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はじめに 
 

対象読者と目的 
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド～Web コンソール編～」は、SigmaSystemCenter の管理者を

対象に、SigmaSystemCenterの構築時、運用時に理解しておくべき製品の画面の説明について記載して

います。 「 SigmaSystemCenter コンフ ィグレーションガイド 」 を補完する役割を持ちます。

SigmaSystemCenter の構築時、運用時に必要な情報を参照してください。 
 

本書の構成 
セクション I Webコンソール一覧 
 
1 「Webコンソールの概要」: Webコンソールの各名称および概要について説明します。 
2 「管理」: SigmaSystemCenterの [管理] ビューのWebコンソールについて説明します。 
3 「システムリソース」: SigmaSystemCenterの [リソース] ビューのWebコンソールについて説明し

ます。 
4 「運用」: SigmaSystemCenterの [運用] ビューのWebコンソールについて説明します。 
5 「仮想」: SigmaSystemCenterの [仮想] ビューのWebコンソールについて説明します。 
6 「監視」: SigmaSystemCenterの [監視] ビューのWebコンソールについて説明します。 
 
セクション II Webコンソール以外の設定 
 
7 「構成情報管理」: Webコンソール以外での設定に関する画面について説明します。 
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SigmaSystemCenter マニュアル体系 
 
SigmaSystemCenter のマニュアルは、各製品およびコンポーネントごとに以下のように構成されていま

す。 
また、本書内では、各マニュアルは「本書での呼び方」の名称で記載されます。 
 
製品 / コンポーネント名 マニュアル名 本書での呼び方 

SigmaSystemCenter 2.0 ファーストステップ

ガイド 
SigmaSystemCenter 
ファーストステップガイド 

SigmaSystemCenter 2.0 インストレーション

ガイド 
SigmaSystemCenter 
インストレーションガイド 

SigmaSystemCenter 2.0 コンフィグレーショ

ンガイド 
SigmaSystemCenter 
コンフィグレーションガイド 

SigmaSystemCenter 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド SigmaSystemCenter 
リファレンスガイド 

ESMPRO/ServerManager Ver.4.4 インスト

レーションガイド 
ESMPRO/ServerManager 
インストレーションガイド 

ESMPRO/ServerManager 
4.41 

ESMPRO サーバ管理ガイド ESMPRO サーバ管理ガイド 

WebSAM DeploymentManager Ver5.1 ユー

ザーズガイド 導入編 
DeploymentManager 
ユーザーズガイド導入編 

WebSAM DeploymentManager Ver5.1 ユー

ザーズガイド 基本操作編 
DeploymentManager 
ユーザーズガイド基本操作編 

WebSAM DeploymentManager Ver5.1 ユー

ザーズガイド 応用編 
DeploymentManager 
ユーザーズガイド応用編 

WebSAM DeploymentManager Ver5.1 ユー

ザーズガイド PackageDescriber編 
DeploymentManager 
ユーザーズガイド 
PackageDescriber編 

WebSAM 
DeploymentManager 5.1 

パッケージビルダマニュアル DeploymentManager 
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製品 / コンポーネント名 マニュアル名 本書での呼び方 

SigmaSystemCenter SIGMABLADE 
controller セットアップカード 

SIGMABLADE controller 
セットアップカード 

SIGMABLADE controller 
1.1 

SigmaSystemCenter SIGMABLADE 
controller ユーザーズガイド 

SIGMABLADE controller 
ユーザーズガイド 

 
 
SigmaSystemCenterの製品概要、インストール、設定、運用、保守に関する情報は、以下の4つのマニュ

アルに含みます。各マニュアルの役割を以下に示します。 
 
「SigmaSystemCenter ファーストステップガイド」 
SigmaSystemCenter を使用するユーザを対象読者とし、製品概要、システム設計方法、動作環境などに

ついて記載します。 
 
「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」 
SigmaSystemCenterのインストール、アップグレードインストール、およびアンインストールを行うシステム

管理者を対象読者とし、それぞれの方法について説明します。 
 
「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」 
インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その後の運用・保守を行うシステム管理者を対象読

者とし、インストール後の設定から運用に関する操作手順を実際の流れに則して説明します。また、保守

の操作についても説明します。 
 
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」 
SigmaSystemCenterの管理者を対象読者とし、SigmaSystemCenterの機能説明、操作画面一覧、操作

方法、メンテナンス関連情報およびトラブルシューティング情報などを記載します。「SigmaSystemCenter 
インストレーションガイド」および「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」を補完する役割を持ち

ます。 
 



 

 
x 

 

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

注: は、機能、操作、および設定に関する注意事項、警告事項、および補足事項です。 
 

関連情報: は、参照先の情報の場所を表します。 
 
また、本書では以下の表記法を使用します。 
 
表記 使用方法 例 

[ ] 角かっこ 画面に表示される項目 (テ
キストボックス、チェックボッ

クス、タブなど) の前後 

[コンピュータ名] にコンピュータ名を入力します。 
[すべて] チェックボックス 

「」 かぎかっこ 画面名 (ダイアログボック

ス、ウィンドウなど)、他のマ

ニュアル名の前後 

「設定」ウィンドウ 
「インストレーションガイド」 

コマンドライン中の [ ] 角かっこ かっこ内の値の指定が省略

可能であることを示します。 

add [/a] Gr1 

モノスペースフォント 
(courier) 

コマンドライン、システムから

の出力 (メッセージ、プロンプ

トなど) 

以下のコマンドを実行してください。 
replace Gr1 

モノスペースフォント斜体 
(courier) 

ユーザが有効な値に置き換

えて入力する項目 
値の中にスペースが含まれ

る場合は ” ” (二重引用符) 
で値を囲んでください。 

add GroupName 
 
InstallPath=”Install Path” 
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このセクションでは、SigmaSystemCenter の Web コンソールの説明や SigmaSystemCenter の Web コ

ンソールの各項目の一覧を記載します。 
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• 6 監視......................................................................................................................... 219 
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1. Web コンソールの概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SigmaSystemCenter の Web コンソールの各名称および概要について説明をします。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 1.1 Webコンソールの概要...................................................................................................4 
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1.1. Web コンソールの概要 
Webコンソールを使用して、管理対象マシンの操作やグループ管理など様々な操作を行うこ

とができます。 
Web コンソールは、以下の 5 つのパーツから構成されています。 
 

 

 

(1) タイトルバー 
Web コンソール上部には常にタイトルバーが表示されています。 
タイトルバーは、検索機能、メインメニュー、アカウント管理機能から構成されています。 
 

• ユーザ名 
ログインしているユーザ名およびユーザの役割 (権限) を表示します。 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 



Web コンソールの概要 
 

セクション I Webコンソール一覧 
5 

 
• アカウント管理機能 

ログインしているユーザのパスワードを変更できます。 
 

 
 

ユーザのパスワード変更 

古いパスワード 

(入力必須) 

現在使用しているパスワードを入力します。 

新しいパスワード 

(入力必須) 

変更するパスワードを入力します。入力できる文字はスペー

スを除く半角英数字、文字数は128文字以内です。 

パスワード (確認用) 

(入力必須) 

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

[OK] パスワード情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] パスワード情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。 

 

• ログアウト 
SystemProvisioning からログアウトします。 

 

• メインメニュー 
各メニューをクリックすると、ツリービューおよびメインウィンドウの表示を切り替え

ることができます。 
 

• 検索機能 
マシンの検索ができます。検索機能の詳細は、「1.1.2 検索」を参照してください。 

 

(2) ツリービュー 
メインメニューをクリックすることにより、ツリービューが切り替わります。 
ツリービューのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに詳細情報、[設定] メニューお

よび [操作] メニューが表示され、操作を進めることができます。 
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(3) メインウィンドウ 

SystemProvisioning のメインウィンドウです。 
 

• グループボックス 
グループボックスは、メインウィンドウに表示される詳細情報、各一覧表示ボックス

を指します。 
 

 

 

(4) [設定] メニュー、[操作] メニュー 
対象リソースの設定を管理するためのメニューです。メニューの内容は、操作の状態に

よって異なります。メニューで行う操作は、ツリービューで選択したビュー内のすべての

リソースに対して行うことができます。 
 

(5) [アクション] メニュー 
[アクション] メニューとは、各グループボックス内にあるメニューおよびプルダウンボック

スのことを指し、指定の対象リソースの操作を行うためのメニューです。 
メインウィンドウに表示されるグループボックス内のリストから操作する対象リソースを

選択し、[アクション] メニューの操作を実行します。 
[アクション] メニューで行う操作は、各グループボックスでチェックボックスを選択したリ

ソースに対して行うことができます。 
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1.1.1. ログインウィンドウ 

SystemProvisioning の Web コンソールを起動すると表示されます。 
ユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。 
 

注： 初めてログインする場合は、ユーザ名およびパスワードに “admin” を入力してください。

また、管理者権限を持つ任意のユーザを 1 つ以上登録すると、初期ユーザは使用できなくな

ります。 

 

 

 

SigmaSystemCenter ログイン 

ユーザ名 

(入力必須) 

ユーザ名を入力します。 

パスワード 

(入力必須) 

