソフトウェアを登録 

 

サーバの状況
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インストール済
ソフトウェア 

稼動サーバ 
#1 

固有情報 

ホスト名 1 
IP アドレス 1 AP1

AP2
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Provisioning

配布ソフトウェア 

AP3 

グループ

稼働中サーバが 
使用している 
サーバ設定 

ホスト名 
IP アドレス 

AP4 

AP5 

待機時
配布ソフトウェアとして

サーバに登録 

グループで稼働中
のサーバ 

待機時
配布ソフトウェアとして

グループに登録 

待機時
配布ソフトウェアとして
サーバ設定に登録 

既に稼動中のサーバ、グループに対してだけではなく、稼動前の状態のサー
バ、グループにも待機時の配布ソフトウェアを登録できます。 
また、待機時の配布ソフトウェアだけではなく、稼動時の配布ソフトウェアも登
録することができます。 
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(8) グループからサーバを削除 

グループからサーバを削除（プールや、管理対象に移動）すると、サーバ、サーバ設定、グループに登録

した待機時配布ソフトウェアを対象サーバに配布します。 
サーバ待機時配布ソフトウェアのインストール状況は、記録されません。 

図 1-37 配布ソフトウェアの作成、インストール作業例 : グループからサーバを削除 

 

• レジストリに SetDHCP が設定されていて、なおかつ DPM に[SetDHCP]と
いう名前のシナリオが存在する場合、待機時配布ソフトウェアに
SetDHCPを登録していなくても、サーバ待機時にSetDHCPシナリオを必
ず配布します。 

• サーバ待機時配布ソフトウェアのインストール状況は記録されません。 
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ている待機時配布ソ
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②
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番号は配布順を示す 
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1.6.5. 配布ソフトウェアの差分配布 

グループで稼動するサーバへのアップデート配布、アプリケーションの追加といった作業を複数の配布ソフトウ

ェアにより行っていくと、グループ内のサーバ間で配布ソフトウェアのインストール状況に差分が発生することがあ

ります。 
SystemProvisioning は、サーバ間の配布ソフトウェアの差分を容易に解決するために、「差分配布機

能」を提供しています。 
差分配布機能は、特定のサーバ、あるいは、グループ内のすべてのサーバに未インストールの配布ソフトウェ

アが存在する場合、差分となる配布ソフトウェアのみをインストールする機能です。グループ内のすべてのサー

バに配布を行う場合、「一斉配布」(すべてのサーバに同時にインストール)と「シーケンシャル配布」(一台ずつ

順番にインストール)の 2 つの方式を選択できます。 

図 1-38 差分配布機能 
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差分配布したり、グループを指
定して同時に差分配布(一斉
配布)や、順番に差分配布(シ
ーケンシャル配布)できます 
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アップデート 

OS
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アップデート

インストール済
配布ソフトウェア 

OS

AP1

インストール済
配布ソフトウェア 

インストール済 
配布ソフトウェア 

OS 

稼動サーバ
#2 

稼動サーバ 
#3 

#2 サーバ登録
配布ソフトウェア 

AP2

AP3

#3 サーバ登録 
配布ソフトウェア 

AP4 

AP5 

差分配布 

アップデート

AP2

AP3

アップデート 

AP1 

AP4 

AP5 
差分配布で

インストールする
配布ソフトウェア

• 差分配布はグループで稼動中のサーバに対してのみ実行することができま
す。 

• サーバ稼動時に配布されるソフトウェアのみが差分配布の対象となります。
サーバ待機時に配布されるソフトウェアは差分配布できません。 
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(1) 差分配布を実行できる条件 

差分配布を行うには、下記の条件をすべて満たす必要があります。 
 差分配布予定のソフトウェアを、配布済みのソフトウェアよりも後の配布順に登録している。 
 差分配布予定のソフトウェアを、配布済みのソフトウェアの間に挿入していない。 
 配布済みのソフトウェアの配布順や内容に変更を加えていない。 
 
上記の条件を満たさなかった場合は、差分配布は行われず、サーバ、サーバ設定、グループに登録さ

れているすべての配布ソフトウェアが配布しなおし（全配布）となります。 
配布済みソフトウェアに対して追加や変更を全く加えなかった場合や、配布順の末尾に登録されてい

るソフトウェアの解除のみを行った場合は、配布を行いません。 
 

 
以下に差分配布が実行できる例、差分配布が全配布に移行する例、配布を実行しない例を示しま

す。 
A．サーバ稼動時に下表のようにソフトウェアの配布を行ったとします。 

表 1-7 差分配布前のサーバ稼動時に配布したソフトウェア 

配布順 登録先 配布種別 配布ソフトウェア 
1 物理サーバ 

（または仮想サーバ）
稼動時 
グループ配布前 

ソフト A 

2 ソフト B 
3 

サーバ設定 稼動時 
グループ配布前 ソフト C 

4 サブグループ サーバ稼動時に配布 ソフト D 
5 ソフト E 
6 

グループ サーバ稼動時に配布

ソフト F 
 
 差分配布が実行できる例 

上記 A．の状態から、表 1-8 のように、すべての配布済みソフトウェアよりも後の配布順に配布
ソフトウェアを追加した場合は、追加したソフトウェア（ソフト G、H、I）のみの差分配布を行うこと
ができます。 

表 1-8 差分配布ができる例 

配布順 登録先 配布種別 配布ソフトウェア 
1 物理サーバ 

（または仮想サーバ）
稼動時 
グループ配布前 

ソフト A（配布済み） 

2 ソフト B（配布済み） 
3 

サーバ設定 稼動時 
グループ配布前 ソフト C（配布済み） 

4 サブグループ サーバ稼動時に配布 ソフト D（配布済み） 
5 ソフト E（配布済み） 
6 

グループ サーバ稼動時に配布

ソフト F（配布済み） 
7 サーバ設定 稼動時 

配布 
ソフト G（追加） 

-- サーバ設定 稼動時 
グループ配布後 

※ソフト設定なし 

8 ソフト H（追加） 
9 

物理サーバ 
（または仮想サーバ）

稼動時 
グループ配布後 ソフト I（追加） 

 
 

ユーザ指定による配布済みソフトウェアは、配布済みソフトウェアとして管理さ
れないことに注意してください。 
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 差分配布が全配布に移行する例 

上記 A．の状態から表 1-9 のように、 
配布済みソフトウェアの間に差分配布用にソフトウェアを挿入（ソフト G）、 
配布済みソフトウェアの内容（日付）を更新（ソフト C）、 
配布済みソフトウェアの配布順を変更（ソフト E～F） 

のいずれか一つでも行った場合は、差分配布ができません。 
差分配布を指定してもすべてのソフトウェア（ソフト A～H）が配布しなおしとなります。 

表 1-9 全配布に移行する例 

配布順 登録先 配布種別 配布ソフトウェア 
1 ソフト A（配布済み） 
2 

物理サーバ 
（または仮想サーバ） 

稼動時 
グループ配布前 ソフト G（新たに配布ソフトウェアを挿入した）

3 ソフト B（配布済み） 
4 

サーバ設定 稼動時 
グループ配布前 ソフト C（ソフトウェアの日付を更新した） 

5 サブグループ サーバ稼動時に配布 ソフト D（配布済み） 
6 ソフト F（配布順を変更した） 
7 

グループ サーバ稼動時に配布

ソフト E（配布順を変更した） 
8 サーバ設定 稼動時 

配布 
ソフト H（追加） 

 
 配布を行わない例 

上記 A．の状態から、表 1-10 のように、配布済みソフトウェアの配布順末尾のソフトウェアの
登録を解除した場合は、差分配布も全配布も行いません。 
また、配布済みソフトウェアに対して追加や変更を全く加えなかった場合も、配布を行いませ
ん。 

表 1-10 配布を行わない例 

配布順 登録先 配布種別 配布ソフトウェア 
1 物理サーバ 

（または仮想サーバ）
稼動時 
グループ配布前 

ソフト A 

2 ソフト B 
3 

サーバ設定 稼動時 
グループ配布前 ソフト C 

4 サブグループ サーバ稼動時に配布 ソフト D 
5 ソフト E 
6 

グループ サーバ稼動時に配布

ソフト F（登録を解除した） 
 

1.6.6. 配布ソフトウェアの再配布 (全配布) 

ソフトウェアの保守作業では、既にインストールしてあるソフトウェアを 初からすべてインストールしなおす場

合があります。 
SystemProvisioning は、ソフトウェア再インストールを容易に行えるようにするために、「再配布機能」を提

供しています。 
再配布機能は、特定のサーバ、あるいは、グループ内のすべてのサーバへ、グループに登録しているすべての

配布ソフトウェアを再インストールする機能です。グループ内のすべてのサーバに配布を行う場合、「一斉配

布」(すべてのサーバに同時にインストール)と「シーケンシャル配布」(一台ずつ順番にインストール)の 2 つの方

式を選択できます。 
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図 1-39 再配布機能 

 
1.6.7. マスタサーバの登録 

ディスクイメージ作成に使用したサーバ(マスタサーバ)は、そのまま業務運用に使用できる場合があります。

また、SystemProvisioning の管理対象システム以外で既に業務運用で使用しているサーバをグループの 1
サーバとして使用する場合も同様です。 

業務運用で使用するソフトウェア環境を既に構築してあるサーバを容易に SystemProvisioning の管理

対象システムに追加するために、SystemProvisioning は「マスタサーバの登録」という機能を用意していま

す。 
マスタサーバの登録機能は、対象となるサーバをグループに追加するときに、配布ソフトウェアのインストール

や、サーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)の反映を行いません。つまり、「登録している配布ソフトウェアを既

にインストールしてある」、「グループの稼動サーバが使用するサーバ設定を既に適用してある」とみなします。 
 

• 再配布はグループで稼動中のサーバに対してのみ実行することができます。 
• サーバ稼動時に配布されるソフトウェアのみが再配布の対象となります。サー

バ待機時に配布されるソフトウェアは再配布できません。 

System
Provisioning

グループ

稼動サーバ
#1 

グループ登録 
配布ソフトウェア 

OS 

再配布

稼動サーバ#1、#2、#3 へ個
別に再配布したり、グループを
指定して同時に再配布(一斉
配布)や、順番に再配布(シー
ケンシャル配布)できます 

アップデート 

OS

アップデート

インストール済
配布ソフトウェア 

OS

AP1

インストール済
配布ソフトウェア 

インストール済 
配布ソフトウェア 

OS 

稼動サーバ
#2 

稼動サーバ 
#3 

#2 サーバ登録
配布ソフトウェア 

AP1

#3 サーバ登録 
配布ソフトウェア 

AP2 

再配布再配布

アップデート アップデート 

AP2 



 

59 

 

図 1-40 マスタサーバの登録機能 

 

 

• マスタサーバの登録は、ソフトウェアのインストールやサーバ固有情報を反
映しません。誤ったグループや誤った固有情報で登録をしないよう注意
してください。 

• Sysprep 情報を採取したサーバ(マスタサーバ)に対して、プロダクトキーの
異なるオペレーティングシステムのインストール、イメージ作成、イメージの
リストアを行わないでください。 

• マスタサーバは、プロダクトキーの異なるオペレーティングシステムのイメージ
を登録したグループに用途変更しないでください。 

• マスタサーバ登録によって追加されたサーバはプールで待機させることがで
きません。マスタサーバを待機させると、管理対象に移動します。 

• マスタサーバにソフトウェアのインストールおよびサーバ固有情報の反映を
行い異なるグループに登録する場合は、業務用 VLAN からサーバを接
続しているスイッチのポートを手動で削除してから登録を行ってください。 

グループに追加前のサーバの状況
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1.6.8. グループ、サブグループ環境での配布ソフトウェアの登録 

グループを階層構造で使用する場合、階層構造(グループ、サブグループ)のそれぞれのグループに配布ソフ

トウェアを登録できます。 
グループ、サブグループの両方に配布ソフトウェアを登録すると、同一用途を持つグループの中で、サーバ機

種によるドライバなどの差異や、アプリケーションの仕様の差異を意識した環境を構築できます。また、バックア

ップ型ディスクイメージも使用できます。 
グループとサブグループの両方に配布ソフトウェアを登録した場合、サーバへの配布ソフトウェアのインストー

ルは、「サブグループに登録した配布ソフトウェア」→「グループに登録した配布ソフトウェア」の順番に行いま

す。 

図 1-41 グループ、サブグループへの配布ソフトウェアの登録 

 
サブグループを活用すると、バックアップ型ディスクイメージ(個々のサーバの完全なバックアップイメージ)を利

用した運用環境も構築できます。この場合、グループには配布ソフトウェアを登録しません。サブグループには 1
台のサーバのみ登録し、配布ソフトウェアとしてバックアップ型ディスクイメージをインストールする配布ソフトウェ

アを登録します。 
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図 1-42 バックアップ型ディスクイメージを使用した運用環境 

 
1.6.9. 仮想サーバのテンプレート登録とサーバの作成 

グループに仮想サーバを作成するには、テンプレートをグループに登録します。また SystemProvisioning か

らテンプレートを作成して登録することもできます。グループに登録できるテンプレートは一つのみです。 
 
テンプレートを作成するには、以下の処理を運用管理ツールで行います。 
 仮想サーバに対し「テンプレートの作成」を実行する 
 
仮想サーバを作成するには、以下の処理を運用管理ツールやコマンドで行います。 
 VM サーバに対し「サーバの作成」を実行する 
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1.6.10. 仮想サーバのテンプレート作成からサーバの作成までの流れ 

テンプレートを作成して、SystemProvisioning に配布ソフトウェアとして登録後、グループで稼動するサー

バを作成するまでの作業の流れを説明します。 
 
(1) マスタサーバの構築 

① テンプレートを作成するため、VM サーバ上にテンプレート作成元となる仮想サーバ(マスタサーバ)
を作成します。SystemProvisioning のグループでサーバが利用するソフトウェア環境(オペレーティングシ

ステムや必要なアプリケーションをすべて)を構築します。 
② VMware Tools をインストールします。VMware Tools がインストールされていないマスタサーバを

元にして作られたテンプレートを使用している場合、新規VM作成に失敗します。VMware Toolsのイン

ストール方法は VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 
③ イーサネット・アダプタ(NIC)を追加します。NIC は、新規に作成する VM で使用する NIC の枚数

以上に追加しておく必要があり、 大 4 枚まで指定できます。新規 VM 作成時、テンプレートの NIC 枚

数を越えるNIC を指定した場合、VM 作成に失敗する場合があります。イーサネット・アダプタ(NIC)の追

加方法は VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

図 1-43 テンプレートの作成、サーバ作成作業例 : マスタサーバの構築 

 
(2) テンプレートの作成 

テンプレートの作成は、SystemProvisioning から行えます。 

図 1-44 テンプレートの作成、サーバ作成作業例 : テンプレート作成 
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63 

 

 
(3) テンプレートをグループに登録 

SystemProvisioning に登録されているテンプレートをグループに登録します。 

図 1-45 テンプレートの作成、サーバ作成作業例 : テンプレートをグループに登録 

 

テンプレート作成時、指定するサーバは SystemProvisioning で稼動してい
ないサーバを選択してください。また、選択したサーバの電源が ON の場合は、
シャットダウンを実行して電源 OFF を確認してから実行してください。 
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(4) グループにサーバを作成 

グループに登録したテンプレートを元にグループに稼動サーバを作成します。このとき、固有情報(ホスト

名、IP アドレスなど)は、グループに登録しているサーバ設定から任意に選択します。作成した仮想サー

バには固有情報(ホスト名、IP アドレス)が反映されます。 

図 1-46 テンプレートの作成、サーバ作成作業例 : グループにサーバを作成 
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1.6.11. ローカルスクリプト 

SystemProvisioning に登録する配布ソフトウェアとして、DPM のシナリオ以外に、SystemProvisioning
管理サーバに格納した実行可能ファイル（以下、ローカルスクリプトと記述します）を使用できます。 

ローカルスクリプトは、DPM のシナリオと同様、グループに対して登録することができ、グループへのサーバ追

加時に登録したローカルスクリプトを実行できます。ただし、ローカルスクリプトの実行は SystemProvisioning
管理サーバ上で行われ、管理対象サーバに対してソフトウェアの配布，インストールを行うわけではありませ

ん。 
ローカルスクリプトを利用することにより、サーバ追加、用途変更、置換などを行う際に、システム構成や環

境に依存した特定の処理を SystemProvisioning 管理サーバ上で行うことができます。 
 
 対象ファイル 

ローカルスクリプトとして使用可能なファイルは、.bat 形式の実行可能ファイルです。 
 格納フォルダ 

ローカルスクリプトの格納フォルダは、SystemProvisioning のインストールフォルダ直下の Script フォル
ダです。既定値の格納フォルダは、“C:¥Program Files¥NEC¥PVM¥Script”となります。 
このフォルダ直下に格納した.bat ファイルをローカルスクリプトとして利用できます。 

 運用管理ツール上での表示形式 
SystemProvisioning の運用管理ツール上では、ローカルスクリプトを以下の形式で表示します。 

（拡張子なしスクリプトファイル名）/<localhost> 
従って、“localscript.bat”というファイル名でローカルスクリプトを作成した場合、運用管理ツールでは配
布ソフトウェアとして以下のように表示します。 

localscript/<localhost> 
 ローカルスクリプトの実行および中断 

ローカルスクリプトは、グループへ登録することにより、DPM のシナリオと同様、グループへのサーバ追加、
用途変更などを行った場合に実行できます。 
実行中のローカルスクリプトは、「Job の中断」により中断できます。 
また、ローカルスクリプトが 2 時間以上たっても終了しない場合は、ローカルスクリプトを強制終了しま
す。 

 
 実行時カレントフォルダ 

ローカルスクリプト実行時のカレントフォルダは、上記のローカルスクリプト格納フォルダとなります。 
 実行時のコマンドライン引数および環境変数 

ローカルスクリプト実行時のコマンドライン引数を指定することはできません。 
ローカルスクリプト内で以下の環境変数を使用することができます。 

• ローカルスクリプトの中断を行った場合、スクリプト（.bat ファイル）内から起動
したプロセスの中断は行いません。 

• ローカルスクリプト内に操作画面のウィンドウを表示するコマンドや実行中に
キーボードなどからの入力が必要となるコマンドを記述しないでください。 
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表 1-11 ローカルスクリプト内で使用可能な環境変数 

環境変数名 内容 
PVM_HOST_NAME 管理対象サーバに設定されるコンピュータ名。 
ネットワーク関連 
PVM_NIC_COUNT 管理対象サーバの NIC の枚数。 
PVM_MAC_ADDRESS_n n 枚目(Primary)の NIC の MAC アドレス。 

コロン(:)区切りの文字列形式 
(例 AA:BB:CC:DD:EE:FF) 

PVM_MAC_ADDRESS_H_n n 枚目(Primary)の NIC の MAC アドレス。 
ハイフン(-)区切りの文字列形式 
(例 AA-BB-CC-DD-EE-FF) 

PVM_IP_COUNT_n n 枚目の NIC に設定される IP アドレスの個数。 
PVM_IP_ADDRESS_n_m n 枚目の NIC に設定される m 個目の IP アドレス。 
PVM_NETMASK_n_m n 枚目の NIC に設定される m 個目のネットマスク。 

上記 PVM_IP_ADDRESS_n_m とセットで設定され
る。 

PVM_GATEWAY_n_m n 枚目の NIC に設定される m 個目のデフォルトゲートウ
ェイ。 

ストレージ(Symmetrix)関連 
PVM_STORAGE_COUNT EMC Symmetrix ディスクアレイの台数 
PVM_STORAGE_ID_n n 台目の EMC Symmetrix の ID 
PVM_HBA_WWN_COUNT_n n 台目の Symmetrix を接続する HBA WWN の個数 
PVM_HBA_WWN_n_m n 台目の Symmetrix を接続する m 個目の HBA WWN
PVM_STORAGE_DEV_COUNT_n_m m 個目の HBA WWN に接続する Symmetrix n 台目

の Symmetrix Device の個数 
PVM_STORAGE_DEV_n_m_l m 個目の HBA WWN に接続する Symmetrix n 台目

の l 個目の Symmetrix Device 名 
n、m、l には、1 からの連番が設定されます。 
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1.7. ネットワークの管理 

SystemProvisioning は、管理対象サーバの構成変更時に稼動サーバのネットワーク環境を変更できます。

具体的には、以下の変更を行えます。 

 業務で使用する VLAN へ管理対象サーバを接続しているスイッチのポートを登録、解除 

 ロードバランサ装置に設定した負荷分散グループへ管理対象サーバを分散先サーバとして登録、解除 

 

 

ここでは、VLAN、ロードバランサの管理機能に関する概要と SystemProvisioning で利用するための初期

設定方法について説明します。 

 

SystemProvisioning で管理できるネットワーク機器は以下のとおりです。管理するネットワーク機器により管

理方法が異なるので注意してください。 

 スイッチ 

対象となるスイッチによって、初期設定、運用方法が異なります。 
スイッチブレード(N8406-005B、N8406-006B) SystemProvisioning のみで利用可能です。 
IP8800/700 シリーズ、CISCO、 
Gbe インテリジェントスイッチ(L2)(N8406-022) 

NetvisorPro と連携することにより利用可能です。 

 

スイッチブレードの詳細については、スイッチブレード装置のマニュアルを参照してください。 

NetvisorPro と連携して管理するスイッチについては、スイッチおよび NetvisorPro のマニュアルを参照して

ください。 

 

「ブレード収納ユニット(110Ba シリーズ)」に搭載される「インテリジェントスイッチ(L2)」(N8406-006B)、「ブ

レード収納ユニット(120Ba-4)に搭載される「インテリジェントスイッチ(L2)」(N8406-005B)については、ス

イッチブレードとして登録し、NetvisorPro なしで管理できます。 

上記以外は、スイッチとして登録してください。 

「SigmaBlade-H/-M」に搭載される「Gbe インテリジェントスイッチ(L2)」(N8406-022)については、

NetvisorPro により管理されますので、スイッチとして登録する必要があります。 

 

 ロードバランサ装置 
SS8000、BIG-IP NetvisorPro と連携することにより利用可能です。 

 

ロードバランサ装置に関する設定については、ロードバランサ装置および NetvisorPro のマニュアルを参照

してください。 

 

仮想サーバの VLAN への参加、スイッチポートの登録、解除は行えません。 
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1.7.1. VLAN 制御概要 

VLAN は、スイッチの物理ポートをグループ化し、複数の仮想 LAN 環境を作成するものです。 
 
一つの VLAN がブロードキャストドメインに対応しており、ブロードキャストフレームは同じ VLAN の物理ポー

トのみに送信されるため、装置内のトラフィック抑制を図れます。また、VLAN はルータのインタフェースであり、

VLAN 間の通信を行う場合はルータ経由での通信が必要となるため、セキュリティの向上を図れます。 
 
スイッチで VLAN を使用するには、VLAN 名と VLAN を構成する物理ネットワークポートを設定する必要が

あります。 
また、スイッチ内部では VLAN 名を数値に置き換えて管理するので、管理番号(VID 値)を合わせて設定し

ます。つまり、VLAN 名と VID 値は 1 対 1 に対応します。 

 
 利用できる VLAN の種類 

スイッチブレードでは、利用できる VLAN として、「ポートベース VLAN」、「タグベース VLAN」、および、
「マネージメント VLAN」をサポートしています。SystemProvisioning では、「ポートベース VLAN」と、
「マネージメント VLAN」をサポートしています。 
NetvisorPro 連携で管理するスイッチについては、「ポートベース VLAN」のみサポートします。 
 

 ポートベース VLAN 
ポートベース VLAN は、1 本の物理ポートを一つの VLAN で使用します。物理ポートから入力した
フレームは、割り当てられた VLAN のフレームとして扱われます。 
 
 タグベース VLAN 
タグベース VLAN は、フレームヘッダ内に VID 情報を組み込んだタグと呼ばれる情報を付加し、1
本の物理ポートを複数の VLAN で使用します。物理ポートから入力したフレームは、フレームヘッダ
内の VID 情報により、どの VLAN のフレームか判断します。 
 
 マネージメント VLAN 
マネージメント VLAN は、CPU ブレードに VLAN タグを設定せずにユーザデータ系ネットワークとマ
ネージメント系ネットワークを分離する機能です。 
マネージメント VLAN は、複数の CPU ポート(cpu3～8)と一つのリダイレクトポート(mng)で構成し
ます。ユーザポート(lan1～3)はマネージメント VLAN に加入できません。リダイレクトポートの先には
管理ホストが接続され、各 CPU ブレードと管理ホスト間の通信を保証します。 
マネージメント VLAN を登録している場合、一つのポートベース VLAN とマネージメント VLAN を同
時にメンバにできます。 
SystemProvisioning は、管理対象の CPU ブレードを、マネージメント VLAN を使用して通信し
て管理します。 

 
1.7.2. ロードバランサ概要 

ロードバランサ装置では、基本的な設定方式としてロードバランサ仮想サーバの設定、負荷分散対象とな

る分散ノードの設定、バーチャルサーバとリアルサーバを関連付ける負荷分散グループの設定があり、3 つの設

定によりひとつの仮想サーバを構築します。ロードバランサ仮想サーバに対して実際にアクセス対象となるもの

はロードバランサ仮想サーバに付与した仮想 IP アドレスであり、ロードバランサ仮想サーバ配下にどのような分

散ノードを配置しているかをユーザが意識することなく負荷分散制御を行えます。 
 

仮想サーバの VLAN 制御は行えません。 
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1.7.3. スイッチブレードの初期設定 

スイッチブレードの初期導入時のセットアップは、本体のマネージメントポート(シリアルポート)を経由して行い

ます。ネットワークを経由してスイッチブレードに接続するには、シリアルポートを経由して IP アドレスなどのネット

ワーク設定を行っておく必要があります。シリアルポートを経由してスイッチブレードに接続する際の端末側の設

定は、使用する端末の説明書を参照してください。 
 
スイッチブレードを SystemProvisioning から制御するためには、以下の初期設定を行う必要があります。 
 マネージメント VLAN の登録 

SystemProvisioning がサーバ管理のために使用するネットワークのサブネットアドレスを指定してマネ
ージメント VLAN を作成し、すべての CPU ポート(cpu3～8)をマネージメント VLAN に登録します。 
また、スイッチブレードへの接続用 IP アドレスも設定します。 

 VLAN の作成 
 サブネットアドレスの設定 (マネージメント VLAN として設定) 
 スイッチブレード接続用 IP アドレスの設定 
 PXE ブートアシスト機能を有効化 
 すべての CPU ポートをマネージメント VLAN に追加 

 スパニングツリー機能を有効化 
マネージメント VLAN のスパニングツリー機能を有効化します。 

 SNMP エージェントの設定 
SNMP エージェントを有効にし、SNMP マネージャがアクセスするためのコミュニティ名と、アクセスを許可
する SNMP マネージャを指定します。 

 設定内容の確認と保存 
マネージメント VLAN と SNMP の設定を確認後、設定内容をフラッシュメモリに保存します。 

 
まず、事前にスイッチブレード本体のセットアップを「インテリジェントスイッチ ユーザーズガイド」を参照して行

ってください。 

 
以下にスイッチブレードの初期設定の例を示します。各設定内容の詳細は、「インテリジェントスイッチ ユー

ザーズガイド」を参照してください。 

図 1-47 スイッチブレードの初期設定の例 
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スイッチブレードを一つのブレード収納ユニット内に 2 台実装する場合、それぞ
れのスイッチブレードの名前が重複しないようにしてください。 
詳細は「インテリジェントスイッチ ユーザーズガイド」の「装置名称の設定」を参
照してください。 
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 シリアルポート経由でスイッチブレードに接続 
 

 VLAN の作成 
UX(Conf-global)# vlan 4094 Mng-VLAN4094 
UX(Conf-global)# interface vlan4094 
 

 サブネットアドレスの設定(マネージメント VLAN として設定) 
UX(Conf-if-vlan4094)# management subnet 10.10.20.0/24 
 

 接続用 IP アドレスの登録 
UX(Conf-if-vlan4094)# ip address 10.10.20.10/24 
 

 PXE ブートアシスト機能を有効化 
UX(Conf-if-vlan4094)# management pxeboot-assist enable 
UX(Conf-if-vlan4094)# exit 
 

 すべての CPU ポートをマネージメント VLAN に追加 
UX(Conf-global)# port cpu3 
UX(Conf-pt-cpu3)# member vlan 4094 
UX(Conf-pt-cpu3)# exit 
UX(Conf-global)# port cpu4 
UX(Conf-pt-cpu4)# member vlan 4094 
UX(Conf-pt-cpu4)# exit 
UX(Conf-global)# port cpu5 
UX(Conf-pt-cpu5)# member vlan 4094 
UX(Conf-pt-cpu5)# exit 
UX(Conf-global)# port cpu6 
UX(Conf-pt-cpu6)# member vlan 4094 
UX(Conf-pt-cpu6)# exit 
UX(Conf-global)# port cpu7 
UX(Conf-pt-cpu7)# member vlan 4094 
UX(Conf-pt-cpu7)# exit 
UX(Conf-global)# port cpu8 
UX(Conf-pt-cpu8)# member vlan 4094 
UX(Conf-pt-cpu8)# exit 
 

 スパニングツリー機能を有効化 
UX(Conf-global)# spanning-tree mode vlan4094 standard 
 

 SNMP エージェントの設定 
UX(Conf-global)# snmp-agent enable 
UX(Conf-global)# snmp-agent ip community public access-type ro access-host 
10.10.20.1 
 

 設定内容の確認と保存 
UX(Conf-global)# show vlan 4094 
UX(Conf-global)# save configuration 
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1.7.4. NetvisorPro の設定 

スイッチブレードと同様に、NetvisorPro 連携で管理するスイッチ、ロードバランサなどの機器の場合も

SystemProvisioning で使用する前に IP アドレスなどのネットワーク設定を行っておく必要があります。 
それぞれの設定方法については、各機器に添付の説明書を参照してください。 
SystemProvisioning からスイッチ、ロードバランサ装置を制御するには、NetvisorPro で以下の初期設

定を行う必要があります。 
 
 NetvisorPro でのスイッチ、ロードバランサの登録 

NetvisorPro で、スイッチ、ロードバランサを登録します。 
 
(1) スイッチ、ロードバランサのネットワーク設定後、タスクバーで［スタート]－［ESMPRO_Netvisor]－

［オペレーションウィンドウ］を選択し、NetvisorPro のオペレーションウィンドウを起動します。 
(2) [ツール]メニューで[自動発見]－[手動起動]－[TCP/IP ホストの発見]を選択し、オペレーションウィ

ンドウでネットワーク機器を確認できる状態にします。 
(3) オペレーションウィンドウ上で SNMP エージェントをサポートしているネットワーク機器を選択します。 
(4) [ツール]メニューで[自動発見]－[手動起動]－[物理トポロジ、VLAN の発見]を選択し、オペレーシ

ョンウィンドウのツリービューに「Topology」と｢vlan｣の項目が追加されていることを確認します。 
 

 NetvisorPro での VLAN の登録 
NetvisorPro で、スイッチに VLAN を登録します。 
 
(1) オペレーションウィンドウにスイッチを登録した後、タスクバーで［スタート]－[NetvisorPro]－

［NVPRO ウィンドウ］を選択し、NetvisorPro の管理画面を起動します。 
(2) NetvisorPro の管理画面で[初期設定]－[ログイン管理]を選択し、VLAN を登録するスイッチのロ

グイン設定を行います。 
(3) 管理画面で[装置設定]－[VLAN 設定]を選択し、SystemProvisioning から制御する VLAN を

登録します。 
 

 NetvisorPro でのロードバランサ仮想サーバ、分散先サーバの登録 
NetvisorPro で、ロードバランサにロードバランサ仮想サーバ、分散先サーバを登録します。 
 
(1) オペレーションウィンドウにロードバランサを登録した後、タスクバーで［スタート]－[NetvisorPro]－

［NVPRO ウィンドウ］を選択し、NetvisorPro の管理画面を起動します。 
(2) NetvisorPro の管理画面で[初期設定]－[ログイン管理]を選択し、ロードバランサ仮想サーバ、分

散先サーバを登録するロードバランサのログイン設定を行います。 
(3) 管理画面で[装置設定]－[ロードバランサ設定]を選択し、SystemProvisioning から制御するロ

ードバランサ仮想サーバ、分散先サーバを登録します。 
 

具体的な設定方法の詳細については、NetvisorPro のマニュアルを参照してください。 
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1.7.5. VLAN 制御 

グループに VLAN に関する設定が存在する場合、SystemProvisioning は構成変更にあわせてスイッチの

VLAN にサーバを接続しているポートを追加、削除します。 
 
(1) サーバの追加 

追加するサーバを接続しているスイッチポートをスイッチの VLAN に追加します。 

図 1-48 VLAN 制御 (サーバの追加) 

 

System 
Provisioning 

グループ 

プール

プールサーバ
#1 

VLAN グループ設定

VLAN グループ
#1 

 

 

スイッチ

サーバ追加 

グループで使用する
VLAN#1 を VLAN グ
ループ#1に事前設定 

稼動サーバ#1を接
続しているポート
#1 を VLAN#1 に
登録 

VLAN#1 

登録済

稼動サーバ
#1 ポート#1

ポート#2

ポート#3

ポート#4

VLAN に登録

稼動サーバの
NIC とスイッチの
ポートの物理的

な接続 

サーバを追加する場合は、サーバと接続しているスイッチのポートが業務用
VLAN に登録されていないことを確認してください。業務用 VLAN にポートが
登録されている場合は、手動で削除してからサーバの追加を行ってください。 
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(2) サーバの削除 

削除するサーバを接続しているスイッチポートをスイッチの VLAN から削除します。 

図 1-49 VLAN 制御 (サーバの削除) 

 
(3) サーバの置換 

置換元サーバを接続しているスイッチポートを VLAN から削除し、新しいサーバを接続しているスイッチ

ポートを VLAN に追加します。 

図 1-50 VLAN 制御 (サーバの置換) 
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(4) サーバの用途変更 

サーバ削除、サーバ追加を組み合わせて VLAN の設定を変更します。 

図 1-51 VLAN 制御 (サーバ用途変更) 
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1.7.6. ロードバランサ制御 

SystemProvisioning は、サーバの構成変更を行うときグループのロードバランサに関する設定を確認しま

す。ロードバランサに関する設定が存在する場合、グループに登録している負荷分散グループへサーバを追加、

削除します。 
 
(1) サーバの追加(物理サーバ) 

追加するサーバを負荷分散グループの分散先に追加します。 

図 1-52 ロードバランサ制御 (サーバ追加) 

(2) サーバの削除(物理サーバ) 
削除するサーバを負荷分散グループから削除します。 

図 1-53 ロードバランサ制御 (サーバ削除) 
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(3) サーバの置換(物理サーバ) 

置換元のサーバを負荷分散グループから削除し、新しいサーバを負荷分散グループへ追加します。 

図 1-54 ロードバランサ制御 (サーバ置換) 

(4) サーバの用途変更(物理サーバ) 
サーバ削除、サーバ追加を組み合わせて負荷分散グループの設定を変更します。 

図 1-55 ロードバランサ制御 (サーバ用途変更) 
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(5) サーバの作成(仮想サーバ) 

作成したサーバを負荷分散グループの分散先に追加します。 

図 1-56 ロードバランサ制御 (サーバ作成) 

 
(6) サーバの追加(仮想サーバ) 

追加するサーバを負荷分散グループの分散先に追加します。 

図 1-57 ロードバランサ制御 (サーバ追加) 
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(7) サーバの削除(仮想サーバ) 

SystemProvisioning の管理対象から削除する稼動サーバを負荷分散グループから削除します。 

図 1-58 ロードバランサ制御 (サーバ削除) 
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(8) サーバの移動(仮想サーバ) 

Migrate および Move による移動では負荷分散グループの設定は変更しません。 
Migrate および Move が失敗した場合、サーバ削除、サーバ作成を組み合わせて負荷分散グループ

の設定を変更します。 
①Migrate・Move による移動 

図 1-59 ロードバランサ制御 (Migrate および Move でのサーバ移動) 

②仮想サーバを削除してから移動先の VM サーバ上に仮想サーバを新たに作成し移動 

図 1-60 ロードバランサ制御 (仮想サーバを削除後、新たに仮想サーバを作成しサーバ移動) 
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1.8. ストレージの管理 

SystemProvisioning は、サーバの構成変更と同時に「SAN 環境上のストレージの接続、切断」を管理でき

ます。 

ストレージの管理機能は、「NEC 製 iStorage シリーズ」および「EMC 社製 Symmetrix ディスクアレイ」をサ

ポートしています。 

 

1.8.1. iStorage ディスクアレイ管理の概要 

SystemProvisioning は、iStorage の管理ソフトウェア「iStorageManager」と連携し、ディスクアレイを管

理します。ディスクアレイを管理するには、ディスクアレイ、LD、LD セット、WWN(HBA)といった iStorage のリ

ソースを SystemProvisioning に登録し、グループ、サーバに事前に割り当てを行います。

SystemProvisioning はこの設定を元に、サーバ構成変更と同期をとって、サーバと LD を接続、切断しま

す。 

図 1-61 ディスクアレイの管理 

SystemProvisioning は、iStorageManager の管理情報を元にディスクアレイを管理します。そのため、

SystemProvisioning 上の iStorage に関する構成情報は iStorageManager の管理情報と同期をとる必

要があります。ディスクアレイ、LD、LD セット、WWN(HBA)などの設定を変更したら、必ず、

SystemProvisioning の構成情報を 新の状態に保つようにしてください。 
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iStorageManager で設定を変更した場合は必ず実行してください。 
iStorageManager で変更した設定の内容を「ストレージ情報の更新」
(「4.8.3 ストレージ情報の更新」を参照)で SystemProvisioning の構成情
報データベースに反映せずに運用した場合、ディスクアレイの管理に失敗する
可能性があります。 

仮想サーバのストレージ管理は行えません。 
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1.8.2. iStorage の初期設定 

SystemProvisioning で iStorage を管理するためには、事前に iStorage 環境で iStorageManager の

初期設定を行います。 
具体的な設定方法については iStorageManager のマニュアルを参照してください。 
 
 iStorageManager の設定 

iStorageManager の利用者アカウントを登録します。 
(1) iStorageManager の「環境設定」プログラムを起動し、「利用者」タブで「利用者レベル L3」のアカ

ウントを作成します。 
 WebSAM iStorageMangaer Integratioin Base の SG ファイルの設定 

WebSAM iStorageManager Integration Base から iStorage 基本制御を利用するための設定を
行います。 

 iStorageManager によるディスクアレイの設定 
SystemProvisioning で管理対象とするディスクアレイを登録します。 
(1) iStorageManager の「環境設定」プログラムを起動し、「ディスクアレイ」タブで管理するディスクアレ

イを登録します。 
(2) iStorageManager クライアントのメイン画面上でディスクアレイを選択します。[構成設定]－[設定]

－[ディスクアレイ設定]を選択し、「ディスクアレイ設定」ダイアログを表示します。 
(3) 「ディスクアレイ設定」ダイアログの「プラットフォーム」タブを選択し、プラットフォーム設定を変更しま

す。 
(4) 「ディスクアレイ設定」ダイアログの「特殊」タブを選択し、「クロスコール」を「ON」に変更します。 

 iStorage に LD を作成 
ディスクアレイに LD を作成します。 
(1) iStorageManager クライアントのメイン画面でディスクアレイを選択します。[構成設定]－[設定]－

[論理ディスクの構築/解除]を選択し、「論理ディスク個別構築/解除」ダイアログを表示します。 
(2) 「論理ディスク個別構築/解除」ダイアログで、RANK、LD を構築します。 

 iStorage に LD セットの作成とアクセスコントロールの設定 
ディスクアレイに LD セットを作成し、アクセスコントロールを「WWN モード」に設定します。 
(1) iStorageManager クライアントのメイン画面でディスクアレイを選択します。[構成設定]－[設定]－

[アクセスコントロール設定]を選択し、「アクセスコントロール」ダイアログを表示します。 
(2) 「アクセスコントロール」ダイアログの「アクセスコントロール」タブを選択し、LD セットの作成と

WWN(HBA)の登録を行います。 
(3) 「アクセスコントロール」ダイアログの「設定/情報参照」タブを選択し、ポートのモードを「WWN モー

ド」に設定します。 
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1.8.3. Symmetrix ディスクアレイ管理の概要 

SystemProvisioning から Symmterix ディスクアレイ装置を利用する場合には、運用管理ツールから使

用するディスクアレイの情報を入力し、Symmetrix コマンドを発行する為のローカルスクリプトをサーバに対して

割り当てる必要があります。 
Symmetrix を利用する場合に必要となる情報は、ディスクアレイの ID(SymmetrixID)、論理ディスク

(SymDevName)、WWN(HBA)などです。これらの情報を運用管理ツールを用いて登録し、グループ、サー

バに事前に割り当てを行います。また、Symmetrix のディスク制御を行うコマンドを発行する為に SYMCLI コ

マンド発行用ローカルスクリプトを SystemProvisioning の管理対象サーバに対して事前に割り当てます。 
SystemProvisioning はグループ、サーバに割り当てられたこれらの情報を元に、サーバ構成変更時に行

われるローカルスクリプトを実行して、サーバと論理ディスクを接続、切断します。 

図 1-62 ディスクアレイの管理 

SystemProvisioning は、運用管理ツールから入力された情報のみを管理します。そのため、

SystemProvisioning 上の Symmetrix に関する構成情報は実際の管理情報と同期をとる必要があります。

ディスクアレイ、論理ディスク(SymDevName)、WWN(HBA)などの設定を変更したら、必ず、

SystemProvisioning の構成情報を 新の状態にしてください。 
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Symmetrix 管理用ツールで設定を変更した場合は SystemProvisioning
の設定内容も更新してください。SystemProvisioning の構成情報データベ
ースに変更を反映せず運用した場合、ディスクアレイの管理に失敗する可能
性があります。 
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1.8.4. Symmetrix の初期設定 

SystemProvisioning で Symmetrix のディスクアレイ装置を利用するためには、SystemProvisioning 管

理サーバ上に SYMCLI をセットアップする必要があります。 
具体的な設定方法については SYMCLI のマニュアルを参照してください。 
 
 SYMCLI のセットアップ 

SystemProvisioning 管理サーバ上に SYMCLI をセットアップし、Symmetrix に対してコマンドを発行
する環境に合わせて、SYMCLI の設定を行います。 
Symmetrix ディスクアレイ用管理サーバを別に構築する、または構築済みである場合は、そのサーバに
SYMAPI がセットアップされていることを確認し、SystemProvisioning 管理サーバ上の SYMCLI の設
定を、SYMAPI を利用するように変更してください。 

 ディスクアレイの設定、論理ディスクの作成 
SystemProvisioning で利用する Symmetrix ディスクアレイの設定および、論理ディスクを作成しま
す。 

 
1.8.5. ディスクアレイ、論理ディスクの選択 

SystemProvisioning でディスクアレイを管理するには、 初に、使用するディスクアレイおよび論理ディスク

を SystemProvisioning の構成情報データベースに登録します。 
SystemProvisioning では論理ディスクを「共有論理ディスク」、「共有しない論理ディスク」に分けて管理

します。 
 
 共有論理ディスク 

複数のサーバで 1 つの論理ディスクを使用する場合、論理ディスクを「共有論理ディスク」として登録し
ます。 

 共有しない論理ディスク 
「共有論理ディスク」以外の論理ディスクは、すべて「共有しない論理ディスク」となります。「共有しない
論理ディスク」は、特定の 1 台のサーバにのみ接続できます。 

 
ディスクアレイ、および論理ディスクを登録する具体的な方法については、「4.8.1 ディスクアレイと LD の追

加 (iStorage)」を参照してください。 
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1.8.6. グループ、サーバで使用する論理ディスクの選択 

SystemProvisioning のグループ、サーバで使用する論理ディスクは、事前にグループのサーバ設定で定義

します。 
サーバ設定のホスト名ごとに、構成情報データベースに登録した論理ディスクを選択します。 
サーバ設定で論理ディスクを登録する具体的な方法については、「4.12.14(3) グループ ： 全般タブ ： 

サーバ設定 ダイアログ」を参照してください。 

図 1-63 サーバ設定における論理ディスクの選択 

 

System 
Provisioning 

グループ WEB 

 

 

ディスクアレイ装置 

選択

サーバ設定 #1 

ホスト名 : WEB1 
IP アドレス : 192.168.0.1 
使用する論理ディスク: LD#1、LD#2

 

 サーバ設定 #2 
ホスト名 : WEB2 
IP アドレス : 192.168.0.2 
使用する論理ディスク: LD#1、LD#3

LD#1 (共有用途) 

LD#2 (WEB#1 用) 

LD#3 (WEB#2 用) 

LD#4
選択

iStorage の場合、サーバで使用する LD の登録順番を設定する際、これ
らの LD が定義されているディスクアレイに注意してください。ディスクアレイが
複数存在する場合、LD の登録順番はディスクアレイごとにまとめて定義す
る必要があります。 
例）LD の登録順番設定 
  ディスクアレイ装置として、DiskArray1 と DiskArray2 が存在する。 
  DiskArray1 には、LD1 と LD10 が定義されている。 
  DiskArray2 には、LD20 が定義されている。 
 
  LD1、LD10、LD20 をサーバが使用する場合の LD 登録順番は 
  以下の 1.のように設定する必要があります。 
  1.  ① LD1  ② LD10  ③ LD20 
  2.  ① LD1  ② LD20  ③ LD10 
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“その他ストレージ(Symmetrix)”の場合、サーバで使用する LD の登
録順番を変更することによって、ローカルスクリプトで展開される環境変
数の内容が変わります。例えば LD の登録順番が下記のような設定で
あったとします。 
 
例）LD の登録順番設定 

設定 1 の場合 設定 2 の場合 
1 番目
2 番目
3 番目

LD_A
LD_B
LD_C

1 番目
2 番目
3 番目

LD_A
LD_C
LD_B

 
ここで、”その他ストレージ“で使用する WWN(HBA)情報が一つのみ
登録されている物理サーバが、設定 1、設定 2 のサーバ設定を使用し
てサーバ追加を行った場合、ローカルスクリプトで展開される環境変数
は、それぞれ以下のようになります。 
 
• 設定 1 での環境変数の内容 

PVM_STORAGE_DEV_1_1_1 ：LD_A 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_2 ：LD_B 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_3 ：LD_C 

 
• 設定 2 での環境変数の内容 

PVM_STORAGE_DEV_1_1_1 ：LD_A 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_2 ：LD_C 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_3 ：LD_B 
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1.8.7. 管理対象サーバ側の設定 

(1) iStorage の場合 
SystemProvisioning の管理対象サーバが、iStorage のディスクアレイを利用する場合、グループに

登録する前に実装している WWN(HBA)を登録する必要があります。 
SystemProvisioning は、管理対象サーバに実装する WWN(HBA)を自動的に検出できません。

必ず「手動」で登録する必要があります。iStorageManager で LD セットを作成する時に登録した

WWN(HBA)を管理対象サーバごとに正しく選択してください。 
WWN(HBA)を登録する具体的な方法については、「4.7.10(4) ストレージタブ」を参照してください。 

図 1-64 WWN(HBA)の選択 
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#3 
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#4 

ディスクアレイ#2
LD セット 

#1 
WWN(HBA)

#5 

選択
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(2) Symmetrix の場合 

SystemProvisioning の管理対象サーバが Symmetrix のディスクアレイ利用する場合、グループに

登録する前に実装している WWN(HBA)および、SYMCLI コマンドを発行するローカルスクリプトを登録

する必要があります。 
管理対象サーバで使用する WWN を運用管理ツールから手動で登録してください。 
WWN(HBA)を登録する具体的な方法については、「4.7.10(4) ストレージタブ」を参照してください。 

図 1-65 WWN(HBA)の選択 

SYMCLI コマンドを発行するローカルスクリプトは、環境変数を用いて作成します。 
論理ディスクを追加するためのローカルスクリプトの場合、管理対象サーバに設定する配布ソフトウェア

のうち、稼動時の 初に実行する配布ソフトウェアとして設定してください。また、論理ディスクを削除する

ためのローカルスクリプトの場合、管理対象サーバに設定する配布ソフトウェアのうち、待機時の 後に

実行する配布ソフトウェアとして設定してください。 
SYMCLI コマンドの詳細については、SYMCLI のマニュアルを参照してください。 
ローカルスクリプトの環境変数については、「1.6.11 ローカルスクリプト」を参照してください。 
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管理対象
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WWN(HBA)
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#3 
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WWN(HBA)
#4 

WWN(HBA)
#5 

入力

サーバ稼動時に 初に実行する配布ソフトウェアは、「サーバ設定－稼動時
グループ配布前」に設定されている配布ソフトウェアです。 
サーバ待機時に 後に実行する配布ソフトウェアは、「サーバ設定－待機時
グループ配布後」に設定されている配布ソフトウェアです。 
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1.8.8. ストレージ制御 

SystemProvisioning は、サーバの構成変更を行うときグループのストレージに関する設定を確認します。 
 
iStorage の場合、ストレージに関する設定が存在する場合、グループに登録している論理ディスクをサーバ

に接続、切断します。 
その他ストレージの場合には、サーバに設定されているローカルスクリプトと、SystemProvisioning で提供

されている環境変数を使用することで、サーバへの論理ディスクの接続、切断を行います。 
 
(1) サーバの追加 

 
 iStorage の場合 
追加するサーバと接続するディスクアレイの LD セットに、グループに設定した LD を登録します。 

図 1-66 iStorage のストレージ制御 (サーバ追加) 

 

System 
Provisioning 

グループ 

プール 

プールサーバ
#1 

ディスクアレイ装置 

サーバ追加 

使用する LD#1,#2 を
サーバ 1 台分のサーバ
設定ごとに事前設定 

LD セット #1
稼動サーバ

#1 

サーバ設定

LD#1
登録済

WWN 

ディスクアレイ#1 

グループに登録して
いる LD#1、#2 を
LD セットに登録 

接続

LD#2

LD#1 LD#3 

LD#2 LD#4 

LD#1 LD#2 

LD 登録



 

89 

 
 Symmetrix の場合 
サーバに設定されている SYMCLI コマンド発行用のローカルスクリプトが、SystemProvisioning で提

供されている環境変数を使用して記述されている場合、追加するサーバの WWN とグループに設定した

論理ディスクを接続します。 

図 1-67 Symmetrix でのストレージ制御 (サーバ追加) 
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(2) サーバの削除 

 
 iStorage の場合 
削除するサーバと接続するディスクアレイの LD セットから、グループに設定した LD を解除します。 

図 1-68 iStorage のストレージ制御 (サーバ削除) 
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 Symmetrix の場合 
サーバに設定されている SYMCLI コマンド発行用のローカルスクリプトが、SystemProvisioning で提

供されている環境変数を使用して記述されている場合、削除するサーバの WWN とグループに設定した

論理ディスクを接続解除します。 

図 1-69 Symmetrix のストレージ制御 (サーバ削除) 
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(3) サーバの置換 

 
 iStorage の場合 
置換元サーバの情報を引き継ぐ場合、置換元サーバで使用している LD を新しいサーバに接続する

ディスクアレイの LD セットに登録します。 
置換元サーバの情報を引き継がない場合、置換元サーバとは別のサーバ設定を使用します。そのた

め、共有 LD は置換元サーバと同じ LD を使用しますが、非共有 LD は引き継ぎません。 

図 1-70 iStorage のストレージ制御 (サーバ置換/サーバ設定の引継ぎあり) 
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図 1-71 iStorage のストレージ制御 (サーバ置換/サーバ設定の引継ぎなし) 
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 Symmetrix の場合 
サーバに設定されている SYMCLI コマンド発行用のローカルスクリプトが、SystemProvisioning で提

供されている環境変数を使用して記述されている場合で、置換元サーバの情報を引き継ぐ場合、置換

元サーバで使用している論理ディスクを新しいサーバに接続します。 
置換元サーバの情報を引き継がない場合、置換元サーバとは別のサーバ設定を使用します。 

図 1-72 Symmetrix のストレージ制御 (サーバ置換/サーバ設定の引継ぎあり) 
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図 1-73 Symmetrix のストレージ制御 (サーバ置換/サーバ設定の引継ぎなし) 
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(4) サーバの用途変更 

 
 iStorage の場合 
用途変更するサーバの LD セットから、用途変更元グループに設定してある LD を解除し、用途変更

先グループに設定してある LD を登録します。 

図 1-74 iStorage のストレージ制御 (サーバ用途変更) 

 

System 
Provisioning 

グループ A 

 

 

ディスクアレイ装置 

LD セット #1 稼動サーバ
#A1 

WWN 

ディスクアレイ#1 

接続

プール 

稼動サーバ
#B1 

グループ B 

プール 

サーバ用途変更 

WWN 

サーバ設定

LD#1

LD#2

サーバ設定

LD#3

LD#4

LD#1

LD#2

LD#3 

LD#4 

LD#1

LD#2

LD#3 

LD#4 

LD 解除 LD 登録 

置換元グループ A で使用す
る LD#1、#2 を LD セットか
ら解除し、用途変更先グル
ープ B で使用する LD#3、
#4 を LD セットに登録 
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 Symmetrix の場合 
サーバに設定されている SYMCLI コマンド発行用のローカルスクリプトが、SystemProvisioning で提

供されている環境変数を使用して記述されている場合、用途変更元グループに設定してある論理ディ

スクを解除し、用途変更先グループに設定してある論理ディスクを登録します。 

図 1-75 Symmetrix のストレージ制御 (サーバ用途変更) 

 

System 
Provisioning 

グループ A 

ディスクアレイ装置 

稼動サーバ
#A1 

ローカル 
スクリプト 

WWN 

ディスクアレイ#1 
グループに登録している
LD#1、#2 と WWN を
ローカルスクリプトを使い
接続解除 

LD#1 LD#3 

LD#2 LD#4 

LD#1

LD#2

ローカル 
スクリプト 

サーバ用途変更

プール 

接続解除

LD#3 

グループに登録している
LD #3、#4 と WWN を
ローカルスクリプトを使い
接続 

プール 

LD#4 

グループ B 

稼動サーバ
#B1 

WWN 

論理ディスク
接続解除 

サーバ設定

LD#1

LD#2

サーバ設定

LD#3

LD#4

論理ディスク 
接続 

接続
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1.9. 通報機能 

SystemProvisioning では、発生したイベントをイベントログや運用ログに出力する以外に、

ESMPRO/ServerManager への通報や、e-mail での通報を行えます。 

通報の設定は運用管理ツールで行います。詳しくは「4.16.7 通報」を参照してください。 

 

出力するイベントは、以下のとおりです。 

 

 PVM サービス起動失敗 

 PVM サービスの異常停止 

 

 障害通報受信 

 障害通報受信(エラー) 

 復旧処置アクションシーケンス起動成功 

 復旧処置アクションシーケンス起動失敗 

 復旧処置アクションシーケンス完了(エラー) 

 復旧処置アクションシーケンス完了 

 

 

1.10. コマンドライン制御 

SystemProvisioning は、管理対象サーバの構成制御を Job 管理ソフトウェアや他運用管理ソフトウェアか

ら使用する場合に備えて、コマンドラインツ－ルを提供しています。 

コマンドラインツールを使用すると、「サーバ置換」や「サーバ用途変更」といった構成変更機能を外部のソフト

ウェアなどから行えるので、より柔軟なシステム運用を行えます。 

コマンドの種類や使用方法については、「7 コマンド/API」を参照してください。 

 

障害情報受信、アクションシーケンス起動、完了についてはポリシー設定の通
報設定に「する」を選択したときに通報を行います。 
ポリシー設定については、「4.12.14(4) グループ ： 全般タブ ： ポリシー設
定」を参照してください。 
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1.11. DPM の操作 

DPM の基本的な操作について説明します。 

DPM(HP-UX)の操作については、「WebSAM DeploymentManager (HP-UX 版) R1.4.1 操作マニュア

ル」を参照してください。 

 

1.11.1. Web コンソールの操作 

DPM の操作は、Web コンソール上で行います。 

 
1.11.2. コンピュータの登録 

DPM を使用してコンピュータの管理を行うには、はじめにそのコンピュータを DPM に登録する必要がありま

す。 

 
1.11.3. シナリオの登録、実行 

サーバにインストールするためのソフトウェア配布用シナリオの作成や、サーバに対してシナリオの配布を行い

ます。 

 
1.11.4. イメージビルダーの操作 

DPM を使用してオペレーティングシステム、サービスパック/Hotfix のインストールなどを行うには、そのファイル

をあらかじめ DPM に登録しておく必要があります。そのためには、「イメージビルダー」というツールを使用します。

このツールは、管理サーバ for DPM、またはイメージビルダー(リモートコンソール)をインストールしたコンピュータ

で使用できます。 

はじめて使用する場合は、「WebSAM DeploymentManager Ver4.3 for 
SSC ユーザーズガイド 導入編」の 「3. DPM を初めてお使いになる場合
(初期導入時)」を参照してください。その他の機能の操作に関しては、各機
能のユーザーズガイドの該当している箇所を参照してください。 

コンピュータの登録方法に関しては、「WebSAM DeploymentManager 
Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 導入編」の 「4. 管理サーバ for DPM
にコンピュータを登録するまで」を参照してください。 

シナリオの登録、実行方法に関しては、「WebSAM DeploymentManager 
Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 基本操作編」の 1～5 を参照してくださ
い。 

DPM Ver4.3 の自動更新を使用しない場合は、配布パッケージを作成する
際に、基本タブの緊急度を「一般」もしくは「低」で登録してください。 
「 高」、「高」を指定した場合は、ターゲットが起動したタイミングで実行さ
れる自動更新の対象になります。 
DPM Ver4.3 の自動更新については、「WebSAM DeploymentManager 
Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 基本操作編」の｢4. サービスパック
/HotFix/アプリケーションのインストール(自動更新方式)｣を参照してくださ
い。 
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1.11.5. コマンドライン for DPM からの操作 