パスワードを入力します。 

次回からユーザ名の入力を省略 チェックボックスをオンにすると、次回起動する場合にユー

ザ名の入力を省略できます。 

[ログイン] ユーザ名、パスワードを確認し、SystemProvisioningにロ

グインします。 
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1.1.2. 検索 

マシンの検索を行います。 
タイトルバーのテキストボックスにマシン検索のキーワードを入力し、[検索] をクリックしま

す。 
 

 

 

マシン検索 

(テキストボックス) 

(入力必須) 

マシンを検索するキーワードとなる文字列を入力します。マ

シンを検索するキーワードに関しては以下に記載します。 

[検索] マシン検索で入力された情報を元にマシンを検索します。 

全てのマシン (未稼働マシン、管理

対象外マシンを含む) 
未稼働マシン、管理対象外マシンを含むすべてのマシンを

検索する場合、チェックボックスをオンにします。 

検索結果一覧 

表示件数 検索結果一覧の表示件数を選択できます。 

マシン名 検索で該当したマシン名を表示します。 

状態 マシンの状態を表示します。 

電源 マシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス マシンのMACアドレスを表示します。 

グループ名 マシンが所属しているグループ名を表示します。 

ホスト名 ホスト名を表示します。 

IP アドレス マシンのIPアドレスを表示します。 

< 前のページの検索結果一覧に遷移します。 

> 次のページの検索結果一覧に遷移します。 

<< 先頭ページの検索結果一覧に遷移します。 

>> 末尾ページの検索結果一覧に遷移します。 

(テキストボックス) 検索結果一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定された検索結果一覧のページに遷

移します。 
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マシン検索のキーワードについては、以下のキーワードを入力することができます。 
 

検索キーワード 例 

マシン名、ホスト名 OLIVE12 

MACアドレス 00:00:4C:71:CE:17 

UUID 50281E7B-4547-6463-07CE-F10EFAFA7201 

サマリステータス NORMAL (正常に稼動しているマシン) 
ERROR (異常が発生しているマシン) 
WARNING (警告状態のマシン) 
MAINTENANCE (メンテナンス中のマシン) 
EXECUTE (処理中のマシン) 

単独指定 192.168.10.1 IPアドレス 

範囲指定 ※1 192.168.10.1 – 192.168.10.100 

※1 IPアドレス ＋ 半角空白 ＋ 半角ハイフン ＋ 半角空白 ＋ IPアドレス 
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1.1.3. マシンのステータス 

SystemProvisioning は、マシンごとに以下のようなステータス情報を管理します。 
Web コンソールでは、一覧表示やマシン、ホストの詳細情報にて、状態 (サマリステータス)、
電源状態、稼動ステータス、OS ステータス、ハードウェアステータス、実行ステータス、ポリ

シー状態、メンテナンスステータス、SystemProvisioning の管理状態を表示、管理します。 
 

 サマリステータス 
マシンのサマリ状態 (ハードウェアステータスの異常、実行ステータスの異常終了など

をまとめたステータス) 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。 

異常 

異常 (異常終了) 

異常 (異常終了、故障) 

異常 (異常終了、一部故障) 

異常 (故障) 

異常 (一部故障) 

重大な障害が発生し、マシンは停止しています。 

警告 縮退など一部機能で障害が発生しましたが、マシンは稼動してい

る状態です。 

処理中 マシン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 マシンがメンテナンスモードに設定されている状態です。 

待機中 (プール) グループで稼動する準備段階として待機している状態です。 

管理外 SystemProvisioningは、マシン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。 

－ グループで待機しているなどで、ステータスが取得できない状態

です。 

 

 電源状態 
マシンへの接続状態を表示、管理します。 

状態 説明 

On 管理対象マシンの電源がオンの状態です。 

Off 管理対象マシンの電源がオフの状態です。 

サスペンド 管理対象マシンの電源が一時停止の状態です。 
(仮想マシンの場合のみ表示されます) 

－ 管理対象マシンの電源が不明の状態です。 
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注:  
▪ 管理対象マシンの電源が On の状態でも、連携ソフトウェアから管理対象マシンの状

態を取得できない場合は、Off と表示されます。 
▪ "サスペンド" の仮想マシンに対して移動や追加などの操作を行う場合、必ず事前に 
"サスペンド" を Web コンソールなどから起動操作でレジュームしてください。 
仮想マシンの電源状態が "サスペンド" 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。 

 

 稼動ステータス 
マシンがグループでホストに割り当てられて稼動している状態を表示、管理します。 

状態 説明 

On グループで稼動中です。 

Off グループで稼動していない状態です。 

 

 OS ステータス 
マシンにインストールされた OS の状態を表示、管理します。 

状態 説明 

On OSが正常に稼動しています。 

Off シャットダウンなどでOSが停止している状態です。 

 

 ハードウェアステータス 
マシン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 重大な障害が発生し、マシンは停止しています。 

一部故障 縮退など一部機能で障害が発生しましたが、マシンは稼動している

状態です。 

－ ハードウェア状態を管理していません。 

“故障”、”一部故障” は ESMPRO などの監視機能で検出し、SystemProvisioning に通

報された場合、ポリシーより設定できるステータスです。 
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 実行ステータス 

マシンのアクション実行状態を表示、管理します。 

状態 説明 

処理中 マシンに対する構成変更などの操作を実行中です。 

異常終了 マシンに対する構成変更などの操作が異常終了した状態です。 

－ 構成変更は行われていない、または実行したアクションが正常に終

了した状態です。 

 

 ポリシーステータス 
イベント通報処理などで SystemProvisioning 内部にて管理する状態です。 

状態 説明 

全て有効 受信したイベントに対してポリシーが割り当てられている場合、ポリ

シーが実行されます。 

全て無効 既にポリシーが実行されている状態で、この状態の間はイベントを

受信してもポリシーは動作しません。 

一部有効 既にポリシーが実行されている状態で、電源操作のイベント (起
動、シャットダウンなど) のみ無効とし、ポリシー動作を行いません。

電源操作以外のイベント受信時は、ポリシーを実行します。 

 

 メンテナンスステータス 
マシンの保守状態を表示、管理します。 

状態 説明 

On マシンがメンテナンスモードに設定されている状態です。 

Off 運用で利用できる状態です。 

 

 管理状態 
SystemProvisioning での処理状態を表示、管理します。 

状態 説明 

管理中 マシンが運用で利用できる状態です。 

管理外 SystemProvisioningはマシンとして認識していますが、管理対象と

していない状態です。 
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1.1.4. マシンの種別 

SystemProvisioning で管理するマシンの種別は以下となります。 

種別 説明 

Unitary 管理サーバ for DPM (Windows/Linux) にて一般マシンのグループ

に管理されているマシン、および、管理サーバ for DPM (HP-UX) で
管理されているマシンです。 

Blade 管理サーバ for DPM (Windows/Linux) にてBladeサーバグループ

に管理されているマシンです。 

SigmaBlade SIGMABLADE controllerが管理しているマシンです。管理サーバ 
for DPM (Window / Linux) にて同じマシンが登録 / 管理されてい

る場合でも “SigmaBlade” と表示されます。 
("Unitary”、”Blade” とは表示されません。) 

VMware、VM Server VMWare VirtualCenterが管理する仮想マシンサーバです。 
他のサブシステムに同じマシンが登録 / 管理されている場合、以下

のように併記して表示されます。 
▪ Unitary,VMware,VMServer 
▪ Blade,VMware,VMServer 
▪ SigmaBlade,VMware,VMServer 

Xen、VM Server XenEnterprise Pool Masterが管理する仮想マシンサーバです。 
他のサブシステムに同じマシンが登録 / 管理されている場合、以下

のように併記して表示されます。 
▪ Unitary,Xen,VMServer 
▪ Blade,Xen,VMServer 
▪ SigmaBlade,Xen,VMServer 

VMware、Virtual Machine VMware VirtualCenterが管理する仮想マシンです。 

Xen、Virtual Machine XenEnterprise Pool Masterが管理する仮想マシンです。 

Unknown サブシステムとの連携解除などにより種別が不明となったマシンで

す。 
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1.1.5. 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、Web コンソールの以下のウィンドウから指定できます。 
 

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サーバ編集」 キャパシティ値 該当仮想マシンサーバのキャパ

シティ値を指定します。キャパシ

ティ値は仮想マシンサーバに設

定する値であり仮想マシンサー

バ上に稼動可能な仮想マシンの

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。 

「テンプレート作成」または

「テンプレート編集」 
コスト値 テンプレートから作成された仮想

マシンが使用する仮想マシンの

コスト値の初期値を指定します。 

「VM編集」 コスト値 仮想マシンのコスト値を指定しま

す。未使用仮想マシンの初期値

は0、テンプレートから作成され

た仮想マシンの初期値はテンプ

レートで指定されたコスト値で

す。コスト値は仮想マシンに設定

する値であり仮想マシンが必要

とするコストを数値で表します。 
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2. 管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[管理] ビューでは、SigmaSystemCenterのライセンス、ユーザ、ポリシー、サブシステムおよび環境の設定