通常、DPM は Web コンソールから操作を行いますが、シナリオ実行、コンピュータのステータスのクリアなど

に関しては、コマンドプロンプト上からも操作を行えます。コマンドプロンプト上で操作を行うには、コマンドライン 
for DPM を使用します。 

 
1.11.6. コンピュータ情報の CSV ファイル管理 

コンピュータを大量に登録する必要がある場合、一台ずつ登録するのは非常に手間がかかります。このよう

な場合、CSV ファイルに情報を入力することによって簡単に登録できます。また、現在登録している情報を

CSV ファイルに出力することもできます。 

 
1.11.7. パラメータファイルの大量作成 

オペレーティングシステムのインストール、Sysprep を使用した展開(ディスク複製)を行う場合、コンピュータ

の設定を行うパラメータファイルが必要です。パラメータファイルはコンピュータ一台につき一つのパラメータファイ

ルに対応しています。そのため大量のコンピュータに対するパラメータファイルの作成は、非常に手間がかかりま

す。このような場合、CSV ファイルに情報を入力することによって簡単に登録できます。 

 

イメージビルダーの操作に関しては、「WebSAM DeploymentManager 
Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド」の「基本操作編 1～5」、「応用編 9. 
イメージビルダー(リモートコンソール)」を参照してください。 

コマンドライン for DPM に関しては、「WebSAM DeploymentManager 
Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 応用編」の 「13. コマンドラインからの操
作」を参照してください。 

コンピュータ情報の CSV ファイル管理に関しては、「WebSAM 
DeploymentManager Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 応用編」の 「1. 
コンピュータ情報一括登録」を参照してください。 

パラメータファイルの大量作成に関しては、「WebSAM 
DeploymentManager Ver4.3 for SSC ユーザーズガイド 応用編」の 「3. 
情報ファイル(パラメータファイル)大量作成アシスト」を参照してください。 
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1.12. 性能監視機能(SystemMonitor 性能監視) 

性能監視機能は、システムの性能状況を把握する手段を提供します。 

 複数のサーバをグループ化して、グループ単位で性能状況をグラフ表示することにより、システム全体の性

能状況の把握を容易にします。 

 性能状況のリアルタイム表示により、現在のシステムの負荷状況を確認できます。また、過去に収集した

性能データの再表示により、過去のシステム稼動状況も確認できます。 

 SystemProvisioning の構成反映機能により、SystemProvisioning で構築したシステム構成での

性能状況を把握できます。 

 性能情報の閾値監視により監視対象サーバの負荷情報の異常を検出、通報することができます。性能

障害イベントは SystemProvisioning に通知することもできます。SystemProvisioning ではこの通

報を受けて、ポリシーに従ったサーバ追加などの復旧処理を実行します。 

 グラフ表示されている性能データを CSV ファイルに出力することができます。 

 

 

図 1-76 性能監視機能 

1.13. 仮想サーバ管理オプションの使用 

SystemProvisioning は、仮想サーバ管理オプションを使用することで、管理対象サーバとして仮想サーバ

(VM)を管理する機能を提供します。 

性能監視機能の詳細については、「SystemMonitor 性能監視 ユーザーズ
ガイド」を参照してください。 
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2. ライセンス管理ツール 

ライセンス管理ツールは下記の機能を提供します。 

 

 現在登録されている製品情報とライセンス情報の参照 

 新規ライセンスの追加 

 ライセンスの個別削除 

 

図 2-1 「ライセンス管理」画面 

 製品情報 

製品情報では製品の詳細情報（エディション、バージョン、 大同時稼動 OS 数、オプション、有効期限）

が表示されます。ライセンスキーが 1 つも登録されていない時は何も表示されません。 

 エディション 

製品名を表します。 

 バージョン 

製品バージョンを表します。 

 大同時稼動 OS 数 

エディションそれぞれが管理できる同時稼動 OS 数の 大値です。 

 

登録済みの製品の
詳細情報

OS 別ライセンス数と
消費ライセンス数の
一覧 

個別ライセンスの 
詳細情報 

新規ライセンスの 
追加 



 

103 

 オプション 

Base ： エディションライセンス（本体） 

VM ： 仮想サーバ管理 

IPF ： Itanium Processor Family サーバ管理 

Storage ： iStorage、その他 Storage 連携 

Network ： NetvisorPro 連携 

PerfMon ： 性能監視連携 

Oracle ： Oracle 連携 

  有効期限 

試用版ライセンスの場合は製品の有効期限を表示します。 

通常ライセンスの場合は「なし」を表示します。 

 OS 別ライセンス情報： 

OS 別ライセンス情報では OS 名、管理数、消費数が表示されます。 

 OS 名 

オペレーティングシステム名 

 管理数 

OS 別で登録されたライセンスの合計 

 消費数 

OS 別で稼動管理しているマシンの合計 

登録された OS ライセンスキーの情報が表示されます。ライセンスキーを追加・削除すると管理数が更新さ

れます。ライセンス管理画面を開いている間に消費数に変更があった場合は、フォーカスを OS 別ライセン

ス情報ボックスに設定し、「F5」キーを押すと、 新の消費数に更新されます。 

 個別ライセンス一覧： 

個別ライセンス一覧はそれぞれのライセンス情報を表示します。 

 ライセンスキー 

 Ver（バージョン） 

 製品・オプション 

 OS 名 

 ライセンス数（該当ライセンスで付与された管理可能台数） 

 新規ライセンスキーの追加： 

ライセンスキーを入力して[追加]ボタンを押します。ライセンスキーが正しければライセンスキーが追加されま

す。追加されたライセンスキーの情報はそれぞれの OS 別ライセンス情報ボックスに反映されます。ライセン

スキーが正しくない場合はエラーメッセージが表示されます。 

 ライセンスキーの削除： 

削除したいライセンスキーを個別ライセンス一覧から選択します。選択後「Del」キーを押すとライセンスキ

ーが削除されて、それぞれのライセンス情報ボックスにも反映されます。複数ライセンスキーの削除はできま

せん。 

 終了： 

ライセンス管理ツールを終了するには[終了]ボタンを押してください。 
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• ライセンスキーが 1 つも登録されていない時は製品情報もライセンス情
報も表示されません。 

• 初に追加するライセンスキーはエディションライセンスでなければなりま
せん。 

• エディションライセンスキーを削除するには、エディション以外のすべてのラ
イセンスキーを先に削除してください。 

• エディションライセンスが投入されていない場合、運用管理ツールを起動
できません。その場合は、SystemProvisioning のインストールフォルダ
の¥PVM¥bin¥PvmLicense.exe を起動してください。 

• エディションライセンス、オプションライセンスを追加・削除した場合は
SystemProvisioning を停止して再度起動し、運用管理ツールの再
起動を行って下さい。 

• 試用版ライセンスの場合、有効期限 7 日前から、起動した時刻に運用
ログおよびイベントログに「PVM 本体ライセンスの有効期限が迫ってい
ます。有効期限まであと x 日です。」が表示されます(x は残日数で
す)。 
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3. SystemProvisioning の起動と停止 

ここでは、SystemProvisioning の起動、停止方法について説明します。 

3.1. SystemProvisioning の起動 

SystemProvisioning は、SystemProvisioning 管理サーバを起動すると、自動的に起動します。 

SystemProvisioning を手動で停止した後など、手動で起動するときは、[スタート] – [すべてのプログラム] – 

[SystemProvisioning ] – [SystemProvisioning の起動] を選択してください。 

 

3.2. SystemProvisioning の停止 

SystemProvisioning を停止するには、[スタート] – [すべてのプログラム] – [SystemProvisioning] – 

[SystemProvisioning の停止]を選択してください。 

 

SystemProvisioning 管理サーバをシャットダウンする場合、必ず手動で[SystemProvisioning の停止]

を行う必要があります。 

 

手動による SystemProvisioning の停止は、構成情報データベースのデータの整合性を保つために必要な

操作です。SystemProvisioning の停止を行わずに SystemProvisioning 管理サーバをシャットダウンした場

合、次回起動時に SystemProvisioning が正常に動作しなくなる可能性があります。 

 

 

• SystemProvisioning 管理サーバを再起動する場合も、再起動前に
[SystemProvisioning の停止]を行ってください。 

• ソフトウェアの配布中に[SystemProvisioning の停止]を行うと、
SystemProvisioning 管理サーバの停止に非常に時間がかかる場合があ
ります。 
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4. 運用管理ツール 

ここでは、SystemProvisioning の運用、保守で使用する「運用管理ツール」について説明します。 

 

4.1. 運用管理ツールの起動方法 

[スタート]–[すべてのプログラム]–[SystemProvisioning]–[運用管理ツール]を選択して起動します。 

 

※ Administrators 権限を持つアカウントでのみ実行できます。 

 

4.2. 運用管理ツール画面の概要 

運用管理ツールは、以下の 3 つのウィンドウに SystemProvisioning による管理状況を表示します。 

図 4-1 「運用管理ツール」画面 

 

ツリー表示ウィンドウ 

ツールバー

詳細情報表示ウィンドウ

運用ログ表示ウィンドウ 
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4.2.1. ツリー表示ウィンドウ 

システムリソース、グループ、VLAN グループを階層別にツリー表示します。ツリー表示ウィンドウで表示する

アイコンについて説明します。 

表 4-1 ツリー表示ウィンドウアイコン説明 

アイコン アイコン名称 説明 

 
システムリソース ハードウェア全体を表示、管理します。 

 
サーバ 物理サーバ全体を表示、管理します。 

 
ストレージ ストレージ全体を表示、管理します。 

 
ディスクアレイ ディスクアレイを表示、管理します。 

 
スイッチ スイッチ全体を表示、管理します。 

 
ロードバランサ ロードバランサ全体を表示、管理します。 

 
ロードバランサ装置 ロードバランサ装置を表示、管理します。 

 
ソフトウェア インストールソフトウェア全体を表示、管理します。 

 
仮想リソース 仮想リソース全体を表示、管理します。 

 
グループ グループ、論理サーバ、プールサーバを表示、管理します。 

 
VLAN グループ VLAN グループ全体を表示、管理します。 

 
VirtualCenter VirtualCenter 全体を表示、管理します。 

 
VM サーバグループ VM サーバグループ全体を表示、管理します。 

 
VM サーバ VM サーバ全体を表示、管理します。 

 
VM VM サーバ配下の仮想サーバを表示、管理します。 

 
VM 用グループ VM 用グループ、サブグループを表示、管理します。 
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4.2.2. 詳細情報表示ウィンドウ 

ツリー表示ウィンドウで選択したシステムリソース、グループ、VLAN グループ、スイッチなどの詳細情報を表

示します。 
対象が「システムリソース」－「サーバ」の場合、グループで稼動しているサーバと、稼動していないサーバを

分割して表示します。 
対象が「グループ」の場合、稼動しているサーバと、プールサーバを分割して表示します。 
 
SystemProvisioning で管理するサーバは、稼動状態により、以下のウィンドウに表示します。 

表 4-2 サーバの状態と運用管理ツールでの表示領域 

対象が[サーバ]ツリー 対象が[サーバグループ]ツリー  
稼動中サーバ

一覧 
未使用サーバ

一覧 
稼動中サーバ 

一覧 
プールサーバ 

一覧 
SystemProvisioning に取り込
み済(管理対象外) 

× ○ × × 

SystemProvisioning で管理 
(未使用) 

× ○ × × 

グループに登録(稼動中) ○ × ○ × 
プールに登録(待機中) × ○ × ○ 
グループとプールに複数登録 ○ × ○ ○ 
仮サーバ × × ○ × 
仮プールサーバ × × × ○ 

 
詳細情報表示ウィンドウで表示するアイコンについて説明します。 
 マークなし、？マーク、！マーク、×マークは、稼動状態を表します。 

 背景色は、電源状態を表します。 

 「○なし」、「右下に○あり」は、登録グループの状態を表します。 

 管理対象 

表 4-3 論理サーバの管理状態 

状態 説明 
Managed SystemProvisioning の管理対象となっています。 

Discovered 物理サーバとして認識されていますが、SystemProvisioning の管理対象となって
いません。 

 
 管理状態 

表 4-4 論理サーバの処理状態 

状態 説明 
[空白] サーバの構成変更などの処理は行われていません。構成変更などの処理が正常

に完了した場合はこの状態になります。 
準備中 グループで稼動する準備段階の状態です。この状態ではサーバは DPM には登録

されていません。 
「準備中」は仮想サーバにのみ適用されます。 
「準備中」のサーバを DPM に登録し、シナリオを配布できる状態にしてください。 

異常終了 サーバの構成変更などの処理が異常終了した状態です。 
処理中 サーバの構成変更などの処理を実行中です。 
メンテナンス中 サーバはメンテナンスモードに設定されています。 
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表 4-5 詳細情報表示ウィンドウアイコン説明 

アイコン ハードウェ
ア状態 電源状態 登録 

グループ 表示内容説明 

 
正常 オン 単独 CPU ブレード マークなし、背景色なし、○なし 

 
正常 オフ 単独 CPU ブレード 背景グレー 

 
正常 オン 複数 CPU ブレード 右下に○あり 

 
正常 オフ 複数 CPU ブレード 右下に○あり 背景グレー 

 
不明 オン 単独 CPU ブレード ? マーク 

 
不明 オフ 単独 CPU ブレード ? マーク 背景グレー 

 
不明 オン 複数 CPU ブレード ? マーク 右下に○あり 

 
不明 オフ 複数 CPU ブレード ? マーク 右下に○あり 背景グ

レー 

 
一部故障 オン 単独 CPU ブレード ! マーク 

 
一部故障 オフ 単独 CPU ブレード ! マーク 背景グレー 

 
一部故障 オン 複数 CPU ブレード ! マーク 右下に○あり 

 
一部故障 オフ 複数 CPU ブレード ! マーク 右下に○あり 背景グ

レー 

 
故障 オン 単独 CPU ブレード ×マーク 

 
故障 オフ 単独 CPU ブレード ×マーク 背景グレー 

 
故障 オン 複数 CPU ブレード ×マーク 右下に○あり 

 
故障 オフ 複数 CPU ブレード ×マーク 右下に○あり 背景グ

レー 

 
正常 オン 単独 サーバ マークなし、背景色なし、○なし 

 
正常 オフ 単独 サーバ 背景グレー 

 
正常 オン 複数 サーバ 右下に○あり 

 
正常 オフ 複数 サーバ 右下に○あり 背景グレー 
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アイコン ハードウェ
ア状態 電源状態 登録 

グループ 表示内容説明 

 
不明 オン 単独 サーバ ? マーク 

 
不明 オフ 単独 サーバ ? マーク 背景グレー 

 
不明 オン 複数 サーバ ? マーク 右下に○あり 

 
不明 オフ 複数 サーバ ? マーク 右下に○あり 背景グレー 

 
一部故障 オン 単独 サーバ ! マーク 

 
一部故障 オフ 単独 サーバ ! マーク 背景グレー 

 
一部故障 オン 複数 サーバ ! マーク 右下に○あり 

 
一部故障 オフ 複数 サーバ ! マーク 右下に○あり 背景グレー 

 
故障 オン 単独 サーバ ×マーク 

 
故障 オフ 単独 サーバ ×マーク 背景グレー 

 
故障 オン 複数 サーバ ×マーク 右下に○あり 

 
故障 オフ 複数 サーバ ×マーク 右下に○あり 背景グレー 

 
正常 オン 単独 VirtualMachine 

 
正常 オフ, 

一時停止 単独 VirtualMachine 背景グレー 

 
不明 オン 単独 VirtualMachine ? マーク 

 
不明 オフ, 

一時停止 単独 VirtualMachine ? マーク 背景グレー 

 
一部故障 オン 単独 VirtualMachine ! マーク 

 
一部故障 オフ, 

一時停止 単独 VirtualMachine ! マーク 背景グレー 

 
故障 オン 単独 VirtualMachine ×マーク 

 
故障 オフ, 

一時停止 単独 VirtualMachine ×マーク 背景グレー 
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システムリソースの詳細情報表示 

表 4-6 詳細情報表示ウィンドウアイコン説明 

アイコン 共有状態 表示内容説明 

 
非共有 ストレージの LD 非共有状態 

 
共有 ストレージの LD 共有状態 

 
空白 ロードバランサの負荷分散グループ 

 
4.2.3. 運用ログ表示ウィンドウ 

SystemProvisioning の運用中に発生したイベントを表示します。 
 

4.2.4. ツールバー 

ツールバーでは以下の操作を行えます。 

表 4-7 ツールバーボタン説明 

ボタン ボタン名称 説明 

 
Job 一覧ボタン 

「Job 一覧」ダイアログを表示します。実行中の
Job の一覧を表示するほか、Job のキャンセルも行
えます。 
詳細は「4.15 Job 一覧、キャンセル機能」を参照
してください。 

 
環境設定ボタン 

「環境設定」ダイアログを表示します。
SystemProvisioning の各種設定を変更できま
す。 
詳細は「4.16 環境設定」を参照してください。 

 
性能監視・管理コンソールボタン 

性能監視・管理コンソールを起動します。詳細は
「1.12 性能監視機能(SystemMonitor 性能監
視)」を参照してください。 

 
更新ボタン 

運用管理ツールの表示内容を、 新の構成情報
データベースの内容に更新します。 
[操作]メニューの[ 新の情報に更新]と同じ動作を
します。 

 
ヘルプボタン 

運用管理コンソールのヘルプを表示します。 
[ヘルプ]メニューの[トピックの検索]と同じ動作をしま
す。 
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4.3. 運用管理ツールによる操作 

運用管理ツールを使用すると、管理対象サーバの構成変更や、グループの管理など、様々な操作を行えま

す。 

運用管理ツールの提供する各機能を使用するには、以下の 3 種類の操作方法があります。 

 メニュー 

運用管理ツールのメニューを開き、実行する機能を選択します。 

メニューで行える操作については、「4.4 メニューによる操作」を参照してください。 

 

 ドラッグ & ドロップ 

オブジェクトを選択し、選択オブジェクトを処理対象オブジェクトへマウスでドラッグ & ドロップします。 

例えば、「システムリソース」－「サーバ」の詳細情報表示ウィンドウのサーバをマウスで選択し、そのサーバ

をグループへドロップすると、「サーバの追加」の構成変更を行えます。 

「4.7 ～ 4.14」では、「ドラッグ & ドロップ」で行える操作には、以下のマークをつけています。 

(ドラッグ＆ドロップ) 

 

 コンテキストメニュー 

オブジェクトを選択し、マウスの右ボタンを押すと、コンテキストメニューを表示します。コンテキストメニューに

表示する機能を選択します。 

例えば、「システムリソース」－「サーバ」の詳細情報表示ウィンドウのサーバをマウスで選択し、マウスの右

ボタンを押してコンテキストメニューを表示し、メニューの「サーバ追加」を選択すると、「サーバの追加」の構

成変更を行えます。 

「4.7 ～ 4.14」では、「コンテキストメニュー」で行える操作には、以下のマークをつけています。 

(右クリック)  
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4.4. メニューによる操作 

運用管理ツールのメニューでは、以下の機能を実行できます。 

 

4.4.1. 操作メニュー 

[操作]メニューでは、以下の機能を実行できます。 

 

 運用ログ 
ログ表示ウィンドウに表示するログの設定を行います。[運用ログ]を選択すると、サブメニューを表示しま
す。 

 
 ログ表示モード 
運用ログを表示します。 
 フィルタ 
表示するログのカテゴリを選択できます。既定値では、すべてのカテゴリのログを表示します。 
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図 4-2 「フィルタの設定」ダイアログ 

 
 検索 
運用ログで任意のログを検索します。 

図 4-3 「ログの検索」ダイアログ 

 環境設定 
SystemProvisioning の環境を設定します。詳細は「4.16 環境設定」を参照してください。 

 性能監視・管理コンソール 
性能監視・管理コンソールを起動します。 

 新の情報に更新 
運用管理ツールの表示内容を、 新の構成情報データベースの内容に更新します。 

 データベース情報の再収集 
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SystemProvisioning のサーバ、スイッチブレードの構成情報を収集し、構成情報データベースの内容
を 新の状態にします。本機能は、任意のタイミングで情報収集を行うときに使用します。 

 
新規にサーバを検出した場合、「管理対象サーバの選択」ダイアログを表示します。検出したサーバを
SystemProvisioning の管理対象にするには、サーバのチェックボックスをチェックして[OK]ボタンを押し
てください。 

図 4-4 「管理対象サーバの選択」ダイアログ 

 リストをすべて選択する 
詳細情報表示ウィンドウの全項目を選択します。 
詳細情報表示ウィンドウが 2 つのリストに分かれている場合は、選択されている方のリストの全項目を
選択します。 

 ユーザ管理 
SystemProvisioning で使用するユーザを管理するために、「ユーザ管理」ダイアログを表示します。 
「ユーザ管理」ダイアログの詳細は、「4.6.1 ユーザ管理ダイアログの操作」を参照してください。 

 ライセンス管理 
ライセンス管理プログラムを起動します。詳細は「2 ライセンス管理ツール」を参照してください。 

 終了 
運用管理ツールを終了します。 

SystemProvisioning の構成情報データベースの内容は、
SystemProvisioning 起動時、構成変更時、メンテナンスモードからの復帰
時に必要に応じて自動的に収集します。そのため、「データベース情報の再
収集」は、通常の運用においては実行する必要はありません。システム障害
などでシステムリソースと、構成情報データベースの内容に不整合が発生した
場合などに使用します。 

「データベース情報の再収集」を使用する場合、下記の点に留意してくださ
い。 
• SystemProvisioning の管理対象となるすべてのシステムリソースの情報

を収集するため、処理が完了するまでに数分～数十分かかる場合があり
ます。 

• 本機能は、一度実行すると中断できません。 
• 本機能の実行中は、運用管理ツールで他の操作を行えません。 

新しく検出した
サーバの一覧 

サーバ情報の
編集 
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4.4.2. 外部ツールメニュー 

[外部ツール]メニューでは、運用管理ツール上で使用することのできるランチャ機能を提供します。 
ユーザが起動したいアプリケーション、ファイル、Web ページの設定をし、[外部ツール]メニューを実行すること

で、アプリケーションやブラウザを起動することができます。 
また、いくつかのツールが標準のアプリケーションとして登録されています。 
標準で表示される[外部ツール]メニューと、各機能の詳細は下記の通りです。 

 
 DeploymentManager 

DeploymentManager の Web コンソールを起動します。 
 ESMPRO/ServerManager Operation Window 

ESMPRO/ServerManager のオペレーションウィンドウを起動します。 
 ESMPRO/ServerManager AlertViewer 

ESMPRO/ServerManager のアラートビューアを起動します。 
 iStorage 

iStorageManager の iSM クライアントを起動します。 
iStorage 連携機能が無効の場合は、このメニューは表示されません。 

 NetvisorPro 
NetvisorPro を起動します。 
NetvisorPro 連携機能が無効の場合は、このメニューは表示されません。 

 設定 
「外部ツールの設定」ダイアログを表示し、[外部ツール]メニューの構成を設定します。 

 
(1) 外部ツールの設定 

[外部ツール]メニューで「設定」を押すと、「外部ツールの設定」ダイアログを表示します。 
「外部ツールの設定」ダイアログでは、外部ツールメニューに表示する項目の追加、編集、削除と順序

の切り替え、区分線の挿入を行います。 

図 4-5 「外部ツールの設定」ダイアログ 

項目を新規に作成するには、[追加]ボタンを押します。 

メニューの一覧
(メニュｰに表
示される名前) 

起動コマンド 

メニューを追加する

メニューの起動コマ
ンド、等を編集する

メニューを削除する

メニューの順序を先
にする 

メニューの順序を後
にする 

メニューに区分線を
追加する 
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既に存在する項目を編集するには、[編集]ボタンを押します。 
既に存在する項目を削除するには、[削除]ボタンを押します。 
また、[↑先]ボタンと[↓後]ボタンで順序の変更、「区分線追加」で区分線の追加ができます。 
 名前 

項目を識別するための名称を表示します。この名前が外部ツールのメニューに表示されます。 
 パス・URL 

ファイルを実行する場合はそのファイルのパス、Web ページを表示する場合はその URL を表示
します。 

 
(2) 外部ツールの追加・編集 

「外部ツールの設定」ダイアログで[追加]ボタンを押すと、「外部ツールの追加」ダイアログを表示します。

また、「外部ツールの設定」ダイアログで[編集]ボタンを押すと、「外部ツールの編集」ダイアログを表示しま

す。 
「外部ツールの追加・編集」ダイアログでは、外部ツールメニュー1 項目に対する設定を行います。 
 

図 4-6 「外部ツールの編集」ダイアログ 

[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ます。「ファイルを開く」ダイアログで開いた

ファイルのパスが「パス・URL」に表示されます。 
 
 名前 

項目を識別するための名前を表示・入力します。この名前を外部ツールのメニューに表示しま
す。 

 パス・URL 
ファイルを実行する場合はそのファイルのパス、Webページを表示する場合はそのURLを入力・
表示します。 
また、実行ファイルにコマンドライン引数を設定する場合は、” ”（半角スペース）で区切って入
力します。 
（例）C:¥Data¥Setup.exe –a -b 
この例では、 初の” ”（半角スペース）以降の「-a -b」をコマンドライン引数として
「C:¥Data¥Setup.exe」を起動します。また、パスに” ”（半角スペース）が含まれる場合は、パ
ス全体を””（半角ダブルクォーテーション）で囲み、 
（例）”C:¥Program Files¥Data¥Setup.exe” –a –b 
のように記述します。 

 説明 
項目の説明を自由に入力できます。この説明は、「外部ツールの追加・編集」ダイアログ以外で
は表示されません。 

メニューの名前 
(メニュｰに表
示される名前) 

起動コマンド、
URL 

起動コマンドの
指定を「ファイ
ルを開く」ダイア
ログを使用して
指定 

メニューの説明



 

118 

 
4.4.3. ヘルプメニュー 

[ヘルプ]メニューでは、以下の機能を実行できます。 

 
 トピックの検索 

運用管理ツールのヘルプを表示します。 
 バージョン情報 

運用管理ツールのバージョン情報を表示します。 
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4.5. 運用管理ツールのログイン操作 

SystemProvisioning は、管理サーバの OS 認証とは別に SystemProvisioning を使用できるユーザを制

限するために SystemProvisioning 固有のユーザを管理します。 

運用管理ツールを使用するために以下の操作を行う必要があります。 

 

 管理者権限を持つ SystemProvisioning ユーザの登録 

「ユーザ管理」ダイアログを呼び出してユーザの登録を行ってください。 

詳細は「4.5.1 運用管理ツール初回起動時の操作」および「4.6 SystemProvisioning ユーザに対する

操作」を参照してください。 

 

 SystemProvisioning ユーザでログインする 

運用管理ツールを起動したときに表示されるログイン画面で、管理者権限を持つユーザでログイン操作を

行ってください。 

詳細は「4.5.2 ログインダイアログの操作」を参照してください。 

 

4.5.1. 運用管理ツール初回起動時の操作 

運用管理ツールを使用するには、管理者権限を持つ SystemProvisioningユーザが1つ以上登録されて

いる必要があります。 
SystemProvisioning をインストールした直後はユーザが 1 つも登録されていないため、下記に示す初期ユ

ーザでログインして、管理者権限を持つ任意のユーザを 1 つ以上登録してください。 
初期ユーザ名でログインすると、「ユーザ管理」ダイアログが表示されます。「ユーザ管理」ダイアログで任意の

ユーザを登録してください。「ユーザ管理」ダイアログの操作方法は、「4.6 SystemProvisioning ユーザに対す

る操作」を参照してください。 
 
 初めてユーザを登録するときに使用する初期ユーザ情報 
 

初期ユーザ名 admin 

初期パスワード admin 
 

 
 

初期ユーザではユーザ管理操作以外の操作は行えません。 
初期ユーザは、管理者権限を持つユーザが 1 つ以上登録されると、使用でき
なくなります。 
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4.5.2. ログインダイアログの操作 

運用管理ツールを起動すると、ログイン認証を行うために以下に示す「ログイン」ダイアログが表示されます。 
ログインするユーザ名およびパスワードを入力して[ログイン]ボタンを押すとログイン認証が行われます。 
入力したユーザ名およびパスワードが正しければ運用管理ツールのメインウィンドウが表示されます。 
正常にログインできた時に「 後にログインしたユーザ名を保存する」をチェックしていた場合、その時入力し

たユーザ名が次回の運用管理ツールを起動した時の「ログイン」ダイアログのユーザ名入力欄に表示されます。 
[終了]ボタンを押すと、運用管理ツールが終了します。 
 

図 4-7 「ログイン」ダイアログ 

 ユーザ名 
SystemProvisioning に登録されている管理者権限を持つユーザのユーザ名を入力してくださ
い。 

 パスワード 
上記ユーザ名に対するパスワードを入力してください。 

 後にログインしたユーザ名を保存する 
後にログインしたユーザ名を次回起動時の「ログイン」ダイアログに表示したい場合はチェックし

てください。チェックを外してログインすると 後にログインしたユーザ名が表示されなくなります。 
 [ログイン]ボタン 

ユーザ名およびパスワード入力欄に入力したユーザ情報を元にログイン認証を行います。 
 [終了]ボタン 

運用管理ツールを終了します。 
 

 
 

「ログイン」ボタン 

ユーザ名(必須) 

パスワード(必須) 

運用管理ツールにログインできるユーザは管理者権限を持つユーザのみです。 
ログインする時は必ず管理者権限を指定して登録したユーザを指定してくださ
い。 
ユーザ名は大文字と小文字を区別します。正しく入力してください。 
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4.6. SystemProvisioning ユーザに対する操作 

「ユーザ管理」ダイアログを操作して SystemProvisioning で使用するユーザを管理することができます。 

「ユーザ管理」ダイアログを表示するには以下に示す 2 つの操作方法があります。 

 

 初期ユーザでログインしてユーザ管理ダイアログを表示する 

管理者権限を持つユーザがひとつも登録されていない場合、「ログイン」ダイアログで初回ユーザを入力し

てログインすると「ユーザ管理」ダイアログが表示されます。 

初期ユーザの詳細は、「4.5.1 運用管理ツール初回起動時の操作」を参照してください。 

 

 メインウィンドウの「操作」メニューからユーザ管理ダイアログを表示する 

メインウィンドウの「操作」メニューから「ユーザ管理」を選択すると「ユーザ管理」ダイアログを表示できます。 

 

4.6.1. ユーザ管理ダイアログの操作 

「ユーザ管理」ダイアログを表示すると、SystemProvisioning に登録されているユーザがすべて一覧に表

示されます。[追加]ボタン、[編集]ボタンおよび[削除]ボタンを押して任意のユーザを追加、編集または削除し

てください。 

図 4-8 「ユーザ管理」ダイアログ 

 

ユーザの追加、編集、削除

ユーザ一覧 
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 ユーザ一覧 

現在 SystemProvisioning に登録されているユーザ情報が一覧表示されます。 
 [追加]ボタン 

[追加]ボタンを押すと、新しいユーザを追加するときに使用します。「ユーザの追加」ダイアログを
表示します。 

 [編集]ボタン 
[編集]ボタンを押すと、ユーザ一覧で選択されているユーザの情報を編集するときに使用します。
「ユーザの編集」ダイアログを表示します。 

 [削除]ボタン 
ユーザ一覧で選択されているユーザを削除します。 

 [閉じる]ボタン 
「ユーザ管理」ダイアログを閉じます。 

 
「ユーザ管理」ダイアログで[追加]ボタン押すと、以下に示す「ユーザの追加」ダイアログが表示されます。 
各入力欄に必要な値を入力して[OK]ボタンを押すとユーザが追加されます。 

図 4-9 「ユーザの追加」ダイアログ 

 ユーザ名 
SystemProvisioning に登録するユーザ名を入力してください。 
"*+,/:;<=>?¥ を除く任意の文字を 32 文字まで入力できます。 

 権限 
追加または編集中のユーザの権限を指定してください。 
※運用管理ツールにログインするユーザは必ず「管理者」を指定してください。 

 パスワード 
上記ユーザ名に対するパスワードを入力してください。 
スペースを除く半角英数字および記号文字を 128 文字まで入力できます。 

 パスワード（確認用） 
パスワード入力欄で入力したパスワードと同じ文字を入力してください。 

 このユーザで自動的にログインする 
編集対象のユーザを使用して自動的にログインしたい場合は、この項目をチェックしてください。 
次回の運用管理ツールの起動から自動的にログイン認証が行われ「ログイン」ダイアログが表示
されなくなります。 
※この項目は、権限に管理者を指定したときのみ設定できます。 

 [OK]ボタン 
入力した値を元にユーザの追加または更新を行います。 

 [キャンセル]ボタン 
編集している内容を破棄して、このダイアログを閉じます。 

説明(任意) 

ユーザ名(必須) 
"*+,/:;<=>?¥ 
を除く任意の文字を 
32 文字まで入力可能

権限(必須) 

パスワード(必須) 
スペースを除く 
半角英数字および 
記号文字を 128 文字
まで入力可能 

このユーザで自動的に
ログインする(任意) 



 

123 

 

「ユーザ管理」ダイアログで[編集]ボタン押すと以下に示す「ユーザの編集」ダイアログが表示されます。 
操作方法は前述の「ユーザの追加」ダイアログの説明を参照してください。 
 

図 4-10 「ユーザの編集」ダイアログ 

 
 

ユーザの編集でユーザ名は変更できません。 
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4.7. 物理サーバに対する操作 

「システムリソース」－「サーバ」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに SystemProvisioning で管理

する物理サーバの一覧を表示します。 

物理サーバに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [サーバ]ツリーで実行できる機能 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 物理サーバを選択して実行できる機能 

 管理対象 

 (右クリック) 

 管理対象外 

 (右クリック) 

 障害状態を無視 

 (右クリック) 

 故障状態のリセット 

 (右クリック) 

 Job 実行結果のリセット 

 (右クリック) 

 サーバの追加 

 (ドラッグ&ドロップ) 

 サーバ情報の削除 

 (右クリック) 

 指定ソフトウェアの配布 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

図 4-11 [サーバ]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-12 物理サーバのコンテキストメニュー 
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4.7.1. 新の情報に更新 

サーバの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.7.2. 管理対象 

物理サーバを SystemProvisioning で管理できるようにします。サーバを SystemProvisioning の管理対

象とするには、サーバごとに設定する必要があります。 
 SystemProvisioning の管理対象ではないサーバ 

[管理対象外]の項目にチェックがついています。 
 SystemProvisioning の管理対象サーバ 

[管理対象]の項目にチェックがついています。 
 
SystemProvisioning の管理対象ではないサーバに対し、コンテキストメニューから[管理対象]を選択する

と、サーバを SystemProvisioning の管理対象にできます。 
 
SystemProvisioning が初めて認識したサーバの場合、コンテキストメニューで[管理対象]を選択すると、

サーバを管理対象として登録する旨のメッセージボックスを表示します。[OK]ボタンを押すと、「サーバのプロパ

ティ」ダイアログを表示します。必要に応じて、ストレージ情報、ネットワーク情報、設置場所情報を設定してく

ださい。詳細は「4.7.10 プロパティ」を参照してください。 
 

 
4.7.3. 管理対象外 

「4.7.2 管理対象」を参照してください。 
 

4.7.4. 障害状態を無視 

選択したサーバを「メンテナンスモード」に移行、もしくは「メンテナンスモード」を解除します。 
メンテナンスモードは、サーバのメンテナンス作業中などで障害通報を無視するときに使用します。メンテナン

スモードに設定しているサーバで障害が発生しても、ポリシーによる復旧処理は行いません。 
メンテナンスモードの稼動サーバは、詳細情報表示ウィンドウの管理状態欄に「メンテナンス中」と表示しま

す。また、コンテキストメニューの[障害状態を無視]にチェックがつきます。 
この操作はプールサーバでは選択できません。 
 
稼動中のサーバに対してシャットダウンや再起動を行う場合、必ず事前にメンテナンスモードに移行してくだ

さい。メンテナンスモードへの移行を行わずにシャットダウンや再起動を行うと、SystemProvisioning はサーバ

ダウンと認識します。 
再起動が完了したら、メンテナンスモードを解除してください。 

• DPMが発見したすべてのサーバは、自動的に SystemProvisioningに登
録されます。SystemProvisioning で管理しないサーバやクライアントなど
は、SystemProvisioning の管理対象にしないでください。 

• サーバ(CPU ブレード)を収納するブレードサーバ収納ユニットのスイッチブレ
ードを正しく指定するよう注意してください。サーバの構成制御を行うとき、
SystemProvisioning は、ここで指定したスイッチブレードに対して、
VLAN の切り替えなどを行います。スイッチブレードの指定を誤ると VLAN
の切り替えが正しく動作しません。 
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4.7.5. 故障状態のリセット 

選択した稼動サーバのハードウェア状態を「正常」に設定します。 
 
SystemProvisioningは稼動サーバの障害を検出すると、稼動サーバのハードウェア状態を「一部故障」、

「故障」に変更します。稼動サーバの障害原因を取り除き復旧したら、稼動サーバのハードウェア状態を「正

常」に戻してください。 

 
4.7.6. Job 実行結果のリセット 

選択した稼動サーバの Job 実行結果をリセットします。 
 
SystemProvisioning は、何らかの理由によりアクションシーケンスの実行に失敗すると、管理状態を「異

常終了」に設定します。アクションシーケンスの実行失敗を確認したら、稼動サーバの管理状態をリセットしてく

ださい。 

 

4.7.7. サーバの追加 

選択した物理サーバをグループに追加します。 
物理サーバを選択し、ツリー表示ウィンドウ上のグループにドラッグ&ドロップすると、「サーバ追加方法の選

択」ダイアログを表示します。物理サーバをグループに追加するパターンを選択してください。 

図 4-13 「サーバ追加方法の選択」ダイアログ 

物理サーバをグループに追加するパターンには、以下のものがあります。 
 グループのプールへ追加します。 

物理サーバをグループのプールに登録します。 
 ソフトウェアのインストールを行い、グループへ追加します。 

物理サーバ名

グループ名

この機能は、管理情報のみを変更します。実際に障害の原因を取り除くわけ
ではありません。必ず、障害の原因を取り除いてから操作を行ってください。 

追加パターン 

アクションシーケンスの実行に失敗したことにより、サーバがアクションシーケンス
実行前の状態に戻らない場合があります。その場合は、サーバをいったんプー
ルで待機させ、再度グループで稼動させるか、サーバをいったんグループから削
除し、再度グループに登録してください。 
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物理サーバをグループの稼動サーバとして登録します。 

 

 ソフトウェアのインストールを行わずに、グループに追加します。 
物理サーバをグループの稼動サーバとして登録しますが、グループに登録している配布ソフトウェアを配
布しません。配布ソフトウェアを配布せずにグループの稼動サーバとして登録する(マスタサーバの登録)
については、「1.6.7 マスタサーバの登録」を参照してください。 
 
「ソフトウェアのインストールを行わずに、グループに追加します。」を選択すると、「サーバ名の選択」ダイ
アログを表示します。登録するサーバに実際に設定しているホスト名と同じホスト名を選択し、[OK]ボタ
ンを押してください。 

図 4-14 「サーバ名の選択」ダイアログ 

 

 
 稼動中のサーバを指定グループへ移動します(用途変更)。 

他グループで稼動している物理サーバを、指定したグループの稼動サーバとして登録します。他グループ
では、物理サーバはプールサーバとして登録します。 

 
 他のサーバもこの設定で追加します。 

複数の物理サーバを選択した場合、すべてのサーバを同じパターンでグループに登録します。 

 
 

• 「ソフトウェアのインストールを行わずに、グループに追加します。」を実行す
る前に、追加する物理サーバで実際に設定されているサーバ設定と同じ
内容をグループに作成しておく必要があります。誤ったサーバ設定を選択
すると、システムが誤動作する可能性があります。サーバ設定の詳細につ
いては、「4.12.14(3) グループ ： 全般タブ ： サーバ設定 ダイアログ」を
参照してください。 

• ソフトウェアのインストールを行わずに、グループに追加したサーバをプールに
移動させた場合、グループのプールではなく共通プールに登録されます。 

「ソフトウェアのインストールを行わずに、グループに追加します」を選択した場
合、「他のサーバもこの設定で追加します」は選択できません。 

グループに定義したサーバ設定
から使用できるホスト名を表示 

• 「稼動中のサーバを指定グループへ移動します(用途変更)」の選択肢は、
物理サーバが既にいずれかのグループで稼動中の場合のみ選択できます。

• 「稼動中のサーバを指定グループへ移動します(用途変更)」を選択すると、
他グループで稼動中のサーバはシャットダウンします。 

業務用 VLAN にポートが登録されている場合は手動で登録を削除してからサ
ーバの追加を行ってください。 
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サーバ追加の操作を行うと、指定したグループへサーバを追加する処理内容を「グループへのサーバ追加」

ダイアログで表示します。 
内容に問題がなければ[実行]ボタンを押してください。処理内容に表示した処理を行います。内容に問題

があれば[キャンセル]ボタンを押してください。サーバ追加を中止します。 

図 4-15 「グループへのサーバ追加」ダイアログ(プールサーバへの登録例) 

4.7.8. 指定ソフトウェアの配布 

ユーザが指定した単一もしくは複数の配布ソフトウェアをサーバに配布します。 

図 4-16 指定ソフトウェアの配布 
 

4.7.9. サーバ情報の削除 

サーバを SystemProvisioning の管理上から削除します。SystemProvisioning の構成情報データベー

スから削除するという意味で、実際のサーバを削除するわけではありません。 

選択した追加パターン
と詳細内容 
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4.7.10. プロパティ 

選択したサーバのプロパティを表示します。 
サーバのプロパティは、サーバの状態により表示するタブが異なります。 

表 4-8 表示されるタブ一覧とサーバの状態 

 サーバ ハードウェア 筐体 ストレージ ネットワーク ソフトウェア 配布済み
ソフトウェア

グループ未登録 － 表示 表示 表示 表示 表示 － 
グループへ登録後 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 
仮サーバ 表示 － － － － － － 
仮プールサーバ － 表示 － － － － － 

 

「サーバのプロパティ」で情報を更新した場合、[OK]ボタン、または[適用]ボタンを押してください。[OK]ボタン、

または、[キャンセル]ボタンを押すと、「サーバのプロパティ」ダイアログを閉じます。[適用]ボタンを押した場合は、

「サーバのプロパティ」ダイアログを閉じません。 

• サーバ情報の削除は、SystemProvisioning の構成情報データベース
から対象のサーバを削除することを意味します。サーバを
SystemProvisioning から削除するには、DPM の管理情報を先に削
除してください。 

• SystemProvisioning 上で"管理対象外"のサーバの場合、
SystemProvisioning の管理情報を自動的に削除します。 

• SystemProvisioning 上で"管理対象"のサーバの場合、運用ログに「サ
ーバを認識できなくなったこと」をイベントで登録します。イベントを確認し
たら [サーバ情報の削除]で構成情報データベースからサーバを削除して
ください。 

• DPM の管理情報から該当サーバを削除する場合、必ず MAC アドレス
を確認して行ってください。サーバの電源が OFF の場合、サーバのコンピ
ュータ名が変更されている場合があります。 
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(1) サーバタブ 

選択したサーバの全般情報を表示します。 

図 4-17 「サーバのプロパティ」ダイアログ : 「サーバ」タブ 

 ホスト名 
選択したサーバの論理サーバ名(ホスト名)を表示します。 

 所属グループ 
選択したサーバがグループの稼動サーバの場合、稼動しているグループ名を表示します。 

 所属プール 
選択したサーバがグループのプールサーバの場合、登録しているグループのグループ名を表示し
ます。 

 OS 情報 
選択したサーバで稼動しているオペレーティングシステムの情報を表示します。 
選択したサーバがグループの稼動サーバの場合、ESMPRO/ServerManager から正しく情報
を収集できたときに表示します。 

 IP アドレスとネットマスク 
サーバの IP アドレスとネットマスク情報を表示します。プライマリ MAC の IP アドレスには、「*」を
付加します。 

 ゲートウェイ 
サーバのゲートウェイアドレスを表示します。 

 編集ボタン 
対象のサーバにメンテナンスモードが設定されている場合に表示されます。 
IP アドレス一覧より選択した IP アドレスを編集することができます。 
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図 4-18 「IP アドレス編集」ダイアログ 

 
 IP アドレス 

選択したサーバの IP アドレスを表示します。変更することが可能です。 
 サブネット マスク 

選択したサーバのサブネット マスクを表示します。 
 デフォルト ゲートウェイ 

選択したサーバのデフォルト ゲートウェイを表示します。 
 管理 IP アドレス 

選択したサーバの IP アドレスが管理 IP アドレスの場合にチェックが付きます。 
変更することが可能です。 

 
(2) ハードウェアタブ 

選択したサーバのハードウェア情報を表示します。 

図 4-19 「サーバのプロパティ」ダイアログ : 「ハードウェア」タブ 

 コンピュータ名 
DPM の管理する「コンピュータ名」(物理サーバ名)を表示します。 

 機種名 
機種名を表示、変更します。 
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稼動中のサーバの場合、機種名を画面から変更することはできません。 
機種名は 63 バイトまで有効です。 

 UUID 
UUID を表示、変更します。 
稼動中のサーバの場合、UUID を画面から変更することはできません。 
UUID は「xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx」で入力してください。 
入力可能文字は数字の 0 から 9 と英字の a から f までです。 

 電源状態 
マシンの電源状態として、以下の電源状態を表示します。 
・電源 ON(電源は ON 状態で、ネットワーク上応答があります) 
・電源 OFF(電源が OFF またはネットワーク上応答がありません) 
・電源状態が不明です(プールサーバとして待機中など、電源状態の確認ができません) 

 
 マシンの状態 

マシンの稼動状態/障害状態として、以下のメッセージを表示します。 
・マシンは正常に稼動しています。 
・マシンに一部障害が発生し、縮退しています。 
・マシンに障害が発生しています。 
・仮サーバのためハードウェア情報はありません。 
・マシンの状態が不明です。 

 サーバ設定の情報更新を禁止します 
サーバ稼動後も入力した機種名を使用する場合は、チェックをしてください。 
チェックをしていない場合、サーバ稼動時、機種名が ESMPRO/ServerManager から取得し
た情報に更新されます。 
稼動中のサーバの場合、このチェックボックスを変更することはできません。 

 
(3) 筐体タブ 

選択したサーバの筐体情報を表示します。 

図 4-20 「サーバのプロパティ」ダイアログ : 「筐体」タブ 

 サーバ種別 
サーバ種別を表示します。「CPU ブレード」、「単体サーバ」のいずれかを表示します。 

サーバの電源が ON の状態でも SystemProvisioning 管理サーバから論理
サーバへ接続できなければ電源 OFF と表示されます。 
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 スロット番号 
サーバ種別が「CPU ブレード」の場合、ブレード収納ユニットのスロット番号を表示します。 
サーバ種別が「単体サーバ」の場合、何も表示しません。 

 設置場所情報 
設置場所情報を表示します。255 文字まで入力できます。 
サーバ種別が「CPU ブレード」の場合、収納しているブレード収納ユニット共通の設置場所情
報となります。 

 
(4) ストレージタブ 

サーバに設定しているストレージ情報を表示します。 
このサーバに搭載している WWN(HBA)の追加、編集、削除を行えます。 

図 4-21 サーバのプロパティ」ダイアログ : 「ストレージ」タブ 

 
 ストレージ情報 

ストレージの種類を選択します。ストレージの種類には、「iStorage」と「その他」があります。 
 HBA 一覧 

サーバに搭載している HBA の一覧を表示します。 
ストレージ情報で選択したストレージの種類ごとに表示されます。 

 HBA に接続されているディスクアレイ一覧 
「HBA 一覧」から HBA を選択すると、その HBA に接続されているディスクアレイの一覧を表示
します。 
ストレージの種類が「その他」場合は、表示されません。 

 [追加]ボタン 
サーバに新たに WWN(HBA)情報を追加するときに使用します。[追加]ボタンを押すと、ストレ
ージの種類が「iStorage」の場合は「ストレージ設定」ダイアログ、「その他」の場合は「HBA の
追加」ダイアログを表示します。 

 [編集]ボタン 
サーバに設定している WWN(HBA)情報を編集するときに使用します。[編集]ボタンを押すと、
ストレージの種類が「iStorage」の場合は「ストレージ設定」ダイアログ、「その他」の場合は
「HBA の追加」ダイアログを表示します。 

 [削除]ボタン 
選択した WWN(HBA)情報を削除します。 
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 ストレージ情報の追加と編集 

「WWN」には、iStorage に接続している HBA に設定されている WWN の一覧が表示される
ので、一覧の中から、サーバに搭載されているHBAを選択します。選択すると、HBAに関連付
けられている LDSet の一覧が「ディスクアレイ」に表示されます。正しい WWN の選択が完了し
た後、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンまたは、[キャンセル]ボタンを押すと「ストレージ設定」ダ
イアログを閉じます。 
「編集」では、搭載されている HBA を変更することができます。 

図 4-22 「ストレージ設定」ダイアログ 

 
 HBA の追加と編集 

ストレージの種類が「その他」の場合、「サーバのプロパティ」ダイアログで[追加]ボタン、または、
設定しているストレージ情報を選択し[編集]ボタンを押すと、「HBA の追加」ダイアログ、または
「HBA の編集」ダイアログを表示します。 

図 4-23 「HBA の追加」ダイアログ 

サーバに搭載している HBA の WWN を入力、編集します。 
[OK]ボタンまたは、[キャンセル]ボタンを押すと「HBA の追加」ダイアログを閉じます。 
 

 

稼動中のサーバに対するストレージ情報の編集操作は、以下の点に注意し
て行ってください。 
• サーバをメンテナンスモードに変更してから操作してください。 
• ストレージの管理プログラムで行った操作に矛盾する設定を行うと、

SystemProvisioning が正しく動作しなくなります。設定内容が正しいこと
を十分確認してから操作を行ってください。 

追加、編集を行う前に、SystemProvisioning で使用するディスクアレイ情報
を、ストレージのコンテキストメニュー「ディスクアレイと LD の追加」-「iStorage」
を使用して登録しておく必要があります。 

WWN はストレージを操作するためのローカルスクリプトで使用する形式で入力
してください。 
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(5) ネットワークタブ 

サーバのネットワーク情報を表示します。 
このサーバに搭載している NIC の情報と、接続するスイッチとスイッチポートの設定を行えます。 

図 4-24 「サーバのプロパティ」ダイアログ:「ネットワーク」タブ 

 ネットワーク情報 
サーバに設定している NIC(MAC アドレス)と、接続しているスイッチとスイッチポート情報を表示
します。 

 [追加]ボタン 
新しくネットワーク情報を追加するときに使用します。[追加]ボタンを押すと、「スイッチ設定」ダイ
アログを表示します。 

 [編集]ボタン 
サーバに設定しているネットワーク情報を編集するときに使用します。[編集]ボタンを押すと、「ス
イッチ設定」ダイアログを表示します。 

 [削除]ボタン 
選択した NIC 情報と接続しているスイッチ、スイッチポート情報を削除します。 
 

 

稼動中のサーバに対するネットワーク情報の操作は行えません。 
プライマリ NIC の削除は行えません。 
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 ネットワーク情報の追加と編集 

「サーバのプロパティ」ダイアログで[追加]ボタン、または、設定しているネットワーク情報を選択し
[編集]ボタンを押すと、「スイッチ設定」ダイアログを表示します。 

図 4-25 「スイッチ設定」ダイアログ 

サーバに設定する NIC 情報と接続するスイッチとスイッチポート名とその属性を設定します。 
NIC 情報と接続するスイッチ情報の設定が完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンまた
は、[キャンセル]ボタンを押すと「スイッチ設定」ダイアログを閉じます。 
 

 

• プライマリ NIC の場合、接続先スイッチ情報のみ変更可能です。NIC 番
号と MAC アドレスは編集できません。 

• 選択したスイッチが「スイッチ」の場合(「スイッチブレードではない場合」)、
Ethernet タイプとスイッチ名を必ず指定してください。 

• 他で使用しているポート名は指定できません。 
• NIC とスイッチの接続を解除する場合、スイッチ一覧から「なし」を選択し

てください。 
• CPU ブレードとスイッチブレードの接続情報を変更すると、同一筐体の全

CPU ブレードの接続情報が変更されます。グループで稼動中のサーバが
同一筐体内に存在する場合は編集を行わないでください。 
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(6) ソフトウェアタブ 

選択したサーバに登録している配布ソフトウェアを表示・指定します。 
また、配布ソフトウェアの差分配布や、再配布も行えます。ソフトウェアの差分配布や再配布は、サー

バが論理サーバの場合のみ実行できます。 

図 4-26 「サーバのプロパティ」ダイアログ : 「ソフトウェア」タブ 

 ソフトウェアの種類 
登録する配布ソフトウェアの種類を選択します。選択を切り替えると、ソフトウェア一覧の表示
内容は選択した配布ソフトウェアの種類のものに変わります。 
選択できるソフトウェアの種類は、以下の表のとおりです。 
 

サーバの状態 
ソフトウェアの種類 

論理サーバ 物理サーバ・仮想サーバ 
稼動時・グループ配布前 
稼動時・グループ配布後 
待機時・グループ配布前 
待機時・グループ配布後 

設定可 設定可 

サーバ設定・稼動時・グループ配布前 
サーバ設定・稼動時・配布 
サーバ設定・稼動時・グループ配布後 
サーバ設定・待機時・グループ配布前 
サーバ設定・待機時・配布 
サーバ設定・待機時・グループ配布後 

設定可 設定、参照ともに不可 
(選択不可) 

親グループ・サーバ稼動時に配布（※）

グループ・サーバ稼動時に配布 
親グループ・サーバ待機時に配布（※）

グループ・サーバ待機時に配布 

参照可 設定、参照ともに不可 
（選択不可） 

（※）サブグループに所属している論理サーバの場合のみ選択可能 
 

SystemProvisioning が管理するす
べての配布ソフトウェアの一覧表示 
配布対象のものにチェックが付きます 

登録する配布ソフ
トウェアの種類を選
択します 

配布順を変更 
配布は上から順に
行います 
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 ソフトウェア一覧 

選択中の配布ソフトウェアの種類の登録状態を表示します。 
 [↑先]ボタン 

選択中の配布ソフトウェアの配布順序をひとつ前へ移動します。 
 [↓後]ボタン 

選択中の配布ソフトウェアの配布順序をひとつ後へ移動します。 
 [配布確認]ボタン 

「配布ソフトウェア確認」ダイアログを表示します。 
 全ソフトウェアをインストールする 

登録している配布ソフトウェアをすべてインストールします。[再配布]ボタンを押すと、配布を行い
ます。 

 差分ソフトウェアのみインストールする 
登録している配布ソフトウェアで、選択したサーバにインストールされていない配布ソフトウェアの
みをインストールします。[再配布]ボタンを押すと、配布を行います。 
なお、差分配布を選択した場合でも、全配布に移行するケースや、配布が行われないケース
があります。差分配布可能な条件については、「1.6.5 配布ソフトウェアの差分配布」を参照し
てください。 

 [再配布]ボタン 
配布ソフトウェアの再配布を実行します。 

 

 

図 4-27 「配布ソフトウェア確認」ダイアログ 

「サーバグループ」では、未使用のサーバ設定が存在するサーバグループが選択できます。「サーバ設

定」では、選択したサーバグループに存在する未使用のサーバ設定が選択できます。 
論理サーバの場合、所属するサーバグループと、使用中のサーバ設定を表示し、選択はできません。 

配布ソフトウェアの登録を変更する場合、稼動サーバへの配布状況を確認し
てから行ってください。 

サーバが稼動予定
のサーバグループを
選択する 

サーバが使用予定
のサーバ設定を選
択する 

サーバグループ、サ
ーバ設定、サーバ
に登録しているソフ
トウェアを、配布順
に表示 
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(7) 配布済ソフトウェアタブ 

選択したサーバに配布済みの配布ソフトウェアを表示します。 

図 4-28 「サーバのプロパティ」ダイアログ : 「配布済ソフトウェア」タブ 
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4.8. ストレージに対する操作 

「システムリソース」－「ストレージ」ツリーを選択すると、ストレージ配下に SystemProvisioning で使用するデ

ィスクアレイをツリー表示し、詳細情報表示ウィンドウにディスクアレイの一覧を表示します。 

さらにディスクアレイのツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウにそのディスクアレイで使用する LD の一覧

を表示します。 

ストレージに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [ストレージ]ツリーで実行できる機能 

 ディスクアレイと LD の追加：iStorage 

 (右クリック) 

 ディスクアレイと LD の追加：その他 

 (右クリック) 

 ストレージ情報の更新 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 ディスクアレイを選択して実行できる機能 

 ディスクアレイと LD の追加：iStorage 

 (右クリック) 

 ディスクアレイと LD の追加：その他 

 (右クリック) 

 ディスクアレイの削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 LD を選択して実行できる機能 

 非共有ディスク 

 (右クリック) 

 共有ディスク 

 (右クリック) 

 LD の削除 

 (右クリック) 

 

図 4-29 [ストレージ]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 
図 4-30 [ディスクアレイと LD の追加]のサブメニュー 

 

 

 

図 4-31 ディスクアレイのコンテキストメニュー 

 

 
図 4-32 [ディスクアレイと LD の追加]のサブメニュー 

 

 

 
図 4-33 LD のコンテキストメニュー 
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4.8.1. ディスクアレイと LD の追加 (iStorage) 

iStorageManager のストレージの一覧から任意のディスクアレイと LD を選択し、SystemProvisioning で

使用するストレージとして登録します。 
[ストレージ]ツリーのコンテキストメニューで[ディスクアレイと LD の追加]－「iStorage」を選択すると、「ディス

クアレイと LD の追加」ダイアログを表示します。 
「ディスクアレイと LD の追加」ダイアログは、iStorageManager で管理しているすべてのストレージをツリー

表示し、その中の SystemProvisioning に登録しているストレージを太字で表示します。 

図 4-34 「ディスクアレイと LD の追加」ダイアログ 

SystemProvisioning で新たに使用するディスクアレイおよび LD を選択し、チェックボックスをチェックするか、

または、[使用する]チェックボックスをチェックし、[OK]ボタンを押します。 
LD を共有化する場合、その LD を選択し、[共有する]チェックボックスをチェックします。 
 

4.8.2. ディスクアレイと LD の追加 (その他) 

[ストレージ]ツリーのコンテキストメニューで[ディスクアレイと LD の追加]－「その他」を選択すると、「ディスクア

レイの追加」ダイアログを表示します。 
「ディスクアレイと LD の追加」ダイアログは、iStorage 以外のストレージの情報を入力します。 

図 4-35 「ディスクアレイの追加」ダイアログ 

 

ディスクアレイと 
LDをツリー表示 

ディスクアレイおよび、
LD の使用状態設定
と、LD の共有状態設
定 

選択中のディスク
アレイ名または、
LD 名を表示 

ディスクアレイの 
名称を入力します 

ディスクアレイの 
LD の一覧を 
表示します 
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 ディスクアレイ名 
ディスクアレイの名称を入力します。Symmetrix の場合は、SymmetrixID を入力します。 

 LD 一覧 
ディスクアレイの LD の一覧が表示されます。 

 [追加]ボタン 
ディスクアレイに LD を追加します。[追加]ボタンを押すと、「LD の追加」ダイアログが表示されます。 

 [編集]ボタン 
LD の情報を編集します。[編集]ボタンを押すと、「LD の編集」ダイアログが表示されます。 
「LD の編集」ダイアログについては、「LD の追加」ダイアログの説明を参照してください。 
サーバ設定で使用している LD は編集できません。 

 [削除]ボタン 
LD の情報を削除します。 
サーバ設定で使用している LD は削除できません。 

図 4-36 「LD の追加」ダイアログ 

 LD 名 
LD の名称を入力します。Symmetrix の場合は、SymDevName を入力します。CLARiX の場合は、
LUN 番号を入力します。 
「LD の編集」ダイアログの場合は、修正できません。 

 共有する 
LD を共有化する場合、[共有する]チェックボックスをチェックします。 

 
4.8.3. ストレージ情報の更新 

iStorageManager と SystemProvisioning のデータの整合性を取ります。 

 
4.8.4. 新の情報に更新 

ストレージの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]－[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.8.5. プロパティ 

ストレージの種類がその他の場合に、ディスクアレイの情報を表示します。 
操作方法は、「4.8.2 ディスクアレイと LD の追加 (その他)」を参照してください。 
 

iStorageManager で設定を変更した場合は必ず実行してください。 
iStorageManager で変更した設定の内容を「ストレージ情報の更新」で反
映せずに運用した場合、ディスクアレイの管理に失敗する可能性があります。 
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4.8.6. 非共有ディスク/共有ディスク 

LD の共有状態を変更します。 
サーバ設定で使用している LD は状態を変更できません。 
 

4.8.7. ディスクアレイの削除 

ディスクアレイを削除します。ディスクアレイ配下に LD が存在すると削除できません。 
 

4.8.8. LD の削除 

LD を削除します。サーバ設定で使用している LD は削除できません。 
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4.9. スイッチの操作 

「システムリソース」－「スイッチ」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに SystemProvisioningで管理

するスイッチの一覧を表示します。 

スイッチに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [スイッチ]ツリーで実行できる機能 

 スイッチの追加 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 スイッチを選択して実行できる機能 

 スイッチ VLAN の追加 

 (右クリック) 

 スイッチの削除 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 
図 4-37 [スイッチ]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

 
図 4-38 スイッチのコンテキストメニュー 
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4.9.1. スイッチの追加 

SystemProvisioning で管理するスイッチを新規に登録します。スイッチを選択する場合、事前に作成す

るスイッチ本体の設定を完了している必要があります。詳細は「1.7 ネットワークの管理」を参照してください。 
 
[スイッチ]ツリーのコンテキストメニューで[スイッチの追加]を選択すると、「スイッチの追加」ダイアログを表示し

ます。「スイッチブレード」もしくは「スイッチ」を選択し、情報を入力後、[OK]ボタンを押します。 

図 4-39 「スイッチの追加」ダイアログ (スイッチブレード追加時) 

図 4-40 「スイッチの追加」ダイアログ (スイッチ追加時) 

 

接続するスイッチの
アカウント(必須) 

接続するスイッチの
パスワード(必須) 

IP アドレス(必須) 

スイッチの種類を選
択(必須) 

スイッチ名(必須) 

IP アドレス(必須) 
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4.9.2. スイッチ VLAN の追加 

SystemProvisioning で管理するスイッチブレードもしくはスイッチ上に、新規に VLAN を作成します。 
選択したスイッチブレードもしくはスイッチのコンテキストメニューで[スイッチ VLAN の追加]を選択すると、「スイ

ッチ VLAN の作成」ダイアログを表示します。スイッチブレードの場合、スイッチ VLAN 名、VLAN ID、使用す

る外部ポートを指定します。スイッチの場合、スイッチ VLAN 名のみ指定します。 
作成する VLAN の情報を入力したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押す

と、「スイッチ VLAN の作成」ダイアログを閉じます。 

 
図 4-41 「スイッチ VLAN の作成」ダイアログ (スイッチブレード時) 

図 4-42 「スイッチ VLAN の作成」ダイアログ (スイッチ時) 

 
4.9.3. スイッチの削除 

選択したスイッチを SystemProvisioning の管理対象から削除します。 

 
4.9.4. 新の情報に更新 

スイッチの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]－[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.9.5. プロパティ 

選択したスイッチの情報を表示します。 
また、スイッチ上の VLAN(スイッチ VLAN)の追加、削除、編集を行います。 

他の VLAN で使用中のスイッチ VLAN 名、ID、外部ポートは指定できませ
ん。 

スイッチ VLAN 名
(必須) 

VLAN ID(必須)

使用するスイッチの
外部ポート 

スイッチ VLAN 名
(必須) 

VLAN グループに登録しているスイッチは削除できません。 
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スイッチのプロパティで情報を更新した場合、[OK]ボタンを押してください。 
[OK]ボタン、または、[キャンセル]ボタンを押すと、「スイッチのプロパティ」ダイアログを閉じます。 
 
(1) 全般タブ 

スイッチの全般情報を表示します。スイッチブレードとスイッチで入力できる項目が異なります。 

図 4-43 「スイッチのプロパティ」ダイアログ : 「全般」タブ (スイッチブレード時) 

図 4-44 「スイッチのプロパティ」ダイアログ : 「全般」タブ (スイッチ時) 

 スイッチ名 
スイッチまたはスイッチブレード名を表示します。 

 IP アドレス 
スイッチまたはスイッチブレードの IP アドレスを表示します。 

 MAC アドレス 
スイッチブレードの MAC アドレスを表示します。 

 アカウント名 
SystemProvisioning からスイッチブレードを操作するときに使用するアカウント名です。 
アカウント名は、半角英数字 14 文字まで入力できます。 
 

スイッチの種別を 
表示 

スイッチブレードの
名称 

スイッチの種別を表示

スイッチブレードの
IP アドレス 

スイッチブレードの
MAC アドレス 

スイッチの名称 

スイッチの 
IP アドレス 

スイッチブレードを操
作する際に使用す
るパスワード(半角
英数字 8 文字まで) 

スイッチブレードを操作
する際に使用するアカ
ウント名(半角英数字
14 文字まで) 
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 パスワード、パスワード(確認用) 

SystemProvisioning からスイッチブレードを操作するときに使用するアカウントのパスワードを
表示します。「パスワード(確認用)」は、パスワードの入力ミスを防ぐための項目です。「パスワー
ド」と同じものを入力してください。パスワードは半角英数字 8 文字まで入力できます。 

 
(2) VLAN タブ 

選択したスイッチの VLAN 情報を表示します。また、VLAN を追加、変更、削除できます。 
スイッチ種別が「スイッチ」のときは、VLAN ID、外部ポート、ネットワークセグメント、ネットマスクを表示

しません。 

図 4-45 「スイッチのプロパティ」ダイアログ : 「VLAN」タブ (スイッチブレード時) 

図 4-46 「スイッチのプロパティ」ダイアログ : 「VLAN」タブ (スイッチ時) 

 

VLAN ID（2～4094） 

VLAN で使用する
外部ポートを選択
します 
他の VLAN で使用
しているポートは選
択できません 

スイッチブレードのネット
ワークセグメント情報(マ
ネージメント VLAN 時表
示)

スイッチの VLAN 名
を表示 

スイッチブレードのネットマ
スク情報(マネージメント
VLAN 時表示) 

VLAN の追加、
編集、削除 

存在するVLANの一覧
から選択します 

• VLAN の追加、編集、削除を行うと即座に反映されます。このダイアログを
キャンセルしても追加、編集、削除を行った VLAN は元に戻りません。 

• [VLAN]ツリーからスイッチのプロパティを表示した場合、新規 VLAN の作
成、VLAN の削除は行えません。 
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4.10. ロードバランサに対する操作 

「システムリソース」－「ロードバランサ」ツリーを選択すると、ロードバランサ配下に SystemProvisioning で使

用するロードバランサ装置をツリー表示し、詳細情報表示ウィンドウにロードバランサ装置の一覧を表示します。 

さらにロードバランサ装置のツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウにそのロードバランサ装置で使用する

負荷分散グループの一覧を表示します。 

ロードバランサに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [ロードバランサ]ツリーで実行できる機能 

 ロードバランサの追加 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 ロードバランサ装置を選択して実行できる機能 

 負荷分散グループの追加 

 (右クリック) 

 ロードバランサの削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 負荷分散グループを選択して実行できる機能 

 負荷分散グループの削除 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 
図 4-47 [ロードバランサ]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

 

図 4-48 ロードバランサ装置のコンテキストメニュー 

 

 

 

 

 

図 4-49 ロードバランサ装置のコンテキストメニュー 
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4.10.1. ロードバランサの追加 

SystemProvisioning で管理するロードバランサ装置を新規に登録します。この操作の前に、

NetvisorPro で作成するロードバランサ装置の設定を完了している必要があります。 
 
[ロードバランサ]ツリーのコンテキストメニューで[ロードバランサの追加]を選択すると、「ロードバランサの追加」

ダイアログを表示します。ロードバランサの情報を入力したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャ

ンセル]ボタンを押すと、「ロードバランサの追加」ダイアログを閉じます。 

図 4-50 「ロードバランサの追加」ダイアログ 

4.10.2. 新の情報に更新 

ロードバランサの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]－[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.10.3. ロードバランサのプロパティ 

ロードバランサ装置を選択した際のコンテキストメニューで[プロパティ]を選択すると、「ロードバランサのプロパ

ティ」ダイアログを表示します。追加したときと同様の情報を変更できます。ロードバランサの情報を入力したら、

[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押すと、「ロードバランサのプロパティ」ダイアログ

を閉じます。 

図 4-51 「ロードバランサのプロパティ」ダイアログ 

装置種別を選択、 
または入力 

ロードバランサの 
IP アドレス(必須) 

ロードバランサ名 
(必須)

装置種別を選択、 
または入力 

ロードバランサの 
IP アドレス(必須) 

ロードバランサ名 
(必須) 
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4.10.4. 負荷分散グループの追加 

ロードバランサ装置を選択した際のコンテキストメニューで[負荷分散グループの追加]を選択すると、「負荷

分散グループの追加」ダイアログを表示します。ダイアログの記述に従って追加を行ってください。 

図 4-52 「負荷分散グループの追加」ダイアログ 

 
4.10.5. 負荷分散グループのプロパティ 

負荷分散グループを選択した際のコンテキストメニューで[プロパティ]を選択すると、「負荷分散グループのプ

ロパティ」ダイアログを表示します。ダイアログの記述に従って編集を行ってください。 

図 4-53 「負荷分散グループのプロパティ」ダイアログ 

 
4.10.6. ロードバランサの削除 

ロードバランサを削除します。配下に負荷分散グループが存在する場合、削除できません。 
 

4.10.7. 負荷分散グループの削除 

負荷分散グループを削除します。サーバグループで使用している場合、削除できません。 

負荷分散グループのネットワ
ークアドレスを入力(必須) 

負荷分散グループ
名を入力(必須) 

負荷分散グループの
仮想 IP アドレスを入
力(必須) 

負荷分散グループの
プロトコルを選択(必
須) 

負荷分散グループの
ポート番号を入力
(必須) 

負荷分散グループのネットマ
スクを入力(必須) 

負荷分散グループのポート
番号を入力(必須) 

負荷分散グループのネットワ
ークアドレスを入力(必須) 

負荷分散グループ
名を入力(必須) 

負荷分散グループの
仮想 IP アドレスを入
力(必須) 

負荷分散グループのネットマ
スクを入力(必須) 負荷分散グループの

プロトコルを選択(必
須) 

負荷分散グループの
ポート番号を入力
(必須) 

負荷分散グループのポート
番号を入力(必須) 
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4.11. 配布ソフトウェアに対する操作 

「システムリソース」－「配布ソフトウェア」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに

SystemProvisioning で使用する配布ソフトウェアの一覧を表示します。 

配布ソフトウェアに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [配布ソフトウェア]ツリーで実行できる機能 

 ソフトウェアの追加 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 配布ソフトウェアを選択して実行できる機能 

 配布ソフトウェア情報の削除 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

図 4-54 [配布ソフトウェア]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

 
図 4-55 配布ソフトウェアのコンテキストメニュー 
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4.11.1. ソフトウェアの追加 

DPM のシナリオおよびローカルスクリプトの一覧から任意のシナリオを選択し、SystemProvisioning の配

布ソフトウェアとして登録します。 
[配布ソフトウェア]ツリーのコンテキストメニューで[ソフトウェアの追加]を選択すると、「ソフトウェアの追加」ダイ

アログを表示します。 
「ソフトウェアの追加」ダイアログを表示すると、DPM で管理するシナリオと SystemProvisioning に登録し

ている配布ソフトウェアの差分を検索します。配布ソフトウェアに登録されていないシナリオとローカルスクリプト

の一覧を表示します。 

図 4-56 「ソフトウェアの追加」ダイアログ 

SystemProvisioning で新たに使用するシナリオを選択し、[OK]ボタンを押します。 
SystemProvisioning 上での配布ソフトウェアの名称、配布ソフトウェアの説明を編集するには、[編集]ボ

タンを押してください。 

 
「ソフトウェアの追加」ダイアログで[編集]ボタンを押すと、「配布ソフトウェアの設定」ダイアログを表示します。

「配布ソフトウェアの設定」ダイアログでは、SystemProvisioning における配布ソフトウェアの名称変更や、ソ

フトウェアの説明を入力できます。 
配布ソフトウェア情報の入力を完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを

押すと「ソフトウェアの追加」ダイアログへ戻ります。 
 

配布ソフトウェア名の形式は以下のとおりです。 
• Windows 版 DPM のシナリオの場合 

DPM のシナリオ名/DPM のサイト名<WinLinux> 
• HP-UX 版 DPM のシナリオの場合 

DPM のシナリオ名/DPM のサイト名<HPUX> 
• ローカルスクリプトの場合 

ローカルスクリプト名/<localhost> 

新たに検出した配布
ソフトウェアの一覧 
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図 4-57 「配布ソフトウェアの設定」ダイアログ 

 
4.11.2. 新の情報に更新 

SystemProvisioning の配布ソフトウェアを DPM のシナリオもしくはローカルスクリプトと比較し、 新の状

態に更新します。SystemProvisioning の配布ソフトウェアとして登録した DPM のシナリオもしくはローカルス

クリプトが更新されていた場合、「配布ソフトウェアの更新」ダイアログを表示し、配布ソフトウェアを適用してい

るグループやサーバに対して再配布の確認を行います。 
[配布実行]ボタンを押すと、更新された配布ソフトウェアを再配布します。 
「ソフトウェアのインストール方法の選択」で「全ソフトウェアのインストールを行います。」を選択すると、グルー

プ、サーバ設定およびサーバに登録しているソフトウェアを、すべてインストールします。 
また、「差分のみインストールを行います。」を選択した場合でも、全配布に移行するケースや、配布が行わ

れないケースがあります。差分配布可能な条件については、「1.6.5 配布ソフトウェアの差分配布」を参照し

てください。 

図 4-58 「配布ソフトウェアの更新」ダイアログ 

表示用の「ソフトウェア名」は初期値として「配布ソフトウェア名」と同じものが入
っています。 

配布ソフトウェア名 

配布ソフトウェア
の説明 

更新された配布ソフトウェアとそのソフトウェア
を適用しているグループを表示 
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4.11.3. 配布ソフトウェア情報の削除 

SystemProvisioning の配布ソフトウェアを削除します。SystemProvisioning の管理上、削除するという

意味で、DPM の管理するシナリオもしくはローカルスクリプトを削除するわけではありません。 

 
4.11.4. プロパティ ([配布ソフトウェア]ツリー) 

「環境設定」ダイアログの「DPM 情報」タブを表示します。DPM へアクセスするための情報の設定を行えま

す。詳細は「4.16.5 DPM 情報」を参照してください。 
 

4.11.5. プロパティ (選択した配布ソフトウェア) 

選択した配布ソフトウェアのプロパティを表示します。 
 
配布ソフトウェアのプロパティで情報を更新した場合、[OK]ボタンを押してください。[OK]ボタン、または、[キ

ャンセル]ボタンを押すと、「ソフトウェアのプロパティ」ダイアログを閉じます。 
 
(1) 全般タブ 

選択した配布ソフトウェアの全般情報を表示します。 

図 4-59 「配布ソフトウェアのプロパティ」ダイアログ : 「全般」タブ 

 ソフトウェア名 
配布ソフトウェア名を表示します。配布ソフトウェア名には、127 文字まで入力できます。 

 DPM 登録日付 
DPM にシナリオを登録した日付もしくはローカルスクリプトを作成した日付を表示します。 

 シナリオ名 
DPM のシナリオに登録したシナリオ名もしくはローカルスクリプト名を表示します。 

 説明 
配布ソフトウェアの説明を表示します。説明には、255 文字まで入力できます。 

グループに登録している配布ソフトウェアは削除できません。 
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(2) グループタブ 

選択した配布ソフトウェアを登録しているグループを表示します。 

図 4-60 「配布ソフトウェアのプロパティ」ダイアログ : 「グループ」タブ 
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4.12. グループに対する操作 

「サーバグループ」ツリーには、SystemProvisioning で管理するグループ(カテゴリ、グループ、サブグループ)をツ

リーで表示します。 

グループ、サブグループのツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに選択したグループに所属するサーバ

(稼動サーバ、プールサーバ、仮サーバ、仮プールサーバ)の一覧を表示します。 

グループに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [サーバグループ]ツリーで実行できる機能 

 カテゴリの作成 

 (右クリック) 

 グループの作成 

 (右クリック) 

 VM 用グループの作成 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 

 

 
図 4-61 [サーバグループ]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

 カテゴリツリーで実行できる機能 

 グループの作成 

 (右クリック) 

 VM 用グループの作成 

 (右クリック) 

 カテゴリの削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-62 カテゴリツリーのコンテキストメニュー 
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 グループツリーで実行できる機能 

 サブグループの作成 

 (右クリック) 

 サーバの追加 

 (右クリック) 

 仮サーバの追加 

 (右クリック) 

 ソフトウェアの追加 

 (右クリック) 

 ソフトウェアの再配布 

 (右クリック) 

 起動 

 (右クリック) 

 再起動 

 (右クリック) 

 シャットダウン 

 (右クリック) 

 グループの削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

図 4-63 グループツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 サブグループツリーで実行できる機能 

 サーバの追加 

 (右クリック) 

 仮サーバの追加 

 (右クリック) 

 ソフトウェアの追加 

 (右クリック) 

 ソフトウェアの再配布 

 (右クリック) 

 起動 

 (右クリック) 

 再起動 

 (右クリック) 

 シャットダウン 

 (右クリック) 

 サブグループの削除 

 (右クリック) 

 

 

 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 
図 4-64 サブグループツリーのコンテキストメニュー 
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4.12.1. カテゴリの作成 

カテゴリを新規に作成します。 
[サーバグループ]ツリーを選択してコンテキストメニューで[カテゴリの作成]を選択すると、「カテゴリの作成」ダイ

アログを表示します。 

図 4-65 「カテゴリの作成」ダイアログ 

 カテゴリ名 
カテゴリ名を入力します。カテゴリ名は、255 文字まで入力できます。 
 

カテゴリ作成に必要な情報を入力したら[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押

すと「カテゴリの作成」ダイアログを閉じます。 
 

4.12.2. カテゴリの削除 

選択したカテゴリを削除します。 
カテゴリの削除は、カテゴリにグループが存在しない状態でのみ行えます。 
 

4.12.3. グループの作成 

グループを新規に作成します。 
[サーバグループ]ツリーまたは[カテゴリ]ツリーでコンテキストメニューの[グループの作成]を選択すると、「グルー

プ プロパティ」ダイアログを表示します。 
グループを新規に作成するには、「グループ プロパティ」ダイアログに必要な情報を入力します。 
「グループ プロパティ」ダイアログの詳細は、「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 
 

4.12.4. VM 用グループの作成 

VM 用グループを新規に作成します。 
[サーバグループ]ツリーまたは[カテゴリ]ツリーでコンテキストメニューの[VM 用グループの作成]を選択すると、

「グループ プロパティ」ダイアログを表示します。 
VM 用グループを作成する場合の「グループ プロパティ」ダイアログの詳細は、「4.24.2 プロパティ」を参照し

てください。 
仮想サーバ管理オプションが導入されていない場合は、選択できません。 
 

4.12.5. グループの削除 

選択したグループを削除します。 
グループの削除は、グループにサブグループやサーバが存在しない状態でのみ行えます。 
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4.12.6. サブグループの作成 

サブグループを新規に作成します。 
グループツリーでコンテキストメニューの[サブグループの作成]を選択すると、「グループ プロパティ」ダイアログを

表示します。 
サブグループを新規に作成するには、「グループ プロパティ」ダイアログに必要な情報を入力します。 
「グループ プロパティ」ダイアログの詳細は、「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 
 

4.12.7. サブグループの削除 

選択したサブグループを削除します。 
サブグループの削除は、サブグループにサーバが存在しない状態でのみ行えます。 
 

4.12.8. 新の情報に更新 

グループの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.12.9. サーバの追加 

選択したグループに稼動サーバを追加します。 
グループ、もしくはサブグループツリーでコンテキストメニューの[サーバの追加]を選択すると、「サーバの追加」

ダイアログを表示します。 
「サーバの追加」ダイアログは、未使用サーバ、グループのプールサーバの一覧を表示します。 

図 4-66 「サーバの追加」ダイアログ 

 サーバ一覧 
グループに追加できるサーバを表示します。追加するサーバをチェックしてください。 
サーバ一覧に表示しているサーバであっても、必ずしもグループに追加できるとは限りません。グループに
追加するには以下の条件を満たしている必要があります。 

 
 グループに登録している配布ソフトウェアを管理する管理サーバ for DPM 配下に存在する。 
 サーバが「CPU ブレード」の場合、グループに登録している VLAN グループに、サーバを接続した

スイッチブレードを登録済みである。 
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指定グループへ追加できないサーバはグレーで表示します。追加不可のサーバをチェックすると、その旨
メッセージを表示します。 

サーバが SystemProvisioning の管理対象外の場合、サーバを管理対象に設定し、「サーバのプロパテ

ィ」ダイアログを開く旨の確認メッセージを表示します。[OK]ボタンを押すと、「サーバのプロパティ」ダイアログを表

示します。詳細は「4.7.3 管理対象外」を参照してください。 
 
 [プロパティ]ボタン 

選択したサーバの「サーバのプロパティ」ダイアログを表示します。「サーバのプロパティ」ダイアログの詳細
は、「4.7.10 プロパティ」を参照してください。 
 

サーバの選択が完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンを押すと「サーバの追加方法の選択」ダイア

ログを表示します。[キャンセル]ボタンを押すと、サーバの追加を中止します。 
「サーバの追加方法の選択」ダイアログの詳細は、「4.7.7 サーバの追加」を参照してください。 
「サーバの追加方法の選択」ダイアログでは、用途変更以外のパターンを選択できます。 
 

4.12.10. 仮サーバ、仮プールサーバの追加 

選択したグループに仮サーバ、もしくは仮プールサーバを追加します。 
グループ、もしくはサブグループツリーでコンテキストメニューの[仮サーバの追加]を選択すると、「仮サーバの追

加」ダイアログを開きます。 

図 4-67 「仮サーバの追加」ダイアログ 

 追加パターンの選択 
仮サーバ、もしくは仮プールサーバのどちらを作成するのか指定します。 

 グループのプールへ追加 
仮プールサーバを作成する場合、こちらを選択します。 
 グループへ追加 
仮サーバを作成する場合、こちらを選択します。 
 

 サーバ名の指定 
サーバ名は追加パターンにより指定方法が異なります。 

 グループのプールへ追加する場合 
任意のサーバ名を指定できます。グループに登録しているサーバ設定の一覧からも選択できます。 
 グループへ追加する場合 
グループに登録しているサーバ設定のうち、未使用のものから選択します。 

 
仮サーバの設定を完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンを押すと仮サーバ、もしくは仮プールサー

バをグループに追加します。[キャンセル]ボタンを押すと、仮サーバの追加を中止します。 
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4.12.11. ソフトウェアの追加 

選択したグループに配布ソフトウェアを登録します。 
グループ、もしくはサブグループツリーでコンテキストメニューの[ソフトウェア追加]を選択すると、「グループ プロ

パティ」ダイアログの[ソフトウェア設定]タブを表示します。 
 

4.12.12. ソフトウェアの再配布 

選択したグループで稼動している稼動サーバに、グループに登録している配布ソフトウェアを再配布します。 
ソフトウェアのインストール方法には、以下の 2 種類のパターンがあります。 
なお、このダイアログから再配布を実行した場合も、サーバに登録している配布ソフトウェアと、サーバ設定に

登録している配布ソフトウェアをインストールします。 
サーバに登録している配布ソフトウェアについては、「4.7.10 プロパティ」を参照してください。サーバ設定に

登録している配布ソフトウェアについては、「4.12.14(3) グループ ： 全般タブ ： サーバ設定 ダイアログ」を

参照してください。 
 
 すべての配布ソフトウェアを再配布 

グループに登録している配布ソフトウェアをすべて再配布します。 
 差分のある配布ソフトウェアを再配布 

グループに登録している配布ソフトウェアと、稼動サーバに配布済の配布ソフトウェアを比較して、差分
のある配布ソフトウェアのみ再配布します。 
なお、差分配布を選択した場合でも、全配布に移行するケースや、配布が行われないケースがありま
す。差分配布可能な条件については、「1.6.5 配布ソフトウェアの差分配布」を参照してください。 

 
グループへの配布方法は、以下の 2 種類の配布方法があります。 
 一斉配布 

すべての稼動サーバに対して、同時に配布します。 
 シーケンシャル配布 

すべての稼動サーバに対して、1 台ずつ順番に配布します。 
 
グループ、もしくはサブグループツリーでコンテキストメニューの[ソフトウェアの再配布]を選択すると、「ソフトウェ

アの再配布」ダイアログを表示します。 
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図 4-68 「ソフトウェアの再配布」ダイアログ 

 差分情報 
現在の稼動サーバにおける配布ソフトウェアの配布状況を表示します。 
「ソフトウェアインストール済みです。」と表示している場合、配布ソフトウェアの再配布を行う必要はあり
ません。 

 グループへの配布パターンの選択 
稼動サーバへの配布パターンを選択します。 

 グループに所属するサーバに一斉に配布します。 
一斉配布を行う場合、こちらを選択します。 
 グループに所属するサーバへシーケンシャルに配布します。 
シーケンシャル配布を行う場合、こちらを選択します。 

 ソフトウェアのインストール方法の選択 
配布する配布ソフトウェアのインストール方法を選択します。 

 全ソフトウェアのインストールを行います。 
すべての配布ソフトウェアを再配布する場合、こちらを選択します。 
 差分のみインストールを行います。 
配布ソフトウェアの差分のみ配布する場合、こちらを選択します。 
 

再配布条件の設定を完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンを押すと配布ソフトウェアを設定した

内容に従って再配布します。[キャンセル]ボタンを押すと、配布ソフトウェアの再配布を中止します。 
 

4.12.13. 起動、再起動、シャットダウン 

グループに所属するすべてのサーバを起動、再起動、シャットダウンします。 

所属するサーバと配布ソフトウェア
のインストール状況を表示 
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4.12.14. プロパティ 

選択したカテゴリ、グループ、サブグループのプロパティを表示します。 
カテゴリツリーでコンテキストメニューの[プロパティ]を選択すると、「カテゴリのプロパティ」ダイアログを表示しま

す。 
 

グループ、サブグループツリーでコンテキストメニューの[プロパティ]を選択すると、「グループ プロパティ」ダイアロ

グを表示します。 
 
カテゴリ、グループ、サブグループのプロパティで情報を更新した場合、[OK]ボタンを押してください。[OK]ボタ

ン、または、[キャンセル]ボタンを押すと、プロパティのダイアログを閉じます。 
 
(1) カテゴリ 

カテゴリのプロパティを表示します。 

図 4-69 「カテゴリのプロパティ」ダイアログ 

 
(2) グループ、サブグループ ： 全般タブ 

グループ、サブグループの全般情報を表示します。グループ作成、編集時は、グループ作成に必要な

情報を入力します。 

図 4-70 「グループ/サブグループ プロパティ」ダイアログ : 「全般」タブ 

グループ名(必須：255 文字まで)

グループの説明 
（255 文字まで） グループのプ

ライオリティ
(1～10) 

ポリシー設定 
ダイアログを表示 

グループに登録する
サーバの設定 
(サブグループの場合
は表示しません)

親グループが存在する場合に
親グループ名を表示 

グループで使用する
ポリシーを表示・選
択(サブグループの場
合、表示しません) 

グループの
使用する
OSを表示・
選択 

プールサー
バの使用方
法を表示・
選択 



 

165 

 親グループ名 
親グループが存在する場合、親グループ名を表示します。 
親グループとは、グループの構造を階層化している場合、グループまたは、サブグループを持つカ
テゴリまたは、グループを指します。 
プロパティの対象がグループの場合は「カテゴリ名」を、サブグループの場合は「グループ名」を親
グループ名として表示します。 

 グループ名 
グループの名称を表示します。グループ名を編集する場合、テキストボックスに値を入力してくだ
さい。グループ名は 255 文字まで入力できます。 

 グループ説明 
グループの説明を表示します。グループの説明を編集する場合、テキストボックスに値を入力し
てください。説明は 255 文字まで入力できます。 

 プライオリティ 
グループのプライオリティを表示します。グループのプライオリティを編集する場合、テキストボックス
に値を入力するか、スピンボタンで値を変更してください。プライオリティには 1～10 の値を指定
できます(プライオリティは、1 から順に低くなります)。 
プライオリティの設定は、ポリシー制御、コマンド実行により対象のグループを自動選択する際に
使用します。 
自動選択される対象のグル－プが、 
・ サーバ追加（追加先グループ） 
・ 用途変更時（用途変更先グループ） 
・ サーバ起動（起動するサーバが所属するグループ） 
である場合、指定されたカテゴリまたは親グループ配下にあるグループの中から、グループに設定
されたプライオリティの高い(プライオリティ値が小さい)順に選択されます。 
自動選択される対象のグループが、 
・ サーバ削除（削除するサーバが所属するグループ） 
・ 用途変更（用途変更元グループ） 
・ サーバ停止（停止するサーバが所属するグループ） 
である場合、指定されたカテゴリまたは親グループ配下にあるグループの中から、グループに設定
されたプライオリティの低い(プライオリティ値が大きい)順に選択されます。 

 ポリシー名 (サブグループのプロパティには表示されません。) 
グループで使用するポリシーを表示します。既定値では、「標準ポリシー」を設定します。ポリシ
ーを変更する場合、コンボボックスの一覧から選択してください。 
また、[ポリシー設定]ボタンを押すと、ポリシーの内容を編集できます。ポリシー編集の詳細は、
「(4) グループ ： 全般タブ ： ポリシー設定」を参照してください。 

 [ポリシー設定]ボタン (サブグループのプロパティには表示されません。) 
グループで使用するポリシーを表示します。既定値では、「標準ポリシー」を設定します。ポリシ
ーを変更する場合、コンボボックスの一覧から選択してください。 
また、[ポリシー設定]ボタンを押すと、ポリシーの内容を編集できます。 

 [サーバ設定]ボタン (サブグループのプロパティには表示されません。) 
グループで使用するサーバ設定の作成、削除、編集を行います。 
詳細は「(3) グループ ： 全般タブ ： サーバ設定 ダイアログ」を参照してください。 

 プールサーバ使用方法 
(サブグループがある場合はグループプロパティには表示されません。サブグループのプロパティに表示
されます。) 

プールサーバの使用方法を表示・選択します。次のいずれかを選択します。 
・ グループのプールサーバのみを使用する。 
・ グループのプールサーバを使用するが、プールに有効なサーバが無い場合、どのグループにも
属していないサーバをプールサーバとして使用する。 

 グループの使用する OS (サブグループのプロパティには表示されません。) 
グループに所属するサーバの OS を選択します。 
・ Windows Server 
・ Windows Server for IPF（オプション） 
・ Windows Client 
・ Linux 
・ Linux for IPF（オプション） 
・ HP-UX（オプション） 
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(3) グループ ： 全般タブ ： サーバ設定 ダイアログ 

「グループ プロパティ」ダイアログの[サーバ設定]ボタンを押すと、「サーバ設定の一覧」ダイアログを表示

します。「サーバ設定」ダイアログでは、グループで稼動するサーバで使用する、ホスト名、IPアドレス、サブ

ネット マスク、デフォルト ゲートウェイといったネットワーク設定を作成します。 
また、サーバで使用するストレージの設定、サーバに個別に配布するソフトウェアの設定、OS のプロダ

クトキーの設定も行います。 

図 4-71 「サーバ設定の一覧」ダイアログ 

サーバ設定を新規に作成するには、[新規作成]ボタンを押します。 
既に存在するサーバ設定を編集するには、[編集]ボタンを押します。 
サーバ設定の新規作成、編集が完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンまたは[キャンセル]ボ

タンを押すと「グループ作成」画面へ戻ります。 
 
2 台目以降のサーバ設定の場合、[新規作成]ボタンを押すと、以下の自動生成ルールに従って、初

期値が「サーバ設定」ダイアログに表示されます。 
 
 ホスト名 

名前の 後に数字が含まれている場合、連続した数字部分を+1 します(host1→host2、
host09→host10)。 
上記以外は、名前の 後に"1"をつけます(host→host1)。 
 

 
 IP アドレス 

IP アドレスを+1 します。 
元になる IP アドレスが管理用 IP アドレスの場合、自動生成された IP アドレスも管理用 IP ア
ドレスとなります。 
1 台目のサーバ設定で任意のアドレス取得（DHCP プロトコル）を選択している場合は、2 台目
以降も DHCP が設定されます。 
自動生成機能の設定する値を使用しないときは、値を修正してください 

サーバ設定の新規
作成、編集、削除

サーバのホスト名を
リスト表示 

ホスト名には 63文字まで入力できますが、使用する OSの種類により以下の
ように設定してください。 
• Windows の場合、15 文字以内で設定してください。 
• HP-UX の場合、ノード名(ホスト名の 初の構成要素)を 8 文字以内で設

定してください。 



 

167 

2 台目以降に設定できる IP アドレスの個数は 1 台目で設定した個数と同じになるため、2 台
目以降のサーバ設定では IP アドレスの追加、削除はできません。 

 サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ 
1 台目作成時は、編集できます。 
2 台目以降は、1 台目に設定した値を使用します。編集できません。 

 ストレージ 
非共有ディスクは、自由に設定を変更できます。 
共有ディスクについては、以下の制約があります。 
1 台目作成時は、共通で使用する共有ディスクの設定を行えます。 
2 台目以降は、1 台目に設定した共有ディスク情報を引き継ぎます。編集できません。 

 ソフトウェア 
自動生成しません。 

 プロダクトキー 
自動生成しません。 
サーバ設定を新規に作成するごとに、OS のプロダクトキーを入力してください。 
グループで使用する OS が Windows 系 OS の場合のみ、本項目を入力してください。 
プロダクトキーを保存する場合は、チェックボックスにチェックをいれてください。各テキストボックス
には、アルファベットまたは数字の 5 文字まで入力可能です。 

 
[新規作成]ボタン、[編集]ボタンを押すと、「サーバ設定」ダイアログを表示します。ホスト名と NIC ごと

の IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、ストレージ、ソフトウェア、プロダクトキーを新規

に指定、あるいは編集してください。 

 
設定が完了したら[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押すと、「サーバ設

定の一覧」ダイアログへ戻ります。 

図 4-72 「サーバ設定」ダイアログ：「ネットワーク」タブ 

ホスト名に他のサーバ設定と同じものを入力すると、確認のダイアログが表示
されます。このダイアログで[OK]ボタンを押すと、重複したホスト名をもつサー
バ設定を作成することができます。 
ただし、同じホスト名をもつサーバ設定を作成しての運用は、通信等のトラブ
ルの原因となりますので、ネットワーク、SystemProvisioning の仕組みを十
分に理解した上で行ってください。 

ホスト名(必須)

各 NIC の IP アドレス
情報(必須) 

IP アドレスの
追加、編集、
削除 

管理用 IP アドレスを選択 

プロダクトキーを入力
(グループで使用する
OS が Windows の場
合のみ) 
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[追加]ボタン、[編集]ボタンを押すと、「IP アドレスの設定」ダイアログを表示します。固定の IP アドレス

を設定する場合は、[次の IP アドレスを使う]ラジオボタンを選択し、IP アドレス、サブネット マスク、デフォ

ルト ゲートウェイ情報を入力してください。グループの OS タイプが Windows 系、または Linux 系の場合

は、任意の IP アドレスを取得するプロトコル（DHCP）を選択する事が出来ます。DHCP を使用する場

合は、[IP アドレスを自動的に取得する]を選択してください。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押す

と、「サーバ設定」ダイアログへ戻ります。 

図 4-73 「IP アドレスの設定」ダイアログ 

 
 

サーバに実装する NIC 枚数分の設定を定義してください。それぞれの NIC の
情報表示、編集、作成は、NIC 番号のタブを選択してください。 

• グループの OS タイプが HP-UX の場合は、[IP アドレスを自動的に取得す
る]ラジオボタンを選択する事は出来ません。必ず固定の IP アドレスを指
定してください。 

• 1 つの NIC に対して固定の IP アドレス指定と、任意のアドレス取得
（DHCP プロトコル）を混在することはできません。 

• IP アドレスに他のサーバ設定と同じものを入力すると、確認のダイアログが
表示されます。このダイアログで[OK]ボタンを押すと、重複した IP アドレス
をもつサーバ設定を作成することができます。 
ただし、同じ IP アドレスをもつサーバ設定を作成しての運用は、通信等の
トラブルの原因となりますので、ネットワーク、SystemProvisioning の仕
組みを十分に理解した上で行ってください。 

配布するソフトウェア(OS)が HP-UX の場合、サーバ設定のネットワークに関
する設定には以下の注意事項があります。 
• NIC#1 の IP アドレスは必ず設定してください。NIC#1 の IP アドレスを設定

しない場合、正しく動作しない可能性があります。 
• 各 NIC に設定できる IP アドレスは 1 つだけです。1 つの NIC に複数の IP

アドレスを設定した場合、正しく動作しない可能性があります。 

IP アドレス(必須) 

ネットマスク(必須) 

ゲートウェイ 



 

169 

 

図 4-74 「サーバ設定」ダイアログ：「ストレージ」タブ 

 

 

ディスクアレイの種類が iStorage の場合、サーバで使用する LD の登録順
番を設定する際、以下のことに注意してください。 
 
ディスクアレイが複数存在する場合、LD の登録順番はディスクアレイごとに
まとめて定義する必要があります。 
例）LD の登録順番設定 

ディスクアレイ装置として、DiskArray1 と DiskArray2 が存在する。 
DiskArray1 には、LD1 と LD10 が定義されている。 
DiskArray2 には、LD20 が定義されている。 

 
LD1、LD10、LD20 をサーバが使用する場合の LD 登録順番は 
以下の 1.のように設定する必要があります。 
1.  ① LD1  ② LD10  ③ LD20 
2.  ① LD1  ② LD20  ③ LD10 

LD 登録順の
設定 

LD の追加 

LD の編集 

LD の削除 
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[追加]ボタン、[編集]ボタンを押すと、「ストレージの追加」ダイアログ、「ストレージの編集」ダイアログを

表示します。 
追加時は、一覧に表示される LD から接続するものを選択し、HBA への接続方法を入力します。 
編集時は、選択した LD の HBA への接続方法を入力します。 
入力が完了したら[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタンを押すと、「サーバ設

定」ダイアログへ戻ります。 

図 4-75 「ストレージの追加」ダイアログ 

“その他ストレージ(Symmetrix)”の場合、サーバで使用する LD の登
録順番を変更することによって、ローカルスクリプトで展開される環境変
数の内容が変わります。例えば、LD の登録順番が下記のような設定
であったとします。 
 
例）LD の登録順番設定 

設定 1 の場合 設定 2 の場合 
1 番目
2 番目
3 番目

LD_A
LD_B
LD_C

1 番目
2 番目
3 番目

LD_A
LD_C
LD_B

 
ここで、”その他ストレージ“で使用する WWN(HBA)情報が一つのみ
登録されている物理サーバが、設定 1、設定 2 のサーバ設定を使用し
てサーバ追加を行った場合、ローカルスクリプトで展開される環境変数
は、それぞれ以下のようになります。 
 
• 設定 1 での環境変数の内容 

PVM_STORAGE_DEV_1_1_1 ：LD_A 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_2 ：LD_B 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_3 ：LD_C 

 
• 設定 2 での環境変数の内容 

PVM_STORAGE_DEV_1_1_1 ：LD_A 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_2 ：LD_C 
PVM_STORAGE_DEV_1_1_3 ：LD_B 

HBA への接続方法を
指定 

接続する HBA を HBA
順番で指定 
例)1,2 
「接続するHBAを指定
する」を選択したときの
み入力可能 

LD の一覧を表示 

接続する LD をチェック
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図 4-76 「ストレージの編集」ダイアログ 

図 4-77 「サーバ設定」ダイアログ：「ソフトウェア」タブ 

 ソフトウェアの種類 
登録する配布ソフトウェアの種類を選択します。選択を切り替えると、ソフトウェア一覧の表示
が選択した配布ソフトウェアの種類のものに変更します。 
次の種類から選択することができます。 
 

サーバ状態の設定 
ソフトウェアの種類 

未使用 使用中 
サーバ設定・稼動時・グループ配布前

サーバ設定・稼動時・配布 
サーバ設定・稼動時・グループ配布後

サーバ設定・待機時・グループ配布前

サーバ設定・待機時・配布 
サーバ設定・待機時・グループ配布後

設定可能 参照可能

 

HBA への接続方法を
指定 

接続する HBA を HBA
順番で指定 
例)1,2 
「接続するHBAを指定
する」を選択したときの
み入力可能 

選択した LD を表示 

登録する配布ソ
フトウェアの種類
を選択 

配布順を変更 
配布は上から順
に行います 

SystemProvisioning が管理する 
すべての配布ソフトウェアを一覧表示 
配布対象のものにチェックが付きます 
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 ソフトウェア一覧 

選択中の配布ソフトウェアの種類の登録状態を表示します。 
 [↑先]ボタン 

選択中の配布ソフトウェアの配布順序をひとつ前へ移動します。 
 [↓後]ボタン 

選択中の配布ソフトウェアの配布順序をひとつ後へ移動します。 
 

 
(4) グループ ： 全般タブ ： ポリシー設定 ダイアログ 

「グループ プロパティ」ダイアログの[ポリシー設定]ボタンを押すと、「ポリシー設定」ダイアログを表示しま

す。 
ポリシーの設定を完了したら、[OK]ボタン、もしくは[適用]ボタンを押します。[OK]ボタン、もしくは[キャ

ンセル]ボタンを押すと、「ポリシー設定」ダイアログを閉じます。 

図 4-78 「ポリシー設定」ダイアログ 

 ポリシー一覧 
SystemProvisioning に定義しているポリシーを表示します。 
ポリシーの新規作成を行うときは、[追加]ボタンを押します。 
ポリシーの名称を変更するときは、[ポリシー名変更]ボタンを押します。 
ポリシーを削除するときは、[削除]ボタンを押します。 

 ポリシー内容 
「ポリシー一覧」で選択しているポリシーの内容を表示します。 
「通報区分」は、SystemProvisioning で認識する通報の種類です。詳細は「5.2.1 
ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害」を参照してください。 
「通報設定」は、SystemProvisioning の通報機能で通報を行うかどうかを指定します。 
「状態設定」は、通報の状態を次の選択肢から選びます。 
 
・故障 
・一部障害 

• 配布ソフトウェアの登録を変更する場合、稼動サーバへの配布状況を確認
してから行ってください。 

• サーバ設定が使用中の場合は、設定を変更することはできません。稼動中
のサーバの「サーバのプロパティ」ダイアログで変更を行ってください。 

新しいポリシーを作成

選択したポリシーを削除

定義してあるポリシー一覧

選択したポリシーの
内容を編集 

選択したポリシーの内容 

ポリシー名を変更
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・正常 
・設定しない 

 
「復旧処理」は、受信した通報に対する復旧処置を選択します。 
選択できる復旧処理は、「5.1 選択できる処置一覧」を参照してください。 

 
ポリシーの内容を変更するには、変更する「通報区分」を選択して、[編集]ボタンを押します。 

 
 ポリシーの追加と名称変更 

「ポリシー一覧」で[追加]ボタンを押す、もしくはポリシーを選択して[ポリシー名変更]ボタンを押
すと、「ポリシー名設定」ダイアログを表示します。 

図 4-79 「ポリシー名設定」ダイアログ 

ポリシー名称は、255 文字まで入力できます。 
入力が完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または、[キャンセル]ボタンを押すと、
「ポリシー名設定」ダイアログを閉じます。 
 

 ポリシーの内容変更 
「通報区分」を選択して[編集]ボタンを押すと、「ポリシー編集」ダイアログを表示します。 

図 4-80 「ポリシー編集」ダイアログ 

「通報設定」を変更する場合、通報設定の「する」、「しない」を選択します。 
「状態設定」を変更する場合、一覧から指定する状態設定を選択します。 
「復旧処理」を変更する場合、一覧から指定する復旧処理を選択します。 
「説明」は通報の説明を入力します。テキストボックスに値を入力してください。 
設定が完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または、[キャンセル]ボタンを押すと、
「ポリシー編集」ダイアログを閉じます。 

ポリシー名(必須)

選択した通報区分

イベント発生時の通報設定

状態設定を一覧から選択

復旧処理を一覧から選択

通報区分の説明を表示・入力 



 

174 

 

 
(5) グループ ： VLAN タブ 

図 4-81 「グループ プロパティ」ダイアログ : 「VLAN」タブ 

グループに VLAN グループを登録するには、VLAN グループを選択してチェックボックスをチェックします。 
グループから VLAN グループの登録を解除するには、VLAN グループを選択してチェックボックスのチェッ

クを外します。 

 

• VLAN グループを登録するには、先に VLAN グループを作成しておく必要が
あります。 

• グループでサーバが稼動している場合、VLAN グループの登録、解除はでき
ません。 

• SystemProvisioning にて復旧処理などを実行中に、処理中の対象サー
バに関する通報があった場合には、登録されたポリシー（状態設定・復旧
処理）は実行されません。 

• SystemProvisioning にて対象サーバの停止(サスペンド含む)制御を行っ
た場合、以降に対象サーバの起動が確認されるまで、対象サーバに関す
る「サーバアクセス不可能障害」通報があっても、登録されたポリシー（状
態設定・復旧処理）は実行されません。 
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(6) グループ ： ロードバランサタブ 

図 4-82 「グループ プロパティ」ダイアログ : 「ロードバランサ」タブ 

グループにロードバランサを登録するには、ロードバランサを選択してチェックボックスをチェックします。 
グループからロードバランサの登録を解除するには、ロードバランサを選択してチェックボックスのチェックを

外します。 

 

• ロードバランサを登録するには、先にロードバランサを作成しておく必要があり
ます。 

• グループでサーバが稼動している場合、ロードバランサの登録、解除はできま
せん。 
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(7) グループ、サブグループ ： ソフトウェアタブ 

グループ、サブグループに登録している配布ソフトウェアを表示します。グループ作成、編集時は、グル

ープに登録する配布ソフトウェアを指定します。 
このダイアログで選択できるソフトウェアの種類は、「サーバ稼動時に配布」、「サーバ待機時に配布」

の 2 種類です。 

図 4-83 「グループ/サブグループ プロパティ」ダイアログ : 「ソフトウェア」タブ 

 ソフトウェアの種類 
登録する配布ソフトウェアの種類を選択します。選択を切り替えると、ソフトウェア一覧の表示
が選択した配布ソフトウェアの種類のものに変更されます。 

 ソフトウェア一覧 
選択中の配布ソフトウェアの種類の登録状態を表示します。 

 [↑先]ボタン 
選択中の配布ソフトウェアの配布順序をひとつ前へ移動します。 

 [↓後]ボタン 
選択中の配布ソフトウェアの配布順序をひとつ後へ移動します。 

 [再配布]ボタン 
「配布ソフトウェアの再配布」ダイアログを表示します。 
 

 

• 配布ソフトウェアの登録を変更する場合、稼動サーバへの配布状況を確認
してから行ってください。 

ソフトウェアの 
再配布ダイアログ
を表示 

サブグループの場合に親サー
バグループに登録している配
布ソフトウェアの一覧表示 
(編集不可) 

SystemProvisioning が管理するすべての
配布ソフトウェアの一覧表示 
配布対象のものにチェックが付きます 配布順を変更 

配布は上から順
に行います 

登録する配布ソ
フトウェアの種類
を選択します 
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(8) グループ ： Windows 設定タブ 

グループに所属するサーバの OS が Windows の場合に、その情報を表示・設定します。 

図 4-84 「グループ プロパティ」ダイアログ : 「Windows 設定」タブ 

 
 

Administrator のパスワードを
設定します 

ワークグループ名を入力します

ドメイン名を入力します 

ドメインアカウントを入力します

パスワードを入力します 

優先 DNS の IP アドレスを
入力します 

代替 DNS の IP アドレスを
入力します 

優先 WINS の IP アドレスを
入力します 

代替 WINS の IP アドレスを
入力します 

ドメインを使
用する場合
に選択します 

ワークグルー
プを使用する
場合に選択
します 

DNS，WINS を
設定するNICを
選択します 
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(9) グループ ： Linux 設定タブ 

グループに所属するサーバの OS が Linux の場合に、その情報を表示・設定します。 

図 4-85 「グループ プロパティ」ダイアログ : 「Linux 設定」タブ 

 

root のパスワードを
入力します 

ドメインサフィックス
を入力します 

プライマリ DNS の
IP アドレスを入力
します 

セカンダリ DNS の
IP アドレスを入力
します 

ターシャリ DNS の
IP アドレスを入力
します 
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(10) グループ ： HP-UX 設定タブ 

グループに所属するサーバの OS が HP-UX の場合に、その情報を表示・設定します。 

図 4-86 「グループ プロパティ」ダイアログ : 「HP-UX 設定」タブ 

 

root のパスワードを
入力します 

DNS ドメイン名を
入力します 

DNS サーバの IP
アドレスを入力しま
す 
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4.13. グループ内のサーバ操作 

グループ、サブグループのツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに選択したグループに所属するサーバ

(稼動サーバ、プールサーバ、仮サーバ、仮プールサーバ)の一覧を表示します。 

グループに所属するサーバに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 グループ所属サーバで実行できる機能 

 サーバ操作：グループで稼動 

 (右クリック)、 (ドラッグ&ドロップ) 

 サーバ操作：プールで待機 

 (右クリック)、 (ドラッグ&ドロップ) 

 サーバ操作：サーバの割り当て 

 (右クリック) 

 サーバ操作：サーバの置換 

 (右クリック) 

 サーバ操作：サーバの用途変更 

 (右クリック)、 (ドラッグ&ドロップ) 

 サーバ操作：指定ソフトウェアの配布 

 (右クリック) 

 サーバ操作：ソフトウェアの再配布 

 (右クリック) 

 電源操作 

 (右クリック) 

 状態操作：障害状態を無視 

 (右クリック) 

 状態操作：故障状態のリセット 

 (右クリック) 

 状態操作：Job 実行結果のリセット 

 (右クリック) 

 グループから削除 

 (右クリック) 

 データビューアの起動 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-87 グループ所属サーバのコンテキストメニュー 

図 4-88 「サーバ操作」のサブメニュー 

 

 

 

図 4-89 「電源操作」のサブメニュー 

 

 

 

図 4-90 「状態操作」のサブメニュー 
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4.13.1. サーバ操作：グループで稼動 

選択したプールサーバをグループで稼動します。 
稼動サーバの場合、[● グループで稼動]のようにコンテキストメニューの「グループで稼動」の前に●を表示

します。この●は、[グループで稼動]、[プールで待機]のどちらか片方に付きます。 
 

4.13.2. サーバ操作：プールで待機 

選択した稼動サーバをプールへ移動します。 
プールサーバの場合、[● プールで待機]のようにコンテキストメニューの「プールで待機」の前に●を表示しま

す。この●は、[グループで稼動]、[プールで待機]のどちらか片方に付きます。 
 

4.13.3. サーバ操作：サーバの割り当て 

選択した仮サーバ、仮プールサーバに物理サーバを割り当てます。 
 
 仮サーバの割り当て 

仮サーバに物理サーバを割り当て、グループの稼動サーバを作成します。ただし、仮サーバの割り当てで
は配布ソフトウェアの配布を行いません。仮サーバの割り当て完了後、必要に応じて「ソフトウェアの再
配布」を行ってください。 
 
仮サーバの割り当てを行うには、以下の条件を満たしている必要があります。 

 仮サーバのホスト名と割り当てる未使用サーバのホスト名が一致する。 
 仮サーバと未使用サーバが同一ネットワークセグメント上に存在する。 

 

 
 仮プールサーバの割り当て 

仮プールサーバに物理サーバを割り当て、プールサーバを作成します。 
仮プールサーバの割り当てを行うには、以下の条件を満たしている必要があります。 

 仮プールサーバのホスト名と割り当てる未使用サーバのホスト名が一致する。 
 

4.13.4. サーバ操作：サーバの置換 

選択した稼動サーバの物理サーバをプールサーバで置換します。この操作はプールサーバでは選択できませ

ん。 
 
コンテキストメニューで[サーバ操作]–[サーバの置換]を選択すると、「サーバの置換」ダイアログを表示します。

サーバの置換条件を選択します。 

以下の条件を満たす場合、仮サーバの割り当てをすることができません。 
• DeploymentManager の Web コンソールにて IP アドレスを「127.0.0.1」

に設定している管理サーバ配下の未使用サーバを仮サーバに割り当てる
場合。 

• 仮サーバとして設定されているサーバ設定の IP アドレスが、すべて「IP アド
レスを自動的に取得する」になっている場合。 

• 仮サーバとして設定されているサーバ設定の IP アドレスのうち、「次の IP ア
ドレスを使う」で入力されたネットワークセグメントと、未使用サーバのネット
ワークセグメントが異なる場合。 
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図 4-91 「サーバの置換」ダイアログ 

サーバの置換には、以下のような 2 種類の実行条件があります。 
 ホスト名を引き継ぎます。 

稼動サーバのサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)を置換後のサーバに引き継ぎます。 
 ホスト名を引き継ぎません。 

稼動サーバのサーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)を置換後のサーバに引き継ぎません。稼動サーバ
をグループから削除し、新たにプールからサーバを追加した場合と同様の操作になります。 
 
「サーバの置換条件」を選択したら、[置換実行]ボタンを押します。[置換実行]ボタンを押すと、指定し
た条件に従ってサーバの置換を行います。[キャンセル]ボタンを押すと、サーバの置換を中止します。 

 
4.13.5. サーバの操作：サーバの用途変更 

選択した稼動サーバをプールサーバとして登録している他のグループの稼動サーバへ用途変更します。この

操作はプールサーバでは選択できません。 
ドラッグ&ドロップの場合、選択したサーバを用途変更先グループのツリーへドラッグ&ドロップします。 
コンテキストメニューの[サーバの用途変更]を選択した場合、「サーバの用途変更」ダイアログを表示します。

このダイアログで用途変更先グループを選択します。 

図 4-92 「サーバの用途変更」ダイアログ 

用途変更先グループを選択したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンを押すと、サーバの用途変更を行い

ます。[キャンセル]ボタンを押すと、サーバの用途変更を中止します。 
 

置換対象のプールサーバが他のグループで稼動している場合、サーバを置換
できません。 

移動先グループを選択
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4.13.6. 指定ソフトウェアの配布 

ユーザが指定した単一もしくは複数の配布ソフトウェアをサーバに配布します。 

図 4-93 指定ソフトウェアの配布 

 
4.13.7. サーバ操作：ソフトウェアの再配布 

選択した稼動サーバにグループに登録している配布ソフトウェアを再配布します。この操作はプールサーバで

は選択できません。 
コンテキストメニューの[サーバ操作]–[ソフトウェアの再配布]を選択すると、「ソフトウェアの再配布」ダイアログ

を表示します。 

図 4-94 「ソフトウェアの再配布」ダイアログ 

 ソフトウェアのインストール方法の選択 
配布するソフトウェアのインストール方法を選択します。 

 全ソフトウェアのインストールを行います。 
すべての配布ソフトウェアを再配布する場合、こちらを選択します。 
 差分のみインストールを行います。 
差分のある配布ソフトウェアを再配布する場合、こちらを選択します。 
なお、差分配布を選択した場合でも、全配布に移行するケースや、配布が行われないケースがあ
ります。差分配布可能な条件については、「1.6.5 配布ソフトウェアの差分配布」を参照してくださ
い。 
 