および管理の説明をします。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 2.1 [管理] ビュー ............................................................................................................. 16 
• 2.2 [ライセンス] アイコン .................................................................................................. 16 
• 2.3 [ユーザ] アイコン ....................................................................................................... 18 
• 2.4 ユーザの詳細情報 ..................................................................................................... 19 
• 2.5 [ポリシー] アイコン ..................................................................................................... 28 
• 2.6 ポリシーの詳細情報 ................................................................................................... 28 
• 2.7 ポリシープロパティ設定 .............................................................................................. 31 
• 2.8 [サブシステム] アイコン .............................................................................................. 36 
• 2.9 サブシステムの詳細情報 ............................................................................................ 36 
• 2.10 サブシステム追加....................................................................................................... 37 
• 2.11 サブシステム編集....................................................................................................... 46 
• 2.12 サブシステム削除....................................................................................................... 57 
• 2.13 [環境設定] アイコン ................................................................................................... 58 
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2.1. [管理] ビュー 
[管理] ビューでは、SigmaSystemCenter のライセンス、ユーザ、ポリシー、サブシステムお

よび環境の設定および管理することができます。 
タイトルバーの [管理] をクリックすると、[管理] ビューに切り替わります。 
 

 

 

2.2. [ライセンス] アイコン 
SigmaSystemCenter のエディションライセンス、OS のライセンス登録や削除を行いま

す。製品に添付されているライセンスキーシートに記載のライセンスキーを登録します。 
[管理] ツリーから [ライセンス] アイコンをクリックすると、メインウィンドウにライセンス

の詳細情報が表示されます。 
 

 
 



[ライセンス] アイコン 
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エディション情報 

エディション SigmaSystemCenterのエディション名を表示します。 

バージョン SigmaSystemCenterのバージョンを表示します。 

大管理台数 SigmaSystemCenterの管理できるマシンの 大管理台

数を表示します。 

オプション SigmaSystemCenterで使用できるオプションを表示しま

す。 

 

有効期限 エディションライセンスの有効期限を表示します。 

ターゲット OS ライセンス 

OS 種別 登録されているライセンスのOSの種類を表示します。 

管理可能台数 登録されているOSライセンスの管理可能台数を表示しま

す。 

 

消費台数 既に使用しているライセンスの台数を表示します。 

ライセンス個別情報 

(チェックボックス) ライセンス個別情報を選択します。1行目のチェックボック

スをオンにすると、すべてのライセンス個別情報が選択さ

れます。 

ライセンスキー 登録されているライセンスキーを表示します。 

オプション ライセンスのオプション情報を表示します。 

OS 種別 登録されているライセンスのOSの種類を表示します。 

ライセンス数 登録されているライセンス数を表示します。 

 

削除 選択したライセンス個別情報を削除します。 

ライセンスキー 

(入力必須) 

ライセンスキーを入力します。 

[追加] 入力したライセンスキーを追加します。ライセンス追加後、

SystemProvisioningを再起動する必要があります。

SystemProvisioningの再起動については、

「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」の

「1.1.2. SystemProvisioningを再起動するには」を参照し

てください。 

 

注： [ライセンス個別情報] グループボックスは、管理者権限を持つ Administrator ユーザの

場合のみ表示されます。 



2 管理 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
18 

 

2.3. [ユーザ] アイコン 
SigmaSystemCenter を使用するユーザのアカウントおよびロールを管理します。 
各ユーザアカウントには権限を設定する必要があります。設定された権限によって

SigmaSystemCenter の利用範囲が制限されます。 
権限は以下の 3 種類があります。 
 

Administrator SigmaSystemCenterの設定、変更、マシンの起動・停止

など操作のすべてを行うことができます。 

Operator SigmaSystemCenterの設定、変更はできません。マシン

の起動・停止などマシンの操作はできます。 

Observer SigmaSystemCenterの設定、変更はできません。また、

マシンの起動・停止などマシンの操作もできません。マシ

ンの稼働状況など参照はできます。 

 

注： カテゴリ単位のアクセス制限を行う場合、カテゴリにロールを設定します。ロールが設定

されたカテゴリにアクセスさせたいユーザアカウントは、そのロールを割り当てる必要があり

ます。 

 



ユーザの詳細情報 
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2.4. ユーザの詳細情報 
[ユーザ一覧] グループボックス、[ロール一覧] グループボックスに SigmaSystemCenter を
使用するユーザの一覧およびロールの一覧を表示します。 
[管理] ツリーから [ユーザ] アイコンをクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報

が表示されます。 
 

 

 

ユーザ一覧 

表示件数 ユーザ一覧の表示件数を選択できます。 

(チェックボックス) ユーザを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのユーザが選択されます。 

ユーザ ユーザ名を表示します。 

権限 ユーザの持つ権限を表示します。 

説明 ユーザの説明を表示します。 

編集 [編集] アイコンをクリックすると、ユーザ情報の編集を行

います。「ユーザ編集」ウィンドウに遷移します。 

追加 ユーザの追加を行います。「ユーザ追加」ウィンドウに遷

移します。 

削除 選択したユーザを削除します。 

< 前のページのユーザ一覧に遷移します。 

> 次のページのユーザ一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのユーザ一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのユーザ一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ユーザ一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたユーザ一覧のページに遷移

します。 

ロール一覧 

表示件数 ロール一覧の表示件数を選択できます。  

(チェックボックス) ロールを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのロールが選択されます。 
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ロール名 ロール名を表示します。 

権限 ロールの持つ権限を表示します。 

グループ名 ロールを割り当てたカテゴリ名を表示します。 

編集 [編集] アイコンをクリックすると、ロール情報の編集を行

います。「ロール編集」ウィンドウに遷移します。 

追加 ロール追加を行います。「ロール追加」ウィンドウに遷移し

ます。 

削除 選択したロールを削除します。 

< 前のページのロール一覧に遷移します。 

> 次のページのロール一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのロール一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのロール一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ロール一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたロール一覧のページに遷移

します。 
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2.4.1. ユーザ追加 

SigmaSystemCenter を使用するユーザの追加を行います。 
ユーザの詳細情報の [ユーザ一覧] グループボックスから [追加] をクリックすると、メイン

ウィンドウに「ユーザ追加」が表示されます。 
 

 

 

ユーザ追加 

ユーザ名 

(入力必須) 

新規に追加するユーザ名を入力します。入力できる文字

は任意の文字列 (“*”、“+”、“,”、“/”、“:”、“;”、“<”、“=”、“>”、
“?”、“¥”、“|” を除く)、文字数は32文字以内です。既に存

在するユーザ名を入力すると、追加時にエラーになりま

す。 

パスワード 

(入力必須) 

ユーザのパスワードを入力します。入力できる文字はスペ

ースを除く半角英数字および記号、文字数は128文字以

内です。 

パスワード (確認用) 

(入力必須) 

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

説明 ユーザの説明を入力します。入力できる文字数は128文
字以内です。 

 

権限レベル ユーザの権限レベルを選択します。ユーザの権限

は、”Administrator”、”Operator”、”Observer” の3種類が

あります。 

[OK] ユーザ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ユーザ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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2.4.2. ユーザ編集 

SigmaSystemCenter を使用するユーザの編集を行います。 
ユーザの詳細情報の [ユーザ一覧] グループボックスから [編集] アイコンをクリックすると、

メインウィンドウに「ユーザ編集」が表示されます。 
 

 
 

ユーザ編集 

ユーザ名 ユーザ名を表示します。編集はできません。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。入力できる文字はスペース

を除く半角英数字および記号、文字数は128文字以内で

す。 

パスワード (確認用) [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

説明 ユーザの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は128文字以内です。 

権限レベル ユーザの権限レベルを表示します。編集はできません。 

ロール一覧 

(チェックボックス) ロールを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのロールが選択されます。 

ロール名 ロール名を表示します。 

権限レベル ロールの持つ権限レベルを表示します。 

 

 

設定グループ ロールを設定したカテゴリ名を表示します。 
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追加 ロール追加を行います。[ロール一覧] グループボックスの

下部に追加可能なロールの [ロール一覧] グループボッ

クスが表示されます。 

削除 選択したロールを削除します。 

[OK] ユーザ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ユーザ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 

 

[追加] をクリックすると、[ロール一覧] グループボックス下部に、追加可能なロールの [ロー

ル一覧] グループボックスが表示されます。 
 

 

 

ロール一覧 

(チェックボックス) ロールを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのロールが選択されます。 

ロール名 ロール名を表示します。 

権限レベル ロールの持つ権限レベルを表示します。 

 

設定グループ ロールを設定したカテゴリ名を表示します。 

[OK] ロール追加情報を保存し、上の [ロール一覧] グループ

ボックスに表示します。 

[キャンセル] ロール追加情報を保存せずに、上の [ロール一覧] グル

ープボックスを閉じます。 

 

注： ユーザに追加するロールは、ユーザの権限と同じ権限のものを選択してください。 
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2.4.3. ユーザ削除 

SigmaSystemCenter で使用しているユーザを削除します。 
[ユーザ一覧] グループボックスから削除するユーザのチェックボックスをオンにし、[アクショ

ン] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。 
 

2.4.4. ロール追加 

SigmaSystemCenter でユーザにアクセス権限を割り当てるためのロールを追加します。カ

テゴリの単位でロール (役割) を設定し、ユーザアカウントに対してロールを割り当てること

により、カテゴリ単位でのアクセス権限を設定することができます。 
ユーザの詳細情報の [ロール一覧] グループボックスから [追加] をクリックすると、メイン

ウィンドウに「ロール追加」が表示されます。 
 

 