再配布条件の設定を完了したら、[配布実行]ボタンを押します。[配布実行]ボタンを押すと、設定した内

容に従って配布ソフトウェアを再配布します。[キャンセル]ボタンを押すと、配布ソフトウェアの再配布を中止し

ます。 
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4.13.8. 電源操作 

選択したサーバを起動、再起動、シャットダウンします。この操作はプールサーバでは選択できません。 

 
4.13.9. 状態操作：障害状態を無視 

選択したサーバを「メンテナンスモード」に移行、もしくは「メンテナンスモード」を解除します。この操作はプー

ルサーバでは選択できません。 
 
メンテナンスモードは、サーバのメンテナンス作業中などで障害通報を無視するときに使用します。メンテナン

スモードに設定しているサーバで障害が発生しても、ポリシーによる復旧処理は行いません。 
メンテナンスモードの稼動サーバは、詳細情報表示ウィンドウの管理状態欄に「メンテナンス中」と表示しま

す。また、コンテキストメニューの[障害状態を無視]にチェックがつきます。 
 

稼動中のサーバに対してシャットダウンや再起動を行う場合、必ず事前にメンテナンスモードに移行してくだ

さい。メンテナンスモードへの移行を行わずにシャットダウンや再起動を行うと、SystemProvisioning はサーバ

ダウンと認識します。 
再起動が完了したら、メンテナンスモードを解除してください。 

 
4.13.10. 状態操作：故障状態をリセット 

選択した稼動サーバのハードウェア状態を「正常」に設定します。 
 
SystemProvisioning は、稼動サーバの障害を認識すると、ハードウェア状態を「一部故障」、「故障」に

変更します。稼動サーバの障害原因を取り除き復旧したら、稼動サーバのハードウェア状態を「正常」に戻し

てください。 

 
4.13.11. 状態操作：Job 実行結果のリセット 

選択した稼動サーバの Job 実行結果をリセットします。 
 
SystemProvisioning は、何らかの理由によりアクションシーケンスの実行に失敗すると、管理状態を「異

常終了」にすることがあります。アクションシーケンスの実行失敗を確認したら、稼動サーバの管理状態をリセッ

トしてください。 
 

この機能は、管理情報のみを変更します。実際に障害の原因を取り除くわけ
ではありません。必ず、障害の原因を取り除いてから操作を行ってください。 

メンテナンスモードの解除は、サーバの状態を再度チェックするので、時間を要
する場合があります。 

• 電源操作を行う場合は必ずメンテナンスモードへ移行してください。 
• メンテナンスモードへの移行、解除操作については、「4.7.4 障害状態を無

視」、「4.13.9 状態操作：障害状態を無視」を参照してください。 
• SystemProvisioning からのサーバの起動が完了しても OS が起動中の

場合があります。起動後にサーバの操作を行う場合は、該当サーバで OS
の起動を確認してから行ってください。 
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4.13.12. グループから削除 

選択したサーバをグループの登録から削除します。削除したサーバは、「システムリソース」－「サーバ」の未

使用サーバ一覧に表示します。 

 
4.13.13. データビューアの起動 

選択した稼動サーバの詳細情報を表示します。この操作はプールサーバでは選択できません。 
 
この操作により、「ESMPRO/ServerManager のデータビューア」を起動します。 
データビューアに関する詳細は、ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。 
 

4.13.14. プロパティ 

選択したサーバのプロパティを表示します。 
詳細は「4.7.10 プロパティ」を参照してください。 
 

用途変更用に複数グループのプールに同一物理サーバを登録している場合、
「グループから削除」を実行したプールサーバの登録のみ削除します。他グルー
プでのプールサーバの登録はそのまま残ります。 
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4.14. VLAN グループの操作 

「VLAN」ツリーには、SystemProvisioning で管理する VLAN グループをツリーで表示します。 

VLAN グループのツリーには、VLAN グループに登録しているスイッチをツリーで表示します。 

スイッチのツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウにスイッチに接続しているサーバの一覧を表示します。 

VLAN グループに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [VLAN]ツリーで実行できる機能 

 VLAN グループの作成 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 VLAN グループを選択して実行できる機能 

 スイッチの追加 

 (右クリック) 

 VLAN グループの削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 スイッチを選択して実行できる機能 

 スイッチ VLAN の追加 

 (右クリック) 

 VLAN グループから削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-95 [VLAN]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

図 4-96 VLAN グループのコンテキストメニュー 

 

 

 

 

 

 

図 4-97 スイッチのコンテキストメニュー 
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4.14.1. VLAN グループの作成 

VLAN グループを作成します。 
「VLAN」ツリーでコンテキストメニューの[VLAN グループの作成]を選択すると、「VLAN グループの作成」ダイ

アログを開きます。 

図 4-98 「VLAN グループの作成」ダイアログ 

 VLAN グループ名 
作成する VLAN グループの名称を入力します。VLAN グループ名は 127 文字まで入力できます。 

 VLAN の説明 
作成する VLAN グループの説明を入力します。説明は、255 文字まで入力できます。 

 スイッチ一覧 
SystemProvisioning に登録しているスイッチを表示します。作成する VLAN グループで使用するスイ
ッチを選択し、チェックボックスをチェックします。 

 スイッチ VLAN 一覧 
「スイッチ一覧」で選択したスイッチ上に存在する VLAN(スイッチ VLAN)を表示します。作成する
VLAN グループで使用するスイッチ VLAN を選択します。 

 
VLAN グループの設定を完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンを押すと VLAN グループを作成し

ます。[キャンセル]ボタンを押すと、VLAN グループの作成を中止します。 
 

VLAN グループを作成する前に、使用するスイッチを SystemProvisioning に
登録してください。 
スイッチの登録については、「4.9.1 スイッチの追加」を参照してください。 

VLAN グループ
名を指定(必須) 

VLAN グループ名の説明

スイッチの選択(必須) スイッチ VLAN の
選択(必須) 
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4.14.2. VLAN グループの削除 

選択した VLAN グループを削除します。 

 

4.14.3. スイッチ、スイッチ VLAN の追加 

選択した VLAN グループにスイッチブレード、もしくはスイッチ VLAN を追加します。 
VLAN グループツリーでコンテキストメニューの[スイッチの追加]、もしくはスイッチツリーでコンテキストメニューの

[スイッチ VLAN の追加]を選択すると、「スイッチとスイッチ VLAN 情報の選択」ダイアログを開きます。 

図 4-99 「スイッチとスイッチ VLAN 情報の選択」ダイアログ 

登録するスイッチの一覧
(必須) 

選択しているスイッチ上
に存在する VLAN の一
覧(必須)

グループに登録している VLAN グループは削除できません。 
 

選択した VLAN グループ名

NetvisorPro で管理するスイッチを VLAN グループに登録する場合、VLAN
グループ名には VLAN グループと関連付けるサーバの NIC 番号を半角文字
で指定してください。VLAN グループ名とサーバの NIC 番号との間には必ず
"/"を入れてください。 
例) VLAN グループ名 VLAN-1 にサーバに搭載されている NIC1 を使用す
る場合 
  VLAN-1/NIC1 
NIC 番号を指定しないと、NetvisorPro と連携できなくなります。 

VLAN グループにマネージメント VLAN を登録する場合は、以下の点に注
意してください。 
SystemProvisioning は、マネージメント VLAN を使用して管理対象サー
バを制御します。VLAN グループにマネージメント VLAN を指定した場合、
SystemProvisioning は、サーバの削除、サーバの置換、用途変更といった
サーバの構成変更のとき、マネージメント VLAN から管理対象サーバを削除
します。その結果、SystemProvisioning は管理対象サーバを制御できなく
なります。 
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 追加するスイッチ 
SystemProvisioning に登録しているスイッチを表示します。作成する VLAN グループで使用するスイ
ッチを選択し、チェックボックスをチェックします。 

 スイッチ VLAN 一覧 
「追加するスイッチ」で選択したスイッチ上に存在する VLAN(スイッチ VLAN)を表示します。使用するス
イッチ VLAN を選択してください。 

 [スイッチ VLAN 作成]ボタン 
選択しているスイッチに新規に VLAN を作成する場合、[スイッチ VLAN 作成]ボタンを押します。[スイッ
チ VLAN 作成]ボタンを押すと、「スイッチ VLAN の作成」ダイアログを表示します。 
詳細は「4.9.2 スイッチ VLAN の追加」を参照してください。 

 
スイッチ、スイッチ VLAN の追加の設定を完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタンを押すとスイッチ、

スイッチ VLAN の追加を行います。[キャンセル]ボタンを押すと、スイッチ、スイッチ VLAN の追加を中止します。 
 

4.14.4. VLAN グループから削除 

選択したスイッチを VLAN グループから削除します。 
 

4.14.5. 新の情報に更新 

VLAN グループ、スイッチの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]－[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
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4.14.6. プロパティ 

選択した VLAN グループの情報を表示します。 

図 4-100 「VLAN グループのプロパティ」ダイアログ 

 VLAN 名 
VLAN グループの名称を表示します。VLAN グループ名は、127 文字まで入力できます。 

 説明 
VLAN グループの説明を表示します。説明は、255 文字まで入力できます。 

 
プロパティで情報を更新した場合、[OK]ボタン、もしくは[適用]ボタンを押してください。[OK]ボタン、または、

[キャンセル]ボタンを押すと、「VLAN グループのプロパティ」ダイアログを閉じます。 
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4.15. Job 一覧、キャンセル機能 

運用管理ツールで実行している Job(アクションシーケンス)を表示します。 

「ツールバー」で[Job 一覧]ボタンを押すと、「Job 一覧」ダイアログを表示します。 

図 4-101 「Job 一覧」ダイアログ 

 JobID 

実行中の Job の ID を表示します。 

 Job 内容 

実行している Job の内容を表示します。 

 進捗率 

実行している Job のおおよその進捗率を表示します。 

 [Job の中断]ボタン 

JobID のチェックボックスをチェックして[Job の中断]ボタンを押すと、選択した Job を中断します。 

すべての Job を中断できるわけではありません。中断できる Job は以下のとおりです。 

 サーバの起動、再起動、シャットダウン 

 サーバのグループ追加 

 サーバの用途変更 

 ソフトウェアの再配布 

 

一覧には、運用管理ツールを使用して起動したジョブ以外は表示されません。
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4.16. 環境設定 

SystemProvisioning の環境設定を行います。「ツールバー」で[環境設定]ボタンを押すと、「環境設定」ダイ

アログを表示します。設定できる項目および既定値ついては、「8 コンフィグレーションパラメータ一覧」を参照して

ください。 

 

4.16.1. 全般 

SystemProvisioning の構成情報管理に関する設定を行います。 
設定内容を反映するには、SystemProvisioning を再起動してください。 

図 4-102 「環境設定」ダイアログ : 「全般」タブ 

 情報収集を行う 
SystemProvisioning で管理するシステムリソースおよび、新規システムリソースの構成情報の収集を
定期的に行う場合、指定します。情報収集を行う場合、情報収集間隔を設定する必要があります。 

 情報収集間隔 
SystemProvisioning で管理するシステムリソースの構成情報を収集する間隔を入力します。 
指定できる値は、2～3600(分)です。 

 情報収集を行う 
SystemProvisioning で管理する仮想リソースの構成情報の収集を定期的に行う場合、指定します。
情報収集を行う場合、情報収集間隔を設定する必要があります。 
仮想サーバ管理オプションが導入されていない場合は、設定は有効になりません。 

 情報収集間隔 
SystemProvisioning で管理する仮想リソースの構成情報を収集する間隔を入力します。 
指定できる値は、2～3600(分)です。 
仮想サーバ管理オプションが導入されていない場合は、設定は有効になりません。 
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4.16.2. 基盤機能 

SystemProvisioning の内部通信ポートを設定します。 
SystemProvisioning の各コンポーネントで使用する TCP ポート番号を設定することが可能です。 

図 4-103 「環境設定」ダイアログ : 「基盤機能」タブ 

 

• 通信設定ポートは、できるだけ既定値を使用してください。 
• SystemMonitor 用のポート番号は、すべてのポート番号の中で 大にす
る必要があります。 
• 通信ポート設定内容を有効にするには、SystemProvisioning を再起動
する必要があります。 
• UniversalConnector(UC)用のポート番号は参照のみ可能です。 
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4.16.3. 構成情報管理 

SystemProvisioning で管理するシステムリソースの情報を格納するデータベース(構成情報データベース)
に関する設定を行います。 

設定内容を変更した場合は、SystemProvisioning を再起動してください。 

図 4-104 「環境設定」ダイアログ : 「構成情報管理」タブ 

 ホスト名 
SystemProvisioning の構成情報データベースが動作するホスト名を入力します。 

 インスタンス名 
SystemProvisioning の構成情報データベースのインスタンス名を指定します。 
MSDE のセットアップで作成したインスタンス名です。 

 Windows 認証ログインを使用する 
SystemProvisioning の構成情報データベースにアクセスするときに、Windows 統合認証を使用する
場合は、このラジオボタンをチェックします。 
ネットワークユーザのセキュリティ属性を使用して、ログオンセキュリティを Windows 2000 または
Windows 2003 と統合し、ログオンアクセスを制御します。ユーザのネットワークセキュリティ属性はネット
ワークログオン時に確立され、Windows ドメインコントローラにより検証されます。 
この場合、アカウント名、パスワードは設定できません。 

 SQL 認証ログインを使用する 
SystemProvisioningの構成情報データベースにアクセスするときに、SQL認証を使用する場合は、こ
のラジオボタンをチェックします。 
特定のアカウント名とパスワードを使用して信頼関係接続以外で接続すると、MSDE は、指定したパ
スワードと一致するパスワードで SQL Server ログオンアカウントがセットアップされているかどうかを調べて
認証を行います。MSDE にログオンアカウントが設定されていない場合は、認証が失敗します。 

 アカウント名 
SQL 認証を使用する場合、SystemProvisioning の構成情報データベースにアクセスするためのアカ
ウントを入力します。MSDE にあらかじめ登録されているアカウント名を指定します。 
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 パスワード、パスワード(確認用) 
SQL認証を使用する場合、SystemProvisioningの構成情報へアクセスするためのパスワードを入力
します。MSDE にあらかじめ登録されているアカウント名に対するパスワードを指定します。 
「パスワード(確認用)」は、パスワードの入力ミスを防ぐための項目です。「パスワード」と同じものを入力
してください。 
 

4.16.4. 自己監視 

 SystemProvisioning の自己監視機能の設定を行います。 

図 4-105 「環境設定」ダイアログ : 「自己監視」タブ 

 生存監視間隔 
SystemProvisioning の提供する各コンポーネントの起動状態を監視する間隔を指定します。 
設定可能な範囲は 10～3600 です。 

 応答待ち時間 
SystemProvisioning の提供する各コンポーネントの起動状態確認に対する応答待ち合わせ間隔を
指定します。設定できる範囲は 10～3600 です。 

 プロセスの再起動 
SystemProvisioning の各コンポーネントに異常を検出した場合、SystemProvisioning の安定化の
ため、再起動を行うかどうか(行う/行わない)を選択します。SystemProvisioning の再起動を行う場
合、再起動リトライに回数を指定してください。 

 再起動リトライ 
SystemProvisioning の各コンポーネントに異常を検出した場合、再起動リトライを行う回数を設
定します。指定できる範囲は 1～100 です。 
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4.16.5. DPM 情報 

DPM へアクセスするための情報の設定を行います。 

図 4-106 「環境設定」ダイアログ : 「DPM 情報」タブ 

 DPM 情報一覧 
DPM の IP アドレスとポート番号および DPM 種別の一覧を表示します。 

 [追加]ボタン 
SystemProvisioning と連携する DPM 情報を追加するときに使用します。[追加]ボタンを押すと、
「DPM 設定」ダイアログを表示します。 

図 4-107 「DPM 設定」ダイアログ 

DPM の IP アドレス(必須) 

DPM のポート番号(必須) 

DPM for HP-UX の 
ユーザ名(必須) 

DPM のパスワード(必須) 
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 DPM 種別 

DPM for Windows/Linux または DPM for HP-UX を選択します。編集の場合は変更できま
せん。 

 
 IP アドレス 

DPM for Windows/Linux を選択した場合、Web サーバ for DPM の IP アドレスを指定しま
す。DPM for HP-UX を選択した場合、管理サーバ（HP-UX）の IP アドレスを指定します。 

 ポート番号 
DPM for Windows/Linux を選択した場合、Web サーバ for DPM のポート番号を指定しま
す。DPM for HP-UX を選択した場合、管理サーバ（HP-UX）のポート番号を指定します。 
ポート番号の入力は必須ですが、入力を省略した場合には既定値のポート番号が自動で設
定されます。既定値のポート番号は、DPM for Windows/Linuxを選択した場合、8080が設
定され、DPM for HP-UX を選択した場合、15416 が設定されます。 

 ユーザ名 
DPM for HP-UX を指定した場合、管理サーバ（HP-UX）のユーザ名を指定します。 

 パスワード 
DPM for Windows/Linux を選択した場合には、管理サーバ for DPM のパスワードを指定し
ます。DPM for HP-UX を選択した場合には、管理サーバ（HP-UX）のパスワードを指定しま
す。 

 
追加する DPM 情報を指定したら、[OK]ボタンを押してください。[OK]ボタン、または[キャンセル]ボタン
を押すと「DPM 設定」ダイアログを閉じます。 
 
DPM(HP-UX)の場合には DeploymentManager(HP-UX)管理サーバが動作しているホストの IP ア
ドレスとポート番号、DeploymentManager(HP-UX)のログイン名、パスワードを設定します。 
 

 
 [編集]ボタン 

SystemProvisioning と連携する DPM 情報を編集するときに使用します。[編集]ボタンを押すと、
「DPM 設定」ダイアログを表示します。 
既に登録済みの DPM のポート番号を変更する場合、登録済み DPM 情報をいったん削除した後、
ポート番号を変更した DPM 情報を再度追加してください。 
詳細は「10.2.9 Web サーバ for DPM のポート番号変更について」を参照してください。 
 

 
  [削除]ボタン 

選択した DPM 情報を登録から削除します。 
 

• DPM の IP アドレスには、ローカルループバックアドレス(127.0.0.1)は設定し
ないでください。 

• DPM for Windows/Linux 選択時のパスワードは、「管理サーバ for 
DPM のパスワード」を入力してください。 

• DPM for HP-UX 選択時のパスワードは、「管理サーバ（HP-UX）」のパス
ワードを入力してください。 

仮想サーバの稼動状態が"メンテナンスモード"の場合、仮想サーバの追加や
移動などの操作を行わないで下さい。操作を行った場合、正常に動作しない
場合があります。 
修正した値が間違っている場合は、DPM 情報の編集に失敗します。このとき
は、修正前の情報は削除されます。 

HP-UX サーバ用のライセンスを登録していない場合、DPM 種別で DPM for 
HP-UX は選択できません。ライセンスの詳細については、「2 ライセンス管理
ツール」を参照してください。 
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4.16.6. NetvisorPro 

NetvisorPro へアクセスするための情報の設定を行います。 

図 4-108 「環境設定」ダイアログ : 「NetvisorPro」タブ 

 ホスト名 
NetvisorPro が動作するホスト名を入力します。 

 ポート番号 
NetvisorPro とアクセスするポート番号を入力します。 
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4.16.7. 通報 

通報機能の設定を行います。 

図 4-109 「環境設定」ダイアログ : 「通報」タブ 

 メール通報を行います 
メール通報を行う場合にチェックします。 

 送信用メールサーバ 
送信用メールサーバ名を入力します。メールサーバの設定を完了している必要があります。 

 通知元メールアドレス情報(From) 
通知元メールアドレスを入力します。 

 通知先メールアドレス情報(To) 
通知先メールアドレス情報を入力します。複数指定する場合、「,」で区切って入力します。 

 [テスト送信]ボタン 
メールサーバなどの設定が正しいか確認するために、設定した通知先メールアドレスにテストメールを送
信します。指定したメールアドレスにメールが届かなかった場合、設定に誤りが無いか確認し、正しく設
定してください。 

 ESMPRO に通知する 
SystemProvisioning で発生したイベントを ESMPRO/ServerManager に通知する場合にチェックし
ます。 

入力した情報を設定するには[OK]ボタンをクリックし、ダイアログを閉じてください。 
変更なしでダイアログを閉じるには、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 
ダイアログを開いたまま情報を設定するには、[適用]ボタンをクリックしてください。 
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4.16.8. ログ 

SystemProvisioning の運用ログ、デバッグログに関する設定を行います。 

図 4-110 「環境設定」ダイアログ : 「ログ」タブ 

 運用ログの 大出力サイズ 
運用ログの 大出力サイズを入力します。1～16MB の範囲で設定できます。 

 詳細情報を出力します 
通常取得する運用ログよりも詳細なログ情報を取得する場合にチェックします。 

 デバックログの 大出力サイズ 
デバックログの 大出力サイズを入力します。1～16MB の範囲で設定できます。 

 取得するデバックログレベルの設定 
取得するデバックログの出力レベルを入力します。0(低)～7(高)の範囲で設定できます。 

 

入力した情報を設定しダイアログを閉じるには、[OK]ボタンをクリックします。 
変更を行わないでダイアログを閉じるには、[キャンセル]ボタンをクリックします。 
ダイアログを開いたまま入力情報を設定するには、[適用]ボタンをクリックします。 

 

 

ESMPRO 通報を行うには、SystemProvisioning 管理サーバ上に 
ESMPRO/ServerAgent をインストールする必要があります。 
ESMPRO 通報の対象となるイベント ID は下記になります(詳細は「9.1.1 
イベントログ」を参照)。 
「PVM」のイベント ID 
501,502,503 
「SystemMonitor」のイベント ID 
2,50,100,101 
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4.16.9. 仮想リソース 

VM サーバの負荷分散で使用する「キャパシティ値」「コスト値」の初期値を設定します。 

図 4-111 「環境設定」ダイアログ : 「仮想リソース」タブ 

 キャパシティ値 
ポリシー動作にて VM 移動を行う際に参照する VM サーバのキャパシティ値の初期値を設定します。 

 コスト値 
ポリシー動作にて VM 移動を行う際に参照する VM のコスト値の初期値を設定します。 
キャパシティ値以下の値を設定してください。 

 
入力した情報を設定しダイアログを閉じるには、[OK]ボタンをクリックします。 
変更を行わないでダイアログを閉じるには、[キャンセル]ボタンをクリックします。 
ダイアログを開いたまま入力情報を設定するには、[適用]ボタンをクリックします。 
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4.16.10. その他 

ESMPRO/ServerManager と連携するための設定を行います。 

図 4-112 「環境設定」ダイアログ : 「その他」タブ 

 SNMP コミュニティ名 
ESMPRO/ServerManager が管理対象サーバの ESMPRO/ServerAgent と通信するときに使用
する SNMP のコミュニティ名を入力します。 

 
入力した情報を設定しダイアログを閉じるには、[OK]ボタンをクリックします。 
変更を行わないでダイアログを閉じるには、[キャンセル]ボタンをクリックします。 
ダイアログを開いたまま入力情報を設定するには、[適用]ボタンをクリックします。 
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4.17. 仮想リソースに対する操作 

「仮想リソース」ツリーには、次のように階層的に仮想リソースが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目 表示名 選択時、詳細情報表示ウィンドウに表示され

る内容 
仮想リソース 「仮想リソース」 VirtualCenter の一覧 
VirtualCenter VirtualCenter のホスト名 

または IP アドレス 
VM サーバグループの一覧 

VM サーバグループ VM サーバグループの名称 配下の VM サーバの一覧 
VM サーバ VM サーバの名称 「VM」 
VM 「VM」 VM サーバ配下の仮想サーバの一覧 
VM 一覧 VM サーバグループの名称に 

「- VM」を結合した文字列 
VM サーバグループ配下の仮想サーバの一覧

 

「仮想リソース」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに VirtualCenter の一覧を表示します。 

仮想リソースに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [仮想リソース]ツリーで実行できる機能 

 データベースの情報を更新 

 (右クリック) 

 VirtualCenter 追加 

 (右クリック) 

 ポリシー設定 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 

図 4-113 [仮想リソース]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

仮想リソース

VirtualCenter

VMサーバグループ

VMサーバ

VM

VM一覧
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4.17.1. データベースの情報を更新 

SystemProvisioning の仮想リソースの情報を収集し、構成情報データベースの内容を 新の状態にし

ます。本機能は、任意のタイミングで情報収集を行うときに使用します。 

 
4.17.2. VirtualCenter 追加 

SystemProvisioning に VirtualCenter を登録し、VirtualCenter 配下の仮想リソースを

SystemProvisioning で操作できるようにします。登録する場合、事前に VirtualCenter のインストールと各

種設定を完了している必要があります。 
「仮想リソース」ツリーのコンテキストメニューで「VirtualCenter 追加」を選択すると、「VirtualCenter の追

加」ダイアログを表示します。VirtualCenter に接続するのに必要な設定を入力し、[OK]ボタンを押します。 

図 4-114 「VirtualCenter の追加」ダイアログ 

 ホスト名 
VirtualCenter が動作しているサーバのホスト名、または IP アドレスを入力します。 

 ポート番号 
VirtualCenter にアクセスするポート番号を入力します。 
ポート番号の既定値は、VirtualCenter 1.x の場合は 8443、VirtualCenter 2.0 以降の場合は 443
となります。 

 アカウント名 
VirtualCenter にアクセスするときに使用するアカウント名を入力します。 

 パスワード、パスワード(確認用) 
VirtualCenter にアクセスするときに使用するアカウントのパスワードを入力します。「パスワード(確認
用)」はパスワードの入力ミスを防ぐための項目です。「パスワード」と同じものを入力します。 

• SystemProvisioning の構成情報データベースの内容は、
SystemProvisioning 起動時、構成変更時、メンテナンスモードからの
復帰時に必要に応じて自動的に収集します。そのため、「データベース
の情報を更新」は、通常の運用においては実行する必要はありません。
システム障害などで仮想リソースと、構成情報データベースの内容に不
整合が発生した場合などに使用します。 

• 「データベースの情報を更新」を使用する場合、下記の点に留意してくだ
さい。SystemProvisioning の管理対象となるすべての仮想リソースの
情報を収集するため、処理が完了するまでに数分～数十分かかる場
合があります。本機能は、一度実行すると中断できません。本機能の
実行中は、運用管理ツールで他の操作を行えません。仮想サーバ作成
中でないことを確認してから実行してください。作成中に実行すると、正
常に情報の収集ができません。 
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4.17.3. ポリシー設定 

VM サーバ用ポリシーの設定を行います。 
「ポリシー設定」ダイアログが表示され、設定項目を入力します。設定の詳細は、「4.26 ポリシー設定」を

参照ください。 
 

4.17.4. 新の情報に更新 

仮想リソースの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
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4.18. VirtualCenter の操作 

「VirtualCenter」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに VM サーバグループの一覧を表示します。 

VirtualCenter に対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [VirtualCenter]ツリーで実行できる機能 

 データベースの情報を更新 

 (右クリック) 

 VirtualCenter 削除 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

図 4-115 [VirtualCenter]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

4.18.1. データベースの情報を更新 

VirtualCenter 配下の仮想リソースの情報を収集し、構成情報データベースの内容を 新の状態にします。

本機能は、任意のタイミングで情報収集を行うときに使用します。 
 

 
4.18.2. VirtualCenter 削除 

SystemProvisioning から VirtualCenter の登録を解除し、VirtualCenter 配下の仮想リソースを

SystemProvisioning で操作しないようにします。 
VirtualCenter 配下の VM でグループに所属しているものが存在する場合は、この操作を行うことはできま

せん。 

 

• SystemProvisioning の構成情報データベースの内容は、
SystemProvisioning 起動時、構成変更時、メンテナンスモードからの
復帰時に必要に応じて自動的に収集します。そのため、「データベース
の情報を更新」は、通常の運用においては実行する必要はありません。
システム障害などで仮想リソースと、構成情報データベースの内容に不
整合が発生した場合などに使用します。 

• 「データベースの情報を更新」を使用する場合、下記の点に留意してくだ
さい。 
VirtualCenter 配下のすべての仮想リソースの情報を収集するため、処
理が完了するまでに数分～数十分かかる場合があります。 
本機能は、一度実行すると中断できません。 
本機能の実行中は、運用管理ツールで他の操作を行えません。 
仮想サーバ作成中に本機能を実行すると、情報の採取が正常に完了
しない場合があります。仮想サーバ作成後に実行してください。 

VirtualCenter 配下のリソースを操作中は、この操作を行わないでください。構
成情報の内容に矛盾が発生します。 
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4.18.3. 新の情報に更新 

VirtualCenter の表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.18.4. プロパティ 

VirtualCenter のプロパティを表示します。 

図 4-116 「VirtualCenter のプロパティ」ダイアログ 

 ホスト名 
VirtualCenter が動作しているサーバのホスト名、または IP アドレスを表示します。 
VirtualCenter が動作しているサーバのホスト名、または IP アドレスを変更する場合には、ホスト名また
は IP アドレスを入力します。 

 ポート番号 
VirtualCenter にアクセスするポート番号を表示します。 
VirtualCenter にアクセスするポート番号を変更する場合には、ポート番号を入力します。 
ポート番号の既定値は、VirtualCenter 1.x の場合は 8443、VirtualCenter 2.0 以降の場合は 443
となります。 

 アカウント名 
VirtualCenter にアクセスするときに使用するアカウント名を表示します。 
VirtualCenter にアクセスするときに使用するアカウント名を変更する場合には、アカウント名を入力しま
す。 

 パスワード、パスワード(確認用) 
VirtualCenter にアクセスするときに使用するアカウントのパスワードを入力します。「パスワード(確認
用)」はパスワードの入力ミスを防ぐための項目です。「パスワード」と同じものを入力します。 
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4.19. VM サーバグループの操作 

「VM サーバグループ」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに VM サーバの一覧を表示します。 

VM サーバグループに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [VM サーバグループ]ツリーで実行できる機能 

 管理対象にする 

 (右クリック) 

 管理対象外にする 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

図 4-117 [VM サーバグループ]ツリーの 

コンテキストメニュー 

 

 

4.19.1. 管理対象にする 

VM サーバグループ配下の仮想リソースを SystemProvisioning の管理対象とします。 
 

4.19.2. 管理対象外にする 

VM サーバグループ配下の仮想リソースを SystemProvisioning の管理対象外とします。 
VM サーバグループ配下の仮想サーバでグループに所属しているものが存在する場合は、この操作を行うこ

とはできません。 
 

4.19.3. 新の情報に更新 

VM サーバグループの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
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4.20. VM サーバの操作 

「VM サーバ」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに「VM」のアイコンを表示します。 

「VM」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに VM サーバに所属する仮想サーバの一覧を表示しま

す。 

「VM 一覧」ツリーを選択すると、VM サーバグループに所属する仮想サーバの一覧を表示します。 

「VM サーバ」、「VM」、「VM 一覧」に対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [VM サーバ]ツリーで実行できる機能 

 VMware Management Interface

起動 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 [VM]ツリーで実行できる機能 

 新規 VM 作成 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 [VM 一覧]ツリーで実行できる機能 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 

図 4-118 [VM サーバ]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

 

図 4-119 [VM]ツリーのコンテキストメニュー 

 

 

図 4-120 [VM 一覧]ツリーのコンテキストメニュー 

 

4.20.1. VMware Management Interface 起動 

VMware Management Interface を起動します。 
 

4.20.2. 新の情報に更新 

VM サーバの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
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4.20.3. プロパティ 

VM サーバのプロパティを表示します。 

図 4-121 「VM サーバのプロパティ」ダイアログ 

 ホスト名 
VM サーバのホスト名を表示します。 

 所属 VM 数 
VM サーバ上に作成されている仮想サーバの個数を表示します。 

 CPU 数 
VM サーバの CPU の個数を表示します。 

 メモリサイズ 
VM サーバのメモリサイズを表示します。 

 コスト合計 
VM サーバで動作中の VM のコスト合計が表示されます。 

 キャパシティ値 
VM サーバで動作可能な VM のキャパシティ値が表示されます。 
キャパシティ値を変更したい場合は、値を入力します。 

 NIC 情報 
VM サーバに設定されているネットワーク情報を表示します。 
VM 用グループで設定する仮想サーバの仮想 NIC の接続先はこの名称で指定します。 
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4.20.4. 新規 VM 作成 

仮想サーバを選択した VM サーバ上に作成し、グループへ登録します。 
[VM]ツリーでコンテキストメニューの「新規 VM作成」を選択すると、「新規 VM作成」ダイアログを開きます。 

図 4-122 「新規 VM 作成」ダイアログ 

 VM サーバ名 
仮想サーバの作成先 VM サーバの名称を表示します。 

 VM 名 
作成する仮想サーバにつける名称を入力します。 
VM 名はホスト名と同一の名前を指定してください。 

 作成先 VMFS 
仮想サーバを作成する VMFS を選択します。 
一覧表示には VM サーバに接続されている VMFS が表示されます。 

 サーバグループ名 
作成した仮想サーバを登録するサーバグループを選択します。 
一覧表示には登録可能なサーバグループが表示されます。サーバグループには作成時に使用する「テ
ンプレート」、「サーバ情報」が関連付けられている必要があります。 
「テンプレート」、「サーバ情報」は、それぞれ、「グループのプロパティ」ダイアログの以下のタブでサーバグ
ループに関連付けを行います。 

 「テンプレート」 → 「ソフトウェア」タブ 
 「サーバ情報」 → 「全般」タブの[サーバ設定]ボタン 

 ホスト名 
作成した仮想サーバに設定するサーバ情報を選択します。 
一覧表示にはサーバグループに登録されている未使用のサーバ情報が表示されます。 
 

 

• 作成した仮想サーバをグループへ登録する際に、OS ライセンスキーが不足
している場合はグループへの登録に失敗します。作成した仮想サーバは
SystemProvisioning の管理する未使用サーバ一覧に残ります。 

• グループプロパティダイアログ上で、「VM 作成時、DPM に登録」を選択して
いない場合、グループにテンプレート以外の配布ソフトウェアが設定されて
いても、配布ソフトウェアの配布は行われずに、準備中の状態になります。



 

212 

 

4.21. 仮想サーバの操作 

「VM サーバ」、「VM 一覧」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに仮想サーバの一覧を表示します。 

仮想サーバに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [仮想サーバ]で実行できる機能 

 VM 削除 

 (右クリック) 

 テンプレート作成 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

 

 

図 4-123 [仮想サーバ]のコンテキストメニュー 

 

 

 

4.21.1. VM 削除 

仮想サーバを削除します。仮想サーバは VM サーバからも削除され、SystemProvisioning の管理対象

外となります。 
この操作はグループに所属している仮想サーバでは選択できません。グループに所属している仮想サーバを

削除するときは、「サーバグループ」ツリーの「グループ」を選択したときに一覧表示される論理サーバのコンテキ

ストメニューから操作してください。 
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4.21.2. テンプレート作成 

選択した仮想サーバからテンプレートを作成し、SystemProvisioning のテンプレートとして登録します。 

図 4-124 「テンプレート作成」ダイアログ 

 テンプレート名 
テンプレートに付ける名称を入力します。 

 複製元 VM 名 
テンプレートの元となる仮想サーバの名称を表示します。 

 説明(255 文字以内) 
テンプレートの説明を入力します。255 文字まで入力できます。 

 Duplicate 名 
テンプレートから VM を作成する場合に使用する情報(Duplicate)につける名称を入力します。 
既に登録されている情報の一覧から選択すると、その情報を取得し画面に反映します。 

 コスト値 
テンプレートから VM を作成する場合に使用する VM のコスト値を入力します。 

 Windows 設定/Linux 設定 
OS の種類を指定します。 

 名前 
OS のライセンスの所有者の名前を入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 組織名 
OS のライセンスの所有組織の名前を入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 プロダクトキー 
OS のライセンスのプロダクトキーを入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 
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 ライセンスモード 
OS のライセンスモードを入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 タイムゾーン 
VM 作成時に使用するタイムゾーンを選択します。 
Windows の場合のみ選択できます。 

 

4.21.3. 新の情報に更新 

仮想サーバの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]–[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
 

4.21.4. プロパティ 

選択した仮想サーバのプロパティを表示します。 
 
(1) 全般タブ 

選択したサーバの全般情報を表示します。 

図 4-125 「VM のプロパティ」ダイアログ ： 「全般」タブ 

 VM サーバ名 
所属する VM サーバのホスト名を表示します。 

 VM 名 
VM の名称を表示します。 

 コスト値 
VM のコスト値を表示します。 
コスト値を変更する場合は、値を入力します。 

 CPU 数 
VM の仮想 CPU 数を表示します。 
CPU 数を変更する場合には、CPU 数を指定します。 

 CPU シェア値 
VM の CPU のシェア値を表示します。High、Normal、Low および数値で表示します。CPU
シェア値を変更する場合には、該当する項目を選択してください。数値で指定する場合には、
「手動で設定する」を選択後、数値を指定してください。 
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 メモリサイズ 
VM のメモリのサイズを表示します。 
メモリサイズを変更する場合には、メモリサイズを MB 単位で指定します。 

 メモリシェア値 
仮想サーバのメモリのシェア値を表示します。High、Normal、Low および数値で表示します。 
メモリシェア値を変更する場合には、該当する項目を選択してください。数値で指定する場合に
は、「手動で設定する」を選択後、数値を指定してください。 

 
(2) 仮想ディスクタブ 

選択したサーバの仮想ディスク情報を表示します。 

図 4-126 「VM のプロパティ」ダイアログ ： 「仮想ディスク」タブ 

 仮想ディスク名 
仮想ディスク名を表示します。 

 容量 
仮想ディスクの容量をメガバイト単位で表示します。 

 場所 
仮想ディスクが確保されている VMFS の名称を表示します。 

 
入力した情報を設定しダイアログを閉じるには、[OK]ボタンをクリックします。 
変更を行わないでダイアログを閉じるには、[キャンセル]ボタンをクリックします。 
 

• CPU 情報およびメモリ情報を変更する場合には、仮想サーバの電源をオ
フにしてから実施してください。 

• VirtualCenter から仮想マシンの CPU 数、CPU シェア値、メモリサイズ、メ
モリシェア値の設定を変更した場合は「データベースの情報を更新」を行っ
てください。 
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4.22. 仮想サーバの SystemProvisioning の管理対象としての操作 

「システムリソース」－「サーバ」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに SystemProvisioning の管理

対象として仮想サーバを表示します。 

仮想サーバに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 仮想サーバを選択して実行できる機能 

 障害状態を無視 

 (右クリック) 

 故障状態のリセット 

 (右クリック) 

 Job 実行結果のリセット 

 (右クリック) 

 VM の削除 

 (右クリック) 

 指定ソフトウェアの配布 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

 

 

図 4-127 仮想サーバのコンテキストメニュー 

 

4.22.1. 障害状態を無視 

選択した仮想サーバを「メンテナンスモード」に移行、もしくは「メンテナンスモード」を解除します。 
メンテナンスモードは、サーバのメンテナンス作業中などで障害通報を無視するときに使用します。メンテナン

スモードに設定しているサーバで障害が発生しても、ポリシーによる復旧処理は行いません。 
この操作は、物理サーバに対して行う操作と同じです。 

 
4.22.2. 故障状態のリセット 

選択した稼動サーバのハードウェア状態を「正常」に設定します。 
この操作は、物理サーバに対して行う操作と同じです。 
 

4.22.3. Job 実行結果のリセット 

選択した稼動サーバの Job 実行結果をリセットします。 
この操作は、物理サーバに対して行う操作と同じです。 
 

仮想サーバの稼動状態が"メンテナンスモード"の場合、仮想サーバの追加や
移動などの操作を行わないで下さい。操作を行った場合、正常に動作しない
場合があります。 
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4.22.4. VM 削除 

仮想サーバを削除します。仮想サーバは VM サーバからも削除され、SystemProvisioning の管理対象

外となります。 
この操作はグループに所属している仮想サーバでは選択できません。「サーバグループ」ツリーの「グループ」を

選択したときに一覧表示される論理サーバのコンテキストメニューから操作してください。 
 

4.22.5. 指定ソフトウェアの配布 

ユーザが指定した単一もしくは複数の配布ソフトウェアをサーバに配布します。 

図 4-128 指定ソフトウェアの配布 

4.22.6. プロパティ 

選択した仮想サーバの SystemProvisioning の管理対象としてのプロパティを表示します。 
プロパティは、仮想サーバの状態により表示するタブが異なります。 

表 4-9 表示されるタブ一覧と仮想サーバの状態 

 サーバ ハードウェア 筐体 ストレージ ネットワーク ソフトウェア 配布済み
ソフトウェア

グループ未登録 － 表示 － － － 表示 － 
グループへ登録後 表示 表示 － － － 表示 表示 

 
物理サーバとは、次のように表示される項目が異なります。 
 
(1) サーバタブ 

仮想サーバはプールに所属することはないため、「所属プール」欄には空白が表示されます。 
 

(2) ハードウェアタブ 
「コンピュータ名」には VM 名が表示されます。 
 

(3) ソフトウェア 
DPM を使用して配布するソフトウェアを設定します。テンプレートは選択できません。 
 

(4) 配布済みソフトウェアタブ 
DPM を使用して配布したソフトウェアの一覧が表示されます。テンプレートは表示されません。 
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4.23. 仮想サーバの論理サーバとしての操作 

「グループ」、「サブグループ」のツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに選択したグループに所属する論

理サーバとして仮想サーバが表示されます。 

グループに所属するサーバに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 グループ所属サーバで実行できる機能 

 VM 操作：VM 移動 

 (右クリック) 、 (ドラッグ&ドロップ) 

 VM 操作：VM 稼動 

 (右クリック) 

 VM 操作：VM 削除 

 (右クリック) 

 サーバ操作：指定ソフトウェアの配布 

 (右クリック) 

 サーバ操作：ソフトウェアの再配布 

 (右クリック) 

 電源操作 

 (右クリック) 

 状態操作：障害状態を無視 

 (右クリック) 

 状態操作：故障状態のリセット 

 (右クリック) 

 状態操作：Job 実行結果のリセット 

 (右クリック) 

 グループから削除 

 (右クリック) 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

 

 

 

 

 

図 4-129 グループ所属サーバのコンテキストメニュー 

図 4-130 「VM 操作」のサブメニュー 

 

 

 

図 4-131 「電源操作」のサブメニュー 

 

 

 

図 4-132 「状態操作」のサブメニュー 
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4.23.1. VM 操作：VM 移動 

選択した VM を、現在動作している VM サーバから他の VM サーバに移動します。 
SystemProvisioning では、電源 ON 状態の VM を別の VM サーバに移動することを Migrate 処理、電

源 OFF 状態の VM を別の VM サーバに移動することを Move 処理と呼びます。 
まず Migrate 処理を試み、それに失敗した場合は Move 処理を行います。 
また、VM 移動の方法を指定することもできます。 

 

図 4-133 「VM の移動」ダイアログ 

 VM 名 
移動する仮想サーバ名を表示します。 

 移動元 VM サーバ名 
移動する仮想サーバが動作している VM サーバ名を表示します。 

 移動先 VM サーバ名 
移動先の VM サーバ名を選択します。 
同じ VM サーバグループに属する VM サーバの一覧から選択することができます。 

 VM 移動の方法を選択 

• SystemProvisioning の Migrate 移動は、VMware の VMotion を
用いたマイグレーションに該当し、SystemProvisioning の Move 移
動は、VMware のマイグレーションに該当します。 

• Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには SAN 環境が必要
です。詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照して下さい。 

• Migrate、Move 処理が VM サーバの環境や稼動状況等により失敗し
た場合は、仮想サーバを削除してから移動先の VM サーバ上に仮想
サーバを新たに作成します。このとき作成に失敗すると
SystemProvisioning から該当サーバが削除された状態になります。
復旧するには該当するサーバを運用管理ツール等より作成してくださ
い。 

• 移動により仮想サーバを作成した場合、グループプロパティダイアログ上
の「VM 作成時、DPM に登録」が選択されていないと、移動先グルー
プに配布ソフトウェアの DPM シナリオが登録されていても、配布ソフト
ウェアの配布は行われずに準備中の状態になります。この場合、作成
した仮想サーバを DPM へ登録する必要があります。 
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VM 移動の方法を指定する場合にチェックします。チェックを外すと VM 移動の方法を
SystemProvisioning に任せます。SystemProvisioning は、まず Migrate 処理を試み、それに失敗
した場合は Move 処理を行います。 

 VM を稼動状態移動する（Migrate） 
VM を稼動状態移動（Migrate）する場合に指定します。チェックを外すと稼動状態移動は実施されま
せん。Migrate が異常終了することが分かっている場合に本項のチェックを外すと VM 移動処理が短縮
できます。 

 VM を停止状態移動する（Move） 
VM を停止状態移動（Move）する場合に指定します。チェックを外すと停止状態移動は実施されませ
ん。 

 
4.23.2. VM 操作：VM 稼動 

準備中の仮想サーバを稼動させます。 
この操作を行う前に、仮想サーバを DPM に登録しておく必要があります。 
 

4.23.3. VM 操作：VM 削除 

仮想サーバを削除します。仮想サーバは VM サーバからも削除され、SystemProvisioning の管理対象

外となります。 
 

4.23.4. 指定ソフトウェアの配布 

ユーザが指定した単一もしくは複数の配布ソフトウェアをサーバに配布します。 

図 4-134 指定ソフトウェアの配布 

4.23.5. 電源操作 

選択したサーバを起動、再起動、シャットダウンします。 

 

電源操作を行う場合は必ずメンテナンスモードへ移行してください。 
メンテナンスモードへの移行/解除操作については、「4.7.4 障害状態を無
視」、「4.13.9 状態操作：障害状態を無視」を参照してください。 

VM 移動の方法を選択をチェックした場合は、VM を稼動状態移動する
(Migrate)または、VM を停止状態移動する（Move）のいずれかを選択してく
ださい。 



 

221 

4.23.6. 状態操作：障害状態を無視 

選択したサーバを「メンテナンスモード」に移行、もしくは「メンテナンスモード」を解除します。 
 

4.23.7. 状態操作：故障状態をリセット 

選択した稼動サーバのハードウェア状態を「正常」に設定します。 
 

4.23.8. 状態操作：Job 実行結果のリセット 

選択した稼動サーバの Job 実行結果をリセットします。 
 

4.23.9. グループから削除 

選択した仮想サーバをグループから削除します。 
「VM 削除」とは異なり、仮想サーバは VM サーバからは削除されません。 
 

4.23.10. プロパティ 

選択したサーバのプロパティを表示します。 
詳細は「4.22.6 プロパティ」を参照してください。 
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4.24. VM 用グループに対する操作 

仮想サーバを管理するグループは、物理サーバを管理するグループと同様に表示されます。 

仮想サーバを管理するグループと物理サーバを管理するグループとは次の相違点があります。 

 VM 用グループではコンテキストメニュー「仮サーバの追加」が選択できない。 

 グループを作成するときに設定する項目、プロパティの項目が異なる。 

 

4.24.1. VM 用グループの作成 

VM 用グループを新規に作成します。 
「サーバグループ」ツリーでコンテキストメニューの[VM 用グループ作成]を選択すると、「グループ プロパティ」ダ

イアログを開きます。 
グループを新規に作成するには、「グループ プロパティ」ダイアログに必要な情報を入力します。 
「グループ プロパティ」ダイアログの詳細は、「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 
 

4.24.2. プロパティ 

選択したグループ、サブグループのプロパティを表示します。 
[グループ]、[サブグループ]ツリーでコンテキストメニューの[プロパティ]を選択すると、「グループ プロパティ」ダイ

アログを表示します。 
 
グループ、サブグループのプロパティで情報を更新した場合、[OK]ボタンを押してください。[OK]ボタン、また

は、[キャンセル]ボタンを押すと、プロパティのダイアログを閉じます。 
 
VM 用グループのプロパティとグループのプロパティでは、表示されるタブが異なります。 

表 4-10 グループのプロパティで表示されるタブ一覧 

 全般 VLAN ネットワ
ーク設定

ロード 
バランサ

ソフトウェ
ア 

Window
設定 

Linux 
設定 

VM 用グループ 表示 － 表示 表示 表示 表示 表示 
VM 用サブグループ 表示 － － － 表示 － － 
グループ 表示 表示 － 表示 表示 表示 表示 
サブグループ 表示 － － － 表示 － － 

 
(1) カテゴリ 

カテゴリのプロパティを表示します。 
物理サーバを管理するグループと同じです。「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 
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(2) VM 用グループ、VM 用サブグループ ： 全般タブ 

グループ、サブグループの全般情報を表示します。グループ作成、編集時は、グループ作成に必要な

情報を入力します。 
次の点を除いて、物理サーバを管理するグループと同じです。「4.12.14 プロパティ」を参照してくださ

い。 
VM 用グループの場合、「プールサーバ使用設定」の項目はありません。 
VM 用グループの場合、「サーバ設定」ダイアログで設定するストレージの設定は行いません。 

図 4-135「グループ/サブグループ プロパティ」ダイアログ : 「全般」タブ 

 VM 作成時、DPM に登録 (サブグループのプロパティには表示されません。) 
VM を稼動させる場合に、自動的に DPM にも VM を登録する場合に選択します。 
既に稼動しているサーバが存在する場合、変更することはできません。 

 Web サーバ for DPM 
環境設定で登録された Web サーバ for DPM の一覧を表示します。 
「VM 作成時、DPM に登録」を選択したときのみ、選択可能となります。 

 管理サーバ for DPM 
上記項目で選択した Web サーバ for DPM に登録されている管理サーバ for DPM の IP ア
ドレスを入力してください。 
「VM 作成時、DPM に登録」を選択したときのみ、入力可能となります。 
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(3) VM 用グループ ： ネットワーク設定タブ 

グループのネットワーク設定情報を表示します。グループ作成、編集時は、グループ作成に必要な情

報を入力します。 

図 4-136 「グループプロパティ」ダイアログ ： 「ネットワーク設定」タブ 

 仮想 NIC #1、#2、#3、#4 
VM のネットワーク接続を設定します。 
サーバグループにテンプレートが定義されている場合は、一覧に、そのテンプレートが作成された
VirtualCenter 配下の VM サーバで定義されているネットワーク接続がすべて表示され、そこか
ら選択することができます。 
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(4) VM 用グループ ： ロードバランサタブ 

グループのロードバランサ情報を表示します。グループ作成、編集時は、グループ作成に必要な情報

を入力します。 
物理サーバを管理するグループと同じです。「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 

図 4-137 「グループ プロパティ」ダイアログ : 「ロードバランサ」タブ 
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(5) VM 用グループ、VM 用サブグループ ： ソフトウェアタブ 

グループ、サブグループに登録している配布ソフトウェアを表示します。グループ作成、編集時は、グル

ープに登録する配布ソフトウェアを指定します。 
また、VM 用グループの場合、ソフトウェアの種類にテンプレートが追加されます。チェックすることのでき

るテンプレートは、グループ、サブグループをあわせて 1 個のみです。 
画面の操作方法は、物理サーバを管理するグループと同じです。「4.12.14 プロパティ」を参照してく

ださい。 
 

図 4-138 「サブグループプロパティ」ダイアログ : 「ソフトウェア」タブ 

 

配布ソフトウェアの登録を変更する場合、稼動サーバへの配布状況を確認し
てから行ってください。 

ソフトウェアの 
再配布ダイアログ
を表示 

サブグループの場合に親サー
バグループに登録している配
布ソフトウェアの一覧表示 
(編集不可) 

SystemProvisioning が管理するすべての

配布ソフトウェアの一覧表示 
配布対象のものにチェックが付きます 配布順を変更 

配布は上から順
に行います 

登録する配布ソ
フトウェアの種類
を選択します 
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(6) VM 用グループ ： Windows 設定タブ 

グループに所属するサーバの OS が Windows の場合に、その情報を表示・設定します。 
物理サーバを管理するグループと同じです。「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 

図 4-139「グループ プロパティ」ダイアログ : 「Windows 設定」タブ 
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(7) VM 用グループ ： Linux 設定タブ 

グループに所属するサーバの OS が Linux の場合に、その情報を表示・設定します。 
物理サーバを管理するグループと同じです。「4.12.14 プロパティ」を参照してください。 

図 4-140「グループ プロパティ」ダイアログ : 「Linux 設定」タブ 
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4.25. テンプレートに対する操作 

「システムリソース」－「配布ソフトウェア」ツリーを選択すると、詳細情報表示ウィンドウに配布ソフトウェアといっ

しょに SystemProvisioning で使用するテンプレートの一覧を表示します。 

テンプレートに対して実行できる機能には次のものがあります。 

 

 [配布ソフトウェア]ツリーで実行できる機能 

 テンプレート一覧 

 (右クリック) 

 新の情報に更新 

 (右クリック) 

 

 配布ソフトウェアを選択して実行できる機能 

 プロパティ 

 (右クリック) 

 

図 4-141 [配布ソフトウェア]ツリーのコンテキストメニュー 

図 4-142 配布ソフトウェアのコンテキストメニュー 

 

4.25.1. テンプレート一覧 

テンプレートの一覧を表示します。 

図 4-143 「テンプレートの一覧」ダイアログ 

 テンプレート名 
テンプレートの名称が表示されます。 
SystemProvisioning の管理対象となっているテンプレートのチェックボックスはチェックされて表示されま
す。 
SystemProvisioning の管理対象のテンプレートを管理対象外にするには、チェックを外して、[OK]ボ
タンを押します。グループに関連付けられているテンプレートを管理対象外にすることはできません。 
 

テンプレートの管理状態
チェック：SystemProvisioning の管
理対象 
チェック無：SystemProvisioning の
管理対象外 
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SystemProvisioning の管理対象外のテンプレートを管理対象にするには、チェックを付けて、[OK]ボ
タンを押します。この操作を行うと、「テンプレートのプロパティ」ダイアログが表示されます。「テンプレート
のプロパティ」ダイアログについては、「4.25.3 プロパティ」を参照してください。 

 管理する VirtualCenter 
テンプレートを管理している VirtualCenter のホスト名を表示します。 

 [削除]ボタン 
テンプレートを選択して[削除]ボタンを押すと、テンプレートを削除します。 
グループに関連付けられているテンプレートは削除できません。 
 

4.25.2. 新の状態に更新 

テンプレート、配布ソフトウェアの表示内容を 新の構成情報データベースの内容に更新します。 
メニュー操作の[操作]－[ 新の情報に更新]と同様の処理を行います。 
配布ソフトウェアが更新されていた場合、「配布ソフトウェアの更新」ダイアログを表示し、配布ソフトウェアを

適用しているグループやサーバに対して再配布の確認を行います。「配布ソフトウェアの更新」ダイアログの詳

細は、「4.11.2 新の情報に更新」を参照してください。 
 

4.25.3. プロパティ 

図 4-144 「テンプレートのプロパティ」ダイアログ 

 テンプレート名 
テンプレートに付ける名称を入力します。 

 

• テンプレート名の変更は、SystemProvisioning の管理情報のみ変更し、
VirtualCenter での名称は変更しません。 

• テンプレート名の変更は VirtualCenter でテンプレート名を変更した場合
に、SystemProvisioning の管理情報を VirtualCenter の情報に合わせ
る目的で使用してください。 
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 複製元 VM 名 
なにも表示されません。 

 説明(255 文字以内) 
テンプレートの説明を入力します。255 文字まで入力できます。 

 Duplicate 名 
テンプレートから VM を作成する場合に使用する情報(Duplicate)につける名称を入力します。 
既に登録されている情報の一覧から選択すると、その情報を取得し画面に反映します。 

 コスト値 
VM 作成時に使用するコスト値を表示します。 
コスト値を変更する場合には、値を入力します。 

 Windows 設定/Linux 設定 
OS の種類を指定します。 

 名前 
OS のライセンスの所有者の名前を入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 組織名 
OS のライセンスの所有組織の名前を入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 プロダクトキー 
OS のライセンスのプロダクトキーを入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 ライセンスモード 
OS のライセンスモードを入力します。 
Windows の場合のみ入力できます。 

 タイムゾーン 
VM 作成時に使用するタイムゾーンを選択します。 
Windows の場合のみ選択できます。 
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4.26. ポリシー設定 

「仮想リソース」ツリーのコンテキストメニュー「ポリシー設定」を選択すると、VM サーバ用の「ポリシー設定」ダイ

アログを表示します。 

ポリシーの設定を完了したら、[OK]ボタン、もしくは[適用]ボタンを押します。[OK]ボタン、もしくは[キャンセル]ボ

タンを押すと、「ポリシー設定」ダイアログを閉じます。 

図 4-145 「ポリシー設定」ダイアログ 

 ポリシー一覧 
SystemProvisioning に定義している VM サーバ用のポリシーを表示します。 
VM サーバ用のポリシーは[追加]、[ポリシー名変更]、[削除]はできません。 

 ポリシー内容 
「ポリシー一覧」で選択しているポリシーの内容を表示します。 
「通報区分」は、SystemProvisioning で認識する通報の種類です。詳細は「5.2.1 
ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害」を参照してください。 
「通報設定」は、SystemProvisioning の通報機能で通報を行うかどうかを指定します。 
「状態設定」は、通報の状態を次の選択肢から選びます。 
・故障 
・一部障害 
・正常 
・設定しない 
 
「復旧処理」は、受信した通報に対する復旧処置を選択します。選択できる復旧処理には、
以下のものがあります。 
 
・なにもしない(既定値) 
・VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する。 
・VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する。(失敗時は停止状
態移動) 
・VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に移動後稼動する。(VM の複製・ディス
ク切り替えを行う) 
 

選択したポリシーの
内容を編集 

ポリシーの内容 
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選択できる復旧処理は、「5.1 選択できる処置一覧」を参照してください。 
 