 

ロール追加 

ロール名 新規に追加するロール名を入力します。入力できる文字

数は32文字以内です。既に存在するロール名を入力する

と、追加時にエラーになります。 

権限レベル ロールの権限レベルを選択します。ロールの権限

は、”Administrator”、”Operator”、”Observer” の3種類が

あります。 

 

説明 ロールの説明を入力します。入力できる文字数は128文
字以内です。 

[OK] ロール追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ロール追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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2.4.5. ロール編集 

SigmaSystemCenter でユーザにアクセス権限を割り当てるためのロールを編集します。カ

テゴリの単位でロール (役割) を設定し、ユーザアカウントに対してロールを割り当てること

により、カテゴリ単位でのアクセス権限を設定することができます。 
ユーザの詳細情報の [ロール一覧] グループボックスから [編集] アイコンをクリックすると、

メインウィンドウに「ロール編集」が表示されます。 
表示されたロールを既にグループ (カテゴリ) に割り当てている場合、[カテゴリ一覧] グル

ープボックスにそのカテゴリ名が表示されます。 
 

 

 

ロール編集 

ロール名 ロール名を表示します。編集はできません。 

権限レベル ロールの権限レベルを表示します。変更はできません。 

説明 ロールの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は128文字以内です。 

カテゴリ一覧 

名前 カテゴリ名を表示します。 

 

 

説明 カテゴリの説明を表示します。 

[OK] ロール編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ロール編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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2.4.6. ロールにグループを割り当てる (ロール範囲編集) 

ロールにグループを割り当てます。 
割り当て可能なグループは、 上位のカテゴリのみ割り当てることができます。 
[設定] メニューから [ロール範囲編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ロールにグル

ープを割り当てる」が表示されます。 
 

 

 

ロールにグループを割り当てる 

運用 ロールを割り当てるカテゴリを選択します。 

ロール一覧 

(チェックボックス) ロールを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのロールが選択されます。 

ロール名 ロール名を表示します。 

権限レベル 権限レベルを表示します。 

設定グループ 設定グループを表示します。 

追加 ロールを追加します。[ロール一覧] グループボックスの下

部に追加可能なロールの [ロール一覧] グループボック

スが表示されます。 

 

削除 選択したロールを削除します。 

[適用] ロールにグループを割り当てます。 

[キャンセル] ロールにグループを割り当てずに、元のウィンドウに戻り

ます。 
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[追加] をクリックすると、[ロール一覧] グループボックス下部に [ロール一覧] グループボッ

クスが表示されます。 
 

 
 

ロール一覧 

(チェックボックス) ロールを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのロールが選択されます。 

ロール名 ロール名を表示します。 

権限レベル 権限レベルを表示します。 

 

設定グループ 設定グループを表示します。 

[OK] 選択したロール情報を上部の [ロール一覧] グループボ

ックスに表示します。 

[キャンセル] ロール追加をせずに、[ロール一覧] グループボックスを閉

じます。 

 

2.4.7. ロール削除 

ロールを削除します。 
[ロール一覧] グループボックスから削除するロールのチェックボックスをオンにし、[アクショ

ン] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。 
 



2 管理 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
28 

 

2.5. [ポリシー] アイコン 
SigmaSystemCenter で 使 用 す る ポ リ シ ー の 設 定 を 行 い ま す 。 ポ リ シ ー は 、

ESMPRO/ServerManager、VirtualCenter、および SystemMonitor 性能監視が検出した障

害イベントに対して、どのような処理を自動実行し、復旧するかなどを各グループに対して設

定できます。 
 

2.6. ポリシーの詳細情報 
[ポリシー一覧] グループボックスに SigmaSystemCenter で使用するポリシー一覧を表示し

ます。 
[管理] ツリーから [ポリシー] アイコンをクリックすると、メインウィンドウにポリシーの詳細情

報が表示されます。 
 

 

 

ポリシー一覧 

(チェックボックス) ポリシーを選択します。1行目のチェックボックスをオンに

すると、すべてのポリシーが選択されます。 

ポリシー名 ポリシー名を表示します。 

説明 ポリシーの説明を表示します。 

プロパティ ポリシーのプロパティ設定を行います。「ポリシープロパテ

ィ設定」ウィンドウに遷移します。 

 

削除 選択したポリシーを削除します。グループに設定されてい

るポリシーを削除する場合は失敗します。 
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2.6.1. ポリシー追加 

ポリシーの追加を行います。 
[設定] メニューから [ポリシー追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ポリシー追加」が

表示されます。 
 

 

 

ポリシー追加 

名前 

(入力必須) 

ポリシー名を入力します。入力できる文字数は100文字以

内です。既に存在するポリシー名を入力すると、追加時に

エラーになります。 

 

説明 ポリシーの説明を入力します。入力できる文字数は255文
字以内です。 

[OK] ポリシー追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ポリシー追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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2.6.2. 標準ポリシー複製 

標準で提供している “標準ポリシー” を複製します。 
[設定] メニューから [標準ポリシー複製] をクリックすると、標準ポリシー用のテンプレートが

複製され、表示されます。 
 

注： 「標準ポリシー」というポリシー名が既に登録されている場合は、「標準ポリシー[2]」のよ

うに自動でポリシー名を生成して登録します。 

 

2.6.3. 標準ポリシー (仮想マシンサーバ) 複製 

標準で提供している “標準ポリシー (仮想マシンサーバ)” を複製します。 
[設定] メニューから [標準ポリシー (仮想マシンサーバ) 複製] をクリックすると、仮想マシ

ンサーバ用のテンプレートが複製され、表示されます。 
 

注： 「標準ポリシー (仮想マシンサーバ)」というポリシー名が既に登録されている場合は、

「標準ポリシー (仮想マシンサーバ) [2]」のように自動でポリシー名を生成して登録します。 

 

2.6.4. 標準ポリシー (省電力) 複製 

標準で提供している “標準ポリシー (省電力)” を複製します。 
[設定] メニューから [標準ポリシー (省電力) 複製] をクリックすると、仮想マシンサーバ省

電力用のテンプレートが複製され、表示されます。 
 

注： 「標準ポリシー (仮想マシンサーバ省電力)」というポリシー名が既に登録されている場

合は、「標準ポリシー (仮想マシンサーバ省電力) [2]」のように自動でポリシー名を生成して

登録します。 

 

2.6.5. ポリシー削除 

ポリシーを削除します。 
[ポリシー一覧] グループボックスから削除するポリシーのチェックボックスをオンにし、[アク

ション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。 
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2.7. ポリシープロパティ設定 
ポリシープロパティの設定を行います。 
ポリシーの監視イベントやイベントに対する復旧処理 (アクション) を設定することができま

す。 
ポリシーの詳細情報の [ポリシー一覧] グループボックスから編集するポリシーの ［編集］ 
アイコンをクリックすると、メインウィンドウに「ポリシープロパティ設定」が表示されます。 
 

 [全般] タブ 
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全般 

名前 

(入力必須) 

ポリシー名を表示し、編集もできます。入力できる文字数

は100文字以内です。 

説明 ポリシーの説明を表示し、編集もできます。入力できる文

字数は255文字以内です。 

抑制設定 

サーバアクセス不可障害の

抑制 (一般コンピュータ) 
一般コンピュータで検出されるアクセス障害のイベントを

抑制させる場合、チェックボックスをオンにします。また、

回復イベントが発生するかどうかを待ち合わせる時間を入

力します。 

待機時間 (秒) [サーバアクセス不可障害の抑制 (一般コンピュータ)] チ
ェックボックスがオンの場合、入力できます。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待ち合わ

せる時間を入力します。既定値は (180) 秒です。「1～
99999」の範囲で設定できます。 

サーバアクセス不可障害の

抑制 (仮想コンピュータ) 
仮想コンピュータ独自に検出されるアクセス障害のイベン

トを抑制させる場合、チェックボックスをオンにします。ま

た、回復イベントが発生するかどうかを待ち合わせる時間

を入力します。 

待機時間 (秒) [サーバアクセス不可障害の抑制 (仮想コンピュータ)] チ
ェックボックスがオンの場合、入力できます。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待ち合わ

せる時間を入力します。既定値は (180) 秒です。「1～
99999」の範囲で設定できます。 

CPU 負荷障害の抑制 CPU負荷障害を抑制させる場合、チェックボックスをオン

にします。また、回復イベントが発生するかどうかを待ち合

わせる時間を入力します。 

 

 

待機時間 (秒) [CPU負荷障害の抑制] チェックボックスがオンの場合、

入力できます。障害イベントを受信してから回復イベントが

発生するかどうか待ち合わせる時間を入力します。既定

値は (60) 秒です。「1～99999」の範囲で設定できます。

[適用] ポリシープロパティ設定情報を適用します。 

[キャンセル] ポリシープロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンド

ウに戻ります。 

 

注： 抑制設定は、「2.7.1 対応処置詳細設定」の [区分全てのイベントを対象とする] チ
ェックボックスをオンにした場合に有効となります。 
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 [監視イベント] タブ 

 

 

 

監視イベント 

イベントに対する対応処置一覧 

(チェックボックス) 対応処置が登録されているイベントを選択します。1行目

のチェックボックスをオンにすると、すべての対応処置が

登録されているイベントが選択されます。 

通報元 イベントの検出モジュールを認識する名称を表示します。 
「2.7.1 対応処置詳細設定」の [区分全てのイベントを対

象とする] チェックボックスがオンの場合は、表示されませ

ん。 

イベント イベント名を表示します。 

対応処置 対応処置の概要を表示します。 

編集 イベントに対する対応処置の編集を行います。「対応処置

詳細設定」ウィンドウに遷移します。 

追加 イベントに対する対応処置の追加を行います。「対応処置

詳細設定」ウィンドウに遷移します。 

 

 

削除 選択したイベントに対する対応処置を削除します。 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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2.7.1. 対応処置詳細設定 

監視イベントの対応処置の設定を行います。 
「ポリシープロパティ設定」ウィンドウの [監視イベント] タブの [イベントに対する対応処置一

覧] グループボックスから [追加] もしくは、対応処置詳細設定を編集するイベントの ［編
集］ アイコンをクリックすると、メインウィンドウに「対応処置詳細設定」が表示されます。 
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対応処置詳細設定 

名前 

(入力必須) 

ポリシーで実行する対応処置を識別する名称を入力しま

す。入力できる文字数は100文字以内です。 

イベントの選択 

区分全てのイベントを対象とする 区分すべてのイベントを対象とする場合、チェックボックス

をオンにします。 

イベント区分 イベント区分を選択します。イベント区分は、検出可能なイ

ベントを分類しています。 
以下の場合、イベント区分は ”その他” と表示されます。 
▪ [区分全てのイベントを対象とする] チェックボックスをオ

ンにして登録したものを編集するとき 
▪ 標準で提供しているポリシーで、複数のイベントが対象

になっているものを編集するとき 

通信元 イベントを検出する通信元を選択します。[イベント区分] 
プルダウンボックスで選択された区分により通報元の内容

は変わります。 

イベント イベントを選択します。選択した [イベント区分] プルダウ

ンボックスおよび [通報元] プルダウンボックスによりイベ

ントの内容は変わります。 

イベント名 選択したイベントを示す名称が表示されます。入力および

編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。

既に同じポリシーで使用されている場合、登録時にエラー

になります。 

 

合成イベント一覧 以下の場合に、含まれるイベント一覧が表示されます。 
▪ [区分全てのイベントを対象とする] チェックボックスをオ

ンにして登録したものを編集するとき 
▪ 標準で提供しているポリシーで、複数のイベントが対象

になっているものを編集するとき 

イベントに対する復旧処理 

(チェックボックス) アクションを選択します。1行目のチェックボックスをオンに

すると、すべてのアクションが選択されます。 

アクション イベントに対する対応処置をプルダウンボックスから選択

します。 

[↑] 選択したアクションの順序をひとつ前にします。 

 

[↓] 選択したアクションの順序をひとつ後にします。 

[OK] 対応処置詳細情報を保存し、「ポリシープロパティ設定」ウ

ィンドウの [監視イベント] タブに遷移します。 

[キャンセル] 対応処置詳細情報を保存せずに、「ポリシープロパティ設

定」ウィンドウの [監視イベント] タブに遷移します。 

 

関連情報： 選択可能なイベント区分や通報元については、「SigmaSystemCenter リファレ

ンスガイド」の「4.1. SigmaSystemCenter が検出できる障害」を参照してください。 
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2.8. [サブシステム] アイコン 
SystemProvisioning へリソースを登録するには、DPM や NetvisorPro といった各関連製品

をサブシステムに追加し、その後サブシステムが管理するマシンやスイッチといったリソース

を SystemProvisioning の管理対象として登録する手順となります。 
 

2.9. サブシステムの詳細情報 
[サブシステム一覧] グループボックスにサブシステム一覧を表示します。 
[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックすると、メインウィンドウにサブシステム

の詳細情報が表示されます。 
 

 
 

サブシステム一覧 

(チェックボックス) サブシステムを選択します。1行目のチェックボックスをオ

ンにすると、すべてのサブシステムが選択されます。 

製品名 サブシステムに登録した関連製品の製品名を表示しま

す。 

バージョン サブシステムに登録した関連製品のバージョンを表示しま

す。 

アドレス サブシステムに登録した関連製品とアクセスするアドレス

もしくは、ポート番号を表示します。 

編集 選択したサブシステムの編集を行います。「サブシステム

編集」ウィンドウに遷移します。 

収集 選択したサブシステムの情報を収集します。 

 

削除 選択したサブシステムの削除を行います。 
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2.10. サブシステム追加 
関連製品をサブシステムとして追加します。 
[設定] メニューから [サブシステム追加] をクリックすると、メインウィンドウに「サブシステム

追加」が表示されます。 
サブシステムを追加すると、追加したサブシステムの情報が自動的に収集されます。 
 

SigmaSystemCenter は、VirtualCenter または、XenEnterprise Pool Master といった仮想

環境管理ソフトウェア、DPM、SIGMABLADE controller といった 3 種類のサブシステムから

管理対象マシンの情報を収集し利用します。同一のマシンが複数のサブシステムから管理

されている場合、それぞれのサブシステムからマシンの情報を収集します。そのため、同一

マシンが誤って別マシンとして SystemProvisioning に登録されることがないように注意が必

要です。 
 

 サブシステムの登録は、本節に記載されている順番に行います。 
 「サブシステム追加」ウィンドウでサブシステムを選択し、[OK] をクリックすると、選択し

たサブシステムに対して情報の収集を行います。情報収集が完了したことを確認してか

ら、次のサブシステムの登録を行ってください。 
 サブシステムから収集されたマシンの情報は、[リソース] ビューから確認できます。 
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2.10.1. サブシステム追加 (VMware VirtualCenter) 

VMware VirtualCenter をサブシステムに追加します。VMware VirtualCenter をサブシステ

ムに追加すると、VMware VirtualCenter に登録されている ESX Server が自動的にサブシ

ステムに追加されます。 
 

 

 

サブシステム追加 

サブシステム種類 VMware VirtualCenterを選択します。 

ホスト名 VMware VirtualCenterをインストールしたサーバのホスト

名、またはIPアドレスを入力します。URLを入力している

場合、自動生成されるため入力を省略できます。入力でき

る文字数は63文字以内です。 

ポート VMware VirtualCenterとアクセスするポート番号を入力し

ます。ポート番号の入力を省略した場合、既定値 (443) 
が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。 

URL サブシステムのURLを入力します。ホスト名を入力してい

る場合、自動生成されるため入力を省略できます。 

アカウント名 VMware VirtualCenterのアカウント名を入力します。 

パスワード VMware VirtualCenterのパスワードを入力します。 

パスワード確認 確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.10.2. サブシステム追加 (XenEnterprise Pool Master) 

XenEnterprise Pool Master をサブシステムに追加します。XenEnterprise Pool Master を
サブシステムに追加すると、Pool に登録されている Xen Server が自動的にサブシステムに

追加されます。 
 

 

 

サブシステム追加 

サブシステム種類 XenEnterprise Pool Masterを選択します。 

ホスト名 XenEnterprise Pool Masterとして構築したサーバのホス

ト名、またはIPアドレスを入力します。URLを入力している

場合、自動生成されるため入力を省略できます。入力でき

る文字数は63文字以内です。 

ポート XenEnterprise Pool Masterとアクセスするポート番号を

入力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定値 
(443) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できま

す。 

URL XenEnterprise Pool MasterのURLを入力します。ホスト

名を入力している場合、自動生成されるため入力を省略

できます。 

アカウント名 XenEnterprise Pool Masterのアカウント名を入力します。

パスワード XenEnterprise Pool Masterのパスワードを入力します。 

パスワード確認 確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.10.3. サブシステム追加 (Web サーバ for DPM) 

Web サーバ for DPM をサブシステムに追加します。Web サーバ for DPM をサブシステム

に追加します。Web サーバ for DPM をサブシステムに追加すると、Web サーバ for DPM
に登録されている管理サーバ for DPM が自動的にサブシステムに追加されます。 
 

 

 

サブシステム追加 

サブシステム種類 Webサーバ for DPMを選択します。 

ホスト名 Webサーバ for DPMをインストールしたサーバのホスト

名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数は

63文字以内です。 

ポート Webサーバ for DPMとアクセスするポート番号を入力し

ます。ポート番号の入力を省略した場合、既定値の 
(8080) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定でき

ます。 

パスワード Webサーバ for DPMに登録されている管理サーバ for 
DPMのパスワードを入力します。 

パスワード確認 確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.10.4. サブシステム追加 (管理サーバ for DPM (HP-UX)) 

管理サーバ for DPM (HP-UX) をサブシステムに追加します。 
 

 

 

サブシステム追加 

サブシステム種類 管理サーバ for DPM (HP-UX) を選択します。 

ホスト名 管理サーバ for DPM (HP-UX) をインストールしたサー

バのホスト名、またはIPアドレスを入力します。入力できる

文字数は63文字以内です。 

ポート 管理サーバ for DPM (HP-UX) とアクセスするポート番

号を入力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定

値の (15416) が登録されます。「1～65535」の範囲で設

定できます。 

アカウント名 管理サーバ for DPM (HP-UX) のアカウント名を入力し

ます。 

パスワード 管理サーバ for DPM (HP-UX) のパスワードを入力しま

す。 

パスワード確認 確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.10.5. サブシステム追加 (SIGMABLADE controller) 