ポリシーの内容を変更するには、変更する「通報区分」を選択して、[編集]ボタンを押します。 
 

 ポリシーの内容変更 
「通報区分」を選択して[編集]ボタンを押すと、「ポリシー編集」ダイアログを表示します。 

図 4-146 「ポリシー編集」ダイアログ 

「通報設定」を変更する場合、通報設定の「する」、「しない」を選択します。 
「状態設定」を変更する場合、一覧から指定する状態設定を選択します。 
「復旧処理」を変更する場合、一覧から指定する復旧処理を選択します。 
「説明」は通報の説明を入力します。テキストボックスに値を入力してください。 
設定が完了したら、[OK]ボタンを押します。[OK]ボタン、または、[キャンセル]ボタンを押すと、
「ポリシー編集」ダイアログを閉じます。 

 

選択した通報区分

イベント発生時の通報設定

状態設定を一覧から選択

復旧処理を一覧から選択

通報区分の説明を表示・入力 

• VM サーバをメンテナンスなどで停止する際には、ポリシーの設定を「なにもし
ない」に変更してください 
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5. ポリシー 

SystemProvisioning は ESMPRO/ServerManager などによる障害の認識を契機に復旧処理を実行で

きます。 

 

5.1. 選択できる処置一覧 

選択できる処置には、以下のものがあります。 

 なにもしない(既定値 : 該当サーバで直接復旧作業を行う場合) 

 サーバの電源 ON 

 サーバのシャットダウン 

 サーバのリブート 

 サーバを置換し、グループから削除する(コンピュータ名を引き継ぐ) 

 サーバを置換する(コンピュータ名を引き継ぐ) 

 サーバを置換する(コンピュータ名を引き継がない) 

 グループへのサーバ追加 

 グループからのサーバ削除 

 グループに VM を追加する 

 グループから VM を削除する 

 グループのサーバ 1 台を停止する 

 グループのサーバ 1 台を起動する 

 グループのサーバ 1 台をサスペンドにする 

 VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する 

 VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する(失敗時は停止状態移動) 

 VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動または停止後移動する(失敗時は移動しない) 

 VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する 

 VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する(失敗時は停止状態移動) 

 VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に移動後稼動する 

(VM の複製・ディスク切り替えを行う) 

 

5.1.1. サーバの電源 ON 

該当サーバの電源を ON します。 
 

5.1.2. サーバのシャットダウン 

該当サーバをシャットダウンします。 
本処置は、サーバの停止により発生するイベントや ESMPRO/ServerManager などでサーバ停止となる

イベントには適用しないでください。 
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5.1.3. サーバのリブート 

該当サーバをリブートします。 
本処置は、サーバの停止により発生するイベントや ESMPRO/ServerManager などでサーバ停止となる

イベントには適用しないでください。 
 

5.1.4. サーバを置換する 

該当サーバをプールで待機しているプールサーバと置換します。置換に関しては、「1.5.3 サーバの置換(物
理サーバ)」を参照してください。 

 
5.1.5. グループへのサーバ追加 

該当サーバグループに稼動サーバを追加します。 
 

5.1.6. グループからサーバ削除 

該当サーバグループから稼働サーバを削除します。 
グループ内で正常に動作しているサーバが 1 台の場合、この処置は行われません。 
 

5.1.7. グループに VM を追加する 

該当サーバグループ(VM 用)に論理サーバ(VM)を追加します。 

 
5.1.8. グループから VM を削除する 

該当サーバグループ(VM 用)から論理サーバ(VM)を削除します。 
本処理により VM が 1 台完全に削除されます。 
グループ内で正常に動作しているサーバが 1 台の場合、この処置は行われません。 
 

5.1.9. グループのサーバ 1 台を停止する 

該当サーバグループ（VM 用を含む）で稼動している起動中サーバをシステムで 1 台選択して停止します。 

 
5.1.10. グループのサーバ 1 台を起動する 

該当サーバグループ（VM用を含む）で稼動している停止あるいはサスペンド中サーバをシステムで 1台選択

して起動します。 

本復旧処理は、VM サーバおよびサーバグループの性能状態を悪化させる可
能性があります。 
選択する際は、VM サーバのメモリ容量、ディスク容量、CPU 性能等の情報
を元に、リソースに十分空きがあることを確認してください。 

自動的にすべてのサーバを停止する事が可能です。 
タスクスケジューラ起動による pvmutl からのサーバ起動などと組み合わせた 
スケジュール運用などで利用します。 
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5.1.11. グループのサーバ 1 台をサスペンドする 

該当サーバグループ（VM 用）で稼動している起動中サーバをシステムで 1 台選択してサスペンドします。 

 
5.1.12. VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する 

該当する論理サーバ(VM)を稼動している状態のまま、異なる VM サーバ上に移動します。 

 
5.1.13. VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する (失敗時は停止状態移動) 

該当する論理サーバ(VM)を稼動している状態のまま、異なる VM サーバ上に移動します。 
失敗した場合には、該当サーバを停止させ、停止状態で異なる VM サーバ上に移動し、移動後起動しま

す。 

 

5.1.14. VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動または停止後移動する  
(失敗時は移動しない) 

該当する論理サーバ(VM)を稼動している状態のまま、異なる VM サーバ上に移動します。 
失敗した場合には、該当サーバを停止させ、停止状態で異なる VM サーバ上に移動し、移動後起動しま

す。 

 
5.1.15. VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する 

該当する VM サーバ上のすべての論理サーバ(VM)を稼動している状態のまま、異なる VM サーバ上に移

動します。 
停止状態にある論理サーバ(VM)は、移動されません。 

Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには SAN 環境が必要です。
詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照してください。 

• Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには、SAN 環境が必要
です。詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照してください。 

• Migrate、Move 処理が VM サーバの環境や稼動状況等により失敗した
場合は、仮想サーバを削除してから移動先の VM サーバ上に仮想サー
バを新たに作成します。このとき作成に失敗すると
SystemProvisioning から該当サーバが削除された状態になります。復
旧するには該当するサーバを運用管理ツール等より作成してください。 

• 移動により仮想サーバを作成した場合、グループプロパティダイアログ上の
「VM 作成時、DPM に登録」が未選択で移動先グループに配布ソフト
ウェアの DPM シナリオが登録されていると、配布ソフトウェアの配布は行
われずに準備中の状態になります。この場合、作成した仮想サーバを
DPM へ登録する必要があります。

Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには、SAN 環境が必要です。
詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照してください。 

Migrate、Move 処理が VM サーバの環境や稼動状況等により失敗した場合
は、移動失敗として処理を終了します。 

自動的にすべてのサーバをサスペンドする事が可能です。 
タスクスケジューラ起動による pvmutl からのサーバ起動などと組み合わせた 
スケジュール運用などで利用します。 
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5.1.16. VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移動する 

(失敗時は停止状態移動) 

該当する VM サーバ上のすべての論理サーバ(VM)を稼動している状態のまま、異なる VM サーバ上に移

動します。失敗した場合には、失敗したVMを停止させ、停止状態で異なるVMサーバ上に移動し、移動後

起動します。 
停止状態にある論理サーバ(VM)については、停止状態のまま移動されます。 

 

5.1.17. VM サーバ上のすべての VM を異なる VM サーバ上に移動後稼動する 
(VM の複製・ディスク切り替えを行う) 

VM サーバ上にあるグループの稼動サーバを異なる VM サーバ上へ移動し、仮想ディスク切り替えを行いま

す。 
移動後の VM は必ず電源 ON 状態になります。 

 

• Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには、SAN 環境が必要
です。詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照してください。 

• Migrate、Move 処理が VMサーバの環境や稼動状況等により失敗した
場合は、仮想サーバを削除してから移動先の VM サーバ上に仮想サー
バを新たに作成します。このとき作成に失敗しますと
SystemProvisioning から該当サーバが削除された状態になります。復
旧するには該当するサーバを運用管理ツール等より作成してください。 

• 移動により仮想サーバを作成した場合、グループプロパティダイアログ上の
「VM 作成時、DPM に登録」が未選択で移動先グループに配布ソフト
ウェアの DPM シナリオが登録されていると、配布ソフトウェアの配布は行
われずに準備中の状態になります。この場合、作成した仮想サーバを
DPM へ登録する必要があります。 

VM サーバ上の VM を削除してから移動先の VM サーバ上に仮想サーバ
を新たに作成します。 
• ディスクの切り替えを伴う仮想サーバの作成が失敗した場合、作成され

た仮想サーバを削除します。次に移動対象である仮想サーバを削除
し、移動先の VM サーバ上に仮想サーバを新たに作成します。このとき
作成に失敗すると SystemProvisioning から該当サーバが削除された
状態になります。復旧するには該当するサーバを運用管理ツール等より
作成してください。 

• ディスクの切り替え操作を伴う仮想サーバの作成は、移動時に対象とな
る仮想サーバが SAN 環境上に構築され、かつ VM サーバの障害復旧
処理においてのみ有効となります。 

• 移動により仮想サーバを作成した場合、または、ディスクの切り替えを伴
う仮想サーバの作成を行った場合、移動先グループに配布ソフトウェア
の DPM シナリオが登録されていると、作成した仮想サーバは稼動準備
状態となり DPM への登録が必要となります。 
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5.2. 障害検出 

管理対象サーバの障害の検出は、ESMPRO/ServerManager、性能監視機能(SystemMonitor 性能

監視)および Microsoft Operations Manager で行い、SystemProvisioning 監視サーバへ通報します｡ 

SystemProvisioning は、発生した障害に対応するポリシーに従って障害復旧処理を行います。 

 

 ESMPRO/ServerManager 

 性能監視機能(SystemMonitor 性能監視) 

 VM 監視機能(SystemMonitor 障害監視) 

 Microsoft Operations Manager 
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5.2.1. ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害 

ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害は、以下の通りです。 

表 5-1 ESMPRO/ServerManager から SystemProvisioning への通報情報分類 

ESMPRO/ServerManager 検出イベント SystemProvisioning 通知 ID 
項番 

分類 サービス名 イベント ID 注 1 概要 Win Linux 通報区分名 値(16 進) 
1 1001 ○ × 
2 

ESM Mylex Service 
262661 

システムドライブ CRITICAL 注 2 
○ ○ 

3 ESM AMI Service 1001 AMI 論理デバイス Degraded 注 2 ○ × 
4 ESMDiskArray 1001 論理デバイス CRITICAL ○ × 
5 8204 アレイを構成する物理デバイスがダウン ○ ○ 
6 8205 アレイを構成する物理デバイスが消滅 ○ ○ 
7 8206 物理デバイス障害でアレイがオフライン ○ ○ 
8 8227 アレイは Degraded 状態 ○ ○ 
9 8284 リビルド完了。アレイは degraded 状態 ○ ○ 
10 45070 デバイスが故障 ○ ○ 
11 45107 アレイはデグレード ○ ○ 
12 45108 セカンドレベルアレイはデグレード ○ ○ 
13 45110 アレイはデグレード ○ ○ 
14 

ASMBENotify 

45111 セカンドレベルアレイはデグレード ○ ○ 

ハードディスク復旧可能
障害 00000001 

15 1003 ○ × 
16 262656 

物理デバイス DEAD 
× ○ 

17 
ESM Mylex Service 

1008 物理デバイス予防保守:しきい値オーバー ○ × 
18 1005 AMI 物理デバイス Failed ○ × 
19 

ESM AMI Service 
1011 AMI 物理デバイス予防保守エラー ○ × 

20 1011 物理デバイス DEAD ○ × 
21 

ESMDiskArray 
1020 ハードディスク予防保守:S.M.A.R.T.エラー ○ × 

22 1000 ハードディスク予防保守:しきい値オーバー ○ × 
23 

Storage 

ESM Storage Service 
1001 ハードディスク予防保守:S.M.A.R.T エラー ○ × 

ハードディスク交換障害 00000002 



 

240 

ESMPRO/ServerManager 検出イベント SystemProvisioning 通知 ID 
項番 

分類 サービス名 イベント ID 注 1 概要 Win Linux 通報区分名 値(16 進) 
24 271350 ハードディスク Recovered Error 数:異常 × ○ 
25 271349 ハードディスク Recovered Error 数:警告 × ○ 
26 271352 ハードディスク Not Ready 数:異常 × ○ 
27 271351 ハードディスク Not Ready 数:警告 × ○ 
28 271354 ハードディスク Medium Error 数:異常 × ○ 
29 271353 ハードディスク Medium Error 数:警告 × ○ 
30 271356 ハードディスク Hardware Error 数:異常  × ○ 
31 

ESM Storage Service 

271355 ハードディスク Hardware Error 数:警告 × ○ 
32 8212 I/O エラーによりリビルド中止 ○ ○ 
33 8215 I/O エラーにより Verify 中止 ○ ○ 
34 8217 I/O エラーにより Initialize 中止 ○ ○ 
35 8237 I/O エラーによりリビルドの開始不可 ○ ○ 
36 8245 Initialize が完了直前に失敗 ○ ○ 
37 8248 スケジュール起動のリビルドの開始に失敗 ○ ○ 
38 8249 スケジュール起動の Verify の開始に失敗 ○ ○ 
39 8270 Verify の開始に失敗。アレイのメンバは Failed ○ ○ 
40 8281 ホットスペアが障害 ○ ○ 
41 8325 Verify with fix が I/O エラーで異常終了 ○ ○ 

42 8336 
アレイメンバの物理デバイスに S.M.A.R.T. 
エラーを検出 ○ ○ 

43 8337 
アレイに未構成の物理デバイスに S.M.A.R.T.
エラーを検出 ○ ○ 

44 8340 I/O エラーによって Verify 中止 ○ ○ 
45 8365 デバイスが故障 ○ ○ 
46 45161 アレイはフォーマット待ちのため使用不能 ○ ○ 
47 45200 訂正されない ECC エラー発生 ○ ○ 
48 45342 診断チェック失敗によりチャネルはオフライン ○ ○ 
49 45343 過度の再初期化によりチャネルはオフライン ○ ○ 
50 

Storage 

ASMBENotify 

45345 バスリセット失敗によりチャネルはオフライン ○ ○ 

ハードディスク交換障害 00000002 
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ESMPRO/ServerManager 検出イベント SystemProvisioning 通知 ID 
項番 

分類 サービス名 イベント ID 注 1 概要 Win Linux 通報区分名 値(16 進) 
51 45346 PCI バスエラーによりチャネルはオフライン ○ ○ 
52 

ASMBENotify 
45347 初期化失敗によりチャネルはオフライン ○ ○ 

ハードディスク交換障害 00000002 

53 1002 ○ × 
54 

ESM Mylex Service 
262662 

システムドライブ OFFLINE 
× ○ 

55 ESM AMI Service 1002 AMI 論理デバイス Offline ○ × 
56 ESMDiskArray 1002 論理デバイス OFFLINE ○ × 

57 8207 物理デバイスが障害か未接続でアレイがオフラ
イン ○ ○ 

58 45143 アレイは使用不能 ○ ○ 
59 45144 セカンドレベルアレイは使用不能 ○ ○ 
60 45146 アレイは複数ドライブの故障により使用不能 ○ ○ 

61 45147 
セカンドレベルアレイは複数ドライブの故障によ
り使用不能 ○ ○ 

62 

Storage 

ASMBENotify 

45162 
セカンドレベルアレイはフォーマット待ちのため使
用不能 ○ ○ 

ハードディスク障害 00000003 

63 100/104 システム CPU 異常高負荷 ○ ○ 
64 101/105 システム CPU 異常高負荷回復 ○ ○ 
65 

ESMCpuPerf 
102/106 システム CPU 高負荷 ○ ○ 

CPU 負荷障害 00000004 

66 702/710 メモリ縮退状態 ○ ○ 
67 1301 POST メモリリサイズ ○ ○ 
68 1306 キャッシュ縮退 ○ ○ 
69 1308 キャッシュ ECC 複数 Bit エラー ○ ○ 

メモリ縮退障害 00000005 

70 1100 ECC 複数ビットエラー ○ ○ 
71 2300/2307 修正不可能メモリエラー ○ ○ 

メモリ障害 00000006 

72 701/703/ 
2104 CPU 縮退状態 ○ ○ CPU 縮退障害 00000007 

73 1105 CPU 内部エラー ○ ○ 
74 1108 CPU 熱暴走 ○ ○ 
75 

Mother 
board 

ESMCommonService 

1315 プロセッサ無効 ○ ○ 
CPU 障害 00000008 
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ESMPRO/ServerManager 検出イベント SystemProvisioning 通知 ID 
項番 

分類 サービス名 イベント ID 注 1 概要 Win Linux 通報区分名 値(16 進) 

76 Mother 
board ESMCommonService 2103 CPU リセット ○ × CPU 障害 00000008 

77 死活監視 ESMDSVNT 2 サーバアクセス不能 ○ ○ サーバアクセス不可能
障害 00000009 

78 － － － － × × Service 内部障害 0000000A 
79 1000 ○ × 
80 

ESM Mylex Service 
262660 

システムドライブ ONLINE 注 2 
× ○ 

81 ESM AMI Service 1000 AMI 論理デバイス Optimal 注 2 ○ × 
82 ESMDsikArray 1000 論理デバイス ONLINE ○ × 
83 8211 リビルド正常終了 ○ ○ 
84 

Storage 

ASMBENotify 
45101 アレイは正常 ○ ○ 

ハードディスク復旧可能
障害回復 80000001 

85 Mother 
board ESMCpuPerf 103/107 システム CPU 高負荷回復 ○ ○ CPU 負荷障害回復 80000004 

86 死活監視 ESMDSVNT 1 サーバアクセス回復 ○ ○ サーバ起動報告 80000009 
87 2212 サーバダウン ○ ○ クラスタ：ノード停止 20000009 

88 
Cluster CLUSTERPRO 

21015 パブリック LAN 異常 ○ ○ クラスタ：ネットワーク障
害 2000000B 

○：サポート ×：未サポート  Win：Windows 
注 1：イベント ID は十進数で表記しています。 
注 2：管理対象サーバにスタンバイディスクを設定していれば自動復旧(復旧イベントを通知)します。設定していないと、「ハードディスク交換障害」と同一手順でハードディスクの交換を行う必要が

あります。 
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5.2.2. SystemMonitor の性能異常値検出と性能情報の種類 

SystemMonitor 性能監視では、収集した性能情報の閾値監視により監視対象サーバの負荷状態の異

常を検出、通報することができます。閾値はサーバグループ単位、サーバ単位で現在収集中の性能情報に

対して設定できます。 
 
 閾値の種類 

1 つの閾値監視対象性能情報に対し、以下の 4 つの閾値を設定できます。複数選択可能です。 
 上限異常値 ：対象性能データがこの値を上回った場合に異常状態とみなします。 
 上限警告値 ：対象性能データがこの値を上回った場合に警告状態とみなします。 
 下限異常値 ：対象性能データがこの値を下回った場合に異常状態とみなします。 
 下限警告値 ：対象性能データがこの値を下回った場合に警告状態とみなします。 

これらは、次の関係を満たしている必要があります。 
（下限異常値）＜（下限警告値）＜（上限警告値）＜（上限異常値） 

 
 閾値監視対象の性能情報 

現在収集中の性能情報を閾値監視対象として設定できます。OS 共通の性能情報として、以下の
性能情報を設定できます。 
 

リソース 性能指標 SystemMonitor 性能監視インストール時の 
設定対象(収集間隔既定値） 

CPU 使用率(%) ○(1 分) 
CPU システム使用率(%)  

CPU 

CPU ユーザ使用率(%)  
ディスク転送速度(bytes/sec) ○(1 分） 
ディスク IO 回数(IO/sec)  
ディスク読込み転送速度(bytes/sec)  
ディスク読み込み回数(IO/sec)  
ディスク書き込み転送速度(bytes/sec)  
ディスク書き込み回数(IO/sec)  
ディスク空き容量(Mbytes) ○(30 分) 

ディスク 

ディスク空き容量割合(%)  
メモリ 物理メモリ空き容量(Mbytes) ○(30 分) 
 
このほかに OS 別のカスタム定義も設定できます。 

 

閾値監視、性能情報の詳細については、「SystemMonitor 性能監視 ユー
ザーズガイド」を参照してください。 
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5.2.3. SystemMonitor の VM 監視機能で検出できる障害 

SytemMonitor の VM 監視機能で検出できる VM および VM サーバの障害は、以下の通りです。 
 

表 5-2 SystemMonitor(VM 監視機能)から SystemProvisioning への通報情報分類 

SystemMonitor 検出イベント SystemProvisioning 通知 ID 
項番 

分類 概要 通報区分名 値(16 進)
1 死活監視 サーバアクセス不能 サーバアクセス不可能障害 00000009
2 死活監視 サーバアクセス回復 サーバ起動報告 80000009
3 CPU 高負荷 
4 CPU 異常高負荷 
5 

CPU 負荷障害 
CPU 異常高負荷回復

CPU 負荷障害 00000004

6 CPU 負荷障害回復 CPU 高負荷回復 CPU 負荷障害回復 80000004
 

 
5.2.4. Microsoft Operations Manager 経由で検出できる障害 

Microsoft Operations Manager での障害検出については、「NEC SystemProvisioning Product 
Connector for Microsoft Operations Manager Ver 1.0 ユーザーズガイド」を参照してください。 

「NEC SystemProvisioning Product Connector for Microsoft Operations Manager Ver 1.0 ユー

ザーズガイド」は、NEC SystemProvisioning Product Connector for Microsoft Operations Manager 
Ver 1.0 のインストールフォルダか、もしくは SigmaSystemCenter のインストール CD に格納されています。 

 

VM 起動時に「サーバアクセス不能」のイベントが検出される場合があります。
この場合は、障害イベントの抑制機能を有効にしてください。 
設定の詳細については、「5.4.2 障害イベントの抑制」を参照してください。 
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5.3. 障害イベントを受信するために必要な監視対象サーバの設定 

管理対象サーバから SystemProvisioning 管理サーバへの通報手段として、SNMP の Trap と

ESMPRO/ServerAgent のマネージャ通報(TCP/IP In-Band)があります。必ずどちらかの設定を行ってください。

SNMP と ESMPRO/ServerAgent の両方に同じ通報先を指定した場合、同一内容のイベントを 2 通受信し

てしまうので、どちらか片方の設定を行ってください。 

ESMPRO/ServerAgent のマネージャ通報(TCP/IP In-Band)を推奨します。 

 

5.3.1. Windows サーバでの通報設定方法 

 通報先の設定方法 (SNMP Service) 
サービスのプロパティを開き、以下の内容を設定してください。 

 「トラップ」タブのコミュニティ名に"public"を設定してください。 
 「トラップ」タブのトラップ送信先に SystemProvisioning のホスト名、または、IP アドレスを追加

してください。 
 「セキュリティ」タブの「すべての SNMP パケットを受け取る」を選択してください。 
 「セキュリティ」タブの「コミュニティの権利」で、「読み取り・作成」を選択してください。 

 

図 5-1 SNMP Service のプロパティ 



 

246 

 
 通報先の設定方法 (マネージャ通報(TCP/IP In-Band)) 

ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルで通報先を設定します。 
通報先は ESMPRO/ServerAgent をインストールした直後は設定されていないので、設定してくださ
い。 
 
[スタート]–[コントロールパネル]–[ESMPRO/ServerAgent]を選択し、「ESMPRO/ServerAgent のプ
ロパティ」を開きます。 

図 5-2 コントロールパネルの ESMPRO/ServerAgent 

ESMPRO/ServerAgent のプロパティを表示したら、「全般」タブの[通報設定]ボタンを押してください。
「アラートマネージャ」を起動します。 
[設定]メニューで、[通報先リストの設定]を選択すると、「通報先リストの設定」ダイアログを開きます。 
通報先の設定方法は、ESMPRO/ServerAgent のオンラインヘルプを参照してください。 

図 5-3 アラートマネージャの「通報先リストの設定」ダイアログ 
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5.3.2. Linux サーバでの通報設定方法 

 通報先の設定方法 (SNMP) 
ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルで通報先を設定します。 
通報先は ESMPRO/ServerAgent をインストールした直後は設定されていないので、設定してくださ
い。 
 

(1) /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMamsadm を起動します。 
(2) [通報基本設定]を選択し、[Enter]キーを押します。 
(3) [マネージャ通報(SNMP)]を選択し、[Enter]キーを押します。 
(4) [通報手段有効]を選択してチェックを[*]にします。 
(5) 必要に応じて[トラップ通報先 IP]に通報先サーバの IP アドレスを設定します。 

 
 通報先の設定方法 (マネージャ通報(TCP/IP In-Band)) 

ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルで通報先を設定します。 
通報先は ESMPRO/ServerAgent をインストールした直後は設定されていないので、設定してくださ
い。 
 

(1) /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMamsadm を起動します。 
(2) [通報基本設定]を選択し、[Enter]キーを押します。 
(3) [マネージャ通報(TCP_IP In-Band)]を選択し、[Enter]キーを押します。 
(4) [通報手段有効]を選択してチェックを[*]にします。 
(5) ESMamsadm の初期画面から[通報先リストの設定]を選択し、[Enter]キーを押します。 
(6) 必要に応じて通報先サーバの IP アドレスを設定します。 

 
 CLUSTERPRO イベントの通報設定 

CLUSTERPRO のイベントを受信する場合は、CLUSTERPRO が Syslog に登録するイベントを、
監視する必要があります。 
ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルで、監視対象の CLUSTERPRO のイベントを設定し
ます。 
 

(1) /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMamsadm を起動します。 
(2) [Syslog イベントの設定]を選択し、[Enter]キーを押します。 
(3) [ソースに対する処理：]で[ON]を選択しチェックを[*]にします。[追加…]を選択し、[Enter]キーを押

します。 
(4) [Syslog イベントの追加]で、以下のイベントソースを設定します。 
 

項目 設定内容 
ソース名 CLUSTERPRO 
イベント ID c00008a4 
キーワード <type:△nm><event:△2>△Server 
Trap Name サーバダウン 

 
項目 設定内容 

ソース名 CLUSTERPRO 
イベント ID c0005217 
キーワード <type:△rm><event:△9>△Monitor△rr..rr△failed 
Trap Name パブリック LAN 異常 

 
※ 「キーワード」の設定内容の△は、半角スペースを示します。 
 
設定方法の詳細は、「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版) ユーザーズガイド」を参照してください。 
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5.3.3. 性能イベントの通報設定方法 

SystemMonitor 性能監視の閾値監視で検出した監視対象サーバの負荷状態の異常を

SystemProvisioning に通報することができます。SystemProvisioning ではこの通報を受けて、ポリシーに

従ったサーバ追加などの復旧処理を実行します。 
SystemProvisioning へは、閾値超過時と回復時に通報することができます。超過時、回復時それぞれ

について、カスタム通報区分を設定してください。また、SystemProvisioning の該当グループ、またはサーバ

に対するポリシーに同じカスタム通報区分で通報を受けるよう設定する必要があります。 

 
5.3.4. VM イベントの通報設定方法 

SystemMonitor 障害監視（VM 監視機能）で検出した VM や VM サーバの異常を

SystemProvisioning に通報することができます。SystemProvisioning ではこの通報を受けて、ポリシーに

従ったサーバ追加などのアクションを実行します。 
VM や VM サーバの障害イベントを SystemProvisioning に通報するために、SystemMonitor 障害監視

をインストールしたマシンで以下の設定を実施してください。 
 
 サービスの起動 

[スタート]－[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を選択します。 
「SystemMonitor VM Service」を右クリックし、[開始]をクリックします。 
 

 サービスのスタートアップ方法の変更 
「SystemMonitor VM Service」を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 
「全般」タブの[スタートアップの種類]で、[自動]をクリックします。 
 

 VM サーバのイベント通報設定 
VirtualCenter 2.0 より前のバージョンをご使用の場合は、VM サーバの障害イベント（死活監視）を
SystemProvisioning に通報するために、VirtualCenter Client 管理画面で以下の設定を実施して
ください。 
 

(1) ツリービューでトップレベルのノード[Server Farms]を選択し、右ペインの「Alarms」タブをクリックします。 
(2) アラーム名[Host Connection]をクリックします。 
(3) [Edit]－[Properties…]を選択し、「Alarm Properties」ダイアログを開きます。 
(4) 「Triggers」タブをクリックし、[Host State]の[Yellow]レベルの条件を「Connecting…」に変更します。 

閾値監視情報は性能情報の収集データを元に設定します。あらかじめ設定
したい性能情報の収集設定をしておく必要があります。 
収集データ設定、通報設定の詳細については、「SystemMonitor 性能監視 
ユーザーズガイド」を参照してください。 

イベントの監視は、上記項目の「キーワード」で入力した文字列で行います。
そのため、大文字/小文字/スペースについても、設定内容の記載通りに入力
してください。入力内容に誤りがあると通報できませんので、注意してください。
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図 5-4 VirtualCenter の「Alarm Properties」ダイアログ 

 
設定方法の詳細は、VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

 

5.3.5. Microsoft Operations Manager からの通報設定方法 

Microsoft Operations Manager での障害検出については、「NEC SystemProvisioning Product 
Connector for Microsoft Operations Manager Ver 1.0 ユーザーズガイド」を参照してください。 

「NEC SystemProvisioning Product Connector for Microsoft Operations Manager Ver 1.0 ユー

ザーズガイド」は、NEC SystemProvisioning Product Connector for Microsoft Operations Manager 
Ver 1.0 のインストールフォルダか、あるいは SigmaSystemCenter のインストール CD に格納されています。 
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5.4. 障害イベント通報に関するオプション設定 

管理対象サーバから送信された障害イベントは、いったん SystemMonitor 障害監視サービスに集められ、

SystemProvisioning へ送信されます。SystemMonitor 障害監視サービスは、次のオプション機能を提供しま

す。 

 障害イベントのフィルタリング 

 障害イベントの抑制 

 SystemMonitor 障害監視サービスの動作設定 

 

これらの設定は、「SystemMonitor 障害監視管理コンソール」から行います。SystemMonitor 障害監視

管理コンソールは、SystemMonitor 障害監視がインストールされているコンピュータ（既定では

SystemProvisioning 管理サーバ）上に存在し、スタートメニューの[プログラム]－[SystemMonitor 障害監視]

－[管理コンソール]から起動します。 

図 5-5 SystemMonitor 障害監視管理コンソール 

 

SystemMonitor 障害監視管理コンソールは、別のコンピュータにインストー
ルされている SystemMonitor 障害監視サービスに接続することもできます。
別のコンピュータにインストールされている SystemMonitor 障害監視サービス
に接続する場合、[ファイル]－[接続先の変更]メニューを選択し、[接続先の
設定]ダイアログから接続先を変更してください。 
(デフォルトの接続先はローカルコンピュータです。) 
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5.4.1. 障害イベントのフィルタリング 

ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害に関して、デフォルト状態（既定状態）では「5.2.1 
ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害」に記載されている障害イベントが

SystemProvisioning に通報されます。必要に応じて、SystemProvisioning に通報するイベントを追加、

削除することができます。（障害イベントのフィルタリング機能） 
SystemMonitor 障害監視管理コンソールを起動して、ツリー上の[SystemMonitor 障害監視]－[ポリシ

ー]－[フィルタ]を選択してください。下図のフィルタ設定画面が表示されます。 

図 5-6 SystemMonitor 障害監視管理コンソール フィルタ設定画面 

リストビューに表示されているイベントのうち、[通報]チェックボックスがチェックされているイベントが

SystemProvisioningへの通報対象イベントです。SystemProvisioningへ通報しない場合は、チェックを外

してください。リストに表示されていないイベントを追加する場合、[編集]－[新規]メニューを選択して新しいイ

ベントを追加してください。リストに表示されているイベントを編集、削除する場合は、対象となるイベントをリス

ト上で選択し、[編集]－[修正]、あるいは[編集]－[削除]を選択してください。 
イベントを追加、編集する場合、下図に示す「イベント追加/編集」ダイアログが表示されます。 

図 5-7 「イベント追加/編集」ダイアログ 
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設定項目 内容 

サービス名 イベント送信元のサービス名を指定します。 
分類 イベントの分類を示す文字列を指定します。(オプション) 
イベント ID イベント ID を指定します。 
通報区分名 SystemProvisioning に通報する際の通報区分を、コンボボックスのドロップダウ

ンリストより選択します。 
概要 イベントの概要となる説明を指定します。(オプション) 
 
イベント発生元となる[サービス名]、[イベント ID]を入力して、SytemProvisioing に通報するための[通報

区分名]を選択してください。[分類]、[概要]はオプションとなっておりますので、イベントを識別するために分かり

やすい情報を任意に設定してください。 
 

 

 
イベントのフィルタ設定が完了したら、変更内容を保存するために、[ファイル]－[変更内容を保存する]メニ

ューを選択してください。変更内容を保存すると変更内容が即座に反映され、新しいフィルタ条件でイベント

が送信されます。なお、変更内容を保存しないで管理コンソールを終了した場合、変更した情報は破棄され

ます。 
[編集]－[初期状態に戻す]メニューを選択すると、設定がインストール直後の初期状態に戻ります。 
 

5.4.2. 障害イベントの抑制 

障害イベントのうち、以下に示すイベントには、その障害が復旧したことを示す回復イベントが存在します。 
 
 サーバアクセス不能 － サーバアクセス回復 

 CPU 負荷障害 － CPU 負荷障害回復 
 
(障害の発生)→(障害の回復)が短時間に連続して発生した場合、それらのイベントを

SystemProvisioning に通知し、障害に対する復旧処理を開始する必要がないケースがあります。(例えば

正常なシステムのリブート処理など。) 
そこで SystemMonitor 障害監視サービスは、障害イベントを受信後一定期間そのイベントに対する回復

イベントを待ち合わせ、回復イベントが発生しない場合のみ SystemProvisioning へ障害イベントを通報す

る機能を提供します。(障害イベントの抑制機能) 
SystemMonitor 障害監視管理コンソールを起動して、ツリー上の[SystemMonitor 障害監視]－[ポリシ

ー]－[抑制]を選択してください。下図の障害イベントの抑制設定画面が表示されます。 
 
 

フィルタリングの設定が可能なイベントは、ESMPRO/ServerManager 経由
で検出できる障害イベントのみです。 
また、SystemProvisioning へ通報するイベントを新たに追加する場合、イベ
ント ID に設定可能な値は 1～65,535 となります。 
65,535 を超える値を設定した場合、フィルタの対象外となります。 

イベントの[サービス名]、[イベント ID]、[概要]などの情報は、
ESMPRO/ServerManager, ServerAgent のマニュアルに記載されていま
す。 
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図 5-8 SystemMonitor 障害監視管理コンソール 障害イベントの抑制設定画面 

障害イベントの抑制機能は、既定の状態(デフォルト状態)では無効になっています。抑制機能を利用する

場合は、[編集]－[修正]メニューを選択してください。下図の「抑制の設定」ダイアログが表示されます。 

図 5-9 「抑制の設定」ダイアログ 

抑制機能を有効にしたい項目のチェックボックスを選択し、[待機時間]を入力してください。待機時間とは、

障害イベントを受信してから、回復イベントが発生するかどうかを待ち合わせる時間です。 
なお、一般コンピュータと仮想コンピュータでは、コンピュータのリブートに必要な時間が異なるため、サーバア

クセス不可能障害の抑制機能は、それぞれ別の待機時間を設定することができます。 
設定した内容は、上記ダイアログの[OK]ボタンを選択した時点で有効になります。 

 
[編集]－[初期状態に戻す]メニューを選択すると、設定がインストール直後の初期状態に戻ります。 
 

障害イベントの抑制機能を有効にする場合、そのイベントが発生してから
SystemProvisioning へ通報されるまで、少なくとも待機時間分の遅延が生
じます。 
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5.4.3. SystemMonitor 障害監視サービスの動作設定 

SystemMonitor 障害監視サービスの動作設定を行う場合、SystemMonitor 障害監視管理コンソール

を起動して、ツリー上の[SystemMonitor 障害監視]－[サービス設定]－[ログ設定]、あるいは

[SystemMonitor 障害監視]－[サービス設定]－[通信パラメータ]を選択してください。下図のサービス設定

画面が表示されます。 

図 5-10 SystemMonitor 障害監視管理コンソール  サービス設定－ログ設定画面 

図 5-11 SystemMonitor 障害監視管理コンソール  サービス設定－通信パラメータ設定画面 

サービス設定画面より、[編集]－[プロパティ]メニューを選択すると、以下の「サービス設定」ダイアログが表示

されますので、必要に応じて各種設定情報を変更してください。 
なお、[編集]－[初期状態に戻す]メニューを選択すると、設定がインストール直後の初期状態に戻ります。 
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図 5-12 「サービス設定」ダイアログ － 「ログ設定」タブ 

設定項目 内容 
ログファイルの格納フォルダ SystemMonitor 障害監視サービスが記録するログファイルの格納フォルダ

を指定します。 
ログ採取レベル 登録するログのログレベルを指定します。指定できるレベルは以下の 5 種類

です。 
・情報 ： 情報、警告、エラーメッセージを出力する 
・警告 ： 警告、エラーメッセージを出力する 
・エラー ： エラーメッセージを出力する 
・すべて ： 情報、警告、エラーメッセージとトレースメッセージを出力する 
・採取しない ： ログを登録しない 

ログファイルの 大サイズ ログファイルの 大サイズを指定します。指定したサイズを超えると、ログの
内容をバックアップファイルに退避して、新たにログの登録を開始します。 

 

 

図 5-13 「サービス設定」ダイアログ － 「通信パラメータ」タブ 

• [ログ設定]で設定するログ関連情報は、SystemMonitor 障害監視関連
サービスを再起動するまで、変更内容が反映されません。設定内容を変
更した場合、システムを再起動するか、サービスコントロールマネージャから
以下のサービスを再起動してください。 
  “SystemMonitor Service” 
  “SystemMonitor ESMPRO Service” 
  “SystemMonitor VM Service” 

• [参照]ボタンは、ローカルコンピュータの SystemMonitor 障害監視サービ
スに接続している場合のみ利用できます。 
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設定項目 内容 

送信キューサイズ SystemMonitor 障害監視サービスが内部でキューイングするイベントの
大数を指定します。大規模システムなどにおいて、同時に多数のイベントが
発生するようなシステムでは、この数値を増やしてください。なお、ここで指
定するキューサイズを超えるイベントを受信した場合、そのイベントは破棄さ
れます。 

大キューイング時間 SystemProvisioning へ イ ベ ン ト を 送 信 で き な い ケ ー ス で は 、
SystemMonitor 障害監視サービスが一定期間イベントを保持し、
SystemProvisioning へのイベント送信をリトライします。ただし、ここで指
定した時間を超過した場合、保持しているイベントは破棄されます。 
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6. アクションシーケンス 

アクションシーケンスは、SystemProvisioning がサーバ構成制御に利用する処理を規定したものです。 

アクションシーケンスは、製品に含まれるものしか利用できません。アクションシーケンスファイルは編集しないでく

ださい。編集した場合、SystemProvisioning の動作を保障できません。 

6.1. アクションシーケンスの種類 

表 6-1 主なアクションシーケンス一覧 

項
番 

アクションシーケンス名 機能 物理 
サーバ 

仮想 
サーバ

1 ChangeServerGroup サーバを他の用途へ変更(他のグループ
へ移動)します。 

〇 × 

2 DeploymentServer グループで稼動しているサーバへソフトウ
ェアを配布します。 

〇 〇 

3 DeploymentServerGroupAll グループで稼動しているすべてのサーバへ
一斉にソフトウェアを配布します。 

〇 〇 

4 DeploymentServerGroupSequential グループで稼動しているすべてのサーバへ
1 台ずつ順番にソフトウェアを配布しま
す。 

〇 〇 

5 MoveFromGroupToManaged グループで稼働しているサーバをグループ
から削除します。グループから削除したサ
ーバは、SystemProvisioning の管理す
る未使用サーバ一覧に残ります。 
サーバはシャットダウンされ、
ESMPRO/ServerManager の監視対
象から削除します。 

〇 × 

6 MoveFromGroupToPool グループで稼動しているサーバをプールサ
ーバとして待機させます。 
サーバはシャットダウンされ、
ESMPRO/ServerManager の監視対
象から削除します。 

〇 × 

7 MoveFromPoolToGroup プールサーバをグループの稼動サーバとし
て稼動します。ソフトウェアの配布、
ESMPRO/ServerManager の監視対
象への登録を実施します。 

〇 × 

8 MoveMasterServerToGroup 未使用サーバをグループの稼動サーバと
して稼動します。ソフトウェア配布は実施
しませんが、対象サーバが物理サーバの
場合、ESMPRO/ServerManager の
監視対象への登録を実施します。 

〇 〇 

9 PowerOnServer サーバに対して起動を実施します。 〇 〇 
10 RebootServer サーバに対してリブートを実施します。 〇 〇 
11 ShutdownServer サーバに対してシャットダウンを実施しま

す。 
〇 〇 

12 SuspendServer サーバに対してサスペンドを実施します。 〇 〇 
13 ReplaceServer グループで稼動しているサーバとプールサ

ーバを置換します。新しく置換したサーバ
には、置換前の情報を引き継ぎます。置
換元のサーバは、グループから削除しま
す。 

〇 × 
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項
番 

アクションシーケンス名 機能 物理 
サーバ 

仮想 
サーバ

14 TakeOverServer グループで稼動しているサーバとプールサ
ーバを置換します。新しく置換したサーバ
には、置換前の情報を引き継ぎます。置
換元のサーバはプールで待機します。 

〇 × 

15 TransferServer グループで稼動しているサーバとプールサ
ーバを置換します。新しく置換したサーバ
には、置換前の情報を引き継ぎません。
置換元のサーバはプールで待機します。 

〇 × 

16 MoveFromPoolToGroupWithServer
Info 

プールサーバをグループの稼働サーバとし
て稼働します。その際、サーバに設定す
るホスト名もしくは IP アドレスをユーザに
より指定することができます。 
その他の機能は、
MoveFromPoolToGroup と同じです。 

〇 × 

17 CreateVirtualMachine 仮想サーバを新しく作成します。作成し
た仮想サーバはグループの稼動サーバと
して稼動しますが、グループプロパティダイ
アログ上の「VM 作成時、DPM に登録」
が未選択で、ソフトウェアの配布が必要
な場合は、稼動準備状態となります。 

× 〇 

18 DeleteManagedVirtualMachine 未使用の仮想サーバを削除します。 × 〇 
19 DeleteVirtualMachine グループの稼動サーバを削除します。 × 〇 
20 MigrateVirtualMachine グループの稼動サーバを異なる VM サー

バ上へ稼動状態を保ち移動します。 
× 〇 

21 MigrateVirtualMachineServer VMS 上にあるグループの稼動サーバを
異なる VM サーバ上へ稼動状態を保ち
移動します。 

× 〇 

22 MoveManagedserverToGroup 仮想サーバをグループの稼動サーバとして
稼動します。ソフトウェアの配布を実施し
ます。 

× 〇 

23 MoveManagedServerToGroupWith
ServerInfo 

仮想サーバをグループの稼働サーバとして
稼働します。その際、サーバに設定する
ホスト名もしくは IP アドレスをユーザにより
指定することができます。 
その他の機能は、
MoveManagedserverToGroupと同じ
です。 

× 〇 

24 MoveVirtualMachine グループの稼動サーバを異なる VM サー
バ上へ移動します。移動後の VM の電
源状態は移動前電源状態と同じになり
ます。 

× 〇 

25 MoveVirtualMachineServer VM サーバ上にあるグループの稼動サー
バを異なる VM サーバ上へ移動します。
移動後の VM の電源状態は移動前電
源状態と同じになります。 

× 〇 

26 ShiftToRunning グループの稼動準備サーバを稼働サーバ
として稼働します。ソフトウェアの配布を
実施します。 

× 〇 

27 RemoveVirtualMachineFromGroup グループで稼働しているサーバをグループ
から削除します。グループから削除したサ
ーバは、SystemProvisioning の管理す
る未使用サーバ一覧に残ります。 

× 〇 
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項
番 

アクションシーケンス名 機能 物理 
サーバ 

仮想 
サーバ

28 DeploymentServerWithScenario グループの稼動サーバへ指定されたソフト
ウェアを配布します。配布されたソフトウェ
アは稼動サーバの配布済みソフトウェア
情報としては管理されません。 

〇 〇 

29 DeploymentPhysicalServerWithSce
nario 

グループで未稼動の物理サーバへ指定さ
れたソフトウェアを配布します。配布され
たソフトウェアは物理サーバの配布済みソ
フトウェア情報としては管理されません。 

〇 〇 

30 CloneVirtualMachineServerAndPo
werOn 

VMS 上にあるグループの稼動サーバを
異なる VM サーバ上へ移動し、仮想ディ
スク切り替えを行ないます。移動後の
VM は必ず電源 ON 状態になります。 

× 〇 

31 MoveVirtualMachineAndPowerOn グループの稼動サーバを異なる VM サー
バ上へ移動します。移動後の VM は必
ず電源 ON 状態になります。 

× 〇 

32 MoveVirtualMachineServerAndPow
erOn 

VM サーバ上にあるグループの稼動サー
バを異なる VM サーバ上へ移動します。
移動後の VM は必ず電源 ON 状態にな
ります。 

× 〇 

○：アクションシーケンス対象サーバ 

×：アクションシーケンス対象外サーバ 
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6.2. アクションシーケンスの実行とキャンセル 

SystemProvisioning の構成変更処理は、アクションシーケンスの実行により行います。アクションシーケンス

の実行方法は、次の 4 つの方法があります。 

 運用管理ツールによる操作 (「4 運用管理ツール」を参照) 

 ポリシーによる処置 (「5 ポリシー」を参照) 

 pvmutl コマンド (「7.1 pvmutl コマンド」を参照) 

 API による起動 (「7.4 API」を参照) 

 

実行したアクションシーケンスは、Job として一連の構成変更処理を実行していきます。アクションシーケンスは、

他のアクションシーケンスを実行している場合でも実行できます。構成変更をするサーバが互いに依存しなけれ

ば、複数の構成変更を並行して動作することもできます。 

先に実行されたアクションシーケンスにより、既にリソースを使用している場合、アクションシーケンスの実行を保

留します。そのリソースを使用しているアクションシーケンスの実行が完了すると、保留していたアクションシーケンス

の実行を開始します。 

 

現在実行しているアクションシーケンスは、次の方法で確認できます。 

 運用管理ツールの「Job 一覧」(「4.15 Job 一覧、キャンセル機能」を参照してください。) 

ただし、運用管理ツールから操作したアクションシーケンスのみ表示されます。 

 asjob コマンド(「7.2 Job コマンド」を参照してください。) 

 

実行しているアクションシーケンスの中断を行いたい場合、次のいずれかの方法により中断してください。 

 運用管理ツールの「Job 一覧」ダイアログで中断 

 ascancel コマンドで、Job の ID を指定して中断 (「7.2 Job コマンド」を参照してください。) 

 

アクションシーケンスを中断したことにより、サーバがアクションシーケンス実行前
の状態に戻らない場合があります。その場合は、サーバをいったんグループから
削除し、再度グループに登録してください。 
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7. コマンド/API 

SystemProvisioning は、運用管理ツール以外にもコマンドプロンプトなどから使用できる、コマンドラインイン

タフェースとアプリケーションインタフェース(API)を準備しています。 

7.1. pvmutl コマンド 

pvmutl コマンドは、Job 管理ソフトウェアや他の運用管理ソフトから SystemProvisioning の構成制御を行

うためのコマンドです。ここでは、pvmutl コマンドの使用方法について説明します。 

 

pvmutl コマンドを使用するには、以下の条件を満たしている必要があります。 

 pvmutl コマンドは、administrators 権限を持つユーザで実行できます。 

 グループ名は、「カテゴリ¥グループ¥サブグループ」で指定します。 

カテゴリ、サブグループがない場合、カテゴリ、サブグループを省略します。 

 サーバ名はグループ名をつけずに指定します。 

 

pvmutl コマンドの実行結果は、コマンドの戻り値により判断できます。pvmutl コマンドの戻り値は以下のとおり

です。 

表 7-1 pvmutl コマンドの戻り値一覧 

値 成功/失敗 原因 
0 成功  
1 失敗 コマンドフォーマットが異常です(パラメータ不足など) 
2 失敗 指定したサーバが見つかりません 
3 失敗 指定したグループが見つかりません 
4 失敗 グループに登録しているサーバ設定の数が不足しています 
5 失敗 移動対象サーバが不足しています(既に移動済など) 
6 失敗 アクションシーケンスの起動に失敗しました 
7 失敗 アクションシーケンスの実行に失敗しました(アクションシーケンス内でエラー

が発生) 
8 失敗 配布ソフトウェアが見つかりません 
9 失敗 Administrators 権限がないユーザで実行しています 
10 失敗 指定したサーバは既に存在しています 
11 失敗 指定したサーバは既にグループで稼働中です 

 

以降の pvmutl コマンドの機能説明では、以下の表記を使用します。 

 [ ] はオプションを示します。   は省略時に選択されるオプションです。 

 | はどちらか選択することを示します。 

 

その他 

 コマンドラインから pvmutl を起動する際、引数を省略するとヘルプを表示します。 

 サーバ設定(ホスト名、IP アドレスなど)のことを pvmutl のヘルプ上では「IP プール」と表記しています。 
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7.1.1. 用途変更(サーバの移動) 

GroupNameSrc グループと GroupNameDest グループの間でサーバの用途変更を行います。 
GroupNameSrc グループで稼動中のサーバを GroupNameDest グループのサーバに用途変更します。 

 

[ 構文 ] 
pvmutl move GroupNameDest GroupNameSrc [ServerNameSrc | /c count] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupNameDest および GroupNameSrc には、グループ名、親グループ名、カテゴリ名のいずれかを

指定することができます。 

カテゴリ名や親グループ名を指定した場合、用途変更対象となるグループは指定されたカテゴリや親グル

ープ配下にあるグループの中から自動的に選択されます。 

 

ServerNameSrc を指定すると、指定されたサーバを用途変更します。 

ServerNameSrc を指定した場合、GroupNameDest および GroupNameSrc には、

ServerNameSrc が存在するグループ名を指定してください。（カテゴリ名や親グループ名は指定できま

せん。） 

ServerNameSrc を省略した場合、用途変更元サーバは GroupNameSrc 配下の論理サーバの中か

ら、自動的に選択されます。 

 

/c を指定すると指定した台数のサーバを用途変更します。ServerNameSrc と /c は同時に指定で

きません。ServerNameSrc と /c の両方を省略した場合、/c で 1 を指定されたとみなします。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、用途変更は行いません。 

 

用途変更によって用途変更元サーバがプールに移動する際、 

用途変更元サーバがグループプールから稼動状態になったサーバの場合は、グループプールに移動します。

用途変更元サーバが共通プールから稼動状態になったサーバの場合は、共通プールに移動します。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupNameDest 

(必須) 

用途変更先グループ名を指定します。 

ServerNameSrc を指定しない場合は、カテゴリ名または親グループ

名を指定することもできます。 

GroupNameSrc 

(必須) 

用途変更元グループ名を指定します。 

ServerNameSrc を指定しない場合は、カテゴリ名または親グループ

名を指定することもできます。 
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[ServerNameSrc] 用途変更元の論理サーバ名を指定します。 

GroupNameSrc で稼動中であり、かつ GroupNameDest のプールと

しても待機登録しているサーバを指定してください。 

仮サーバは指定できません。/c と同時指定はできません。 

GroupNameDest や GroupNameSrc にカテゴリ名または親グループ

名を指定した場合は指定できません。 

省略時は、指定したグループに存在するすべての稼動サーバの中から

自動的に用途変更対象サーバが選択されます。 

[/c count] 用途変更するサーバ数を指定します。count に 1 から n の範囲で整数

を指定してください。省略時は「1」を指定しているとみなします。

ServerNameSrc と同時指定はできません。 

GroupNameSrc に 属 す る 台 数 以 上 を 指 定 し た り 、

GroupNameDest のサーバ設定のうち未使用のサーバ設定の個数以

上を指定した場合、処理がエラーとなります。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の用途変更は行いませ

ん。 

環境によっては妥当性チェックに成功しても、実際の用途変更条件を

満たせずに処理がエラーとなる場合があります。 

 
[ 構文例 ] 

pvmutl move Category1¥ParentGrp1 ParentGrp2 
pvmutl move Category1¥ParentGrp1¥SubGrp1 ParentGrp2¥SubGrp2 srv01 
pvmutl move Grp1 Grp2 /c 10 

 

 
7.1.2. サーバ置換 

GroupName グループの ServerName サーバをプールサーバと置換します。 
置換先サーバは置換元サーバのサーバ情報を引き継ぎます。 

 

[ 構文 ] 
pvmutl replace GroupName ServerName [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には ServerName に指定したサーバが稼動中のグループ名を指定します。（カテゴリ名や

親グループ名の指定はできません。） 

 

ServerName には置換元サーバの論理サーバ名を指定します。 

 

このコマンドは、VM および VM 用グループに対しては使用できません。 
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置換先となるサーバは GroupName に指定されたグループのプールから自動的に選択されます。また、

共通プール使用の条件を満たしている場合は共通プールのサーバも選択対象となります。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ置換を行いません。 

 

置換元サーバがプールに移動する際、 

置換元サーバがグループプールから稼動状態になったサーバだった場合は、グループプールに移動しま

す。 

置換元サーバが共通プールから稼動状態になったサーバだった場合は、共通プールに移動します。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName に指定した論理サーバが稼動しているグループ名を指

定してください。 

カテゴリ名または親グループ名のみの指定はできません。 

ServerName  

（必須） 

置換元サーバの論理サーバ名を指定します。 

GroupName に指定したグループで稼動中の論理サーバを指定してく

ださい。 

仮サーバは指定できません。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の置換は行いません。 

環境によっては妥当性チェックに成功しても、実際の置換条件を満た

せずに処理がエラーとなる場合があります。 

 
 [ 構文例 ] 

pvmutl replace Category¥ParentGrp1¥SubGrp1 srv01 
 

 
7.1.3. プールからグループへのサーバ追加 

GroupName グループにサーバを追加します。 
プールにある 1 台もしくは複数台のサーバを稼動サーバとして追加します。 

 

[ 構文 ] 
pvmutl add GroupName [ServerName | /c count] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、グループ名、親グループ名、カテゴリ名のいずれかを指定することができます。 

カテゴリ名や親グループ名を指定した場合、追加対象となるグループは指定されたカテゴリや親グループ

配下にあるグループの中から自動的に選択されます。 

このコマンドは、VM および VM 用グループに対しては使用できません。 
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ServerName を指定すると、指定されたサーバを追加します。 

ServerName を指定した場合、GroupName には、ServerName が存在するグループ名を指定してく

ださい。（カテゴリ名や親グループ名は指定できません。） 

 

ServerName を省略した場合、追加対象サーバは GroupName に指定されたグループのプールから自

動的に選択されます。また、共通プール使用の条件を満たしている場合は共通プールのサーバも選択

対象となります。 

 

/c を指定すると指定した台数のサーバを追加します。ServerName と /c は同時に指定できません。

ServerName と /c の両方を省略した場合、/c で 1 を指定されたとみなします。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ追加は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName を指定しない場合は、カテゴリ名または親グループ名を

指定することもできます。 

[ServerName] プール内の物理サーバ名を指定します。(1 台のみ指定可能) 

GroupName のプールに待機しているサーバのみ指定できます。 

共通プールのサーバは指定できません。 

GroupName にカテゴリ名または親グループ名を指定した場合は、指

定できません。 

仮サーバは指定できません。 

/c と同時指定はできません。省略時は、GroupName 配下のプールサ

ーバすべての中から追加対象サーバが選択されます。 

[/c count] プールから追加するサーバ台数を指定します。count に 1 から n の範囲

で整数を指定してください。省略時は 1 を指定しているとみなします。

ServerName と同時指定はできません。 

GroupName に属するプールサーバの台数以上を指定したり、

GroupName のサーバ設定のうち未使用のサーバ設定の個数以上を

指定した場合、処理がエラーとなります。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の追加は行いません。 

環境によっては妥当性チェックに成功しても、実際の追加条件を満た

せずに処理がエラーとなる場合があります。 

 
[ 構文例 ] 

pvmutl add Category1 
pvmutl add Category1¥ParentGrp1¥SubGrp1 Srv1 
pvmutl add Grp1 /c 10 
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7.1.4. サーバ情報を指定したプールからグループへのサーバ追加 

GroupName グループにサーバ追加をします。 
グループに定義されているホスト名もしくは IP アドレスを指定して、稼動サーバを追加します。 

 

[ 構文 ] 
pvmutl addspecname GroupName NetInfo [ServerName] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、追加対象となるグループ名を指定することができます。（カテゴリ名や親グループ名の

指定はできません。） 

 

NetInfo には、追加対象グループ、または追加対象グループの親グループのサーバ設定に定義されてい

る論理サーバのホスト名、または IP アドレスを指定します。 

定義されていないホスト名、IP アドレスを指定した場合、コマンド実行は失敗します。 

 

ServerName を指定すると、指定されたサーバを追加します。 

ServerName を省略した場合、追加対象サーバは GroupName に指定されたグループのプールから自

動的に選択されます。また、共通プール使用の条件を満たしている場合は共通プールのサーバも選択

対象となります。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ追加は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

カテゴリ名や親グループ名の指定はできません。 

NetInfo 

（必須） 

稼動させたいホスト名もしくは IP アドレスを指定します。 

ホスト名、IP アドレスは追加対象グループ、またはその親グループに定

義されている必要があります。 

[ServerName] プール内の物理サーバ名を指定します。 

GroupName のプールに待機しているサーバのみ指定できます。 

共通プールのサーバは指定できません。 

仮サーバは指定できません。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の追加は行いません。 

環境によっては妥当性チェックに成功しても、実際の追加条件を満た

せずに処理がエラーとなる場合があります。 

 

このコマンドは、VM および VM 用グループに対しては使用できません。 
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[ 構文例 ] 

pvmutl addspecname Category1¥ParentGrp1¥SubGrp1 LogicalServer1 Machine1 
pvmutl addspecname Grp1 192.168.1.1 Machine1 
 

 

7.1.5. グループからプールへのサーバ移動 

GroupName グループの稼動サーバをプールへ移動します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl delete GroupName [ServerName | /c count] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、グループ名、親グループ名、カテゴリ名のいずれかを指定することができます。 

カテゴリ名や親グループ名を指定した場合、移動対象となるグループは指定されたカテゴリや親グループ

配下にあるグループの中から自動的に選択されます。 

 