SIGMABLADE controller をサブシステムに追加します。 
 

 

 

サブシステム追加 

サブシステム種類 SIGMABLADE controllerを選択します。 

ホスト名 SIGMABLADE controllerをインストールしたサーバのホ

スト名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数

は63文字以内です。 

ポート SIGMABLADE controllerとアクセスするポート番号を入

力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定値の 
(26320) が登録されます。 
「1～65535」の範囲で設定できます。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 

 

注： SystemProvisioning と管理サーバ for DPM を同一マシン上で運用するなどの理由で、

事前に手動で SIGMABLADE controller サーバの登録を SIGMABLADE controller クライ

アントに対して行っている場合は、サブシステム追加の際に指定する「ホスト名、ポート番号」

を、クライアントに登録済みの SIGMABLADE controller サーバの情報と一致させてください。

異なっている場合、クライアントに同じ SIGMABLADE controller サーバが重複して登録され

るため、他のソフトウェアによる SIGMABLADE controllerを利用した制御が正常に動作しな

くなる可能性があります。 
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2.10.6. サブシステム追加 (WebSAM NetvisorPro) 

NetvisorPro をサブシステムに追加します。 
 

 
 

サブシステム追加 

サブシステム種類 WebSAM NetvisorProを選択します。 

ホスト名 NetvisorProをインストールしたサーバのホスト名、または

IPアドレスを入力します。入力できる文字数は63文字以内

です。 

ポート NetvisorProとアクセスするポートを入力します。既定値は 
(52727) です。「1～65535」の範囲で設定できます。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.10.7. サブシステム追加 (スイッチブレード) 

スイッチブレードをサブシステムに追加します。 
 

 

 

サブシステム追加 

サブシステム種類 “Switchblade” を選択します。 

ホスト名 スイッチブレードをインストールしたサーバのIPアドレスを

入力します。入力できる文字数は63文字以内です。 

アカウント名 スイッチブレードのアカウント名を入力します。 

パスワード スイッチブレードのパスワードを入力します。 

パスワード確認 確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.10.8. サブシステム追加 (ストレージ管理サーバ) 

ストレージ管理サーバをサブシステムに追加します。 
 

 
 

サブシステム追加 

サブシステム種類 “iStorage Manager”、"EMC CLARiX"、もしくは "EMC 
Symmetrix" を選択します。 

ホスト名 ストレージ管理サーバのホスト名、またはIPアドレスを入

力します。入力できる文字数は63文字以内です。 

 

説明 サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11. サブシステム編集 
サブシステムの編集を行います。 
サブシステムの詳細情報の [サブシステム一覧] グループボックスから編集するサブシステ

ムの ［編集］ アイコンをクリックすると、メインウィンドウに「サブシステム編集」が表示されま

す。 
サブシステムを編集すると、編集したサブシステムの情報が自動的に収集されます。 
 

2.11.1. サブシステム編集 (VMware VirtualCenter) 

サブシステム (VMware VirtualCenter) を編集します。 
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サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。

ホスト名 VMware VirtualCenterをインストールしたサーバのホスト

名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。URLを入

力している場合、自動生成されるため入力を省略できま

す。入力できる文字数は63文字以内です。 

ポート VMware VirtualCenterとアクセスするポート番号を表示

し、編集もできます。省略した場合、既定値 (443) が登録

されます。「1～65535」の範囲で設定できます。 

URL VMware VirtualCenterのURLを表示し、編集もできます。

ホスト名を入力している場合、自動生成されるため入力を

省略できます。 

アカウント名 VMware VirtualCenterのアカウント名を表示し、編集もで

きます。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。VMware VirtualCenterの
パスワードを入力します。 

パスワード確認 [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.2. サブシステム編集 (XenEnterprise Pool Master) 

サブシステム (XenEnterprise Pool Master) を編集します。 
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サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。

ホスト名 XenEnterprise Pool Masterを構築したサーバのホスト

名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。URLを入

力している場合、自動生成されるため入力を省略できま

す。入力できる文字数は63文字以内です。 

ポート XenEnterprise Pool Masterとアクセスするポート番号を

表示し、編集もできます。省略した場合、既定値 (443) が
登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。 

URL XenEnterprise Pool MasterのURLを表示し、編集もでき

ます。ホスト名を入力している場合、自動生成されるため

入力を省略できます。 

アカウント名 XenEnterprise Pool Masterのアカウント名を表示し、編

集もできます。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。XenEnterprise Pool 
Masterのパスワードを入力します。 

パスワード確認 [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.3. サブシステム編集 (Web サーバ for DPM) 

サブシステム (Web サーバ for DPM) を編集します。 
 

 
 

サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。 

ホスト名 Webサーバ for DPMをインストールしたサーバのホスト

名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は63文字以内です。 

ポート Webサーバ for DPMとアクセスするポート番号を表示し、

編集もできます。ポート番号の入力を省略した場合、既定

値の (8080) が登録されます。「1～65535」の範囲で設

定できます。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。Webサーバ for DPMに登

録されている管理サーバ for DPMのパスワードを入力し

ます。 

パスワード確認 [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.4. サブシステム編集 (管理サーバ for DPM (HP-UX)) 

サブシステム (管理サーバ for DPM (HP-UX)) を編集します。 
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サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。 

ホスト名 管理サーバ for DPM (HP-UX) のホスト名、またはIPアド

レスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文
字以内です。 

ポート 管理サーバ for DPM (HP-UX) のポート番号を表示し、

編集もできます。ポート番号の入力を省略した場合、既定

値の (15416) が登録されます。「1～65535」の範囲で設

定できます。 

アカウント名 管理サーバ for DPM (HP-UX) のアカウント名を表示し、

編集もできます。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。管理サーバ for DPM 
(HP-UX) のパスワードを入力します。 

パスワード確認 [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.5. サブシステム編集 (SIGMABLADE controller) 

サブシステム (SIGMABLADE controller) を編集します。 
 

 
 

サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。

ホスト名 SIGMABLADE controllerをインストールしたサーバのホ

スト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力

できる文字数は63文字以内です。 

ポート SIGMABLADE controllerとアクセスするポート番号を表

示し、編集もできます。ポート番号の入力を省略した場

合、既定値の (26320) が登録されます。「1～65535」の
範囲で設定できます。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.6. サブシステム編集 (WebSAM NetvisorPro) 

サブシステム (WebSAM NetvisorPro) を編集します。 
 

 

 

サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。 

ホスト名 NetvisorProをインストールしたサーバのホスト名、または

IPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数

は63文字以内です。 

ポート NetvisorProとアクセスするポートを表示し、編集もできま

す。既定値は (52727) です。「1～65535」の範囲で設定

できます。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.7. サブシステム編集 (スイッチブレード) 

サブシステム (スイッチブレード) を編集します。 
 

 

 

サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。

ホスト名 スイッチブレードのIPアドレスを表示し、編集もできます。

入力できる文字数は63文字以内です。 

アカウント名 スイッチブレードのアカウント名を表示し、編集もできま

す。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。スイッチブレードのパスワ

ードを入力します。 

パスワード確認 [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.11.8. サブシステム編集 (ストレージ管理サーバ) 

サブシステム (ストレージ管理サーバ) を編集します。 
 

 

 

サブシステム編集 

サブシステム種類 サブシステムの種類を表示します。編集はできません。 

ホスト名 ストレージ管理サーバのホスト名、またはIPアドレスを表

示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内で

す。 

 

説明 サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力でき

る文字数は255文字以内です。 

[OK] サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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2.12. サブシステム削除 
サブシステムを削除します。 
[サブシステム一覧] グループボックスから削除するサブシステムのチェックボックスをオンに

し、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。 
 

注：  
▪ マシンを管理しているサブシステムがすべてSigmaSystemCenterから削除されると、マシ

ンがすべて SigmaSystemCenter から削除され、ユーザが設定したネットワーク情報も削除

されます。また、削除されるマシンが稼働中の場合、割り当てが解除された上で削除されま

す。 
▪ SIGMABLADE マシンを管理している DPM をサブシステムから削除する場合、稼働中の

SIGMABLADE マシンをリソースプールに戻しておく必要があります。DPM の連携が行われ

ていない場合、稼働中のマシンに対して一部の電源制御が行えなくなるため、利用中のホス

ト設定からマシンの割り当て解除が失敗します。 
▪ SystemProvisioning からサブシステム (SIGMABLADE controller) の削除を行うと、

SIGMABLADE controller クライアントから対象の SIGMABLADE controller サーバの登録

が削除されます。SystemProvisioning と管理サーバ for DPM を同一マシンで運用している

など、サブシステム (SIGMABLADE controller) の削除を行ったあとも他のソフトウェアによ

る SIGMABLADE controller を利用した制御が必要な場合は、手動で SIGMABLADE 
controller クライアントにサーバの登録を行ってください。 
▪ Windows 版のDeploymentManagerとの連携は、Webサーバ for DPMとその配下の管

理サーバ for DPMをまとめて管理しています。サブシステムから管理サーバ for DPMのみ

単独で削除できません。削除する場合、"DeploymentManager (Windows / Linux)" を選択

し、削除を行ってください。 
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2.13. [環境設定] アイコン 
SystemProvisioning の環境設定を行います。SystemProvisioning を使用する前に設定し

ておく必要があります。 
[管理] ツリーから [環境設定] アイコンをクリックすると、メインウィンドウに [全般] タブ、[通
報] タブ、[ログ] タブ、[仮想リソース] タブ、[表示] タブ、および [その他] タブで構成された

環境設定が表示されます。 
 

2.13.1. [全般] タブ 

構成情報管理が情報を収集する間隔の設定を行います。 
 

 

 

全般 

情報収集を行う SystemProvisioningで管理するシステムリソースの

構成変更情報の収集を定期的に行う場合、チェック

ボックスをオンにします。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。「1～3600」
の範囲で設定できます。 

[適用] 環境設定情報を適用します。 
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2.13.2. [通報] タブ 

障害時のメール通報設定を行います。また、SystemProvisioning が受信した通報、通報に

よるポリシーの実行結果をイベントログに登録を行います。 
 

 
 

通報 

メール通報を行います メール通報機能を利用する場合、チェックボックスを

オンにします。 

通信用メールサーバ名 送信用メールサーバ名 (IPアドレス、またはホスト

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。入力できる文字数は63文字

以内です。 

通信元メールアドレス情報 (From) 通信元メールアドレスを入力します。 

 

通信先メールアドレス情報 (To) 通知先メールアドレスを入力します。複数のアドレス

を指定する場合、”,” で区切って入力します。 

[テスト送信] 設定が正しくされているか確認をするため、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。通知先にメールが届かない場合、設定に誤りが

ないか再度確認して設定してください。 

 

通知をイベントログに書き込む SystemProvisioningが受信した通報、通報による

ポリシー実行結果をイベントログに記録する場合、

チェックボックスをオンにします。 
また、SystemProvisioningサーバ上に

ESMPRO/ServerAgentをインストールすると、

ESMPRO/ServerManagerへ通知することができま

す。 

[適用] 環境設定情報を適用します。 
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2.13.3. [ログ] タブ 

SystemProvisioning の運用ログ、デバッグログに関する設定を行います。 
 

 

 

ログ 

運用ログ設定 

 大出力件数 運用ログの 大出力件数を入力します。「1000～
100000」の範囲で設定できます。 

デバッグログ設定 

大出力サイズ デバッグログの 大出力サイズを入力します。「1～16」の
範囲で設定できます。 

 

 

取得するデバッグログレベル

の設定 
取得するデバッグログの出力レベル (詳細度) を入力し

ます。「0 (低) ～7 (高)」の範囲で設定できます。 

[適用] 環境設定情報を適用します。 
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2.13.4. [仮想リソース] タブ 

1 台の仮想マシンサーバ上で稼動可能な仮想マシンの数を設定するためのキャパシティ値、

コスト値の設定を行います。また、ESX Server の障害復旧 (Failover) 時に使用される

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

 
 

仮想リソース 

キャパシティ値 ポリシー動作にて仮想マシン移動を行う際に参照する仮

想マシンサーバのキャパシティ値の初期値を設定します。

「1～999999」の範囲で設定できます。既定値は (200) 
です。 

コスト値 ポリシー動作にて仮想マシン移動を行う際に参照する仮

想マシンのコスト値の初期値を入力します。「1～999999」
の範囲で設定できます。既定値は (10) です。 

root パスワード更新 rootパスワードを更新する場合、チェックボックスをオンに

します。 

root パスワード [rootパスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限

り、パスワードの変更ができます。 

 

root パスワード確認 [rootパスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限

り、確認のため再度同じパスワードを入力します。 

[適用] 環境設定情報を適用します。 
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2.13.5. [表示] タブ 

[監視] ビューの更新間隔の設定を行います。 
 

 

 

表示 

 ダッシュボードの更新間隔 ダッシュボードの更新間隔を入力します。「1～600」の範

囲で設定できます。既定値は (3) 分です。 

[適用] 環境設定情報を適用します。 

 



[環境設定] アイコン 
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2.13.6. [その他] タブ 

ESMPRO/ServerManager と連携するための情報を登録します。 
ESMPRO/ServerManager が ESMPRO/ServerAgentと通信するときに使用する SNMP コ

ミュニティの設定を行います。 
 

 

 

その他 

 SNMP コミュニティ名 ESMPRO/ServerManagerが管理対象マシンの

ESMPRO/ServerAgentと通信するときに使用するSNMP
コミュニティ名を入力します。既定値は (public) です。入

力できる文字数は255文字以内です。 

[適用] 環境設定情報を適用します。 
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3. システムリソース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[リソース] ビューでは、SigmaSystemCenterのマシン、ストレージ、ネットワークデバイス、ソフトウェアの管

理の説明をします。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 3.1 [リソース] ビュー ........................................................................................................ 66 
• 3.2 [マシン] アイコン ........................................................................................................ 66 
• 3.3 リソースグループ ........................................................................................................ 68 
• 3.4 リソースグループの詳細情報 ...................................................................................... 68 
• 3.5 ラック.......................................................................................................................... 72 
• 3.6 ラックの詳細情報 ....................................................................................................... 72 
• 3.7 マシンの詳細情報 ...................................................................................................... 76 
• 3.8 マシンプロパティ設定.................................................................................................. 82 
• 3.9 [ストレージ] アイコン................................................................................................... 91 
• 3.10 ストレージの詳細情報 ................................................................................................ 92 
• 3.11 [ネットワークデバイス] アイコン .................................................................................. 95 
• 3.12 スイッチの詳細情報.................................................................................................... 96 
• 3.13 ロードバランサの詳細情報 ....................................................................................... 104 
• 3.14 [ソフトウェア] アイコン .............................................................................................. 112 
• 3.15 ソフトウェアの詳細情報 ............................................................................................ 114 
• 3.16 リソースグループへのメニュー操作 ........................................................................... 120 
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3.1. [リソース] ビュー 
[リソース] ビューでは、SigmaSystemCenter のマシン、ストレージ、ネットワークデバイス、

ソフトウェアを管理することができます。 
タイトルバーの [リソース] をクリックすると、[リソース] ビューに切り替わります。 
 

 
 

3.2. [マシン] アイコン 
[マシン] アイコンは、グループ、ラックおよびマシンの管理を行います。 
[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコンをクリックすると、基本情報および管理対象

マシンの一覧が表示されます。 
 

 
 



[マシン] アイコン 
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基本情報 

 マシン マシンの定義および説明を表示します。 

マシン一覧 

表示件数 マシン一覧の表示件数を選択できます。 

(チェックボックス) マシンを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのマシンが選択されます。 

名前 管理対象マシンのマシン名を表示します。 

種別 管理対象マシンの種別を表示します。 

状態 管理対象マシンの状態を表示します。 

電源 管理対象マシンの電源状態を表示します。 

稼動グループ 管理対象マシンが稼動している運用グループを表示しま

す。 

MAC アドレス 管理対象マシンのMACアドレスを表示します。 

管理外 選択した管理対象マシンを管理外にします。 

(プルダウンボックス) 選択した管理対象マシンの操作を行います。 
起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / 指定ソフ

トウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の

解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操

作を選択できます。 

< 前のページのマシン一覧に遷移します。 

> 次のページのマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのマシン一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのマシン一覧に遷移します。 

(テキストボックス) マシン一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたマシン一覧のページに遷移

します。 
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3.3. リソースグループ 
システムリソースで管理するマシンをグループごとに分類、管理します。 
 

3.4. リソースグループの詳細情報 
リソースグループの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウ

にリソースグループの詳細情報が表示されます。 
 

 

 

基本情報 

名前 リソースグループ名を表示します。  

説明 リソースグループの説明を表示します。 

マシン一覧 

表示件数 リソースグループに登録されている管理対象マシンの表

示件数を選択できます。 

(チェックボックス) 管理対象マシンを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべての管理対象マシンが選択されます。 

名前 リソースグループに登録されている管理対象マシンのマシ

ン名を表示します。 

種別 管理対象マシンの種別を表示します。 

状態 管理対象マシンの状態を表示します。 

電源 管理対象マシンの電源状態を表示します。 

稼動グループ 管理対象マシンが稼動している運用グループを表示しま

す。 

MAC アドレス 管理対象マシンのMACアドレスを表示します。 

管理外 選択した管理対象マシンを管理外にします。 

 

(プルダウンボックス) 選択した管理対象マシンの操作を行います。 
起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / 指定ソフ

トウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の

解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操

作を選択できます。 
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< 前のページのマシン一覧に遷移します。 

> 次のページのマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのマシン一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのマシン一覧に遷移します。 

(テキストボックス) マシン一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたマシン一覧のページに遷移

します。 

 

3.4.1. リソースグループ追加 

リソースグループの追加を行います。 
[マシン] アイコンの直下、またはリソースグループの配下にリソースグループを追加できま

す。 
[設定] メニューから [グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が

表示されます。 
 

注： 同一の階層では、グループおよびラックの名前は重複できません。 

 