ServerName を指定すると、指定されたサーバを移動します。 

ServerName を指定した場合、GroupName には、ServerName が存在するグループ名を指定してく

ださい。（カテゴリ名や親グループ名は指定できません。） 

ServerName を省略した場合、移動対象サーバは GroupName に指定されたグループの論理サーバ

から自動的に選択されます。 

 

/c を指定すると指定した台数のサーバを移動します。ServerName と /c は同時に指定できません。

ServerName と /c の両方を省略した場合、/c で 1 を指定されたとみなします。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ移動は行いません。 

 

対象サーバをプールに移動する際、 

対象サーバがグループプールから稼動状態になったサーバの場合は、グループプールに移動します。 

対象サーバが共通プールから稼動状態になったサーバの場合は、共通プールに移動します。 

 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName を指定しない場合は、カテゴリ名または親グループ名を

指定することもできます。 

このコマンドは、VM および VM 用グループに対しては使用できません。 
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[ServerName] グループ内の論理サーバ名を指定します。 

仮サーバは指定できません。/c と同時指定はできません。 

省略時は、GroupName 配下の稼動サーバすべての中から移動対象

サーバが選択されます。 

[/c count] プールへ移動するサーバ台数を指定します。count に 1 から nの範囲で

整数を指定してください。省略時は 1 を指定しているとみなします。

ServerName と同時指定はできません。 

指定したグループに存在する稼動サーバ台数以上が指定された場

合、エラーとなります。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の移動は行いません。 

環境によっては妥当性チェックに成功しても、実際の移動条件を満た

せずに処理がエラーとなる場合があります。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl delete Category1 
pvmutl delete ParentGrp1¥SbuGrp1 Srv1 
pvmutl delete Grp1 /c 10 
 

 

 

7.1.6. グループ単位のソフトウェア配信 

GroupName グループのすべての稼動サーバに配布ソフトウェアを配信します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl deploygrp GroupName [/f | /p Software[,Software]...] [/seq] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

/f を指定すると、既に配布済みの配布ソフトウェアも再配布します。省略時は差分配布を行います。 

/p を指定すると指定された配布ソフトウェアを配布します。グループに登録していないソフトウェアを指定

できます。 

/seq を指定すると、シーケンシャル(1 台ずつ順番)に配布します。省略時は一斉配布します。 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、ソフトウェア配信は行いません。 
 

サーバ名指定を行わずに本コマンドを実行すると、稼動サーバの中から自動
選択されたサーバがプールへ移動し待機(シャットダウン)します。システム固有
の業務停止手順などがある場合は、サーバ停止前に業務停止処理を実施
し、サーバ名を指定してコマンドを実行してください。 

このコマンドは、VM および VM 用グループに対しては使用できません。 
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[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

[/f] グループに登録されたソフトウェアを、強制再配布(既に配布済みの配

布ソフトウェアも配布)します。 

/p、/f共に省略時は、グループに登録されたソフトウェアを差分配布しま

す。 

/p とは同時に指定できません。 

[/p Software] 配布するソフトウェアを指定します。 

グループに登録していないソフトウェアでも指定可能です。 

複数のソフトウェアを指定する場合には、間に”,”を挿入して指定しま

す。 

グループに登録されたソフトウェアの配布状況に関わらず、指定したソフ

トウェアのみ配布します。 

/f とは同時に指定できません。 

[/seq] シーケンシャル(1台ずつ順番)配布します。省略時は一斉配布します。

[/test] 指定したグループの存在確認を行います。ソフトウェア配信は行いませ

ん。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl deploygrp grp1 
pvmutl deploygrp grp1 /f /seq 
pvmutl deploygrp grp1 /f 
pvmutl deploygrp grp1 /p soft1 
pvmutl deploygrp grp1 /p soft1,soft2,soft3 

 

 
7.1.7. サーバ指定のソフトウェア配信 

GroupName グループの ServerName サーバに配布ソフトウェアを配信します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl deploysrv GroupName ServerName [/a Software | /f | /p Software[,Software]...] 
[/test] 

 
[ 詳細 ]  

/a を指定すると、指定された配布ソフトウェアのみ配布します。グループに登録されたソフトウェアを指定

できます。 

ソフトウェアの指定には、「運用管理ツール」の配布ソフトウェアで表示される
「配布ソフトウェア名」を""で囲んで入力してください。 
例："W2K3_PATCH_R2/MgmtServer1<WinLinux>" 
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/f を指定すると、既に配布済みの配布ソフトウェアも再配布します。省略時は差分配布を行います。 

/p を指定すると、指定された複数の配布ソフトウェアを配布します。グループに登録していないソフトウェ

アも指定できます。 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、ソフトウェア配信は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName に指定した論理サーバが稼動しているグループ名を指

定してください。 

ServerName 

（必須） 

論理サーバ名を指定します。仮サーバは指定できません。 

[/a Software] 配布するソフトウェアを指定します。省略するとグループに登録している

配布ソフトウェアを配布します。複数のソフトウェアは指定できません。 

/p と共に省略すると、グループに登録している配布ソフトウェアを配布

します。 

/f、/p とは同時に指定できません。 

[/f] グループに登録されたソフトウェアを、強制再配布(既に配布済みの配

布ソフトウェアも配布)します。 

省略時は差分配布します。/a、/p、/f すべて省略時は、グループに登

録されたソフトウェアを差分配布します。 

/a、/p とは同時に指定できません。 

[/p Software] 配布するソフトウェアを指定します。 

グループに登録していないソフトウェアでも指定可能です。 

複数のソフトウェアを指定する場合には、間に”,”を挿入して指定しま

す。 

グループに登録されたソフトウェアの配布状況に関わらず、指定したソフ

トウェアのみ配布します。 

/a、/f とは同時に指定できません 

[/test] 指定したグループ、サーバ、配布ソフトウェアの存在確認を行います。 

/a 指定時には、指定した配布ソフトウェアがグループに登録してあるか

の確認も行います。ソフトウェア配信は行いません。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl deploysrv grp1 
pvmutl deploysrv grp1 srv01 /a soft1 
pvmutl deploysrv grp1 /p soft1 
pvmutl deploysrv grp1 /p soft1,soft2,soft3 
pvmutl deploysrv grp1 srv01 /f 
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7.1.8. 任意ソフトウェアの実行 

指定の管理対象マシンに指定のソフトウェアを配信します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl deploypsv ServerName Software [/test]  

[ 詳細 ]  
/test を指定すると引数チェックのみ行い、ソフトウェア配信は行いません。 

[ 引数、オプション ] 
ServerName 

（必須） 

管理対象の物理マシン名または VM 名を指定します。 

SoftwareName 

（必須） 

配信するソフトウェアを指定します。 

[/test] 指定したサーバ、配布ソフトウェアの存在確認を行います。 

ソフトウェア配信は行いません。 

 [ 構文例 ] 
pvmutl deploypsv srv01 soft1 

 

7.1.9. メンテナンスモードの有効化、無効化 

GroupName グループのサーバのメンテナンスモードの状態を変更します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl maintenance {on|off} GroupName [ServerName][/test] 

 
[ 詳細 ]  

ServerName を指定すると、指定されたサーバのメンテナンスモードを変更します。 

ServerName を省略すると、GroupName グループ配下のすべてのサーバのメンテナンスモードを変更し

ます。 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、メンテナンスモードの変更は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
on 

（選択・必須） 

メンテナンスモードを有効にします。 

off メンテナンスモードを無効にします。 

ソフトウェアの指定には、「運用管理ツール」の配布ソフトウェアで表示される
「配布ソフトウェア名」を""で囲んで入力してください。 
例："W2K3_PATCH_R2/MgmtServer1<WinLinux>" 

ソフトウェアの指定には、「運用管理ツール」の配布ソフトウェアで表示される
「配布ソフトウェア名」を""で囲んで入力してください。 
例："W2K3_PATCH_R2/MgmtServer1<WinLinux>" 
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（選択・必須） 

GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

[ServerName] 論理サーバ名を指定します。 

仮サーバ、プールサーバは指定できません。省略時は、グループのすべ

てのサーバを対象とします。 

[/test] 指定したグループ、サーバの存在確認を行います。 

メンテナンスモードの変更は行いません。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl maintenance on grp1  
pvmutl maintenance off grp1 srv01 
 

7.1.10. グループのリスト出力 

グループのリスト表示を行います。カテゴリも表示します。階層はスペースで字下げして表示します。 
 
[ 構文 ] 

pvmutl list group 
 

[ 引数、オプション ] 
すべての引数は固定です。 

 

[ 出力結果 ] 
以下のように出力します。 

例：グループを以下のように定義している場合 

  group1 ← グループ 

  group2 ← グループ 

    group2_1 ← group2 のサブグループ 

    group2_2 ← group2 のサブグループ 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl list group 

================ 
ServerGroup List 
================ 
group1 
group2 
 group2_1 
 group2_2 
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7.1.11. グループに登録しているサーバのリスト出力 

GroupName グループに登録しているサーバを一覧表示します。プールサーバも表示します。 
 
[ 構文 ] 

pvmutl list server GroupName 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象とするグループ名を指定します。 

 

[ 出力結果 ] 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl list server grp1 
 

============================= 
Server List (Group = GroupName) 
============================= 
Server1 
Server2 
 
=========== 
Pool 
=========== 
Server3 
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7.1.12. グループで配布できる配布ソフトウェアのリスト出力 

グループに登録している配布ソフトウェアの一覧を表示します。 
 
[ 構文 ] 

pvmutl list soft GroupName 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象とするグループ名を指定します。 

 

[ 出力結果 ] 
以下のように出力します。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl list soft grp1 
 

7.1.13. サーバのシャットダウン 

GroupName グループの ServerName サーバをシャットダウンします。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl shutdown GroupName ServerName [/test] 

 
[ 詳細 ]  

/test を指定すると引数チェックのみ行い、シャットダウンは行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName に指定した論理サーバが稼動しているグループ名を指

定してください。 

ServerName 

（必須） 

論理サーバ名を指定します。 

仮サーバ、プールサーバは指定できません。 

[/test] 指定したグループ、サーバの存在確認を行います。シャットダウンは行い

ません。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl shutdown grp1 srv01 

============================= 
Soft List (Group = GroupName) 
============================= 
Soft1 
Soft2 
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7.1.14. サーバのリブート 

GroupName グループの ServerName サーバをリブートします。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl reboot GroupName ServerName [/test] 

 
[ 詳細 ]  

/test を指定すると引数チェックのみ行い、リブートは行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName に指定した論理サーバが稼動しているグループ名を指

定してください。 

ServerName 

（必須） 

論理サーバ名を指定します。 

仮サーバ、プールサーバは指定できません。 

[/test] 指定したグループ、サーバの存在確認を行います。リブートは行いませ

ん。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl reboot grp1 srv01 
 

7.1.15. サーバの電源 ON 

GroupName グループの ServerName サーバの電源 ON を行います。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl poweron GroupName ServerName [/test] 

 
[ 詳細 ]  

/test を指定すると引数チェックのみ行い、電源 ON は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

対象となるグループ名を指定します。 

ServerName に指定した論理サーバが稼動しているグループ名を指

定してください。 

ServerName 

（必須） 

論理サーバ名を指定します。 

仮サーバ、プールサーバは指定できません。 

[/test] 指定したグループ、サーバの存在確認を行います。電源 ON は行いま

せん。 

 

[ 構文例 ] 
pvmutl poweron grp1 srv01 
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7.1.16. サーバ作成(グループにサーバを新規作成) (仮想サーバ専用) 

GroupName グループに VM を 1 台新規に作成します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl vmadd GroupName VMName [/VMS VMSName /VMFS VMFSName] [/NETINFO 
NetInfo] [/a]: [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、グループ名、親グループ名、カテゴリ名のいずれかを指定することができます。 

カテゴリ名や親グループ名を指定した場合、作成対象となるグループは指定されたカテゴリや親グループ

配下にあるグループの中から、グループに設定されたプライオリティの高い順に自動的に選択されます。 

/VMS VMSName、 /VMFS VMFSName、 /NETINFO NetInfo のいずれか 1 つでも指定する場合、

作成対象となるグループ名を指定してください。（カテゴリ名や親グループ名を指定することはできませ

ん。） 

 

VMName には作成する VM 名を指定します。任意の名前を指定できますが、既に存在する VM 名と

同じ名前を指定することはできません。 

/NETINFO NetInfo オプションによって論理サーバを指定する場合は、その論理サーバのホスト名と同

一の名前を指定してください。 

 

/VMS VMSName には VM の作成先となる VM サーバの名前を指定します。作成先グループの配布

テンプレートを管理している VirtualCenter に所属している VM サーバを指定してください。 

/VMS VMSName を指定する場合は、/VMFS VMFSName も必ず指定してください。 

 

/VMFS VMFSName には VM の作成先となる VMFS の名前を指定します。/VMS VMSName に指

定した VM サーバに存在する VMFS を指定してください。 

VMFS の名前には ”[]”(かっこ) や ”:”(コロン) がついている場合がありますが、それらも含めて正確な

名前を指定してください。 例） [VMFS1:2:3:4] 

/VMFS VMFSName を指定する場合は、/VMS VMSName も必ず指定してください。 

 

/VMS VMSName と /VMFS VMFSName を省略した場合は作成対象グループに対応する VM サ

ーバと VMFS が自動的に選択されます。 

 

/NETINFO NetInfo には、作成対象グループ、またはその親グループのサーバ設定に定義されている論

理サーバのホスト名、または IP アドレスを指定します。 

作成対象グループ、またはその親グループのサーバ設定に定義されていないホスト名、IP アドレスは指定

できません。 

/NETINFO NetInfo を省略した場合は、作成対象グループ、またはその親グループに設定済みのサー

バ設定から自動的に選択されます。 
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/a は未使用 VM をグループに追加する場合に指定します。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、VM 作成は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

サーバ作成先となるグループ名を指定します。 

VM サーバ名、VMFS 名、論理サーバ名（または IP アドレス）のすべて

を省略する場合は、カテゴリ名や親グループ名も指定できます。 

VM サーバ名、VMFS 名、論理サーバ名（または IP アドレス）のいずれ

かを指定した場合は、カテゴリ名や親グループ名は指定できません。 

VMName 

（必須） 

作成する VM 名を指定します。 

既に存在する VM 名と同一の名前を指定することはできません。 

[/VMS VMSName] 作成先の VM サーバ名を指定します。 

VM サーバ名を指定した場合は、VMFS 名も指定してください。 

省略した場合は、作成先グループに対応する VM サーバが自動的に

選択されます。 

[/VMFS VMFSName] 作成先の VMFS 名を指定します。 

VMFS 名を指定した場合は、VM サーバ名も指定してください。 

指定した VM サーバに存在する VMFS 名を指定してください。 

省略した場合は、作成先グループに対応する VMFS が自動的に選択

されます。 

[/NETINFO NetInfo] サーバに割り当てるホスト名もしくは IP アドレスを指定します。 

ホスト名、IP アドレスは作成先グループ、またはその親グループに設定

済みのものを指定してください。 

IP アドレスの場合は xxx.xxx.xxx.xxx の形式で指定してください。 

省略した場合は、作成先グループ、またはその親グループに設定済み

のサーバ設定から自動的に選択されます。 

[/a] VM を作成せずに指定の未使用 VM をグループに追加します。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際のサーバ作成は行いませ

ん。 

作成先 VM サーバや VMFS等の状況によっては妥当性チェックに成功

しても、実際の作成条件を満たせずに処理がエラーとなる場合がありま

す。 

 
[ 構文例 ] 

pvmutl vmadd Category1¥ParentGrp1 VMHost01 /VMS Vms01 /VMFS [VMFS01] 
/NETINFO 192.168.1.100 /a 
pvmutl vmadd Category1¥ParentGrp1¥SubGrp1 VMHost01 /NETINFO 192.168.1.100 
pvmutl vmadd Category1 
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7.1.17. サーバ削除 (仮想サーバ専用) 

GroupName グループで稼動している VM を削除します。 
 

[ 構文 ] 
pvmutl vmdelete GroupName [ServerName] [/d] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、グループ名、親グループ名、カテゴリ名のいずれかを指定することができます。 

カテゴリ名や親グループ名を指定した場合、削除対象となるグループは指定されたカテゴリや親グループ

配下にあるグループの中から、グループに設定されたプライオリティの低い順に自動的に選択されます。 

ServerName を指定した場合は、指定した論理サーバが存在するグループを指定してください。（カテ

ゴリ名や親グループ名は指定できません。） 

 

ServerName には GroupName に指定したグループで稼動中の論理サーバ名を指定します。 

省略した場合は、GroupName に指定したグループ配下にある論理サーバすべての中から 1 台が自動

的に選択されます。 

 

/d は VM を削除せずに未使用にする場合に指定します。 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ削除を行いません。 

 

• このコマンドは仮想サーバを 1 台作成します。複数台を同時に作成す
ることはできません。 

• このコマンドは VM 専用です。VM 以外に対しては使用できません。 
• VM 作成対象となったグループに、DPM によるソフトウェア配布が設定

されている場合、作成されたサーバは「準備中」の状態になります。こ
れを稼動させる場合は、運用管理ツールから「VM 稼動」を行ってくだ
さい。詳細は「4.23 仮想サーバの論理サーバとしての操作」を参照し
てください。 

• VM 作成対象となったグループに DPM へのサーバ登録設定が行われ
ている状態で、DPM によるソフトウェア配布が設定されている場合
は、DPM への登録処理を行います。その後、DPM によるソフトウェア
配布が行われます。 

• VMS 名や VMFS 名は、運用管理ツールの仮想リソースのツリーで表
示される名前と、VirtualCenter の画面で表示される名前が、異なる
場合があります。 
pvmutl で指定するパラメータは、運用管理ツールで表示されている
名前を使用してください。 
例：VMS 名が IP アドレスになっている。 
   VMFS 名に"[]"や":"がついている。 
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[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

削除対象となるグループ名を指定します。 

削除対象論理サーバ名を省略した場合は、カテゴリ名や親グループ名

も指定できます。 

削除対象論理サーバ名を指定した場合は、カテゴリ名や親グループ名

は指定できません。 

[ServerName] 削除対象となる論理サーバ名を指定します。 

省略時は、GroupName 配下の稼動サーバすべての中から削除対象

サーバが自動的に選択されます。 

[/d] 削除対象となる論理サーバを完全に削除せずに未使用状態にしま

す。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際のサーバ削除は行いませ

ん。 

サーバの稼動状況などによっては妥当性チェックに成功しても、実際の

削除条件を満たせずに処理がエラーとなる場合があります。 

[ 構文例 ] 
pvmutl vmdelete Category¥ParentGrp1¥SubGrp1 srv01 /d 
pvmutl vmdelete Category 
 

 
7.1.18. サーバ移動 1 （Migrate のみを行う） (仮想サーバ専用) 

稼働中の VM（論理サーバ）を現在とは異なる VM サーバ上に移動します。 
Migrate 処理のみを行います。 

 

[ 構文 ] 
pvmutl vmmigrate GroupName ServerName [VMSName] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、移動対象サーバが存在するグループ名を指定します。 

カテゴリ名や親グループ名は指定できません。 

ServerName には、移動対象となる VM の論理サーバ名を指定します。 

稼動中の論理サーバ以外は指定できません。 

VMSName には、移動先となる VM サーバの名前を指定します。 

ServerName に指定されている VM（論理サーバ）が、現在存在している VM サーバと同一の VM サー

バを指定することはできません。 

VMSName を省略した場合は、ServerName に指定されている VM（論理サーバ）が、現在存在して

いる VM サーバ以外の VM サーバから自動的に選択されます。 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ移動は行いません。 

• このコマンドは仮想サーバを 1 台削除します。複数台を同時に削除すること
はできません。 

• このコマンドは VM 専用です。VM 以外に対しては使用できません。 
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[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

移動対象となるサーバが存在するグループ名を指定します。 

カテゴリ名や親グループ名は指定できません。 

ServerName 

（必須） 

移動対象となるサーバの論理サーバ名を指定します。 

[VMSName] 移動先となる VM サーバ名を指定します。 

移動対象論理サーバが現在存在している VM サーバと同一の VM サ

ーバは指定できません。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の移動は行いません。 

移動先 VM サーバなどの状況によっては妥当性チェックに成功しても、

実際の移動条件を満たせずに処理がエラーとなる場合があります。 

 
[ 構文例 ] 

pvmutl vmmigrate Category1¥ParentGrp1¥SubGrp1 Srv1 VMS01 
pvmutl vmmigrate ParentGrp1¥SubGrp1 Srv1 
 

 
7.1.19. サーバ移動 2 (Migrate に失敗した場合 Move を行う) (仮想サーバ専用) 

稼働中の VM（論理サーバ）を現在とは異なる VM サーバ上に移動します。 
まず Migrate 処理を試み、それに失敗した場合は Move 処理を行います。 

 

[ 構文 ] 
pvmutl vmmigrateandmove GroupName ServerName [VMSName] [/test] 

 
[ 詳細 ]  

GroupName には、移動対象サーバが存在するグループ名を指定します。 

カテゴリ名や親グループ名は指定できません。 

 

ServerName には、移動対象となる VM の論理サーバ名を指定します。 

稼動中の論理サーバ以外は指定できません。 

 

VMSName には、移動先となる VM サーバの名前を指定します。 

ServerName に指定されている VM（論理サーバ）が、現在存在している VM サーバと同一の VM サー

バを指定することはできません。 

VMSName を省略した場合は、ServerName に指定されている VM（論理サーバ）が、現在存在して

いる VM サーバ以外の VM サーバから自動的に選択されます。 

• このコマンドは仮想サーバを 1 台移動します。複数台を同時に移動すること
はできません。 

• このコマンドは VM 専用です。VM 以外に対しては使用できません。 
• Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには SAN 環境が必要で

す。詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照してください。 



 

281 

 

/test を指定すると引数チェックのみ行い、サーバ移動は行いません。 
 

[ 引数、オプション ] 
GroupName 

（必須） 

移動対象となるサーバが存在するグループ名を指定します。 

カテゴリ名や親グループ名は指定できません。 

ServerName 

（必須） 

移動対象となるサーバの論理サーバ名を指定します。 

[VMSName] 移動先となる VM サーバ名を指定します。 

移動対象論理サーバが現在存在している VM サーバと同一の VM サ

ーバは指定できません。 

[/test] 引数の妥当性チェックのみを行います。実際の移動は行いません。 

移動先 VM サーバなどの状況によっては妥当性チェックに成功しても、

実際の移動条件を満たせずに処理がエラーとなる場合があります。 

 
[ 構文例 ] 

pvmutl vmmigrateandmove Category1¥ParentGrp1¥SubGrp1 Srv1 VMS01 
pvmutl vmmigrateandmove ParentGrp1¥SubGrp1 Srv1 
 

 
 

• このコマンドは仮想サーバを 1 台移動します。複数台を同時に移動する
ことはできません。 

• このコマンドは VM 専用です。VM 以外に対しては使用できません。 
• Migrate 処理により稼動中のサーバを移動するには SAN 環境が必要

です。詳細は「VMware 社発行のマニュアル」を参照して下さい。 
• Migrate、Move 処理が VM サーバの環境や稼動状況等により失敗し

た場合は、仮想サーバを削除してから移動先の VM サーバ上に仮想サ
ーバを新たに作成します。このとき作成に失敗すると
SystemProvisioning から該当サーバが削除された状態になります。
復旧するには該当するサーバを運用管理ツール等より作成してくださ
い。 

• 移動により仮想サーバを作成した場合、移動先グループに配布ソフトウ
ェアのDPMシナリオが登録されていると、作成した仮想サーバは稼動準
備状態となり DPM への登録が必要となります。 
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7.2. Job コマンド 

Job コマンドは、Job の状態管理を行うコマンドです。 

 

Job コマンドを使用するには、以下の条件を満たしている必要があります。 

 Job コマンドは、administrators 権限のユーザからのみ実行できます。 

 

Job コマンドの実行結果は、コマンドの戻り値により判断できます。Job コマンドの戻り値は以下のとおりです。 

表 7-2 Job コマンドの戻り値一覧 

値 成功/失敗 原因 
0 成功  
1 失敗 コマンドフォーマット異常(パラメータ不足など) 
9 失敗 コマンド実行失敗 

 

以降の Job コマンドの機能説明では、以下の表記を使用します。 

 [ ] はオプションを示します。 

 | はどちらか選択することを示します。 
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7.2.1. Job 一覧の表示 

実行中のアクションシーケンスの Job 一覧および、実行状態を表示します。 
 
[ 構文 ] 

asjob [ -a | -s | -d ] 
 

[ 引数、オプション ] 
なし 主なアクションシーケンスの Job 一覧と実行状態を表示します。 

-a 実行中のすべてのアクションシーケンスの Job 一覧と実行状態を表示し

ます。 

-s -a オプションで表示する情報に加えて実行フェーズを表示します。 

-d -s オプションで表示する情報に加えて入力パラメータを表示します。 

 

[ 出力結果 ] 
以下のように出力します。 

 
[ 構文例 ] 

asjob 
 

[ 表示メッセージ ] 
メッセージ 意味 

Current logon account アカウント名 does 
not have execution privilege. 

asjob の実行権不正エラーです。Administrators
権限のあるユーザ ID でログオンし、実行してくださ
い。 

System job is executing. There are no 
other jobs. 

実行中のアクションシーケンスがあります。確認する
場合、-a オプションを使用してください。 

ASWM is not started. アクションシーケンスが起動されていません。 
There is no job under execution. 実行中のアクションシーケンスはありません。 
Others error occurred.code=エラーコード. 異常終了しました。 

エラーコードは、表 7-2 を参照してください。 
 

>asjob 
 
JobID JobSID Progress(%) StartTime            ActionSequence Name 
------+------+-----------+--------------------+----------------------- 
11    11     50          2003/12/01 13:05:25  ChangeServerGroup 
12    12     75          2003/12/01 12:50:31  MoveFromPoolToGroup 
 
Total job : 2 
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7.2.2. Job の中断 

実行中のアクションシーケンスを中断します。 
 
[ 構文 ] 

ascancel [ -id JobID ] 
 

[ 引数、オプション ] 
なし 主なアクションシーケンスの Job 一覧と実行状態を表示します。 

-id JobID 中断したいアクションシーケンスのJobIDを指定します。省略すると、Job

一覧を表示します。 

 
[ 構文例 ] 

asjob コマンドで Job 一覧を表示させた後、中断したいアクションシーケンスの JobID を指定します。 

 
[ 表示メッセージ ] 

メッセージ 意味 
Current logon account アカウント名 does 
not have execution privilege. 

ascancel の実行権不正エラーです。 
Administrators 権限のあるユーザ ID でログオン
し、実行してください。 

System job is executing. There are no 
other jobs. 

実行中のアクションシーケンスがあります。確認する
場合、-a オプションを使用してください。 

ASWM is not started. アクションシーケンスが起動されていません。 
There is no job under execution. 実行中のアクションシーケンスはありません。 
Others error occurred.code=エラーコード. 異常終了しました。 

エラーコードは、表 7-2 を参照してください。 
 

>asjob 
 
JobID JobSID Progress(%) StartTime            ActionSequence Name 
------+------+-----------+--------------------+----------------------- 
11    11     50          2003/12/01 13:05:25  ChangeServerGroup 
12    12     75          2003/12/01 12:50:31  MoveFromPoolToGroup 
 
Total job : 2 
 
>ascancel -id 11 
Cancellation of JobID(11) was received. 
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7.3. Storage、Network 連携設定コマンド 

連携設定コマンド(PvmAddonSetting.exe)は、iStorageManager、EMC Symmetrix ディスクアレイ管理

ソフトウェアおよび NetvisorPro との連携に関する設定を、有効もしくは無効に設定します。 

SystemProvisioning のインストール後、iStorageManager、EMC Symmetrix ディスクアレイ管理ソフトウ

ェアおよび NetvisorPro との連携設定を変更する場合に本コマンドを使用します。 

(連携設定は、SystemProvisioning インストール時にも設定できます)。 

SystemProvisioningのインストールフォルダ下の[bin]フォルダにあるPvmAddonSetting.exeを起動すると、

以下の連携設定ダイアログを表示します。各項目を設定し、［OK］ボタンを押してください。 

図 7-1 「連携設定」ダイアログ 

 iStorageManager 連携を有効にする 

iStorageManager との連携設定を有効もしくは無効にします。 

連携設定を有効にする場合、チェックボックスをチェックしてください。 

 その他 Storage 連携を有効にする 

EMC Symmetrix ディスクアレイとの連携設定を有効もしくは無効にします。 

連携設定を有効にする場合、チェックボックスをチェックしてください。 

 NetvisorPro 連携を有効にする 

NetvisorPro との連携設定を有効もしくは無効にします。 

連携設定を有効にする場合、チェックボックスをチェックしてください。 

 NetvisorPro のサーバ名もしくは IP アドレス 

NetvisorPro との連携設定を有効にする場合、NetvisorPro をインストールしたサーバのコンピュータ名、

もしくは IP アドレスを入力してください。 

 

iStorageManager 連携設定を無効から有効に変更した場合、
SystemProvisioning 管理サーバを再起動してください。再起動後、変更し
た設定が有効になります。 
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7.4. API 
API は、IIS ベースの Web サービスとして提供する形態と、.NET Framework のクラスライブラリ（C#）として

提供する形態をサポートします。 

 

API で提供される主な機能は以下のとおりです。 

表 7-3 API 一覧 

API 名 機能 
接続・認証系操作 
Connect SystemProvisioning の UniversalConnector へ接続する。  
IsActive 現在管理サーバとの通信が可能か確認する。 
Disconnect 現在の接続を終了する。  
Login アカウント認証を実行。（AdvanceLogin 機能も包含） 
Logout アカウント認証の開放。（AdvanceLogout 機能も包含） 
AdvanceLogin 操作系の処理の実行権を得る為の認証を実行する。 
AdvanceLogout AdvanceLogin を解除する。 
ログ 
GetUsualLog SystemProvisioning の運用ログを取得する。 
GetUsualLogInfo 指定した運用ログの解析情報を取得する。 
環境情報  
GetTotalLicenceInformation ライセンスの総合情報を取得。 
GetLicenceInformation 個別のライセンスキーと詳細情報の一覧を取得。 
RequestToRefreshInformation 構成情報の再収集要求。 
グループ情報 
GetTopGroups SystemProvisioning のトップグループの一覧を取得する。 
GetSubGroups グループのサブグループ一覧を入手する。 
GetGroupServers グループのサーバ一覧を入手する。 
GetGroupPoolServers グループで未稼動の物理サーバリソース一覧を取得する。 
GetGroupStandbyServers グループで未稼動の論理サーバ一覧を取得する。 
ホスト情報 
GetServerStatus SystemProvisioning で認識しているサーバ状態を取得する。 
GetServerInformation SystemProvisioning で認識しているサーバ情報を取得する。 
GetServerNetworkInformation SystemProvisioning で認識しているサーバの Network 情報を取得す

る。 
GetMaintenanceMode 稼働サーバのメンテナンス状態を取得する。 
GetDeploymetSoftwareList SystemProvisioning で使用している配布ソフトウェア一覧を取得す

る。 
ホスト・グループ操作（ジョブ起動） 
WakeupServers(Ex) 稼働サーバを起動させる。 
ShutdownServers(Ex) 稼働サーバを shutdown/再起動させる。 
SetMaintenanceMode 稼働サーバのメンテナンス状態を設定する。 
AddServer(Ex) グループにサーバを追加する。 
DelServer(Ex) グループで稼働しているサーバを、稼働停止する。 
ReplaceServers(Ex) グループで稼働しているサーバを物理的に交換して再構築する。 
DeployScenario(Ex) グループの稼働サーバにシナリオの再配布/追加配布を実行する。 
AddVMs(Ex) 指定のグループに VM を作成して追加稼動させ、起動する。 
DeleteVMs(Ex) グループで稼働している指定の VM を、停止・削除(VM 自体も消去)す

る。 
ChangeServerUsage(Ex) 指定のグループのホストを別のグループのホストとして再構築する。 
ResetFailedStatus ホストのジョブおよびハードウェアエラー発生状態リセット 
MigrateVPCs(Ex) VM を別のサーバ(VMS)に移動させる。 
ジョブ情報取得・制御 
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API 名 機能 
GetJobStatus AddServerEx や DelServerEx などで起動したジョブの実行状態を取

得する。 
CancelJobs AddServerEx や DelServerEx などで起動したジョブをキャンセルする。
GetJobTable すべてのジョブの状況を表示形式で取得する。 
GetJobInfo ジョブの詳細情報を取得する。 
GetJobTable AddServerEx や DelServerEx で起動したジョブの状況を表示形式で

取得する。 
GetJobStatus すべてのジョブの実行状態を取得する。 
HW 構成情報 
GetFrame フレーム一覧情報を取得する。 
SetFrame フレーム情報を登録・更新する。 
DeleteFrame フレーム情報を削除する。 
GetFrameData フレームに収容された筐体などの収容情報を取得する。 
SetFrameData フレームに収容された筐体などの収容情報を設定・更新する。 
GetChassisData 筐体に収容されたモジュール/パーツ/筐体情報一覧を取得する。 
SetChassisData 筐体に収容されたモジュール/パーツ/筐体情報一覧を設定/更新する。 
DeleteChassis 筐体情報を削除する。 
DeleteModule モジュール情報を削除する。 
DeleteModulePart パーツ情報を削除する。 
グループ情報（拡張） 
GetTopGroupIds SystemProvisioning のトップグループの一覧を詳細形式で取得する。
GetSubGroupIds SystemProvisioning の子グループの一覧を詳細形式で取得する。 
GetHostIdFromGroupId グループで稼動中のホスト一覧を入手する。  
GetPoolLinkIdFromGroupId グループで未稼動の(明示的に指定されている)物理マシンリソース一覧

を取得する。 
GetStandbyHostIdFromGroupId グループで利用可能な未稼動のリソース（論理）ホスト一覧を取得す

る。 
GetGroupIdFromName グループ名からグループ情報を入手する。 
GetGroupIdFromId グループ情報を再取得する。 
VM 情報 
GetVirtualCenterList SystemProvisioningで認識しているVirtualCenter一覧の取得（アカ

ウント・パスワード情報は含まない）。 
GetVirtualItems SystemProvisioning で認識している VC、ServerFrame、VMS、

VM、VDISK に対応する、ServerFrame、VMS、VM、VDISK、
TEMPLATE などの一覧を取得する。 

GetHostIdFromVM VM 情報から、ホスト情報を取得する。 
GetVMFromHostId ホスト情報から、VM 情報を取得する。 
GetVMLoadCost 指定の VM の、運用負荷見込み(LoadCost)情報を取得する。 
GetVMTemplateLoadCost 指定の VM テンプレートで VM を作成した場合の、運用負荷見込み

(LoadCost)情報を取得する。 
GetVMSLoadCapacity 指定の VMS の、運用負荷見込み許容値(LoadCapacity)情報と現

在の使用状況を取得する。 
GetVCDefaultLoadCost 指定の VC での、運用負荷見込み標準値(LoadCost)情報を取得す

る。 
GetVCTemplateInfo VirtualCenter のテンプレートの詳細を取得する。 
Storage 情報 
GetStorage SystemProvisioning で認識している Storage 一覧の取得（アカウン

ト・パスワード情報は含まない）。 
GetStorageLDset Storage の LDset 一覧を取得する。 
GetStorageLDsetInfo SystemProvisioning で確保・使用している Storage の LDset の詳細

を取得する。 
GetStorageLD Storage の LD 一覧を取得する。 
GetStorageHBA Storage で使用する HBA 一覧を取得する。 
負荷分散系情報 
GetLB ロードバランサ装置一覧の取得。 
GetLBGroup ロードバランサ装置に登録されている負荷分散グループの一覧を取得。
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API 名 機能 
GetGroupFromLBGroup 負荷分散グループに参加しているサーバグループの一覧を取得。 
GetLBGroupFromGroup 指定したサーバグループが参加している負荷分散グループの一覧を取

得。 
スイッチ/VLAN 情報 
GetSwitch 登録されているスイッチ装置(SwitchBlade/Switch)の一覧を取得。 
GetVlanFromSwitch スイッチに登録された VLAN 一覧を取得。 
GetVlanGroup VLAN グループ名の一覧を取得。 
GetVlanGroupInfo VLAN グループの詳細を取得。 
GetGroupFromVLANGroup VLAN グループに属するサーバグループの一覧を取得。 
GetSwitch 登録されているスイッチ装置(SwitchBlade/Switch)の一覧を取得。 
検索 
SearchPvmDataBase 検索条件と取得情報を指定し、SystemProvisioning の構成情報を

検索する。 
 

API 名に(Ex)がある機能は、レスポンスの受け取りに同期式と非同期式の 2 パターンが用意されています。通

常は、要求がすべて完了してレスポンスを受け取る同期式ですが、処理が完了するまで時間のかかる機能に関

しては、処理が起動できた時点で、起動した機能状況を後で確認する為の識別情報(ジョブ ID)が返却される

非同期式(Ex)の方が便利な場合があります。 

 

この API に関しては、別途サンプルソースを含んだ「NEC System Provisioning Connector Framework」

開発ツール（SDK）を提供いたしますので、各 API の詳細や運用環境などについては、そちらを参照してくださ

い。 

開発ツール(SDK)の入手方法については、SigmaSystemCenter の製品担当窓口、NEC 営業担当へご

連絡／ご相談ください。 
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7.5. API アクセスアカウント 

API にはその用途に応じ、セキュリティの為に認証を必要とする機能があります。 

この認証は、認証用 API:AdvanceLogin()あるいは Login()を実行する事で実行/取得する事ができます。 

この認証用 API で使用するアカウント・パスワード情報は、運用管理ツール画面の「ユーザ管理」画面で設定

された情報を参照します。 

また、認証が必要な API はその用途によって必要な権限レベルが異なります。 

 

 管理者権限（ADMINISTRATOR）が必要な API 

設定系機能：SetFrame()など 

 

 操作者権限以上（OPERATOR か ADMINISTRATOR）が必要な API 

操作系機能：AddServer()、SetMaintenanceMode()など 

 

 参照者権限以上（MONITOR か OPERATOR か ADMINISTRATOR）が必要な API 

拡張情報参照系機能：GetFrame()など 

 

なお、旧版で提供されていた、API アクセスアカウント設定コマンド:pvmacc.exe は、運用管理ツール画面に

統合された為、削除されています。 

※ 旧版からバージョンアップされた場合には、pvmacc.exe で設定されたアカウント・パスワード情報は、バー

ジョンアップ後のサービス起動時に自動反映されます。 
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8. コンフィグレーションパラメータ一覧 

SystemProvisioning のコンフィグレーションパラメータは、以下のとおりです。 

コンフィグレーションパラメータの変更方法については、「4.16 環境設定」を参照してください。 

表 8-1 コンフィグレーションパラメータ一覧 

設定名 説明 設定可能範囲 既定値 
全般 

情報収集を行う 定期的にシステムリソースの構成変更を監視するか否かを設定します。  未チェック 
 情報収集間隔 SystemProvisioning で管理しているシステムリソースの構成変更を監

視する間隔(分)です。 
2～3600 30 

情報収集を行う※ 定期的に仮想リソースの構成変更を監視するか否かを設定します。  未チェック 
 情報収集間隔※ SystemProvisioning で管理している仮想リソースの構成変更を監視

する間隔(分)です。 
2～3600  

 

WMI が起動するホスト名 WMI が起動するホスト名を指定します。通常は SystemProvisioning
管理サーバのホスト名が入ります。 

 「SystemProvisioning 管理サー
バのホスト名」 

基盤機能(ポート情報) 
構成情報管理 構成情報管理機能との通信に使用する内部ポート番号です。  26101 
UC UniversalConnector 機能との通信に使用する内部ポート番号です。

運用管理ツールでは、内部ポート番号の参照のみ可能です。 
 26102 

運用管理ツール 運用管理ツールとの通信に利用する内部ポート番号です。  26103 
自己監視 自己監視機能との通信に使用する内部ポート番号です。  26104 
アクションシーケンス アクションシーケンスとの通信に使用する内部ポート番号です。  26105 
DPM 通信 DPM 通信に使用する内部ポート番号です。  26106 
VM プロバイダ VM プロバイダ機能との通信に使用する内部ポート番号です。VMware

と連携する場合のみ設定可能です。 
 26107 

VM 情報収集 VM 情報収集機能との通信に使用する内部ポート番号です。
VMware と連携する場合のみ設定可能です。 

 26108 

 

SystemMonitor SystemMonitor 機能との通信に使用する内部ポート番号です。  26109 
構成情報管理 



 

291 

設定名 説明 設定可能範囲 既定値 
ホスト名 SystemProvisioning の構成情報データベースが動作するホスト名で

す。 
 「SystemProvisioning 管理サー

バのホスト名」を示す(local) 
インスタンス名 MSDE のインストールで作成したインスタンス名です。  PVMINF_INSTANCE 
Windows 認証ログインを使用す
る 

ネットワークユーザのセキュリティ属性を使用して、ログオンセキュリティを
Windows 2000、または Windows 2003 と統合し、ログオンアクセスを
制御します。ユーザのネットワークセキュリティ属性はネットワークログオン
時に確立され、Windows ドメインコントローラにより検証されます。この
場合アカウント名、パスワードは設定できません。 

 Windows 認証ログインを使用する 

SQL 認証ログインを使用する ユーザが、特定のアカウント名とパスワードを使用して信頼関係接続以
外で接続すると、MSDE は、ユーザが指定したパスワードと一致するパ
スワードで SQL Server ログオンアカウントがセットアップされているかどう
かを調べて認証を行います。MSDE にログオンアカウントが設定されてい
ない場合は、認証が失敗します。 

 Windows 認証ログインを使用する 

アカウント名 SQL認証ログインを使用する場合に、MSDEにあらかじめ登録されてい
るアカウント名を指定します。 

 なし 

 

パスワード、パスワード(確認用) SQL認証ログインを使用する場合に、MSDEにあらかじめ登録されてい
るパスワードを指定します。 

 なし 

自己監視 
生存監視間隔 内部コンポーネントの相互監視間隔(秒)です。 10～3600 300 
応答待ち時間 内部コンポーネントの起動待ちタイムアウト時間(秒)です。 10～3600 60 
プロセス再起動 SystemProvisioning の提供機能で障害が発生した場合、関連プロ

セスの再起動を行うか否かを設定します。 
「行う」「行わない」 「行う」 

 

 再起動リトライ回数 再起動リトライ回数を設定します。 1～100 3 
ログ 

運用ログ 大出力サイズ 運用ログ 大出力サイズ(MB)です。 1～16 1 
詳細情報を出力 運用ログの出力レベル(詳細度)です。  未チェック 
デバックログの 大出力サイズ デバックログの 大出力サイズ(MB)です。 1～16 1 

 

デバックログレベル デバッグログの出力レベル(詳細度)です。 0(低)～7(高) 3 
DPM 情報 

Web サーバ IP アドレス Web サーバ for DPM の IP アドレスです。   
ポート番号 Web サーバ for DPM との通信に使用するポート番号です。   

 

パスワード、パスワード(確認用) 管理サーバ for DPM のパスワードです。   
通報 
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設定名 説明 設定可能範囲 既定値 
メール通報を行います メール通報機能を利用するか否かを設定します。  未チェック 

送信用メールサーバ名 送信用メールサーバ名の設定です。   
通知元メールアドレス情報 通知元メールアドレスです。   

 

通知先メールアドレス情報 通知先メールアドレス情報です。「,」で区切ると複数設定できます。   

 

ESMPRO に通知する ESMPRO に通知するか否かを設定します。  チェック 
NetvisorPro 

ホスト名 NetvisorPro をインストールしているホスト名です。  インストール時に指定した値  
ポート番号 NetvisorPro との通信に使用するポート番号です。  52727 

その他 
 SNMP コミュニティ名 ESMPRO/ServerManager の SNMP コミュニティ名です。  public 
※仮想サーバ管理オプション使用時のみ。 
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9. トラブルシューティング 

9.1. SystemProvisioning のログ機能 

SystemProvisioning が出力するログには、以下のようなものがあります。 

 イベントログ 

構成変更や障害通知などを記録します。 

 運用ログ 

運用管理ツールの運用ログ表示ウィンドウに表示するものと同じです。SystemProvisioning の運用状

況を記録します。 

 詳細ログ 

障害調査などに利用するログです。一般には参照しませんので、ここでは説明しません。 
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9.1.1. イベントログ 

SystemProvisioning が登録するイベントログの一覧です。 
メッセージ ID に括弧が付いているものは、イベント ID 501,502,503 を使用して出力されるメッセージです。これらのメッセージは ESMPRO/ServerManager にアラートと

して通知されます。 
DPM のイベントログについては、媒体に同梱しているドキュメントを参照してください。 

表 9-1 イベントソース「PVM」のイベントログ 

イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 

1 ログオープンに失敗しました。（プロセス種別 "プ
ロセス番号" ログ種別："ログの種類"） エラー ログファイルをオープンできない 

レジストリの設定ミスを調べてください。または環
境が壊れている可能性があります。再インストー
ルを行ってください。 

2 ログ出力に失敗しました。（プロセス種別 "プロ
セス番号" ログ種別："ログの種類"） エラー ログファイルに書き込みできない 

ログファイルにアクセスできるか調べてください。ま
たは環境が壊れている可能性があります。再イ
ンストールを行ってください。 

101 PVM サービスが起動し運用を開始しました。 情報 PVM サービスの運用開始 なし 

102 PVM サービスの起動に失敗しました。（内容："
原因"） エラー PVM サービスの起動失敗 

SystemProvisioning を構成するプログラム起
動に失敗しました。失敗した原因を取り除き、
再度実行してください。 

103 プロセスの異常を検出しました。(プロセス:"プロセ
ス名"/異常回数："回数"/許容回数："回数") エラー プロセスの異常検出 

SystemProvisioning を構成するプログラムの
異常を検知しました。許容回数内の場合、該
当プログラムを再起動しますので、特に問題はあ
りません。許容回数を超えた場合、PVM サービ
スを停止します。 
異常原因はログファイルに記録しています。 

104 異常を検出したプロセスを再起動しました。 情報 異常プロセス再起動 なし 

105 許容回数を超えたため PVM 運用を停止しま
す。 エラー PVM サービスの異常停止 

SystemProvisioning を構成するプログラムが
許容回数を超えて異常終了したため、PVM サ
ービスを停止しました。 
異常原因を取り除き、PVM サービスを再起動
してください。 

106 停止操作により PVM サービスを停止します。 情報 PVM サービスの停止 なし 

 PVM 本体ライセンスの有効期限が迫っていま
す。有効期限まであと{0}日です。 警告 サービスが起動できなくなるライセンスの期

限までの日数を警告 ライセンスを更新してください。 
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イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 

501 "汎用メッセージ" エラー メッセージを ESMPRO/ServerManager
に通知するときに出力します。  

(501) PVM サービスの起動に失敗しました。(内容："
原因") エラー PVM サービス起動失敗 

SystemProvisioning を構成するプログラム起
動に失敗しました。失敗した原因を取り除き、
再度実行してください。 

(501) 許容回数を超えたため PVM 運用を停止しま
す。 エラー PVM サービスの異常停止 

SystemProvisioning を構成するプログラムが
許容回数を超えて異常終了したため、PVM サ
ービスを停止しました。異常原因を取り除き、
PVM サービスを再起動してください。 

(501) アクションシーケンス("アクションシーケンス名")の
起動に失敗しました。 エラー アクションシーケンス起動失敗 障害サーバに対する処置が行われていません。

手動で障害サーバへの処置を行ってください。 

(501) アクションシーケンス("アクションシーケンス名")が
異常終了しました。管理 ID："JobID" エラー アクションシーケンス完了(エラー) 

障害サーバに対する処置が正常に完了していま
せん。障害サーバの状態を確認し、適切な処置
を行ってください。 

502 "汎用メッセージ" 情報 メッセージを ESMPRO/ServerManager
に通知するときに出力します。  

(502) アクションシーケンス("アクションシーケンス名")を
起動しました。管理 ID："JobID" 情報 アクションシーケンス起動成功 なし 

(502) アクションシーケンス("アクションシーケンス名")が
完了しました。管理 ID："JobID" 情報 アクションシーケンス完了 なし 

(502) 
通報を受信しました。(サーバ："サーバの IP アド
レスもしくはホスト名"/通報区分："通報区分番
号"/詳細："詳細メッセージ") 

情報 SystemMonitor からサーバへの通報を受
信 なし 

(502) 
通報を受信しました(サーバグループ："サーバグ
ループ名"/通報区分："通報区分番号"/詳細："
詳細メッセージ") 

情報 SystemMonitor からサーバグループへの通
報を受信 なし 

(502) 

通報対象にアクションシーケンス実行中のため
新たなアクションシーケンスを実行できません。
(サーバ"サーバの IP アドレスもしくはホスト名"： 
"サーバグループ名"/通報区分："通報区分番号
"/詳細："詳細メッセージ") 

情報 
通報対象が既に復旧処理を実行中のた
め、新たに通報されたイベントを廃棄しま
す。 

なし 
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イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 

(502) 

通報対象にアクションシーケンス実行中のため
新たなアクションシーケンスを実行できません。
(サーバグループ："サーバグループ名"/通報区分：
"通報区分番号"/詳細："詳細メッセージ") 

情報 
通報対象が既に復旧処理を実行中のた
め、新たに通報されたイベントを廃棄しま
す。 

なし 

(502) 
通報を受信しました(VM サーバ："VM サーバ名" 
通報区分："通報区分番号" 詳細："詳細メッ
セージ") 

情報 SystemMonitor から VM サーバへの通報
を受信 なし 

(502) 

対象 VM サーバは復旧アクションシーケンスを実
行中のため、新たな復旧アクションシーケンスを
実行することができませんでした。(VM サー
バ:"VM サーバ名" 通報区分:"通報区分番号" 
詳細:"詳細メッセージ") 

情報 
通報対象が既に復旧処理を実行中のた
め、新たに通報されたイベントを廃棄しま
す。 

なし 

(502) 障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” サー
バ(“サーバ名”)の電源を ON にします。 情報 サーバの電源を ON にします。 なし 

(502) 障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” サー
バ(“サーバ名”)のシャットダウンをします。 情報 サーバをシャットダウンします。 なし 

(502) 障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” サー
バ(“サーバ名”)のリブートをします。 情報 サーバをリブートします。 なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” サー
バ(“サーバ名”)を置換し、グループから削除しま
す。（コンピュータ名を引き継ぐ） 

情報 サーバを置換し、グループから削除します。
（コンピュータ名を引き継ぐ） なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” サー
バ(“サーバ名”)を置換します。（コンピュータ名を
引き継ぐ） 

情報 サーバを置換します。（コンピュータ名を引き
継ぐ） なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” サー
バ(“サーバ名”)を置換します。（コンピュータ名を
引き継がない） 

情報 サーバを置換します。（コンピュータ名を引き
継がない） なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” グル
ープ(“グループ名”)にサーバを追加します。サーバ
はアクションシーケンスが決定します。 

情報 グループにサーバを追加します。 なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” グル
ープ(“グループ名”)からサーバを削除します。サー
バはアクションシーケンスが決定します。 

情報 グループからサーバを削除します。 なし 
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イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” グル
ープ(“グループ名”)に VM を追加します。サーバ
はアクションシーケンスが決定します。 

情報 グループに VM を追加します。 なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” グル
ープ(“グループ名”)から VM を削除します。サーバ
はアクションシーケンスが決定します。 

情報 グループから VM を削除します。 なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” 
VM(“VM 名”)を異なる VM サーバ上に稼動状
態移動します。 

情報 VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移
動します。 なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” 
VM(“VM 名”)を異なる VM サーバ上に稼動状
態移動します。（失敗時は停止状態移動） 

情報 VM を異なる VM サーバ上に稼動状態移
動します。（失敗時は停止状態移動） なし 

(502) 
障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” VM
サーバ(“VM サーバ名”)上のすべての VM を異な
る VM サーバ上に稼動状態移動します。 

情報 VM サーバ上のすべての VM を異なる VM
サーバ上に稼動状態移動します。 なし 

(502) 

障害復旧処理起動。管理番号:”JobID” VM
サーバ(“VM サーバ名”)上のすべての VM を異な
る VM サーバ上に稼動状態移動します。（失敗
時は停止状態移動） 

情報 
VM サーバ上のすべての VM を異なる VM
サーバ上に稼動状態移動します。（失敗時
は停止状態移動） 

なし 

(502) 障害復旧処理終了。管理番号:”JobID” 結
果:”詳細コード” 情報 障害復旧処理が終了しました。 なし 

503 "汎用メッセージ" 警告 メッセージを ESMPRO/ServerManager
に通知するときに出力します。  

2000 

アクションシーケンス実行管理内部処理エラーが
発生しました。 
場所="エラー箇所",コード 1="エラーコード 1",コ
ード 2="エラーコード 2" 

エラー アクションシーケンス実行管理プロセスにて
内部処理エラーが発生しました。 

内部エラーを検出もしくは、
SystemProvisioning インストール先のディスク
容量、メモリが不足している可能性があります。
原因を取り除き、再度実行してください。 

2010 
アクションシーケンス実行管理はパーツの登録に
失敗したため、プロセスを開始できません。パー
ツ名="登録を失敗したパーツ名" 

エラー 
アクションシーケンス実行管理はパーツの登
録に失敗したため、プロセスを開始できませ
ん。 

同上。 
 

2011 アクションシーケンス実行管理プロセスは既に起
動されています。 エラー アクションシーケンス実行管理プロセスは既

に起動されています。 
アクションシーケンス実行管理プロセス
(aswm.exe)をとめてから再度起動してください。 
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イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 

2012 

アクションシーケンスが見つからないため、実行で
きません。 
アクションシーケンス名:"見つからないアクションシ
ーケンス名" 

警告 
アクションシーケンスが見つからないため、実
行できません。 
 

アクションシーケンスファイルが存在しません。該
当アクションシーケンスファイルが
<SystemProvisioning インストールパス
>¥ActionSequence フォルダ配下にあるか確認
してください。 

2013 

プロセス停止要求を受信したため、アクションシ
ーケンスの実行を中断しました。 
中断したアンションシーケンスの管理 ID:"管理
ID" 

警告 プロセス停止要求を受信したため、アクショ
ンシーケンスの実行を中断しました。 

すべてのアクションシーケンスの実行完了を確認
後、PVM サービスを停止してください。 

2014 

他のアクションシーケンスが同じリソースを使用中
のため、アクションシーケンス("アクションシーケン
ス名")の実行を保留しました。 
管理 ID:"管理 ID" 

情報 

他のアクションシーケンスが同じリソースを使
用中のため、アクションシーケンスの実行を
保留しました。リソースの解放後、アクション
シーケンスの実行を再開します。 

なし。 

2015 
中断から再開したアクションシーケンスのキャンセ
ルが完了しました。 
管理 ID:"管理 ID" 

情報 中断から再開したアクションシーケンスのキャ
ンセルが完了しました。 なし。 

2016 
中断から再開したアクションシーケンスの実行が
異常終了しました。 
管理 ID:"管理 ID" 

エラー 中断から再開したアクションシーケンスの実
行が異常終了しました。 

アクションシーケンスの実行に失敗しました。原
因は運用ログより確認し、原因を取り除き、再
度アクションシーケンスを実行してください。 

2017 
中断から再開したアクションシーケンスの実行が
完了しました。 
管理 ID:"管理 ID" 

情報 中断から再開したアクションシーケンスの実
行が完了しました。 なし。 

2018 
中断したアクションシーケンス([アクションシーケン
ス名])を再開します。 
管理 ID:"管理 ID" 

情報 中断したアクションシーケンスを再開します。 なし。 

2019 
保留状態のアクションシーケンスを再開しまし
た。 
管理 ID:"管理 ID","アクションシーケンス名" 

情報 保留状態のアクションシーケンスを再開しま
した。 なし。 

2020 

アクションの実行に失敗しました。管理 ID:"管理
ID",ステージ:"実行ステージ", 
アクション番号:"実行アクション番号",アクション
シーケンス名:"アクションシーケンス名" 

エラー アクションシーケンスの実行単位であるアク
ションの実行に失敗しました。 

アクションの実行に失敗しました。原因は運用ロ
グより確認し、原因を取り除き、再度アクション
シーケンスを実行してください。 

2021 サーバ("論理サーバ名")を起動します。管理
ID:"管理 ID" 情報 サーバを起動します。 なし 
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イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 
2022 サーバ("論理サーバ名")の起動が完了しまし

た。管理 ID:"管理 ID" 情報 サーバの起動処理が完了しました。 なし 

2023 サーバ("論理サーバ名")の起動に失敗しました。
詳細は SystemProvisioning のログを参照して
ください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 
サーバの起動処理が失敗しました。 サーバの起動処理が失敗しました。 

原因を SystemProvisioning ログにて確認し、
原因を取り除き、再度処理を行ってください。 

2024 サーバ("論理サーバ名")の起動はキャンセルしま
した。管理 ID:"管理 ID" 情報 サーバの起動処理はキャンセルされました。 なし 

2025 サーバ("論理サーバ名")をシャットダウンします。
管理 ID:"管理 ID" 情報 サーバをシャットダウンします。 なし 

2026 サーバ("論理サーバ名")のシャットダウンが完了
しました。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバのシャットダウン処理が完了しました。 なし 

2027 サーバ("論理サーバ名")のシャットダウンに失敗
しました。詳細は SystemProvisioning のログ
を参照してください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバのシャットダウン処理が失敗しました。 サーバのシャットダウン処理が失敗しました。 
原因を SystemProvisioning ログにて確認し、
原因を取り除き、再度処理を行ってください。 

2028 サーバ("論理サーバ名")のシャットダウンはキャン
セルしました。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバのシャットダウン処理はキャンセルされ
ました。 

なし 

2029 サーバ("論理サーバ名")を再起動します。管理
ID:"管理 ID" 

情報 サーバを再起動します。 なし 

2030 サーバ("論理サーバ名")の再起動が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバの再起動処理が完了しました。 なし 

2031 サーバ("論理サーバ名")の再起動に失敗しまし
た。詳細は SystemProvisioning のログを参照
してください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバの再起動が失敗しました。 サーバの再起動処理が失敗しました。原因を
SystemProvisioning ログにて確認し、原因を
取り除き、再度処理を行ってください。 

2032 サーバ("論理サーバ名")の再起動はキャンセルし
ました。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバの再起動処理はキャンセルされまし
た。 

なし 

2033 サーバ("物理サーバ名")をサーバグループ("サー
バグループ名")に追加します。管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループにサーバを追加し、サーバを
稼動させます。 

なし 

2034 サーバ("物理サーバ名")の追加が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループへのサーバ追加処理が完了
しました。 

なし 

2035 サーバ("物理サーバ名")をサーバグループ("サー
バグループ名")に追加できませんでした。詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループにてサーバを稼動させること
ができませんでした。 

サーバグループにてサーバを稼動させることができ
ませんでした。原因を SystemProvisioning ロ
グにて確認し、原因を取り除き、再度処理を行
ってください。 
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2036 サーバ("物理サーバ名")の追加はキャンセルしま

した。管理 ID:"管理 ID" 
情報 サーバグループへのサーバ追加処理がキャ

ンセルされました。 
なし 

2037 サーバ("論理サーバ名")をサーバグループ("サー
バグループ名")から削除します。管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバを待
機中とします。 

なし 

2038 サーバ("論理サーバ名")の削除が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバの待
機処理が完了しました。 

なし 

2039 サーバの削除が完了しました。管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバの待
機処理が完了しました。 

なし 

2040 サーバの削除が失敗しました。詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループで稼動していたサーバの待
機処理が失敗しました。 

サーバグループで稼動していたサーバの待機処
理が失敗しました。原因を
SystemProvisioning ログにて確認し、原因を
取り除き、再度処理を行ってください。 

2041 サーバの削除はキャンセルしました。管理 ID:"管
理 ID" 情報 サーバの待機処理はキャンセルされました。

なし 

2042 
サーバグループ("サーバグループ名")のサーバ("
論理サーバ名")を置換します。管理 ID:"管理
ID" 

情報 
サーバグループで稼動していたサーバを待
機中のサーバと置き換えます。 なし 

2043 サーバ("論理サーバ名")の置換が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 情報 サーバグループで稼動していたサーバと待機

中のサーバとの置き換えが完了しました。 なし 

2044 サーバ("論理サーバ名")の置換が失敗しまし
た。詳細は SystemProvisioning のログを参照
してください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループで稼動していたサーバと待機
中のサーバとの置き換えが失敗しました。 

サーバグループで稼動していたサーバと待機中の
サーバとの置き換えが失敗しました。原因を
SystemProvisioning ログにて確認し、原因を
取り除き、再度処理を行ってください。 

2045 サーバ("論理サーバ名")の置換はキャンセルしま
した。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバと待機
中のサーバとの置き換え処理がキャンセルさ
れましました。 

なし 

2046 サーバグループ("サーバグループ名")のサーバ("
論理サーバ名")を交換します。管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバを待
機中のサーバと交換します。 

なし 

2047 サーバ("論理サーバ名")の交換が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバと待機
中のサーバとの交換が完了しました。 

なし 
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2048 サーバ("論理サーバ名")の交換が失敗しまし

た。詳細は SystemProvisioning のログを参照
してください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループで稼動していたサーバと待機
中のサーバとの交換が失敗しました。 

サーバグループで稼動していたサーバと待機中の
サーバとの交換が失敗しました。原因を
SystemProvisioning ログにて確認し、原因を
取り除き、再度処理を行ってください。 

2049 サーバ("論理サーバ名")の交換はキャンセルしま
した。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループで稼動していたサーバと待機
中のサーバとの交換処理がキャンセルされま
した。 

なし 

2050 サーバの用途変更を行います。用途変更を行う
サーバ("論理サーバ名") 用途変更元サーバグ
ループ("サーバグループ名") 用途変更先サーバ
グループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバの用途変更を行います。 なし 

2051 サーバ("論理サーバ名")の用途変更が完了しま
した。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバの用途変更が完了しました。 なし 

2052 サーバの用途変更が失敗しました。詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバの用途変更が失敗しました。 サーバグループで稼動していたサーバの他のサー
バグループへの用途変更で失敗しました。原因
を SystemProvisioning ログにて確認し、原因
を取り除き、再度処理を行ってください。 

2053 サーバの用途変更はキャンセルしました。管理
ID:"管理 ID" 

情報 サーバの用途変更がキャンセルされました。 なし 

2054 サーバ("仮想サーバ名")をサーバグループ("サー
バグループ名")に作成します。管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループにサーバを作成します。 なし 

2055 サーバ("仮想サーバ名")の作成が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループへのサーバ作成処理が完了
しました。 

なし 

2056 サーバ("仮想サーバ名")を作成できませんでし
た。詳細は SystemProvisioning のログを参照
してください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループへのサーバ作成処理が失敗
しました。 

サーバグループへのサーバ作成処理が失敗しま
した。原因を SystemProvisioning ログにて確
認し、原因を取り除き、再度処理を行ってくださ
い。 

2057 サーバ("仮想サーバ名")の作成はキャンセルしま
した。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループへのサーバ作成処理がキャ
ンセルされました。 

なし 

2058 サーバグループ("サーバグループ名")のサーバ("
論理サーバ名")を稼動します。管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループのサーバを稼動させます。こ
の処理は仮想サーバのみ動作可能な処理
です。 

なし 



 

302 

イベント ID 説明 種類 意味 エラー、警告の場合の対処方法 
2059 サーバ("論理サーバ名")の稼動が完了しまし

た。管理 ID:"管理 ID" 
情報 サーバグループのサーバの稼動処理は完了

しました。この処理は仮想サーバのみ動作
可能な処理です。 

なし 

2060 サーバ("論理サーバ名")の稼動に失敗しました。
詳細は SystemProvisioning のログを参照して
ください。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループのサーバの稼動処理は失敗
しました。この処理は仮想サーバのみ動作
可能な処理です。 

サーバグループのサーバの稼動処理は失敗しま
した。原因を SystemProvisioning ログにて確
認し、原因を取り除き、再度処理を行ってくださ
い。 

2061 サーバ("論理サーバ名")の稼動はキャンセルしま
した。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループのサーバの稼動処理はキャ
ンセルされました。この処理は仮想サーバの
み動作可能な処理です。 

なし 

2062 サーバ("論理サーバ名")を移動します。移動先
VM サーバ("VM サーバ名") 管理 ID:"管理 ID"

情報 サーバグループの仮想サーバを移動させま
す。この処理は仮想サーバのみ動作可能
な処理です。 

なし 

2063 サーバ("論理サーバ名")の移動が完了しまし
た。管理 ID:"管理 ID" 

情報 サーバグループの仮想サーバ移動が完了し
ました。この処理は仮想サーバのみ動作可
能な処理です。 

なし 

2064 サーバの移動が失敗しました。詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループの仮想サーバ移動が失敗し
ました。この処理は仮想サーバのみ動作可
能な処理です。 

サーバグループの仮想サーバ移動が失敗しまし
た。原因を SystemProvisioning ログにて確認
し、原因を取り除き、再度処理を行ってくださ
い。 

2065 サーバの移動はキャンセルしました。管理 ID:"管
理 ID" 

情報 サーバグループの仮想サーバ移動がキャン
セルされました。この処理は仮想サーバのみ
動作可能な処理です。 

なし 

2066 VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバを
移動します。管理 ID:"管理 ID" 

情報 VM サーバ上に作成されている仮想サーバ
を移動させます。この処理は仮想サーバの
み動作可能な処理です。 

なし 

2067 VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバの
移動が完了しました。管理 ID:"管理 ID" 

情報 VM サーバ上に作成されている仮想サーバ
の移動処理が完了しました。この処理は仮
想サーバのみ動作可能な処理です。 

なし 

2068 VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバの
移動が失敗しました。詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。管理 ID:"管理 ID" 

警告 VM サーバ上に作成されている仮想サーバ
の移動処理が失敗しました。この処理は仮
想サーバのみ動作可能な処理です。 

VM サーバ上に作成されている仮想サーバの移
動処理が失敗しました。原因を
SystemProvisioning ログにて確認し、原因を
取り除き、再度処理を行ってください。 
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2069 VM サーバ("VM サーバ名")上の稼動サーバの

移動はキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 
情報 VM サーバ上に作成されている仮想サーバ

の移動処理がキャンセルされました。この処
理は仮想サーバのみ動作可能な処理で
す。 

なし 

2070 ソフトウェアの配布を行います。配布先サーバ("
論理サーバ名") 管理 ID:"管理 ID" 

情報 稼動サーバにソフトウェアを配布します。 なし 

2071 ソフトウェアの配布が完了しました。配布先サー
バ("論理サーバ名") 管理 ID:"管理 ID" 

情報 稼動サーバへのソフトウェア配布処理が完
了しました。 

なし 

2072 ソフトウェアの配布が失敗しました。配布先サー
バ("論理サーバ名") 詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。 管理 ID:"管理 ID" 

警告 稼動サーバへのソフトウェア配布処理が失
敗しました。 

稼動サーバへのソフトウェア配布処理が失敗し
ました。原因を SystemProvisioning ログにて
確認し、原因を取り除き、再度処理を行ってくだ
さい。 

2073 ソフトウェアの配布はキャンセルしました。配布先
サーバ("論理サーバ名") 管理 ID:"管理 ID" 

情報 稼動サーバへのソフトウェア配布処理がキャ
ンセルされました。 

なし 

2074 ソフトウェアの配布を行います。配布先サーバグ
ループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理 ID"

情報 サーバグループに所属するすべての稼動サ
ーバにソフトウェアを配布します。 

なし 

2075 ソフトウェアの配布が完了しました。配布先サー
バグループ("サーバグループ名") 管理 ID:"管理
ID" 

情報 サーバグループに所属するすべての稼動サ
ーバへのソフトウェア配布処理が完了しまし
た。 

なし 

2076 ソフトウェアの配布が失敗しました。配布先サー
バグループ("サーバグループ名") 詳細は
SystemProvisioning のログを参照してくださ
い。 管理 ID:"管理 ID" 

警告 サーバグループに所属するすべての稼動サ
ーバへのソフトウェア配布処理が失敗しまし
た。 

サーバグループに所属するすべての稼動サーバへ
のソフトウェア配布処理が失敗しました。原因を
SystemProvisioning ログにて確認し、原因を
取り除き、再度処理を行ってください。 

2077 ソフトウェアの配布はキャンセルしました。配布先
サーバグループ("サーバグループ名") 管理 ID:"
管理 ID" 

情報 サーバグループに所属する稼動サーバへの
ソフトウェア配布処理がキャンセルされまし
た。 

なし 

2078 情報の取得に失敗したため、アクションシーケン
ス"開始・完了"のイベントログを出力できません
でした。 管理 ID:"管理 ID" 

警告 情報の取得に失敗したため、アクションシー
ケンスのイベントログを出力できませんでし
た。 

原因を SystemProvisioning ログにて確認し、
原因を取り除き、再度処理を行ってください。 

2079 サーバ("論理サーバ名")に実装されている NIC
枚数("NIC 枚数")とサーバ定義の NIC 枚数
("NIC 枚数")に差異があります。サーバ定義の
確認をしてください。 

警告 サーバに実装されている NIC 枚数と運用コ
ンソールで設定されているサーバ定義の
NIC 枚数に差異があります。サーバ定義の
確認をしてください。運用処理は続行され
ます。 

なし 
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2080 サーバ("論理サーバ名")をサスペンドします。管

理 ID: "管理 ID" 情報 サーバをサスペンドします。 なし 

2081 サーバ("論理サーバ名")のサスペンドが完了しま
した。管理 ID: "管理 ID" 

情報 サーバのサスペンド処理が完了しました。 なし 

2082 サーバ("論理サーバ名")のサスペンドに失敗しま
した。詳細は SystemProvisioning のログを参
照してください。管理 ID: "管理 ID" 

警告 サーバのサスペンド処理が失敗しました。 サーバのサスペンド処理が失敗しました。 
原因を SystemProvisioning ログにて確認し、
原因を取り除き、再度処理を行ってください。 

2083 サーバ("論理サーバ名")のサスペンドはキャンセ
ルしました。管理 ID: "管理 ID" 

情報 サーバのサスペンド処理はキャンセルされま
した。 

なし 

2084 
アクションシーケンス実行中に処理が中断されま
したがサーバの状態を異常終了に更新できませ
んでした。管理 ID:"管理 ID" 

情報 
アクションシーケンス実行中に処理が中断さ
れました。また、サーバの状態を異常終了
に更新できませんでした。 

原因を SystemProvisioning ログにて確認し、
サーバをプールに待機させてから原因を取り除き
再度処理を行ってください。 

2085 サーバ("論理サーバ名")の状態を異常終了に
更新できませんでした。管理 ID:"管理 ID" 情報 サーバの状態を異常終了に更新できませ

んでした。 

原因を SystemProvisioning ログにて確認し、
サーバをプールに待機させてから原因を取り除き
再度処理を行ってください。 

2900 
仮想サーバの情報収集に失敗しました。情報
収集プロセスの実行が異常終了しました。結
果："結果" 

エラー 仮想サーバ用の情報収集が失敗しました。
仮想サーバ用の情報収集に失敗しました。結
果に出力された"結果コード”を参照し、失敗し
た原因を取り除き、再度実行してください。 

2901 仮想サーバの作成に失敗しました。仮想サーバ
の作成要求が失敗しました。原因："原因" エラー 仮想サーバの作成に失敗しました。 仮想サーバ作成時にエラーが発生しました。異

常原因を取り除き、再度実行してください。 

2902 仮想サーバの作成に失敗しました。仮想サーバ
の情報構築に失敗しました。結果："結果" エラー 作成した仮想サーバの登録に失敗しまし

た。 

作成した仮想サーバの情報が収集されなかった
ため、処理に失敗しました。異常原因を取り除
き、再度実行してください。 

2903 仮想サーバの削除に失敗しました。仮想サーバ
の削除要求が失敗しました。原因："原因" エラー 仮想サーバの削除に失敗しました。 仮想サーバ削除時にエラーが発生しました。異

常原因を取り除き、再度実行してください。 

2904 仮想サーバの削除に失敗しました。仮想サーバ
情報の削除に失敗しました。結果："結果" エラー 仮想サーバの登録されている情報が削除

できませんでした。 

仮想サーバの情報を削除するときにエラーが発
生しました。異常原因を取り除き、再度実行し
てください。 

4200 

VM:”VM 名”の WINS の情報が 1 つのみ指定
されたため、WINS の設定は行われませんでし
た。WINS の設定を行う場合には、
Primary/Secondary 両方の WINS の情報を
指定してください。 

警告 
Guest OS の NIC をカスタマイズする際に
WINS の情報が 1 つのみ指定されていま
す。 

WINS の設定を行う場合には、
Primary/Secondary 両方の WINS の情報を
指定してください。 
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4201 

VM:”VM 名”のゲートウェイが指定されていない
ため、DNS、WINS の設定が行われない可能
性があります。DNS、WINS を確実に設定する
ためにはゲートウェイの情報を指定する必要があ
ります。 

警告 Guest OS の NIC をカスタマイズする際にゲ
ートウェイが指定されていませんでした。 

DNS、WINS を確実に設定するためにはゲート
ウェイの情報を指定してください。 

4300 
VM[“VM 名”]は作成中のため、Disk 情報が不
完全な可能性があります。VM 作成完了後、
再度情報収集が必要です。(“プロセス ID”) 

警告 Disk 情報が不完全な VM が構成情報
DB に登録されました。 

VM の作成が完了した後「データベースの情報を
更新」を実行してください。 

4350 
レジストリ ReserveRetry の設定[“レジストリ
値”]は範囲外です。デフォルト[“デフォルト値”]で
実行します。 

警告 レジストリ ReserveRetry の設定が規定範
囲外になっています。 

レジストリ ReserveRetry の値を 0～86400 の
規定範囲内で設定してください。 

表 9-2 SystemMonitor 障害監視が記録するイベントログ 

イベントソース名 メッセージ
ID 

メッセージ内容 イベン
ト種別

メッセージの意味 エラー、警告の場合の対処方法 

 1 SystemMonitor イベント監視サービスを
開始しました。 

情報 SystemMonitor イベント監視の
起動に成功しました。 

なし 

 2 SystemMonitor イベント監視サービスの
開始に失敗しました。 

エラー SystemMonitor イベント監視サー
ビスの起動に失敗しました。 

SystemMonitor Service サービスを起動し
てください。 
起動できない場合、SigmaSystemCenter
障害監視機能(SystemMonitor)を再インス
トールしてください。 

 3 SystemMonitor イベント監視サービスを
停止しました。 

情報 SystemMonitor イベント監視サー
ビスの停止に成功しました。 

なし 

 100 SystemProvisioning のサービス
(PVMService)が起動していません。 

警告 PVMService が起動していませ
ん。 

PVMService サービスを起動してください。 

SMonService 

 1000 SystemProvisioning への通報に失敗し
たイベントを破棄しました。 
(破棄したイベント：*個) 

エラー SystemProvisioning へのイベン
ト通報に失敗したため、イベントを
破棄しました。 

PVMService サービスが起動していない可
能性があります。この場合は、PVMService
サービスを起動してください。 

SMonESMService  1 SystemMonitor ESMPRO 監視サービ
スを開始しました。 

情報 SystemMonitor ESMPRO 監視
の起動に成功しました。 

なし 
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 2 SystemMonitor ESMPRO 監視サービ
スの開始に失敗しました。 

エラー SystemMonitor ESMPRO 監視
サービスの起動に失敗しました。 

SystemMonitor ESMPRO Service サービ
スを起動してください。 
起動できない場合、SigmaSystemCenter
障害監視機能(SystemMonitor)を再インス
トールしてください。 

 3 SystemMonitor ESMPRO 監視サービ
スを停止しました。 

情報 SystemMonitor ESMPRO 監視
サービスの停止に成功しました。 

なし 

 101 ESMPRO/ServerManager のサービス
(ESM Base Service)が起動していませ
ん。 

警告 ESMPRO/ServerManager が起
動していません。 

ESM Base Service サービスを起動してくだ
さい。 

 1000 SystemMonitor イベント監視サービスへ
の送信に失敗したイベントを破棄しまし
た。 
(破棄したイベント：*個) 

エラー SystemMonitor イベント監視サー
ビスへのイベント通報に失敗したた
め、イベントを破棄しました。 

SystemMonitor イベント監視サービスが起
動していない可能性があります。この場合、
SystemMonitor Service サービスを起動し
てください。 

 1 SystemMonitor VM 監視サービスを開
始しました。 

情報 SystemMonitor VM 監視の起動
に成功しました。 

なし 

 2 SystemMonitor VM 監視サービスを停
止しました。 

情報 SystemMonitor VM 監視サービ
スの停止に成功しました。 

なし 

 3 SystemMonitor VM 監視サービスの開
始に失敗しました。 

エラー SystemMonitor VM 監視サービ
スの起動に失敗しました。 

SystemMonitor VM Service サービスを起
動してください。 
起動できない場合、SigmaSystemCenter
障害監視機能(SystemMonitor)を再インス
トールしてください。 

 4 SystemMonitor VM 監視サービスの停
止に失敗しました。 

エラー SystemMonitor VM 監視サービ
スの停止に失敗しました。 

なし 

 5 SystemMonitor Service への接続に失
敗しました。イベントを削除します。 

エラー SystemMonitor イベント監視サー
ビスへのイベント通報に失敗したた
め、イベントを破棄しました。 

SystemMonitor イベント監視サービスが起
動していない可能性があります。この場合、
SystemMonitor Service サービスを起動し
てください。 

 6 VirtualCenter への接続に失敗しました。
VirtualCenter の状態を確認してくださ
い。 

エラー VirtualCenter への接続に失敗し
ました。 

VirtualCenter の状態を確認し、異常原因
を取り除いてください。 

SMonVMService 

 7 VirtualCenter からの切断に失敗しまし
た。VirtualCenter の状態を確認してくだ
さい。 

エラー VirtualCenter からの切断に失敗
しました。 

VirtualCenter の状態を確認し、異常原因
を取り除いてください。 
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 8 VirtualCenter の情報取得中にエラーが
発生しました。VirtualCenter の状態を
確認してください。 

エラー VirtualCenter の情報取得中にエ
ラーが発生しました。 

VirtualCenter の状態を確認し、異常原因
を取り除いてください。 

 9 VirtualCenter から応答がありません。
VirtualCenter の状態を確認してくださ
い。 

エラー VirtualCenter から応答がありませ
ん。 

VirtualCenter の状態を確認し、異常原因
を取り除いてください。 
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9.1.2. 運用ログ 

SystemProvisioning は、運用ログを記録しています。運用ログには、内部で行っている動作の概略を記

録します。運用ログは、運用管理ツールの「運用ログ表示ウィンドウ」にリアルタイムに表示します。 
 
例： 
 PVM サービスが起動し運用を開始しました。 

 異常を検出したプロセスを再起動しました。 

 運用管理ツールからの要求によるアクションシーケンス(SysAccessDeploymentProvider)を起動しまし

た。管理 ID:2 

 通報を完了しました。 
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9.2. DPM に関するトラブル 

9.2.1. DPM との連携に関する運用ログ 

DPM を利用する処理で問題が発生した場合、運用ログに以下のようなログを記録します。原因、対処欄

を参考に問題を取り除いてください。 

表 9-3 DPM との連携に関する運用ログと原因、対処 

運用ログ 原因、対処 
1) サーバ(MAC アドレス)の電源 ON 要求が失敗
しました。(39) 
 
2) サーバ(MAC アドレス)のシャットダウン要求が失
敗しました。(39) 
 
3) サーバ(MAC アドレス)のリブート要求が失敗し
ました。(39) 
 
4) 管理サーバ for DPM(管理サーバ IP アドレス)
の更新権取得に失敗しました。(39, xxxx) 

[原因 1] DPM の Web コンソールを「更新モード」にし
ている。 
[原因 1 の対処] DPM の Web コンソールを「参照モ
ード」にしてください。もしくは、Web コンソール閉じてく
ださい。 
 
[原因 2] 管理サーバ for DPM のパスワードを設定
していない。 
[原因 2 の対処] 管理サーバ for DPM のパスワード
を正しく設定してください。詳細は「4.16.5 DPM 情
報」を参照してください。 

1) サーバ(MAC アドレス)の電源 ON 要求が失敗
しました。(52) 
 
2) サーバ(MAC アドレス)のシャットダウン要求が失
敗しました。(53) 
 
3) サーバ(MAC アドレス)のリブート要求が失敗し
ました。(54) 

[原因 1] 管理サーバ for DPM のパスワードを誤って
設定している。 
[原因 1 の対処] 管理サーバ for DPM のパスワード
を正しく設定してください。詳細は「4.16.5 DPM 情
報」を参照してください。 
 
[原因 2] DPM 上で、処理対象サーバのステータスが
エラー状態である。 
[原因 2 の対処] DPM の Web コンソールで処理対
象サーバの「エラー」状態をクリアしてください。 
 
[原因 3] DPM 上で、処理対象サーバのステータスが
「シナリオ実行中」状態である。 
[原因 3 の対処] 処理対象サーバで実際にシナリオ
実行中の場合、シナリオの実行完了まで待ってくださ
い。処理対象サーバでシナリオを実行していないにも
関わらず DPM の Web コンソール上で「シナリオ実行
中」状態である場合、DPM の Web コンソールで状
態をクリアしてください。状態をクリアしてもなお同じロ
グが出力され続ける場合、SystemProvisioning を
再起動してください。 

1) サーバ(MAC アドレス)へのシナリオ(配布ソフトウ
ェア名)実行で Windows 用パラメータファイルの作
成に失敗しました。(38, xxxx) 
 
2) サーバ(MAC アドレス)へのシナリオ(配布ソフトウ
ェア名)実行で Linux 用パラメータファイルの作成に
失敗しました。(38, xxxx) 

[原因 1] リストアイメージファイルが存在していない。 
[原因 1 の対処] DPM に登録しているリストアシナリ
オのバックアップイメージファイルの設定を正しく修正し
てください。詳細は「1.11.3 シナリオの登録、実行」
を参照してください。 
 
[原因 2] DPM のマスタパラメータファイルを作成してい
ない。 
[原因 2 の対処] リストアイメージファイルのマスタパラ
メータファイルを作成してください。詳細は「1.11.4 イ
メージビルダーの操作」を参照してください。 
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9.3. 構成情報データ管理機能に関するトラブル 

9.3.1. 運用管理ツール使用中の構成情報データベースへのアクセスエラー 

運用管理ツールの使用中、 
「構成情報にアクセスできませんでした」 
というエラーダイアログが表示された場合、以下の手順で対処してください。 
 

(1) 新の状態にする 
運用管理ツールの[更新]ボタンを押して、 新の状態を表示してください。 
例えば、既にサーバが移動、削除されているにも関わらず、以前の状態のまま表示されているサーバの
プロパティを表示しようとすると、本メッセージが表示されることがあります。 

 
(2) 状態の確認を行う 

 手順 1 : データベースのサービスが動作していることを確認してください。 
Windows の管理ツール「サービス」を使用して、構成管理データに利用しているデータベースのインスタ
ンス名に対応したサービスが動作していることを確認してください。SystemProvisioning をインストール
してからデータベースの移行を行っていない場合、管理サーバ上のサービス名は、
「MSSQL$PVMINF_INSTANCE」です。 

 手順 2 : 環境設定の構成情報管理画面を確認してください。 
「手順 1」で問題が解決しない場合、環境設定の構成情報管理画面を確認してください。 
画面表示されるマシン名、インスタンス名、認証モード、アカウント名、パスワードの各項目が正しいこと
を確認してください。 
構成情報管理画面については、「4.16.3 構成情報管理」を参照してください。 

 手順 3 : 運用管理ツールを再起動してください。 
「手順 2」で問題が解決しない場合、運用管理ツールを停止し、再起動して同様の操作を行ってくださ
い。 

 手順 4 : SystemProvisioning を再起動してください。 
「手順 3」で問題が解決しない場合、運用管理ツールを停止し、SystemProvisioning を再起動して
ください。SystemProvisioning の再起動完了後、運用管理ツールを起動して同様の操作を行ってく
ださい。 
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9.3.2. 構成情報データ管理機能に関する運用ログ 

構成情報データ管理機能に関する処理で問題が発生した場合、運用ログに以下のようなログを記録しま

す。原因、対処欄を参考に問題を取り除いてください。 
 

運用ログ 原因、対処 
構成情報データベースが停止しています。停止の
原因を取り除いた上で、システムを再起動してくだ
さい。 
構成情報データベースが正常に動作していません。

[原因] MSDE が正常に動作していません。または、
MSDE を利用するための設定に誤りがあります。 
[対処] Windows の管理ツール「サービス」を使用し
て、構成管理データに利用しているデータベースのイ
ンスタンス名に対応したサービスが動作していることを
確認してください。既定値では管理サーバ上の
「MSSQL$PVMINF_INSTANCE」サービスです。 
または、環境設定の「構成情報管理」画面において
それぞれの設定項目に誤りがないか確認してくださ
い。 

サーバ[ホスト名]を使用中のため、サーバ[ホスト名]
の構成情報を収集できませんでした。実行中の処
理完了後、「データベース情報の再収集」を実行し
てください。 
サーバ[ホスト名]を使用中のため、構成情報収集
を行いません。 
スイッチ[スイッチ名]を使用中のため、構成情報収
集を行いません。 

[原因] 該当するシステムリソースが他機能により予
約されているため、構成情報収集を行えませんでし
た。 
[対処] Job 一覧で他に Job が動作していないことを
確認してから、「操作」メニューの「データベース情報の
再収集」を行ってください。 

サーバ[ホスト名]を認識できなくなりました。 [原因 1] 管理対象サーバが DPM の管理対象から
削除されました。 
[原因 1 の対処] 構成情報データベースから該当サ
ーバを削除します。グループに登録しているサーバの
場合、[グループから削除]した後、サーバのコンテキス
トメニューから[サーバ情報の削除」を選択してくださ
い。 
 
[原因 2] 管理対象サーバが
ESMPRO/ServerManager に登録されていませ
ん。 
[原因 2 の対処] ESMPRO/ServerManager の「統
合ビューア」を使用し、管理対象サーバを手動で登
録してください。 

サーバ[ホスト名]の構成情報が不正の可能性があ
ります。 

[原因] ESMPRO/ServerManager から取得したサ
ーバの NIC 情報が不正です。 
[対処] ESMPRO/ServerManager および
ServerAgent が正常に動作しているか確認してくだ
さい。問題が解決した後、サーバを[グループから削
除]し、[ソフトウェアをインストールせずにグループへ追
加]してください。 

サーバ[ホスト名]の構成情報収集中にエラー(エラー
コード)が発生したため構成情報収集を行いませ
ん。 
スイッチ[スイッチ名]の構成情報収集中にエラー(エ
ラーコード)が発生したため構成情報収集を行いま
せん。 

[原因] エラーコードの原因で、該当システムリソース
の情報更新処理が失敗しました。 
[対処] Job 一覧で他に Job が動作していないことを
確認してから、「操作」メニューの「データベース情報の
再収集」を行ってください。 

スイッチ[スイッチ名]を構成情報に追加できませんで
した。 

[原因] 構成情報データベースへのアクセスに失敗し
たため、スイッチの追加に失敗しました。 
[対処] SystemProvisioning 管理サーバを再起動
してください。再起動後、再度[スイッチの追加]を行っ
てください。 
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運用ログ 原因、対処 
スイッチ[スイッチ名]の構成情報収集に失敗しまし
た。 

[原因] 構成情報データベースへのアクセス、もしくは
スイッチへのアクセスに失敗したため、スイッチの追加
に失敗しました。 
[対処] スイッチと、SystemProvisioning 管理サー
バを再起動してください。 

スイッチ[スイッチ名]を認識できなくなりました。 [原因] スイッチを認識できなくなりました。 
[対処] 該当するスイッチを取り外した場合、対処は
不要です。スイッチを取り外していない場合、スイッチ
が正しく動作しているか確認してください。 

スイッチ[スイッチ名]とサーバの構成情報収集中にエ
ラー(エラーコード)が発生したため構成情報収集を
行いません。 

[原因] エラーコードの原因で、スイッチとサーバの接
続情報更新処理が失敗しました。 
[対処] Job 一覧で他に Job が動作していないことを
確認してから、「操作」メニューの「データベース情報の
再収集」を行ってください。 

NIC[MAC アドレス]は、サーバ[ホスト名]に存在しま
せん。 

[原因] 該当するサーバに、実際には存在しない NIC
の情報が登録されています。 
[対処] 該当するサーバのコンテキストメニューから[プ
ロパティ]を選択し、「ネットワーク」タブで該当する NIC
情報を削除してください。 
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9.4. 構成情報データベースのバックアップとリストア 

構成情報データベースは、必要に応じてバックアップを行うようにしてください。SystemProvisioning 管理サー

バがハードウェア障害などの理由により故障しても、バックアップを行っていれば構成情報データベースを復旧でき

ます。 

構成情報データベースのバックアップとリストアは、MSDE が提供する osql コマンドを使用して行います。 

osql コマンドの詳細については、Microsoft 社から提供されている 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;325003 

などの Web サイトを参照してください。 

 

9.4.1. 構成情報データベースのバックアップ 

構成情報データベースは既定値では“PVMINF_INSTANCE”というインスタンスと“pvminf”(固定名)とい

うデータベースを作成して使用しています。 
以下の手順でバックアップを行ってください。 
 

(1) SystemProvisioning の運用管理ツール停止 
SystemProvisioning の運用管理ツールを実行しているときは閉じます。 
 

(2) SystemProvisioning を停止 
SystemProvisioning の停止については、「3.2 SystemProvisioning の停止」を参照してくださ
い。 
 

(3) コマンドプロンプトの表示 
[スタート]–[すべてのプログラム]–[アクセサリ]–[コマンド プロンプト]を選択します。 
 

(4) バックアップコマンドの実行 
コマンドラインに以下のコマンドを指定します。ここでは、C ドライブの¥temp フォルダに backup.dat
というバックアップファイルを作成する例を示します。 
例 1. 
> osql –E –S (local)¥pvminf_instance –Q "backup database pvminf to disk = 
'c:¥temp¥backup.dat' with init" 
例 2. 
> osql –E –S (local)¥pvminf_instance 
1> backup database pvminf to disk = ’c:¥temp¥backup.dat’ with init 
2> go 
 

(5) SystemProvisioning の起動 
バックアップが終了したら、SystemProvisioning を起動してください。 
SystemProvisioning の起動については、「3.1 SystemProvisioning の起動」を参照してくださ
い。 
 

SystemProvisioning でインストールされる MSDE の初期 sa パスワードは
“rc76duvg”になっています。システム管理者の方は osql コマンドを使用して
sa パスワードの変更を行ってください。 



 

314 

 

9.4.2. 構成情報データベースのリストア 

以下の手順でリストアを行ってください。 
 

(1) SystemProvisioning の運用管理ツール停止 
SystemProvisioning の運用管理ツールを実行しているときは閉じます。 
 

(2) SystemProvisioning を停止 
SystemProvisioning の停止については、「3.2 SystemProvisioning の停止」を参照してくださ
い。 
 

(3) コマンドプロンプトの表示 
[スタート]–[すべてのプログラム]–[アクセサリ]–[コマンド プロンプト]を選択します。 
 

(4) リストアコマンドの実行 
コマンドラインに以下のコマンドを指定します。ここでは C ドライブの¥temp フォルダの backup.dat と
いうバックアップファイルから復元する例を示します。 
例 1. 
> osql –E –S (local)¥pvminf_instance –Q "restore database pvminf from disk = 
'c:¥temp¥backup.dat' with replace" 
例 2. 
> osql –E –S (local)¥pvminf_instance 
1> restore database pvminf from disk = ‘c:¥temp¥backup.dat’ with replace 
2> go 
 

(5) SystemProvisioning の起動 
リストアが終了したら、SystemProvisioning を起動してください。 
SystemProvisioning の起動については、「3.1 SystemProvisioning の起動」を参照してくださ
い。 
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9.5. 構成情報データベースの移行 

構成情報データベースは SystemProvisioning のインストール時に管理サーバに作成されますが、ネットワー

ク上の別のサーバに構築された MSDE 2000 SP3a、SQL Server 2000 SP3a を利用することができます。こ

こでは管理サーバとは別の SERVER1 という名前のサーバ上に MSDE のインスタンス(インスタンス名：SYSDB)

を作成し、それを構成情報データベースとして利用する例を認証モード別に記載します。 

 

9.5.1. Windows 認証ログインを使用する 

(1) 管理サーバ上のデータベースのバックアップ 
現在の管理サーバ上にある、構成情報データベースのバックアップを行ってください。 
手順は「9.4.1 構成情報データベースのバックアップ」を参照してください。バックアップファイル名はこ
こでは backup.dat とします。 
 

(2) インスタンスの作成 
SERVER1 上で MSDE のセットアップを行います。 
MSDE のセットアッププログラムは下記サイトからダウンロード可能です。 
http://www.microsoft.com/japan/sql/msde/downloads/download.asp 
ダウンロード後、ファイルを展開し 
Setup INSTANCENAME=”SYSDB” DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 
SAPWD=”sa パスワード”  
を実行してください。 

 
(3) データベースの作成 

コマンドプロンプトを実行し、以下のコマンドを指定します。構成情報データベースとして使用するデ
ータベース名は必ず pvminf を使用してください。 
 
例 1. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –Q "create database pvminf" 
例 2. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB 
1> create database pvminf 
2> go 
 

(4) サービスの再起動 
[スタート]－[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を選択します。 
MSSQL$SYSDB サービスを選択し、右クリック後、再起動を選択してください。 
 

構成情報データベースは MSDE 2000 SP3a で作成しています。ネットワ
ーク上の別のサーバに構成情報データベースを作成する場合、そのサーバ
上で既に SQL Server 2005 用のインスタンスをインストールしていると
MSDE で構成情報データベースのインスタンスをインストールしても、そのイ
ンスタンスに接続できない場合があります。 
 
同サーバ上で構成情報データベースを利用する必要がある場合、構成情
報データベースのインスタンスをインストールした後に、SQL Server 2005
用のインスタンスをインストールしてください。 
 
詳細は、下記の Microsoft サポートページを参照してください。 
http://support.microsoft.com/kb/905618/ja 
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(5) SERVER1 へのデータベースの移行 
(1)でバックアップを行ったファイルをリストアします。 
バックアップファイルは SERVER1 上のローカルディスクにあらかじめ置いておきます。ここでは
c:¥temp¥backup.dat とします。 
 
例 1. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –Q "restore database pvminf from disk = 
'c:¥temp¥backup.dat' with replace" 
例 2. 
1> restore database pvminf from disk = ‘c:¥temp¥backup.dat’ with replace 
2> go 
 

(6) 環境設定 
環境設定の構成情報管理画面で以下の設定を行い、SystemProvisioning の再起動を行って
ください。 

図 9-1 「環境設定」ダイアログ : 「構成情報管理」タブ 

 

9.5.2. SQL 認証ログインを使用する 

(1) 管理サーバ上のデータベースのバックアップ 
現在の管理サーバ上にある、構成情報データベースのバックアップを行ってください。 
手順は「9.4.1 構成情報データベースのバックアップ」を参照してください。バックアップファイル名はこ
こでは backup.dat とします。 
 

(2) インスタンスの作成 
SERVER1 上で MSDE のセットアップを行います。 
MSDE のセットアッププログラムは下記サイトからダウンロード可能です。 
http://www.microsoft.com/japan/sql/msde/downloads/download.asp 
ダウンロード後、ファイルを展開し 
Setup INSTANCENAME=”SYSDB” DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 
SECURITYMODE=SQL SAPWD=”sa パスワード”  
を実行してください。 
 

(3) データベースの作成 
コマンドプロンプトを実行し、以下のコマンドを指定します。構成情報データベースとして使用するデ
ータベース名は必ず pvminf を使用してください。 
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例 1. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –Q "create database pvminf" 
例 2. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB 
1> create database pvminf 
2> go 
 

(4) SQL ユーザの作成 
SQL 認証ログインを使用して MSDE にアクセスする場合、続けて以下の設定を行います。 
ここでは dbuser というユーザ名を設定する例を示します。 
※password は管理者が決定してください。 
 
例 1. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –Q "sp_addlogin 'dbuser', 'password', 'pvminf'" 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –d pvminf –Q "sp_grantdbaccess 'dbuser', 'dbuser'" 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –d pvminf –Q "sp_addrolemember 'db_datareader', 
'dbuser'" 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –d pvminf –Q "sp_addrolemember 'db_datawriter', 
'dbuser'" 
例 2. 
1> EXEC sp_addlogin ‘dbuser’, ‘password’, ‘pvminf’ 
2> go 
1> use pvminf 
2> go 
1> EXEC sp_grantdbaccess ‘dbuser’, ‘dbuser’ 
2> go 
1> EXEC sp_addrolemember ‘db_datareader’, ‘dbuser’ 
2> go 
1> EXEC sp_addrolemember ‘db_datawriter’, ‘dbuser’ 
2> go 
 

(5) サービスの再起動 
[スタート]－[コントロールパネル]－[管理ツール]－[サービス]を選択します。 
MSSQL$SYSDB サービスを選択し、右クリック後、再起動を選択してください。 

 
(6) SERVER1 へのデータベースの移行 

(1)でバックアップを行ったファイルをリストアします。 
バックアップファイルは SERVER1 上のローカルディスクにあらかじめ置いておきます。ここでは
c:¥temp¥backup.dat とします。 
 
例 1. 
> osql –E –S (local)¥SYSDB –Q "restore database pvminf from disk = 
'c:¥temp¥backup.dat' with replace" 
例 2. 
1> restore database pvminf from disk = ‘c:¥temp¥backup.dat’ with replace 
2> go 
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(7) 環境設定 

環境設定の構成情報管理画面で以下の設定を行い、SystemProvisioning の再起動を行って
ください。 

図 9-2 「環境設定」ダイアログ : 「構成情報管理」タブ 
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9.6. 自己監視機能の調整 

SystemProvisioning は、自己監視機能を実装しています。 

自己監視機能は、SystemProvisioning の内部コンポーネントの動作を監視しています。 

 

管理サーバのハードウェア性能が低い場合や、たくさんのアプリケーションを同時に動作したため CPU 負荷が

慢性的に高い場合、監視対象の内部コンポーネントからの応答が遅くなり、正常に動作しているにもかかわらず

異常とみなしてしまう場合があります。その場合、自己監視設定の応答待ち時間をチューニングして問題を回避

してください。 

自己監視設定の応答待ち時間の変更方法については、「4.16.4 自己監視」を参照してください。 
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9.7. プールサーバのホスト名、IP アドレス変更 

SystemProvisioning で単純に構成変更処理を続けていくと、同一のホスト名、IP アドレスを設定している

サーバが同じネットワーク内に存在する状態になることがあります。 

通常、稼動サーバ以外のサーバは停止しています。そのため、稼動サーバとホスト名や IP アドレスは重複しま

せん。ところが、操作ミスや電源管理製品などにより SystemProvisioning の管理外で稼動サーバ以外のサー

バを起動してしまうと、ネットワーク上に同一のホスト名、IP アドレスを持つサーバが存在してしまう可能性があり

ます。同一のホスト名、IP アドレスを持つサーバが存在した場合、以下のような不具合が起きることが考えられま

す。 

 サーバの誤認識による制御異常 

 重複による管理対象サーバのネットワーク利用不可 

 

このような不具合が発生しないように、稼動サーバをプールへ移動するときホスト名と IP アドレスの設定を変更

するオプション機能を提供しています。本機能を使用すると、稼動サーバをプールへ移動するときにホスト名と IP

アドレスを以下のように変更します。 

 ホスト名 ： PC-MAC アドレス(MAC アドレスの":"は除く) 

複数の NIC を搭載するサーバの場合、任意の NIC の MAC アドレスを使用します。 

 IP アドレス ： 「IP アドレスを自動的に取得する」 

DHCP サーバから取得します。 

 

本機能を導入するには、本機能が動作する DPM のシナリオを、管理サーバ for DPM に登録します。

SystemProvisioning は、稼動サーバをプールへ移動するときに DPM に前述のシナリオが存在するかどうかを確

認し、存在すれば本機能を自動的に実行します。 

 

既定値では、“SetDHCP”シナリオの実行が設定されています。“SetDHCP”以外のシナリオを実行する場合

は、レジストリ設定を変更します。 

 

キー: HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥NEC¥PVM¥ActionSequence¥Scenario 

値名: HaltScenario 

型: 文字列型 

設定値: (実行するシナリオ名) 

* HaltScenario が既に存在し値が設定されている場合は、“/”を入力し末尾に値を追加してください。 

• SetDHCP の実行中に管理対象サーバに対して操作は行わないでくださ
い。 

• ホスト名、IP アドレスが突然変更されることになりますので、アプリケーション
などの環境によっては利用できない場合があります。 

• SetDHCP は、Net Framework のインストールが必須になります。対象サ
ーバの OS が「Windows2000 Server」の場合は.NET Framework をイ
ンストールしてください。 
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9.7.1. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用アプリケーションの登録 

本機能の設定は、DPM で行います。 
 
Web サーバ for DPM をインストールしたサーバの CD-ROM ドライブに SystemProvisioning の

CD-ROM を挿入します。 
[スタート]–[すべてのプログラム]–[DeploymentManager]–[イメージビルダー]を起動します。イメージビルダ

ーを起動したら、「パッケージの登録／修正」を選択し、「パッケージの登録／修正」画面を表示します。[ファイ

ル]メニューから[Windows パッケージ作成]を選択し、「Windows パッケージ作成」ダイアログを表示します。 

図 9-3 「Windows パッケージ作成」ダイアログ : 「基本」タブ 

「基本」タブの各項目に以下のように入力します。 
 パッケージ ID ：SetDHCP 

 タイプ ：”アプリケーション”を選択します。 

 緊急度 ：“一般”もしくは“低”を選択します。 

 
 表示名 ：SetDHCP 
 

「 高」、「高」は指定しないでください。 
これらを指定した場合は、ターゲットが起動したタイミングで実行される自動更
新で自動的にインストールが実行されます。 
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図 9-4 「Windows パッケージ作成」ダイアログ : 「実行設定」タブ 

「実行設定」タブを選択し、各項目に以下のように入力します。 
 フォルダ名 ： SystemProvisioning の CD-ROM に含まれている以下のフォルダを指定して[追加]ボタン

を押します。 
¥Tools¥SetDHCP 

 実行ファイル ： ¥Tools¥SetDHCP フォルダの install.exe を指定します。 
¥Tools¥SetDHCP¥install.exe 

 セットアップパラメータ ： DPM で配信後、install.exe を実行してから設定変更処理を実行するまでの

時間(秒)を指定します。指定しない場合、既定値の 10 秒となります。 

図 9-5 「Windows パッケージ作成」ダイアログ : 「対応 OS と言語」タブ 

「対応言語と OS」タブを選択し、OS と言語で”All Language”を選択し、[追加]ボタンを押します。 
 
入力を完了したら、[OK]ボタンを押し[完了]ボタンを押します。 
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9.7.2. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用シナリオの作成 

DPM の Web コンソールを起動します。Web コンソールでアクセスモードを「更新モード」に変更後、[シナリ

オ]メニューで[シナリオファイル作成]を選択します。「シナリオファイルの作成」ダイアログを表示します。 

図 9-6 「シナリオファイルの作成」画面 

「アプリケーション」タブを選択し、各項目に以下のように入力します。 
 「9.7.1 ホスト名、IP アドレス設定変更機能用アプリケーションの登録」で作成した「Local-SetDHCP」

をイメージファイルとして指定します。 

 「ユニキャストでデータを送信する」チェックボックスをチェックします。 

 「シナリオ名」に、「Local-SetDHCP」と入力します。 
 
入力を完了したら、[OK]ボタンを押します。 
 

9.7.3. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用アプリケーションの登録（Linux） 

本機能の設定は、DPM で行います。 
管理サーバ for DPM をインストールしたサーバ上で任意のディレクトリを作成し、スクリプトファイルに以下の

内容を設定します。 
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 スクリプトファイル 
 
echo “NETWORKING=no” > /etc/sysconfig/network 

 

Web サーバ for DPM をインストールしたサーバの CD-ROM ドライブに SystemProvisioning の

CD-ROM を挿入します。 
[スタート]–[すべてのプログラム]–[DeploymentManager]–[イメージビルダー]を起動します。イメージビルダ

ーを起動したら、「パッケージの登録／修正」を選択し、「パッケージの登録／修正」画面を表示します。[ファイ

ル]メニューから[Linux パッケージ作成]を選択し、「Linux パッケージ作成」ダイアログを表示します。 
 

「基本」タブの各項目に以下のように入力します。 
 パッケージ ID ：SetDHCP for Linux 

 タイプ ：”アプリケーション”を選択します。 
 

「実行設定」タブを選択し、各項目に以下のように入力します。 
 フォルダ名 ： 作成したスクリプトファイルのディレクトリを指定します。 

 実行ファイル ： 作成したスクリプトファイルを指定します。 

 セットアップパラメータ ： 特に指定しません。 
 
入力を完了したら、[OK]ボタンを押します。 
 

9.7.4. ホスト名、IP アドレス設定変更機能用シナリオ作成 (Linux) 

DPM の Web コンソールを起動します。Web コンソールでアクセスモードを「更新モード」に変更後、[シナリ

オ]メニューで[シナリオファイル作成]を選択します。「シナリオファイルの作成」ダイアログを表示します。 
 
「アプリケーション」タブを選択し、各項目に以下のように入力します。 
 
 「9.7.1 ホスト名、IP アドレス設定変更機能用アプリケーションの登録」で作成した「Local-SetDHCP 

for Linux」をイメージファイルとして指定します。 

 「ユニキャストでデータを送信する」チェックボックスをチェックします。 

 「シナリオ名」に、「Local-SetDHCP for Linux」と入力します。 
 
「オプション」タブを選択し、「実行後に電源を切断する」チェックボックスをチェックします。入力を完了したら

[OK]ボタンを押します。 
下記のレジストリを設定してください。 
 
 キー: HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥NEC¥PVM¥ActionSequence¥Scenario 

 値名: HaltScenario 

 型: Character string type 

 設定値: SetDHCPforLinux 
 

スクリプトファイル内の改行コードは、必ず Linux 用（<LF>）に設定してくださ
い。設定されていない場合、作成したファイルが正常に実行されません。 
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9.8. Shutdown コマンドによる自動電源 OFF 

 

Linux の shutdown コマンドで電源断ができないハードウェアについて、下記の注意事項があります。 

 サーバはシャットダウンできません 

 構成変更ができません 

 

Linux の問題のため、お客様責任にて電源断を可能にするためのソース修正を行いカーネル再構築する方

法もありますが、電源 OFF 用のシナリオを利用することで構成変更不可については解決できます。「オプション」

タブで「実行後に電源を切断する」チェックボックスをチェックしたシナリオを電源 OFF 用のシナリオとして利用でき

ます。 

「9.7.2 ホスト名、IP アドレス設定変更機能用シナリオの作成」に記載されているシナリオが電源 OFF 用の

シナリオとして利用できます。 

例） 

ファイル名: power_down.bat 

スクリプトファイルの内容: echo “power-down” 

※ ファイル名も内容も任意に指定できます。上記スクリプトファイルは Windows にも Linux にも利用できま

す。 
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9.9. 仮想サーバ管理オプション使用時の障害対応について 

VMware 社製品に関する、障害対応に関する情報およびデータのバックアップ・リストアにつきましては、

VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

 

システム環境や負荷の状態によっては、構成情報データベースへのアクセスが集中しているなどの理由で、一

定時間内に構成情報データベースへのアクセスを実行できなかったことにより、VM の情報収集がエラーとなる場

合があります。 

現象発生時には、運用ログに以下の 2 行のログが記録されます。 

 VM 構成情報収集処理が完了しました。([プロセス ID]) 

 情報収集処理に失敗しました。6 

頻繁に本ログが記録される場合には、以下のレジストリの値を変更することで、構成情報データベースへのア

クセスのリトライ回数を調整してください。 

 

キー：HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥PVM¥VMProvider¥pvminfcollect 

値名：ReserveRetry 

型：DWORD 型 

説明：アクセスの 大リトライ回数（単位：回）。1 秒間隔でリトライを行います 

既定値：10 

 

この値を大きくしすぎると、何らかの障害により構成情報データベースへアクセスできないような場合に、長時間

VM の構成情報収集処理が完了せず、その他の処理を継続することができなくなることがあります。 

調整を行う際には、以下の方法で、システム環境や運用状態に応じた 適値を設定してください。 

(1) 60 回程度を単位として増加させていき、現象が発生しなくなることを確認する 

(2) 現象が発生しなくなった値から、現象が発生しない範囲で値を減らす 

※ 設定する値の 大値としては 1800 回程度を目安としてください。 
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10. 注意事項 

SystemProvisioning を使用する上で、特に注意する必要がある点について説明します。 

10.1. システム構成管理機能 

10.1.1. SystemProvisioning 管理サーバのシャットダウンについて 

SystemProvisioning 管理サーバをシャットダウン、再起動する場合、シャットダウン前に手動で

SystemProvisioning を停止してください。 
SystemProvisioning の停止については、「3.2 SystemProvisioning の停止」を参照してください。 
 

10.1.2. 稼動中サーバをシャットダウン、再起動するときの注意事項 

稼動中のサーバにシャットダウンや再起動を行う場合、必ず事前にメンテナンスモード

（SystemProvisioning の GUI 操作メニューとしては障害状態を無視）に移行してください。メンテナンスモー

ドへの移行を行わずにシャットダウンや再起動を行うと、SystemProvisioning はサーバダウンと認識します。 
再起動が完了したら、メンテナンスモードを解除してください。 
SystemProvisioning からのサーバの起動が完了しても OS が起動中の場合があります。起動後にサーバ

の操作を行う場合は、該当サーバで OS の起動を確認してから行ってください。 
 
メンテナンスモードへの移行/解除操作については、「4.7.4 障害状態を無視」、「4.13.9 状態操作：障害

状態を無視」を参照してください。 
 

 
 

• 運用管理ツールによるサーバの電源操作を行う場合も同様に、該当
サーバのメンテナンスモードへの移行を行ってください。 

• 管理対象サーバの OS が Linux の場合、Linux の問題によりシャット
ダウンで電源停止ができないハードウェアがあります。 

• SystemProvisioning からのサーバ起動が完了しても OS が起動中
の場合があります。起動後にサーバの操作を行う場合は、OS の起動
を確認してから行ってください。 

• シャットダウンや再起動を行うサーバに、ターミナルサービスで接続中の
ユーザがいる場合、ターゲットのサーバ側でシャットダウン続行確認の
ダイアログが表示され、シャットダウン処理が途中で停止してしまいま
す。 
シャットダウンおよび再起動を行う際は、ターミナルサービスで接続中の
ユーザがいない状態で実施して下さい。 

• シャットダウン、リブートを行おうとする稼働中サーバが VM サーバの場
合、必ず事前に該当 VM サーバ上で VM が稼動していないことを確
認し、その後に操作を行ってください。VM サーバ上で VM が稼動して
いる場合、VM が停止状態となるため、シャットダウン、リブート後は
VM の運用が行えなくなります。 
なお、ポリシーによる運用の場合、VM サーバ上で稼動している VM
はすべて停止状態となります。 



 

328 

10.1.3. グループに登録する配布ソフトウェアについて 

(1) リストアシナリオの登録 
グループに登録する配布ソフトウェアは、必ずリストアシナリオを 初に登録してください。 
リストアシナリオを登録していない場合、「サーバの追加」などの構成変更を行えません。 
DPM でリストアシナリオを作成する際は、必ず、「シナリオファイルのプロパティ-オプション」タブを選択し

て、シナリオ実行条件の「実行前に再起動の強制実行を行う」をチェックしてください。 
この条件を選択していない場合、サーバの追加などで、サーバの電源が入らないために、構成変更が

失敗する場合があります。 
 
 イメージを作成したサーバ(以下、マスタサーバ)に対して、プロダクトキーの異なるオペレーティングシス

テムを(CD-ROM から)インストールし、バックアップイメージを作成しないでください。サーバ固有情
報が上書きされてしまい、 初に取得したイメージをリストアできなくなります。 

 マスタサーバに対してプロダクトキーの異なるオペレーティングシステムのイメージをリストアしないでくだ
さい。プロダクトキー入力画面でディスク複製によるリストアが中断します。また、サーバ固有情報が
上書きされてしまい、 初に取得したイメージをリストアできなくなります。 

 マスタサーバは、プロダクトキーの異なるオペレーティングシステムのイメージを登録したグループに用途
変更しないでください。用途変更によりオペレーティングシステムのインストール(リストア)が行われる
ため、上記と同じ動きになります。 

 
マスタサーバに関しては、採取したオペレーティングシステムと同じプロダクトキーを持つオペレーティング

システムのみ適用できます。 
 

(2) 配布ソフトウェアの追加登録 
グループにサーバを追加した後、グループに配布ソフトウェアを追加登録する場合、追加登録する配

布ソフトウェアを既に配布してある配布ソフトウェアより後に配布するように登録してください。 
配布してある配布ソフトウェアよりも前に配布するように登録した場合、「差分のある配布ソフトウェア

を再配布」する機能を使用できません。 
配布ソフトウェアの配布順序を変更したい場合、一度「すべての配布ソフトウェアを再配布」を行って

サーバの配布済配布ソフトウェアを更新してください。 
 

10.1.4. シナリオ配信中のグループプロパティの更新 

サーバへ配布ソフトウェアを配信中は、サーバの「管理状態」が「処理中」となります(確認前に必ず[更新]
ボタンを押して、 新の状態を確認してください)。 

「処理中」は、配信中のサーバに関連するグループのプロパティ(ネットワーク情報、ソフトウェア情報など)を
更新できません。配布ソフトウェアの配信終了後、更新してください。 

 
10.1.5. CPU ブレードのネットワーク設定を変更するときの注意事項 

サーバプロパティの「ネットワーク」タブで、CPU ブレードとスイッチブレードの接続情報を変更すると同一筐体

の全 CPU ブレードの接続情報が変更されます。グループで稼動中のサーバが同一筐体内に存在する場合

は、編集を行わないでください。 
 

10.1.6. サーバ情報を指定したサーバ追加 

サーバに割り当てられるホスト名、IP アドレスがグループに定義されていない場合、サーバ情報を指定したサ

ーバ追加処理は失敗します。 
また、他のサーバ追加処理との同時実行により、指定されたホスト名、IP アドレスが使用できず、サーバ情

報を指定したサーバ追加処理が失敗することがあります。失敗した場合、異なるホスト名、IP アドレスを指定

して再度実行してください。 
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10.1.7. 仮想サーバ管理オプションを使用する場合の注意事項 

仮想サーバ管理オプションを使用する際は、VMware 社の製品マニュアルに記載の注意事項も確認してく

ださい。 
SystemProvisioning にて VM を管理している場合、基本的には VirtualCenter Client 管理画面での

操作は行わないようにしてください。（マスタ VM の作成など、VirtualCenter Client 管理画面で行う必要のあ

る操作は除きます。） 
VirtualCenter Client 管理画面にて操作を行っている際に VM の構成情報収集が実行された場合、不

完全な情報が構成情報に設定される場合があります。VirtualCenter Client 管理画面にて操作を行った場

合には、操作完了後に必ず操作を行った VirtualCenter に対して「データベースの情報を更新」を実行してく

ださい。 
VirtualCenter を SystemProvisioning へ登録する際、同一の VirtualCenter を示す情報(Host 名、IP

アドレスなど)を複数登録しないでください。 
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10.2. ソフトウェア配布、更新機能 

10.2.1. 更新権の取得 

管理サーバ for DPM を操作するには更新権が必要です。 
SystemProvisioning で管理サーバ for DPM を操作する場合、下記の 3 つから更新権を取得できます

が、一度に更新権を取得できるのは 1 つのみです。 
 SystemProvisioning 管理サーバ 

 Web コンソール 

 コマンドライン for DPM 
そのため SystemProvisioning 管理サーバを操作する場合、他の 2 つは必要 小限の時間で更新権を

取得するようにしてください。 
コマンドライン for DPM によるバックアップ運用を行っているような場合、更新権取得の競合により、サーバ

追加、置換、用途変更時のソフトウェア配布で以下のエラーが発生する場合があります。 
このエラーが発生した場合は、DPM のコマンドが起動していないことを確認し、ソフトウェア配布処理を再

度実行してください。 
 

サーバ(サーバ名)へのシナリオ(シナリオ名)実行要求が失敗しました 
(Return=39,Error=0,Cur=0,Max=0) 
配布命令に失敗しました。 

 
10.2.2. 管理サーバ for DPM の設置 

DPM で管理する予定のネットワーク内に、管理サーバ for DPM を導入したコンピュータが存在しないこと

を確認してください。 
 

10.2.3. シナリオの作成 

DPM のリストア、アップデート、アプリケーションを指定したシナリオを作成するとき、「アップデート」タブ、「アプ

リケーション」タブ、「バックアップ/リストア」タブの[ユニキャストでデータを送信する]チェックボックスを必ずチェックし

てください。 
 

10.2.4. ディスクイメージの作成 

オペレーティングシステムを含んだディスクイメージは、必ず、以下のような形式で作成してください。 
以下の形式で作成されていない場合、サーバをグループの稼動サーバとする構成変更が正常に動作しま

せん。 
 
 ESMPRO/ServerAgent をインストールする 

 ESMPRO/ServerAgent の通報設定を行う 

 

通報設定の詳細は、「5.3 障害イベントを受信するために必要な監視対象サーバの設定」を参照してくだ

さい。 
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10.2.5. SystemProvisioning の起動に失敗する場合 

Web サーバ for DPM を起動していない、または、正常に動作していない場合、SystemProvisioning の

起動に失敗し、イベントログ(アプリケーションログ)に以下のメッセージを出力します。 
 
ソース: PVM 
種類: エラー 
イベント ID: 102 
説明: PVM サービスの起動に失敗しました。（内容:起動失敗[0-0-0-1]） 
 
[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、「Apache Tomcat 5.5」が開始状態か

確認してください。 
「Apache Tomcat 5.5」を開始した後、「PVM サービス」を再起動してください。 
 

10.2.6. 管理サーバ for DPM のパスワードについて 

複数の管理サーバ for DPM を使用する場合、すべての管理サーバ for DPM に同じパスワードを設定し

てください。 
管理サーバ for DPM ごとにパスワードが異なる場合、SystemProvisioning との連携を行えません。 
 

10.2.7. 管理サーバ for DPM の詳細設定について 

管理サーバ for DPM の詳細設定において、「クライアントサービス for DPM を用いた運用を行う」オプショ

ンを必ず指定してください(このオプションは、既定値でチェックが入っています。既定値のまま設定を変更しない

でください)。本オプションのチェックをはずすと SystemProvisioning と DPM は正しく連携できません。 
本設定は、管理サーバ for DPM のインストール時、もしくは、DPM の Web コンソール上で行えます。 
 

10.2.8. フルバックアップ運用の追加手順 

展開型ディスクイメージによる運用を行う場合と同様に、フルバックアップ型ディスクイメージによりバックアップ、

リストアの運用を行う場合も、DPM でパラメータファイル(セットアップパラメータファイルおよびディスク複製用情

報ファイル)を作成する必要があります。 
パラメータファイルを作成していない場合、サーバ追加、置換、用途変更時のソフトウェア配布で以下のエラ

ーが発生します。 
 

サーバ(MAC アドレス)へのシナリオ(配布ソフトウェア名)実行で Windows 用パラメータファイルの作成に

失敗しました。(38, xxxx) 
 
サーバ(MAC アドレス)へのシナリオ(配布ソフトウェア名)実行で Linux 用パラメータファイルの作成に失

敗しました。(38, xxxx) 
 

パラメータファイルの作成方法については、「WebSAM DeploymentManager Ver4.3 for SSC ユーザ

ーズガイド 基本操作編」の「1. ディスク複製 OS インストール」を参照してください。 
 

10.2.9. Web サーバ for DPM のポート番号変更について 

[環境設定]メニューの「DPM 情報」タブで既に登録している Web サーバ for DPM のポート番号を変更す

る場合は、以下の手順で行ってください。 
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Web サーバ for DPM のポート番号を変更した場合、SystemProvisioning を再起動する必要がありま

す。 
 

(1) 登録済み Web サーバ for DPM の削除 
[環境設定]メニューの「DPM 情報」タブで、ポート番号の変更を行う Web サーバ for DPM をいっ
たん削除します。 
 

(2) Web サーバ for DPM の再追加 
[環境設定]メニューの「DPM 情報」タブで、ポート番号を変更した Web サーバ for DPM を再度
追加登録します。 
 

(3) SystemProvisioning 運用管理ツールの停止 
SystemProvisioning の運用管理ツールを閉じます。 
 

(4) SystemProvisioning の停止 
[スタート]－[すべてのプログラム]－[SystemProvisioning]－[SystemProvisioning の停止]を選
択し、SystemProvisioning を停止します。 
 

(5) SystemProvisioning の起動 
[スタート]－[すべてのプログラム]－[SystemProvisioning]－[SystemProvisioning の起動]を選
択し、SystemProvisioning を再起動します。 

 
10.2.10. SystemProvisioning でリストアシナリオを実行する場合について 

リストアシナリオで、ネットワークに接続している他のサーバに対してイメージファイルのパスを指定して

SystemProvisioning によりリストアを行う場合、「WebSAM DeploymentManager Ver4.3 for SSC ユ

ーザーズガイド 基本操作編」の「5. バックアップ/リストア」の 5.1(3)[注意]に記載の操作に加えて、管理サー

バ for DPM 上で下記の操作を行ってください。 
 

(1) 管理サーバ for DPM をインストールしたアカウントにログオンします。 
(2) 「管理ツール」の「サービス」から「DeploymentManager API Service」のプロパティを開きま

す。 
(3) 「ログオン」タブの[アカウント]にチェックを入れ、[アカウント]、[パスワード]、[パスワードの確認入力]

に管理サーバ for DPM をインストールしたアカウントとそのパスワードを入力します。 
(4) 「DeploymentManager API Service」サービスを再起動します。 

 

10.2.11. 運用管理ツールから DPM を利用する場合の注意点 

LAN ケーブルが抜けている、DeploymentManager 管理サーバのサービスが停止しているなど、何らかの

原因で SystemProvisioning が DeploymentManager 管理サーバと通信できない場合、

DeploymentManager管理サーバとの通信が必要な処理(DPM情報の設定、シナリオ情報取得など)で
大 2 分間待たされ失敗する場合があります。この場合、内部で DeploymentManager 管理サーバに対する

通信のリトライ処理を行っているため、リトライの途中で通信状態が回復すれば処理は継続されます。 
 

10.2.12. SystemProvisioning により実行したシナリオの中断操作について 

SystemProvisioning の Job により実行したソフトウェア配布(DPM シナリオ)を中断する場合は、

SystemProvisioning 運用管理ツールで[Job の中断]を行ってください。 
SystemProvisioning の Job により実行した DPM シナリオを DPM の Web コンソールから中断した場合、

SystemProvisioning 運用管理ツール上では正常終了となり、該当の Job も正常終了となります。 
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また、シナリオ実行中断中に DPM の Web コンソールでシナリオ実行中断解除を行った場合、

SystemProvisioning 運用管理ツール上ではソフトウェア配布および Job が完了せず、Job の中断もできな

くなります。 
DPM の Web コンソールでシナリオ実行中断解除を行った場合は、SystemProvisioning をいったん停止

し、再起動してください。なお、SystemProvisioning の停止は数分かかる場合があります。 
 

10.2.13. DPM(HP-UX)の設定について 

 コンソール情報が設定されていないコンピュータを管理対象にすることはできません。 

 DeploymentManager(HP-UX)にコンピュータを登録する際、管理用 LAN の MAC アドレスには必ず正

しい値を設定してください。 

管理対象のすべてのコンピュータで、MAC アドレスが一意である必要があります。 
 

10.2.14. 運用管理ツールから DPM(HP-UX)を利用する場合の注意点 

 DeploymentManager(HP-UX)に登録するコンピュータのディスクは、一つだけにしてください。 

SystemProvisioning 運用管理ツールからは DeploymentManager(HP-UX)に登録されたコンピュータ

の先頭のディスクに対する操作のみサポートしています。 

 DeploymentManager(HP-UX)から登録・設定するシナリオ名に"/", "<", ">"は使用できません。 

 SystemProvisioning 運用管理ツールと DeploymentManager(HP-UX)コンソールから同時にシナリオ

実行を行うことはできません。 

 稼動中あるいはプールに登録しているサーバの MAC アドレスの設定を DeploymentManager(HP-UX)

コンソールから変更しないでください。 

 シナリオ実行中あるいはシナリオ実行中断中に SystemProvisioning 運用管理ツールを再起動した場

合、再起動前に実行したシナリオの実行状況は取得できません。 

 SystemProvisioning 運用管理ツールから HP-UX サーバに対しては、電源操作と OS インストール、バ

ックアップ、リストア、ソフトウェアのインストール、パッチインストールおよびスクリプト実行のシナリオ実行をサ

ポートしています。 

ただし、リストア時にバックアップ時のホスト名、IP アドレスを指定する必要があります。詳細については

「WebSAM DeploymentManager (HP-UX 版) R1.4.1 ユーザーズガイド 機能編」の「3 イメージ作

成とシナリオ実行」を参照してください。 

 ソフトウェアの配布、ソフトウェアの再配布を行った場合、DeploymentManager(HP-UX)に"SSC"から

始まるプロフィール情報が一時的に登録されます。 

連携中に DeploymentManager(HP-UX)コンソールからこのプロフィール情報へのいかなる操作も行わ

ないでください。 

 Ignite-UX サーバに関しては、SigmaSystemCenter で管理対象サーバとしての運用を行うことはできま

せん。 

SystemProvisioning 運用管理ツールで「管理対象外」とするか、DeploymentManager(HP-UX)コ

ンソールで Ignite-UX サーバの LAN コンソールの設定をしないようにしてください。 
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10.2.15. 指定ソフトウェアの配布 

配布ソフトウェアを指定してサーバにソフトウェア配布する場合、サーバの電源状態が正常かどうかに関わら

ず配布を実行します。サーバの電源状態が、配布するソフトウェアの目的に適した状態であることを確認した

上でソフトウェア配布を実行してください。 
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10.3. サーバ監視機能 

10.3.1. サーバ監視機能の選択 

ESMPRO/ServerManager によるサーバ監視機能を使用するには、SystemProvisioning 運用管理ツ

ールのサーバ設定で、サーバの管理用 IP アドレスが設定されている必要があります。 
この設定が行われていない場合、ESMPRO/ServerManager によるサーバ監視機能およびポリシーによ

る障害復旧処理が行えません。 
 

10.3.2. プライマリ NIC 以外に設定された IP アドレスをサーバ管理用 IP アドレスとする場合 

SystemProvisioning の運用管理ツールでプライマリ NIC 以外の NIC に設定された IP アドレスをサーバ

管理用 IP アドレスとする場合、該当する NIC の VLAN 設定は手動で行わなければなりません。

SystemProvisioning による VLAN 設定を指定されている場合、運用時の ESMPRO/ServerManager
へのサーバ登録処理が失敗するため、該当サーバは常にサーバ監視対象外となります。 

この場合、ESMPRO/ServerManager のオペレーションウィンドウの自動発見機能で、手動でサーバを監

視対象として登録してください。また、手動登録したサーバは、監視機能の「サーバダウン時アラート送信」が

「Off」に設定されています。「On」に変更してください。 
詳細は ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。 
 

10.3.3. ESMPRO/ServerManager への登録失敗 

SystemProvisioning は、サーバの構成変更時に ESMPRO/ServerManager へサーバの登録を行いま

す。このとき、ネットワーク障害やサーバの電源投入失敗などにより、サーバの登録が失敗する場合があります

(サーバ登録が失敗した場合、運用ログにログを記録します)。 
この場合、ESMPRO/ServerManager のオペレーションウィンドウの自動発見機能で、手動でサーバを監

視対象として登録してください。また、手動登録したサーバは、監視機能の「サーバダウン時アラート送信」が

「Off」に設定されています。「On」に変更してください。 
詳細は ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。 
 
さらに、Linux サーバの場合 ESMPRO/ServerManager が登録を受信するまでに時間を要します。その

ため、実行可能状態に登録されるまでにかかる時間をあらかじめ設定しておく必要があります。 
サーバの登録が失敗する場合、実行可能状態に登録される時間は運用環境やハードウェアにより異なり

ます。以下のレジストリ時間（秒）を追加し、調節してください。 
 

キー：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥NEC¥PVM¥ActionSequence¥ 
 

値名：ESMMapRetryCount 
説明：登録失敗時のリトライ回数。 
型：文字列型 
値：リトライ回数を設定します。15 から 20 回程度を目安としてください。 

 

値名：ESMMapRetryWait 
説明：登録失敗時のリトライ間の時間（単位：秒）。 
型：文字列型 
値：秒数を設定してください。10 から 30 回程度を目安としてください。 
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ESMPRO/ServerManager へサーバを登録する際には、連携ネットワークへの登録も実行します。失敗

した場合、インターネットへの登録を実行します。 
上記で設定したリトライ回数とリトライ間の時間は、ネットワークの登録やインターネットの登録にも適応され

ます。 
処理にかかる時間が引き続き登録失敗を起こします。 

[(登録処理失敗にかかる秒数+リトライ間の時間) x リトライ回数 x 2]秒 
 

10.3.4. ラックマウント名の登録 

ESMPRO/ServerManager へのサーバの登録では、各装置に設定されているラックマウント名などの情

報を元に自動的に階層マップが作成され、同一筐体内のサーバは同一マップ配下に登録されます。 
しかし、同一筐体内にある CPU ブレードやスイッチブレードに設定されているラックマウント名が一致してい

ない場合、それぞれ別々のマップに登録されてしまうため、事前に各装置に対して同一のラックマウント名を設

定するようにしてください。 
 

10.3.5. グループからのサーバ削除ポリシーの動作 

グループからのサーバ削除のポリシーは、該当グループに 2台以上正常に稼動しているサーバが存在する場

合のみ動作可能です。 
正常状態とは故障状態でないサーバ状態を指します。 
一部故障状態にあるサーバは正常状態として判断します。 

 

10.3.6. 通報対象への複数イベント通知について 

ある通報対象に対して復旧処理アクションシーケンスを実行している場合、アクションシーケンス実行中に

受け付けた、同一通報対象および関連する対象に対するイベントは無視されます。 
 
 サーバグループが復旧処理中のイベント通知 

 復旧処理中のサーバグループに所属するサーバへのイベントは破棄されます。 
 復旧処理中のサーバグループが所属する親グループへのイベントは破棄されます。 
 復旧処理中のサーバグループに所属するサブグループおよびそのサブグループに属するサーバへのイ

ベントは破棄されます。 
 復旧処理中のサーバグループとは異なるグループおよびそのグループに属するサーバへのイベントは通

知されます。 
 復旧処理中のサーバグループが所属する親グループに所属している他のグループへのイベントは通

知されます。 
 サーバが復旧処理中のイベント通知 

 復旧処理中のサーバが所属するグループおよび親グループへのイベントは破棄されます。 
 復旧処理中のサーバと同一グループに属するサーバへのイベントは通知されます。 
 復旧処理中のサーバとは異なるグループへのイベントは通知されます。 
 復旧処理中のサーバとは異なるグループに属するサーバへのイベントは通知されます。 

 VM が復旧処理中のイベント通知 
 復旧処理中の VM が所属するグループおよび親グループへのイベントは破棄されます。 
 復旧処理中の VM が存在する VM サーバへのイベントは破棄されます。 
 復旧処理中の VM と同一グループに属する VM へのイベントは通知されます。 
 復旧処理中の VM とは異なるグループへのイベントは通知されます。 
 復旧処理中の VM とは異なるグループに属する VM へのイベントは通知されます。 

 VM サーバが復旧処理中のイベント通知 
 復旧処理中の VM サーバ上の VM へのイベントは破棄されます。 
 復旧処理中の VM サーバと異なる VM サーバ上の VM へのイベントは通知されます。 
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10.3.7. SystemProvisioning への障害イベントの通報について 

何らかの理由により障害イベントを SystemProvisioning へ送信できない場合、SystemMonitor 障害監

視は一定間隔でリトライを行います。 
リトライ期間は 60 分です。この間に発生したイベントは通信再開時に SystemProvisioning に送信され、

順次処理されますが、リトライ期間を過ぎたイベントは破棄されます。 
また、一度に SystemProvisioning へ送信できる障害イベントの数には制限があり、 大数は 256 個で

す。短時間にこれを超える障害イベントが発生した場合など、一部のイベントが破棄されることがあります。 
 

10.3.8. SystemMonitor 性能監視での注意事項 

SystemProvisioning 管理下のサーバを SystemMonitor 性能監視の監視対象サーバとする場合の注

意事項を以下に示します。 
 
(1) SystemMonitor 性能監視へのシステム構成変更情報の反映について 

 
SystemProvisioning の構成情報の SystemMonitor 性能監視への反映は、手動もしくは自動で

行えます。自動の場合、SystemMonitor 性能監視は、一定間隔でSystemProvisioningに通信し、

変更された構成情報を自動反映します。反映を有効にする場合、次の点に注意してください。 
 

 構成情報が正しく反映されない場合、以下を確認してください。 
・ SystemProvisioning との接続が正しいか 
通信が失敗してしまう場合は SystemMonitor 性能監視の管理コンソールから、「環境設定」
ダイアログの「SystemProvisioning」タブで、SystemProvisioning 管理サーバ名が正しく設
定されているか確認してください。また、SystemProvisioning 管理サーバの Windows ファイア
ウォール機能が有効になっている場合は、Windows ファイアウォールの例外設定を行ってくださ
い。設定方法は「SystemMonitor 性能監視 ユーザーズガイド」を参照してください。自動反
映機能を設定している場合、連続してエラーが発生すると 2 回目以降のエラーはイベントログ
記録や GUI にメッセージ表示されません。 
・ PVM サービスが起動しているか 
SystemProvisioning 管理サーバで、PVM サービスを起動して下さい。また、運用中に PVM
サービスを再起動した場合は、SystemMonitor 性能監視サービスも再起動してください。 
・ SystemProvisioning の管理対象サーバが、アクションシーケンス実行中または、エラー状
態／メンテナンス中になっていないか 
状態が正常になったら再度反映してください。 
・ SystemProvisioning の管理対象サーバに同一名のサーバが複数ないか 
同一名のサーバが複数ある場合は、構成が正しく反映されない可能性があります。 
また、SystemMonitor 性能監視の監視対象サーバのうち、SystemProvisioning 構成情報
反映の対象外のグループに、SystemProvisioning の管理対象サーバと同一名のサーバが存
在する場合、SystemProvisioning の構成反映実行時にエラーになります。 

 SystemProvisioning 構成情報では複数階層でグループの定義が可能ですが、SystemMonitor
性能監視のグループは、1 階層のみです。SystemProvisioning でサーバグループを複数階層で
定義している場合は、1 つの階層のみ反映できます。この際、SystemProvisioning の親グループ
とその下位グループを、SystemMonitor 性能監視の異なるグループに割り当てることはできません。
下位グループを複数、または親グループを 1 つだけ割り当ててください。 

 自動構成反映機能は一定間隔で状態を確認するため、SystemProvisioning で構成を変更した
直後に、状態が反映されない可能性があります。手動で反映する、もしくは、自動構成反映のポ
ーリング間隔を調整してください。 

 SystemMonitor 性能監視の監視対象サーバが Linux サーバの場合、監視対象サーバへの接続
に IP アドレスを利用します。このため、SystemMonitor 性能監視の管理コンソール上で監視対象
サーバに IP アドレスを指定しない場合、サーバ名を DNS または SystemMonitor 性能監視サー
ビスをインストールしたマシンの Hosts ファイルに登録しておく必要があります。
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SystemProvisioning の構成情報を反映する場合、SystemProvisioning で事前設定されたサ
ーバ名と同じものを登録してください。 

 SystemMonitor 性能監視の監視対象サーバの IP アドレスの設定は、SystemProvisioning の構
成情報反映時に取得することもできます。SystemProvisioning でサーバが追加された場合、追
加サーバ情報として IP アドレス情報も同時に取得できるため、自動運用が可能になります。ただし、
システム構成によっては取得した IP アドレスで管理対象サーバに接続できない場合があるため、管
理対象サーバがエラー状態になった場合は、SystemMonitor 性能監視の「サーバ設定」ダイアロ
グで IP アドレスを設定するか、DNS や Hosts ファイルの登録を行ってください。
SystemProvisioning の構成情報反映やサーバ設定ダイアログで IP アドレスを設定した場合は、
DNS や Hosts ファイルで登録されている情報は参照されません。 

 SystemMonitor 性能監視の監視対象サーバへの接続設定は、SystemProvisioning の構成情
報から取得することができないため、SystemMonitor 性能監視の管理コンソール上で手動設定
する必要があります。 

 
(2) 閾値監視と連動した SystemProvisioning の構成変更について 

 
SystemMonitor 性能監視の閾値監視で検出した監視対象サーバの負荷状態の異常を

SystemProvisioning に通報することができます。SystemProvisioning ではこの通報を受けて、ポリシ

ーに従ったサーバ追加などの復旧処理を実行します。通報を実施する場合、次の点に注意してくださ

い。 
 

 SystemProvisioning へ通報をあげる製品との競合 
SystemProvisioning へは、複数の監視製品から通報があがります。SystemMonitor 性能監視
の通報と重ならないよう注意する必要があります。 

・ 標準通報（ESMPRO/ServerManager からの通報） 
SystemProvisioning の標準通報イベントとして利用可能なイベントのうち、「CPU 高負荷状
態」などの性能情報に関連するイベントに対するポリシーと、SystemMonitor 性能監視の閾
値監視通報に対するポリシーを、同じサーバもしくはサーバグループに設定しないでください。設
定すると、同じサーバに対して両方のポリシーで設定された復旧処理が実行される可能性があ
ります。 
また、SystemMonitor 性能監視の性能負荷異常の通報に対し、SystemProvisioning のポ
リシーでサーバの再起動などを設定した場合、再起動中に ESMPRO/ServerManager が
「サーバアクセス不能」のイベントをあげる可能性があります。「サーバアクセス不能」に対する
SystemProvisioning のポリシーが設定されている場合、タイミングによっては復旧処理が実行
されてしまうことが考えられます。SystemProvisioning のログを確認し、サーバを適切な状態
に戻してください。 
・ カスタム通報（オプション製品からの通報） 
ESMPRO/ServerManager 以外の監視製品では、カスタム通報区分を利用して
SystemProvisioning に通報します。カスタム通報区分に対する復旧処理は利用者が自由
に設定できます。監視製品に対しては、この復旧処理を実施するきっかけとなるイベントに該当
カスタム通報区分を設定します。複数の監視製品に同じカスタム通報区分を割り当てることは
できますが、利用する際はカスタム通報区分の役割を定義してから矛盾がないように設定してく
ださい。 
また、標準通報と同様、同時発生するイベントについては復旧処理が重複しないよう、ポリシー
の設定時に注意してください。 
 

 構成変更アクションシーケンス実行とタイミング 
SystemMonitor 性能監視では、性能負荷異常の通報において一時的な負荷状態で通報をあ
げることがないよう、複数回のチェックポイントでの閾値超過回数で異常を判断するよう設定できま
す。また、閾値超過状態が長期間続く場合、再通報タイミングを設定することもできます。閾値は
上限／下限、異常／警告で設定できます。これらの設定機能を利用して構成変更時に矛盾が
発生しないよう設計してください。例えば、以下のような場合に、適切な設定が必要です。 

・ あるサーバグループに対し、上限閾値超過時にサーバ追加を、下限閾値超過時にサーバ削
除を指定したら、追加と削除が繰り返し実施されてしまう。 
上限閾値と下限閾値の設定値を見直してください。 
・ あるサーバグループに対し、上限閾値超過時にサーバ追加を指定したら、サーバ追加が2回
続けて発生した。 
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性能負荷状態が回復していない、もしくは、1 回目のサーバ追加の完了前に高負荷状態を再
検出してしまったと考えられます。後者の場合は、再通報タイミングを見直してください。 
・ あるサーバグループに対し、上限閾値超過時に VM の稼動状態移動を指定したら、移動が
繰り返し実施されてしまう。 
移動先 VM サーバの状態を確認してください。上限閾値の設定値を見直し、必要に応じて手
動で VM を移動するなど運用方法を見直してください。 
 

SystemProvisioning では、アクションシーケンス実行中のサーバに対する通報を破棄します
（「10.3.6 通報対象への複数イベント通知について」参照）。ただし、アクション終了直後などタイ
ミングによって通報が受け付けられることがあります。破棄されたイベント、受け付けられたイベントと
もログに書き出されますので、ログを確認してください。 
PVM サービスが止まっている状態のときに発行された通報は、キューにたまります。PVM サービス
が回復した時点でアクションが実行されるため、既に負荷状態を回復している場合でもサーバ追
加などのアクションが実行されてしまう可能性があります（「10.3.7 SystemProvisioning への障
害イベントの通報について」参照）。SystemProvisioning のログを確認し、サーバを適切な状態
に戻してください。 

 
 SystemProvisioning でのコンピュータ名を引き継がないサーバ置換について 

SystemProvisioning の復旧処理として、「サーバを置換する(コンピュータ名を引き継がない)」が
あります。この設定がされているサーバに対して、SystemMonitor 性能監視で性能状況を監視す
る場合、サーバ置換が発生すると置換後のサーバは置換前のサーバと同じものとして閾値監視で
きませんので新たに設定が必要です。ただし、閾値監視対象を「サーバグループ内のサーバ」とする
ことで、グループ内サーバに共通の閾値定義を適用することはできます。 

 
(3) SystemProvisioning の構成変更時の性能状況への影響について 

 
SystemProvisioning での構成変更に限らず、一般にシステムの構成を変更した場合、

SystemMonitor 性能監視で監視しているサーバおよびサーバグループの性能状況に影響することがあ

ります。例えば、以下のような例が考えられます。 
 サーバ障害発生時、当該サーバの性能情報採取不能となり、当該サーバの属するサーバグループ

の負荷が高くなる 
 サーバのメンテナンス時、当該サーバの性能情報が正しく採取できず、当該サーバの属するサーバグ

ループの性能情報が不正になる 
SystemProvisioning では自動的に構成が変更されることがあるため、性能状況として予期しない

負荷が現れた場合、SystemProvisioning のログ情報も確認してください。 
また、当該サーバのサーバグループに閾値監視通報を設定していると、一時的に発生した負荷異常

状態の通報で、SystemProvisioning によるサーバ追加などの復旧処理が実行される可能性がありま

す。不要な復旧処理が発生しないように、定期メンテナンスなど事前に負荷発生可能性を予測できる

場合は閾値監視通報によるアクションの設定を解除してください。また、障害等不測の場合に備えて、

同時にアクションが発生しないように閾値に余裕を持った値を設定する、同一サーバ、サーバグループの

アクションは 1 つにするなど、設計・運用時に注意してください。不要な復旧処理が発生した場合には、

ログ情報を確認し適切な状態に戻してください。 
 
(4) 大規模システムへの適用について 

 
SystemMonitor 性能監視サービスで監視対象として指定できるコンピュータの上限は、300 台です。

実際の上限台数は、収集する性能データの数や、収集間隔により制限されます。 
 
SystemProvisioning で大規模システム構成を扱う際に、収集する性能データの数が多く、収集間

隔が短い場合には、構成をグループ単位などで分割し、複数の SystemMonitor 性能監視サービスで

監視することをお勧めします。 
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収集間隔を既定値(1 分)とした場合、1 ヶ月分の性能データを保存するのに必要となるディスク容量

は、以下のように概算することができます。 
 
2MB * (監視対象マシン台数) * (性能データ数) 
 
例えば、監視対象マシン 100 台に対して、5 種類の性能データを 1 ヶ月間収集した場合、約 1GB

のディスク容量が必要となります。SystemMonitor 性能監視がデータベースエンジンとして使用している

MSDE2000 では、データベース容量は 大 2GB に制限されています。MSDE2000 を SQL Server 
2000 にアップグレードすることにより、2GB 以上のデータベースファイルを扱うことが可能となりますが、

MSDE2000 を使用する場合には、性能データのサイズが 2GB を超えないようにシステム設計をする必

要があります。収集する性能データの数および、収集間隔を考慮して、1 つの性能監視サービスから監

視対象とするコンピュータの数を決定してください。 
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10.4. VM 連携機能 

VM 連携機能(仮想サーバ管理オプション)を利用する場合、以下の点に注意してください。 

なお、VMware 製品の詳細につきましては、VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

 

10.4.1. 環境について 

 SystemProvisioning は VirtualCenter 1.x Web Service で VirtualCenter に接続します。

VirtualCenter 2.0 以降をインストールする際、"Maintain backward compatibility with 

VirtualCenter 1.x Web Service"が選択されていることを確認してください。選択されていない場合は、

SystemProvisioning は VirtualCenter と連携できません。 

 VirtualCenter 2.0 以降は TCP/IP の既定のポート 80 と 443 を使用します。VirtualCenter 2.0 以降

インストールの際は、正しいポート番号を選択していることを確認してください。ポートの競合を招く恐れが

あります。 

 VirtualCenter は、SigmaSystemCenter 管理サーバと別のサーバにインストールすることもできますが同

じサーバにインストールすることを推奨します。 

 新規に VM を作成する場合、Windows 系の OS では、固定 IP アドレスを設定する前に、IP アドレスの

自動的な取得を試みます。DHCP サーバからの IP アドレス取得ができない場合、IP アドレスの設定処

理に数十秒から数分程度の時間が更にかかります。また VM 作成時にドメインに参加する場合は、

DHCP サーバが必要となります。 

 VirtualCenter 1.4 以前では、VM サーバ(ESX サーバ)は、VirtualCenter Management Server と接

続する管理用の NIC と VM サーバ(ESX サーバ)上に構成された仮想サーバ用の NIC の 低 2 つが必

要となります。 

 SystemProvisioning の Migrate 移動は、VMware 社の VMotion を用いたマイグレーションに該当し、

SystemProvisioning の Move 移動は、VMware 社のマイグレーションに該当します。 

 Migrate により稼動中のサーバを移動するには、VMware 社 VirtualCenter の VMotion の条件に対

応する必要があり、VMotion ライセンス、SAN 環境などが必要です。詳細は VMware 社の製品マニュ

アルを参照して下さい。 
 

10.4.2. VirtualCenter 登録／連携解除について 

VirtualCenter の登録／連携解除を行う場合は、仮想サーバの作成や、テンプレート作成などが行われ

ていないことを確認したうえで行ってください。 
仮想サーバの作成処理中や、テンプレート作成中などに VirtualCenter の登録／連携解除を行った場合、

情報の構築が正しく行われません。 
 

10.4.3. 仮想サーバの VLAN 使用について 

仮想サーバに対して VLAN を使用することはできません。 
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10.4.4. 仮想サーバの"メンテナンスモード"状態中の操作について 

仮想サーバの稼動状態が"メンテナンスモード"の場合、仮想サーバの移動や追加などの操作を行わないで

下さい。操作を行った場合、正常に動作しない場合があります。 
 

10.4.5. 仮想サーバの"一時停止"状態の操作について 

"一時停止"の仮想サーバに対して移動や追加などの操作を行う場合、必ず事前に"一時停止"を運用管

理ツール等から起動操作でレジュームしてください。 
仮想サーバの電源状態が"一時停止"の場合、電源操作に失敗するため正常に動作しない場合がありま

す。 
 

10.4.6. VM サーバの仮想ネットワーク設定について 

各 VM サーバの仮想ネットワークの設定は、VM サーバ間ですべて同じ設定を行うようにしてください。 
対象の仮想サーバが存在しているVMサーバに仮想ネットワーク情報と同名の仮想ネットワークがない場合、

仮想サーバが起動できない場合があります。 
 

10.4.7. 仮想サーバの移動について 

仮想サーバを移動する場合、以下の注意事項があります。 
 
 VM サーバ間の仮想ネットワーク設定をしてください 

SystemProvisioning で管理する各 VM サーバの仮想ネットワークの設定は、VM サーバ間ですべて
同じ設定を行うようにしてください。 
VM サーバ間の仮想ネットワーク設定が同じでない場合、移動に失敗する場合や、移動後の仮想サー
バが起動できない場合があります。 
 

 仮想サーバ移動中の運用管理ツール画面の更新時に仮想サーバが表示されなくても完了後に再度表

示されます 
仮想サーバを移動中に、対象の仮想サーバが運用管理ツールの画面上から見えなくなる場合がありま
す。これは、移動先 VM サーバ上に仮想サーバを再度作成しているために起こります。従って、仮想サ
ーバ移動完了後、運用管理ツールの画面上に再度表示されます。 
 

 DPM へのサーバ登録設定および DPM シナリオの設定がされているグループの仮想サーバ移動後、状態

が"準備中"になった場合、再度ソフトウェアの配布を行ってください 
Migrate 処理および Move 処理の失敗により、移動先の VM サーバに仮想サーバを新たに作成した
場合、仮想サーバ移動完了後の稼動状態は"準備中"となります。ソフトウェアの配布を再度行ってくだ
さい。 
 

 仮想サーバの移動が失敗し、仮想サーバが削除された場合、再度作成してください 
仮想サーバの移動に失敗すると、仮想サーバが削除される場合があります。これは、移動先 VM サー
バ上に仮想サーバを再度作成する処理で失敗した場合に起こります。 
移動対象となった仮想サーバと同じサーバ設定で仮想サーバを再度作成してください。 
 

 移動可能な VM サーバが見つからない場合、運用ログに移動の種類に応じた以下のログを記録します。

原因、対処を参考に問題を取り除いてください。 
[運用ログ] 

・仮想サーバ(仮想サーバ名)の Migrate 移動可能な移動先 Virtual Machine Server が見つかりま
せん。 移動先 Virtual Machine Server の状態、Capacity 等の設定を確認してください。 
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・仮想サーバ(仮想サーバ名)の Move 移動可能な移動先 Virtual Machine Server が見つかりません。
移動先 Virtual Machine Server の状態、Capacity 等の設定を確認してください。 
・仮想サーバ(仮想サーバ名)の Clone 移動可能な移動先 Virtual Machine Server が見つかりませ
ん。移動先 Virtual Machine Server の状態、Capacity 等の設定を確認してください。 

 

[原因、対処] 
・移動先 VM サーバのキャパシティ値を確認してください。 
 仮想サーバが移動する為に必要なキャパシティ値が不足している可能性があります。 
 詳細については、「1.3.9 VM サーバの負荷分散」を参照してください。 
・Move 移動に失敗した場合は、移動先 VM サーバのディスク空き容量を確認してください。 
・Migrate 移動に失敗した場合は、VirtualCenter で VM サーバの VMotion の設定(VMotion 
Enabled)を確認してください。詳細については、VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 
・VM サーバの構成(HW、ServerFarm 構成、ライセンス)を確認してください。 
 仮想サーバが移動できない構成になっている可能性があります。 
 詳細については、VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

 

10.4.8. VM サーバシャットダウン時に行われる VM 移動について 

以下に示す VM サーバの運用を行う場合、必ず事前に該当 VM サーバ上で VM が稼動していないことを

確認し、その後に操作を行ってください。VM サーバ上で VM が稼動している場合、VM が停止状態となるた

め、操作後は VM の運用が行えなくなります。 
 
確認が必要な VM サーバ運用 
 

 シャットダウン 
 リブート 

 
10.4.9. VC に登録する VM サーバ名について 

VM サーバを VC に登録する場合、登録名にはその VM サーバの IP アドレスを使用し、ホスト名は使用し

ないでください。 
IP アドレス以外で登録が行われている場合、SystemProvisioning によるサーバグループへの追加、サー

バグループからの削除、および電源操作処理などが使用不可となります。 
 

10.4.10. VMwareTools について 

VM への GuestOS インストール後、必ず VMwareTools をインストールしてください。VMwareTools がイ

ンストールされていないマスタ VM を元に作成したテンプレートで、SystemProvisioing から新規 VM 作成を

実行した場合は、VM 作成が失敗します。 
インストール方法については VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

 
10.4.11. VirtualCenter に関して 

(1) VirtualCenter Client 管理画面における操作について 
通常運用時は基本的に VirtualCenter Client 管理画面において VM サーバや VM などの操作は

行わないようにしてください。 
 

(2) ServerFarm の設定 
ServerFarm を少なくとも 1 つ作成してください。 
VirtualCenter 2.0 以降の場合、SystemProvisioning の ServerFarm は VMware の

DataCenter に該当します。 
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(3) ServerFarmGroup, VirtualMachineGroup の利用 
VirtualCenter Client の管理画面上で作成し、利用することは可能ですが、SystemProvisioning

では利用できません。 
 

(4) Resource Pools,Clusters and Folders の利用 
VirtualCenter Client の管理画面上で作成し、利用することは可能ですが、SystemProvisioning

では利用できません。 
 

(5) VMware HA,VMware DRS の利用 
SystemProvisioning は VMware HA および VMware DRS との共存はサポートしていません。 
 

(6) VMware VirtualCenter WebService の設定 
VirtualCenter 1.4 以前では、VMware VirtualCenter WebService でエラーが発生した場合、サ

ービスが再起動されるよう設定してください。 
※Windows OS の管理ツールのサービスで、”VMware VirtualCenter WebService”のプロパティ

を開き、「回復」タブで” 初のエラー”、”次のエラー”、”その後のエラー”発生時、”サービスを再起動す

る”よう設定してください。サービスの再起動は”0 分後に行う”よう設定してください。 
 

(7) ファイアウォールの設定について 
VirtualCenter Management Server と VirtualCenter Client 間、および VirtualCenter 

Management Server と VM サーバ間にファイアウォールが設定されている場合、通信に使用するポート

（デフォルト：905 および 902）をあけてください。 
 

(8) VM サーバの接続状態について 
VirtualCenter 1.4 以前では、VM サーバの一時的な電源 OFF やネットワークの切断に対し自動再

接続を試みますが、一定時間を過ぎると自動再接続を行わなくなります。その場合、VM サーバの再起

動やネットワークの再接続を確認した後、VirtualCenter Client から手動で VM サーバの再接続を行う

必要があります。 
VirtualCenter が VM サーバの自動再接続を試みる時間は、VirtualCenter の

reconnectThreshold 値で指定可能です。 
reconnectThreshold 値の設定方法は VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

 
(9) アラームの設定について 

SigmaSystemCenter では、VirtualCenter にデフォルトで登録されているアラームを監視しているた

め、それらのアラームを削除したり、アラーム名を変更したりしないでください。 
 

(10) Host のパフォーマンス情報の取得について 
VirtualCenter 2.0 以降では、パフォーマンス情報が既定の状態(デフォルト状態)では採取されません。

SystemProvisioning が VirtualCenter 2.0 以降と連携する場合、パフォーマンス情報を取得するため

には、以下の設定を行ってください。 
 
1.VirtualCenter サービスの設定ファイル(vpxd.cfg)を編集します。 
   既定の状態では、vpxd.cfg は以下の場所に存在します。 
   C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/VMware/VMware 

VirtualCenter 
 

 <ws1x></ws1x>タグを有効にします。 
 <enabled>true</enabled>タグを有効にします。 
 <perfRefreshEnabled>true</perfRefreshEnabled>タグを有効にします。 
 <vpxd>タグに、<stats><filterLevel>4</filterLevel></stats>タグを追加します。 
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[変更後の設定内容例] 
<ws1x> 

<!-- Enables 1.x Web Services compatibility --> 
      <enabled>true</enabled> 
      <!-- Enables 1.x Built in Perf data Refresh --> 
      <perfRefreshEnabled>true</perfRefreshEnabled> 

</ws1x> 
<vpxd> 

      <stats> 
          <filterLevel>4</filterLevel> 
      </stats> 

</vpxd> 
 
2.管理サーバを再起動してください。 
 

10.4.12. ESX Server に関して 

(1) 物理 NIC の搭載について 
ESX Server の管理用 NIC と VM が物理的なネットワークへ接続するための VM 接続用 NIC を少

なくとも各 1 枚搭載してください。必要に応じて VM 接続用 NIC は追加可能ですが、その際ネットワーク

名(仮想スイッチ名)については同一 ESX Server 内で重複しないように設定してください。 
 

(2) 仮想ネットワークスイッチの設定について 
仮想ネットワークスイッチにおける VLAN は SystemProvisioning から制御ができないため、設定しな

いでください。 
 

10.4.13. マスタ VM 

(1) インストール 
OS のインストールは必ず 1 台目の SCSI ディスク(SCSI0:0)にインストールしてください。 
OS のインストール後、必ず VMware Tools をインストールしてください。 
 

(2) NIC の数 
テンプレートの元となるマスタ VM の仮想 NIC の数は、新規に作成する VM で使用する NIC の枚数

以上を追加しておいてください。仮想 NIC は 大 4 枚まで指定できます。 
新規 VM 作成時、テンプレートの NIC 枚数を越える NIC を指定した場合、VM 作成に失敗する場

合があります。 
 

(3) 管理者パスワード 
テンプレート作成の前にマスタ VM の管理者パスワードをクリアしてください。 
クリアしていない場合、VM 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設定になります。 
 

(4) アカウント 
テンプレートのアカウントは VM に引き継がれます。 
マスタ VM の不要なアカウントはテンプレート作成前に削除してください。 
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10.4.14. テンプレートの注意事項(VirtualCenter 1.4 以前) 

(1) テンプレートの登録/保存 
テンプレートは VirtualCenter Management Server がインストールされているサーバ上に保存するよ

う設定してください。テンプレートの保存先として、VirtualCenter Management 
Server(VirtualCenter Server コンポーネントをインストールしたサーバ)上のフォルダを、

TemplateUploadDirectory へ設定してください。 
 

10.4.15. テンプレートの注意事項(VirtualCenter 2.0 以降) 

(1) テンプレートの登録 
VMware Virtual Infrastructure Client で、ESX サーバがいったん削除されると、ESX サーバが再度

接続されてもテンプレートは参照できません。この場合、VM 作成時に運用ログに"The template: 
[Template Name] was not found.”が表示されます。 

これを復旧するには、DataStore ブラウザに以前作成したものと同じ名前でテンプレートを登録してく

ださい。 
 

(2) ESX サーバの動作不良 
テンプレートに関連付けられたESXサーバが破損した場合、そのテンプレートは使用できなくなります。

VMFS がローカルディスクにある場合、VMFS のバックアップや修復が必要となります。テンプレートが

SAN や NFS など共有ファイル上にある場合は、以下の手順でテンプレートを修復できます。 
1. VirtualCenter Client で障害 ESX サーバを削除してください。 
2. 別の ESX サーバの DataStore ブラウザに以前と同じ名前でテンプレートを登録してください。 

 
(3) DataCenter 

VM を作成する DataCenter に属している ESX サーバにテンプレートを作成してください。 
作成しなかった場合、VM 作成に失敗します。 
 

(4) テンプレートの保存 
SystemProvisioning でテンプレートを作成した場合、マスタ VM を配置した ESX サーバで一番大き

な空き容量を持つ VMFS ボリュームにテンプレートを作成します。 
テンプレートは VirtualCenter Management Server がインストールされているサーバ上に保存するよ

う設定してください 
 

(5) VM とテンプレートの配置 
テンプレートは、同じ DataCenter 配下の ESX サーバに配置するようにしてください。 
上記設定を行っていない場合は、障害が発生した ESX サーバをポリシーに従って修復する場合に 
正常に動作しない可能性があります。 
テンプレートの登録を変更するには、VirtualCenter で"Remove from Inventory"を実行し、

DataStore Browser 画面で別の ESX サーバに登録してください。 
 

10.4.16. VM 用グループの設定 

 
(1) Windows のパスワード 

Windows の VM サーバグループ設定で設定管理者パスワードを指定してください。正しく指定してい

ない場合、VM 作成に失敗します。 
また VM サーバグループ設定で入力したパスワード設定は、Administrator アカウントに対して設定さ

れます。 
個別に作成した管理者権限を持つユーザアカウントに対しては、設定されません。 
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10.4.17. DPM に登録する VM について 

VM を DPM に登録する場合、以下の注意事項があります。 
 

(1) DPM へのサーバ登録を伴う VM 処理について 
DPM へのサーバ登録失敗、もしくはグループに DPM へのサーバ登録情報が無い状態でシナリオ配

布指定が存在する場合は、VM 作成処理、仮想マシンのグループへの追加処理は中断されます。 
中断後は既存処理と同じく DPM へサーバを手動で登録し、その後に設定処理を実施してください。 
 

(2) DPM へのサーバ登録を行う場合の SystemProvisioning のグループ情報設定 
DPM へのサーバ登録処理時には SystemProvisioning のグループ情報を DPM へサーバ登録する

際のグループ情報として使用するため、以下の点に注意する必要があります。この注意事項が守られな

い場合、VM の DPM へのサーバ登録処理が失敗する可能性があります。 
 

・SystemProvisioning で設定することが可能なグループ名文字数は 64 文字以下です。 
・SystemProvisioning で設定するグループ名において、以下の文字の使用を禁止する。 
    ;(セミコロン) #(シャープ) 
・DPM へのサーバ登録を行う場合、SystemProvisioning のグループ名は
SystemProvisioning 内で必ず一意とし、同じグループ名が存在しないようにしてください。 
・VM が使用する一枚目の NIC を DPM と接続する NIC としてネットワーク環境を構築する必
要があります。 
SystemProvisioning のグループにおけるサーバ設定のネットワーク設定においても、必ず VM
の一枚目の NIC は DPM の管理用ネットワークと通信可能となるよう設定してください。 
・VM の新規作成時には、Network Boot が行われないため、PXE Boot を利用することが 
できません。VM の新規作成時は Boot Order を VM の BIOS で変更する必要があるため、
再起動処理が必要なソフトウェア配布を正常に実行できません。 

 
10.4.18. その他の注意事項 

(1) マスタ VM の作成について 
テンプレートの元となるマスタ VM の仮想 NIC は、新規に作成する VM で使用する NIC の枚数以上

を追加しておいてください。仮想 NIC は 大 4 枚まで指定できます。 
新規 VM 作成時、テンプレートの NIC 枚数を越える NIC を指定した場合、VM 作成に失敗する場

合があります。 
仮想 NIC の追加方法および VMwareTools のインストール方法については VMware 社の製品マニ

ュアルを参照してください。 
 

(2) ServerFarm の名称について 
ServerFarm の名称については、システムで一意となるよう設定してください。ServerFarm 名の前後

にスペースは使用しないようにしてください。 
ServerFarm の名称の変更を行った場合は、必ず「データベースの情報を更新」した後、以降の操作を

行ってください。 
VirtualCenter 2.0 以降の場合、SystemProvisioning の ServerFarm は VMware の

DataCenter に該当します。 
 

(3) VM の名称について 
VM の名称については、システムで一意となるよう設定してください。 
VM の名称については、80 文字までの英数字および”-“、”_”が使用可能です。 
また、VM 名の前後にはスペースは使用しないでください。 
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(4) Host の名称について 
Host の名称については、システムで一意となるよう設定してください。 
Host の名称については、15 文字までの英数字および"-"が使用可能です。 
 

(5) テンプレートの名称について 
テンプレートの名称については、システムで一意となるよう設定してください。 
テンプレートの名称については、80 文字までの英数字および”-“、”_”が使用可能です。 
テンプレートの名称を変更した場合、変更前の名称を使用して新しくテンプレートの作成は行わない

でください。 
 

(6) 作成された VM への NIC の追加 
作成された VM に、VirtualCenter Client 画面から NIC を追加しないでください。 
次回起動時に、NIC のバインド順が変更され、System Monitor の性能監視によるデータコレクショ

ンに失敗する可能性があります。 
 

(7) 電源 ON 状態の VM 移動(VMotion)について 
VMotion を利用する場合、移動元の VM サーバと、移動先の VM サーバが同一の ServerFarm に

含まれており、SAN を共有している構成である必要があります。その他にもライセンス、HW 構成、仮想

マシン構成など、条件を満たす必要があります。 
詳細については VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

VirtualCenter 2.0 以降の場合、SystemProvisioning の ServerFarm は VMware の

DataCenter に該当します。 
 

(8) 電源 OFF 状態の VM 移動について 
VM の VM サーバ間の移動を利用する場合、VM サーバは同一の ServerFarm 内に含まれている

必要があります。その他、VM サーバの構成、仮想マシン構成などの条件を満たす必要があります。 
詳細については VMware 社の製品マニュアルを参照してください。 

VirtualCenter 2.0 以降の場合、SystemProvisioning の ServerFarm は VMware の

DataCenter に該当します。 
 

(9) VM の BIOS 設定について 
SystemProvisioning 管理画面でテンプレートから VM の新規作成を行う場合、BIOS の設定は継

承されません。Deployment Manager へ登録するためには、手動で PXE ブートから起動するよう

BIOS の設定を変更してください。 
 

(10) Linux の VM を作成する場合の注意点について 
VirtualCenter のバージョンが 1.4 以前で Linux の VM を作成する場合、VirtualCenter 

Management Server に Open Source Components のインストールが必要となります。 
インストール方法の詳細については、VMware 社製品マニュアルを参照してください。 

 
(11) VM（Windows 2000 Server）新規作成後のファイル共有について 

GuestOS が Windows 2000 Server の VM を新規に作成した初回の起動時に、以下の現象が発

生する可能性がありますので VM の再起動を必ず行ってください。 
 Windows2000 上でファイル共有機能が使用できない 
 SystemMonitor の性能監視でデータの収集に失敗する 
 

(12) VM 新規作成後のシャットダウン／再起動について 
SystemProvisioning 管理画面で VM の新規作成を行った場合、シャットダウン／再起動が必要で

ある場合には、VM の GuestOS 上で IP アドレスの設定が正しく行われていることを確認後に実行してく

ださい。 



 

349 

※VM の新規作成処理が行われ起動した直後にシャットダウン／再起動を行うと、バックグラウンドで

動作している IP アドレスの設定が完了していない場合、IP アドレスの設定が正しく行われません。 
 

(13) VM 新規作成時の仮想 NIC の指定について 
SystemProvisioning 管理画面でテンプレートから VM の新規作成を行う場合、テンプレートに登録

されている NIC より多い NIC を指定することが可能ですが、追加された NIC の IP アドレスは DHCP か

らの取得となります。VM の新規作成を行う際に、すべての NIC に特定の IP アドレスを設定する場合に

は、作成する VM と同じ数の NIC を持つテンプレートを使用してください。 
 

(14) VM 新規作成後の IP アドレスの指定について 
SystemProvisioning 管理画面でテンプレートから新規作成を行った VM の IP アドレスが設定した

以外の IP アドレス(DHCP など)に設定されている場合は、同じネットワーク上で設定した IP アドレスの

競合の有無を確認してください。ネットワーク上で一意ではない IP アドレスを設定した場合は、IP アドレ

スの設定が正しく行われません。 
 

(15) 仮想サーバの MAC アドレスの競合について 
仮想サーバの MAC アドレスは、VirtualCenter 上で管理されており、基本的に仮想サーバの MAC

アドレスが競合することはありません。しかし非常に稀なタイミングで MAC アドレスの競合、または MAC
アドレスの競合による仮想サーバの MAC アドレスの変更が行われる可能性があります。 

SystemProvisioning では該当現象を検出した場合に以下の動作を行います。 
 
 SystemProvisioning から仮想サーバ作成時に MAC アドレスの競合を検出した場合 

以下のメッセージを出力して仮想サーバの再作成を行います。 
「(仮想サーバ)の MAC アドレス(競合した MAC アドレス)の競合を検出しました。 
(仮想サーバ)の再作成を行います。」 

仮想サーバの再作成後に再度、MAC アドレスの競合を検出した場合は、以下のメッセージを
出力して仮想サーバの作成が失敗します。 

「(仮想サーバ)の MAC アドレス(競合した MAC アドレス)の競合を再度検出しました。」 

 
 SystemProvisioning の構成情報データベースの内容を更新する際 MAC アドレスの競合を検

出した場合 
MAC アドレスの競合を事前に検出した場合、以下のメッセージを表示します。 

「(仮想サーバ(a))と(仮想サーバ(b))のMACアドレス(MACアドレス)の競合を検出しました。 
(仮想サーバ(a))の MAC アドレスを変更して下さい。」 
※仮想サーバ(a), 仮想サーバ(b)は任意の仮想サーバ名。 

MAC アドレスの競合による、既存仮想サーバの MAC アドレスの変更を検出した場合以下の
メッセージを表示します。 

「(仮想サーバ)の MAC アドレスが変更されました。 
（(変更される前の MAC アドレス)→(変更された後の MAC アドレス）) 
※仮想サーバは任意の仮想サーバ名。 

 

 

仮想サーバの MAC アドレスの競合を検出した場合や、「仮想サーバ名
-tmp」という名前の仮想サーバが登録された場合は、SystemProvisioning
上から仮想サーバを削除して下さい。 
削除方法は、「1.5.9 サーバの削除(仮想サーバ)」を参照してください。 

MACアドレスの変更を促すメッセージが表示された場合は、VMサーバ上から
該当する仮想サーバの MAC アドレスを競合しない任意の MAC アドレスに変
更して下さい。仮想サーバの MAC アドレス変更方法の詳細は VMware 社
の製品マニュアルを参照して下さい。 
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(16) SystemProvisioning 内で作成される VM の VM 名について 
SystemProvisioning が VM 移動処理などにおいて、移動させたい VM の Migrate、Move 処理が

失敗した場合は SystemProvisioning が移動する VM を基にして VM を複製します。この複製された

VM 名は SystemProvisioning 内で決定され、移動させたい VM 名に付加文字"_x"が追加されます。

x には、1 で始まる整数が入ります。移動させたい VM に"_1"が追加した VM が既に存在する場合、_2
が追加されます。 

 
VM 名は 大 80 文字であるため、追加後の VM 名がこれを超える場合には追加前の VM 名から

付加文字数分が削除され、削除された VM 名に付加文字が追加されます。 
 

(17) VM の新規作成時の情報設定について 
SystemProvisioning 管理画面で VM の新規作成を行う際に、VM 用サーバグループで設定する情

報については以下の点に注意してください。 
 1 枚の仮想 NIC に対して、設定できる IP アドレスは 1 つだけとなります。 
 ドメインへの参加を指定する場合、作成された VM が、ドメインへの接続が可能なネットワーク環境

である必要があります。 
 WINS の設定を行う際は Primary/Secondary WINS の両方を指定する必要があります。

Primary WINS のみの設定はできません。 
 OS として Linux がインストールされている VM を作成する場合には、root のパスワードを変更するこ

とはできません。Linux 設定画面で入力は可能ですが、反映されません。 
また VM 作成時には、Linux 設定のドメインサフィックスは必ず設定して下さい。 

 VM 用サーバグループで設定する情報の以下の項目については、全角文字、カナ文字を使用するこ
とはできません。設定を行った場合は、VM が正常に作成されません。 

「Administrator のパスワード」、「ワークグループ名」、「ドメイン名」、「ドメイン参加のアカウント名」、

「ドメイン参加のパスワード」 
 

(18) テンプレート作成時の情報設定について 
テンプレートのプロパティのダイアログで指定する Windows 設定の「名前」「組織名」については、全角

文字、カナ文字を使用することはできません。設定を行った場合は、VM が正常に作成されません。 
 

(19) ゲスト OS のパスワード設定 
ゲスト OS（仮想サーバ）のパスワード設定： 
SystemProvisioningがVirtualCenter 2.0と連携する場合、VM作成直後SystemProvisioning

の初回ブート時にはパスワードは設定されていません。ただし、VirtualCenter 2.0.1 と連携作動する場

合、パスワードは常に設定されています。 
 

(20) 共有値 
SystemProvisioning で指定できる CPU/メモリの共有値の上限値は 99999 です。 
VirtualCenter Client で共有値に 100000 以上の値を入力した場合、SystemProvisioning は値

を 99999 に変更します。 
 

(21) VM 作成時のエラーについて 
以下のエラーが管理画面上に表示され、VM 作成に失敗することがあります。 
「The virtual disk is either corrupted or not a supported format.」 
この場合、VM 作成を再実行してください。他の VM に対する操作を行っている場合は、その操作が

完了してから、VM 作成を再実行してください。 
 

(22) VM 移動後の電源状態表示について 
VM 移動を行った後、VM の電源状態表示が「不明」と表示される場合があります。 
VM の電源状態を正しく表示するためには、運用管理ツールの[操作]メニューにおいて、データベース

情報の再収集を行ってください。 
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(23) VM の IP アドレス反映エラーについて 

VM 作成時に、運用ログに以下のメッセージが出力された場合は、指定した IP アドレスが正しく反映

されていない可能性があります。 
この場合、VM の GuestOS 上で、正しい IP アドレスを再設定してください。 
[運用ログメッセージ] 
IP アドレス：{IP アドレス}反映待ち処理で、タイムアウトエラーが発生しました。 
対象 VM：{VM 名}に正しい IP アドレスが反映されていない可能性があります。 

 
(24) リモート環境における VM 操作時のエラーについて 

VirtualCenter が SigmaSystemCenter 管理サーバと別のサーバにインストールされている場合、

以下のエラーが管理画面上に表示され、VM の操作に失敗することがあります。 
「VM に対する処理を実行中に異常を検出しました。詳細情報:操作はタイムアウトになりました。」 
「VC に例外が発生しました。エラー情報：Permission to perform this operation was denied.」 

この場合、VM の操作を再実行してください。 
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