 

 

グループ追加 

名前 

(入力必須) 

リソースグループ名を入力します。入力できる文字数は

100文字以内です。”¥”、”/”、”:”、”.”、”;”、”*”、”?”、”<”、
">”、”|” は入力できません。 

 

説明 リソースグループの説明を入力します。入力できる文字数

は255文字以内です。 

[OK] リソースグループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻

ります。 

[キャンセル] リソースグループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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3.4.2. リソースグループ編集 

リソースグループの編集を行います。 
[システムリソース] ツリーから編集するリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィン

ドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ編集] をク

リックすると、メインウィンドウに「グループ編集」が表示されます。 
 

注： 同一の階層では、グループおよびラックの名前は重複できません。 

 

 
 

グループ編集 

名前 

(入力必須) 

リソースグループ名を表示し、編集もできます。入力できる

文字数は100文字以内です。 
”¥”、”/”、”:”、”.”、”;”、”*”、”?”、”<”、">”、”|” は入力できませ

ん。 

 

説明 リソースグループの説明を表示し、編集もできます。入力

できる文字数は255文字以内です。 

[OK] リソースグループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻

ります。 

[キャンセル] リソースグループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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3.4.3. リソースグループ移動 

リソースグループの移動を行います。 
リソースグループを [マシン] アイコンの直下、または他のリソースグループの配下に移動し

ます。 
[システムリソース] ツリーから移動を行うリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィ

ンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ移動] を
クリックすると、メインウィンドウに「リソース移動」が表示されます。 
 

 

 

リソース移動 

移動元 移動元の親リソースグループ名、または ”マシン” を表示

します。 
 

移動先 ツリーから移動先のリソースグループ、または [マシン] ア
イコンを選択します。 

[OK] リソースグループ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻

ります。 

[キャンセル] リソースグループ移動情報を保存せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 

 

3.4.4. リソースグループ削除 

リソースグループを削除します。 
[システムリソース] ツリーから削除を行うリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィ

ンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ削除] を
クリックすると、削除されます。 
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3.5. ラック 
システムリソースで管理するマシンをラックごとに分類、管理します。 
 

3.6. ラックの詳細情報 
ラックの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーからラックのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにラックの詳

細情報が表示されます。 
 

 

 

基本情報 

名前 ラック名を表示します。  

説明 ラックの説明を表示します。 

マシン一覧 

表示件数 ラックに登録されている管理対象マシンの表示件数を選

択します。 

(チェックボックス) 管理対象マシンを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべての管理対象マシンが選択されます。 

名前 ラックに登録されている管理対象マシンのマシン名を表示

します。 

種別 管理対象マシンの種別を表示します。 

状態 管理対象マシンの状態を表示します。 

電源 管理対象マシンの電源状態を表示します。 

稼動グループ 管理対象マシンが稼動している運用グループを表示しま

す。 

MAC アドレス 管理対象マシンのMACアドレスを表示します。 

 

管理外 選択した管理対象マシンを管理外にします。 
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(プルダウンボックス) 選択した管理対象マシンの操作を行います。 
起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / 指定ソフ

トウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の

解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操

作を選択できます。 

< 前のページのマシン一覧に遷移します。 

> 次のページのマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのマシン一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのマシン一覧に遷移します。 

(テキストボックス) マシン一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたマシン一覧のページに遷移

します。 

 

3.6.1. ラック追加 

ラックの追加を行います。 
[マシン] アイコンの直下、またはリソースグループの配下にラックを追加できます。 
[設定] メニューから [ラック追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ラック追加」が表示さ

れます。 
 

注： 同一の階層では、グループおよびラックの名前は重複できません。 

 

 
 

ラック追加 

名前 

(入力必須) 

ラック名を入力します。入力できる文字数は100文字以内

です。 
 

説明 ラックの説明を入力します。入力できる文字数は255文字

以内です。 

[OK] ラック追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ラック追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。
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3.6.2. ラック編集 

ラックの編集を行います。 
[システムリソース] ツリーから編集を行うラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにラッ

クの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ラック編集] をクリックすると、メインウィン

ドウに「ラック編集」が表示されます。 
 

注： 同一の階層では、グループおよびラックの名前は重複できません。 

 

 
 

ラック編集 

名前 

(入力必須) 

ラック名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

100文字以内です。 
 

説明 ラックの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は255文字以内です。 

[OK] ラック編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ラック編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。 
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3.6.3. ラック移動 

ラックの移動を行います。 
ラックを他のリソースグループの配下、または [マシン] アイコンの直下に移動します。 
[システムリソース] ツリーから移動を行うラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにラッ

クの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ラック移動] をクリックすると、メインウィン

ドウに「リソース移動」が表示されます。 
 

 

 

リソース移動 

移動元 移動元の親リソースグループ名、または ”マシン” を表示

します。 
 

移動先 ツリーから移動先のリソースグループ、または [マシン] ア
イコンを選択します。 

[OK] ラック移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ラック移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

 

3.6.4. ラック削除 

ラックを削除します。 
[システムリソース] ツリーから削除を行うラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにラッ

クの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ラック削除] をクリックすると、削除されま

す。 
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3.7. マシンの詳細情報 
マシンの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにマ

シンの詳細情報が表示されます。 
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基本情報 

名前 マシン名を表示します。 

UUID マシンのUUIDを表示します。 

MAC アドレス マシンのMACアドレスを表示します。 

モデル名 マシンが所属しているモデル名を表示します。 

種別 マシンの種別を表示します。 

位置情報 マシンの位置情報を表示します。 

 

説明 マシンの説明を表示します。 

マシンステータス情報 

サマリーステータス マシンのサマリステータスを表示します。 

電源状態 マシンの電源状態を表示します。 

稼動ステータス マシンの稼動ステータスを表示します。 

OS ステータス マシンのOSステータスを表示します。 

ハードウェアステータス マシンのハードウェアステータスを表示します。 

実行ステータス マシンの実行ステータスを表示します。 

ポリシー状態 マシンのポリシー状態を表示します。 

管理状態 マシンの管理状態を表示します。 

 

メンテナンスステータス マシンのメンテナンスステータスを表示します。 

ハードウェア情報 

CPU 種別 マシンのCPU種別を表示します。 

プロセッサ マシンのプロセッサを表示します。 

 

メモリサイズ マシンのメモリサイズを表示します。 

運用情報 

稼動グループ マシンを運用している稼動グループを表示します。 

ホスト名 マシンを運用しているホスト名を表示します。 

OS 名 マシンを運用しているOS名を表示します。 

リソースプール マシンを運用しているリソースプールを表示します。 

 

仮想パス マシンの種別が仮想マシンもしくは、仮想マシンサーバの

場合に仮想パスを表示します。 

 



3 システムリソース 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
78 

 

3.7.1. マシン登録 

管理外のマシンをグループもしくはラックに登録します。 
[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコンをクリックし、メインウィンドウに基本情報お

よび [マシン一覧] グループボックスを表示します。［設定］ メニューから [マシン登録] をク

リックし、メインウィンドウに「マシン登録」が表示されます。 
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マシン登録 

管理外のマシン一覧 

表示件数 管理外のマシンの表示件数を選択します。 

(チェックボックス) 管理外のマシンを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべての管理外のマシンが選択されます。

名前 管理外のマシン名を表示します。 

種別 管理外のマシンの種別を表示します。 

状態 管理外のマシンの状態を表示します。 

電源 管理外のマシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス 管理外のマシンのMACアドレスを表示します。 

UUID 管理外のマシンのUUIDを表示します。 

< 前のページの管理外のマシン一覧に遷移します。 

> 次のページの管理外のマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページの管理外のマシン一覧に遷移します。 

>> 末尾ページの管理外のマシン一覧に遷移します。 

(テキストボックス) 管理外のマシン一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定された管理外のマシン一覧のペー

ジに遷移します。 

 

 

親のリソース 親のリソースを選択します。 

[OK] マシン登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] マシン登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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3.7.2. マシン移動 

マシン移動を行います。 
マシンを他のリソースグループ、もしくはラックに移動します。 
[システムリソース] ツリーから移動を行うマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマ

シンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [マシン移動] をクリックすると、メインウ

ィンドウに「リソース移動」が表示されます。 
 

 

 

リソース移動 

移動元 移動元のリソースグループ、またはラックを表示します。  

移動先 ツリーより移動先のリソースグループ、またはラックを選択

します。 

[OK] マシン移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] マシン移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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3.7.3. マシン管理外 

管理対象マシンを管理外にします。 
[システムリソース] ツリーから管理外にするマシンが所属するグループのアイコンおよび 
[マシン] アイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報および基本情

報および [マシン一覧] グループボックスを表示します。[マシン一覧] グループボックスから管理

外にするマシンを選択し、[アクション] メニューから [管理外] をクリックすると、管理外になりま

す。 
もしくは、[システムリソース] ツリーから管理外にするマシンのアイコンをクリックし、メインウ

ィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [管理外] をクリックすると、

管理外になります。 
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3.8. マシンプロパティ設定 
マシンプロパティの表示、設定を行います。 
[システムリソース] ツリーからマシンプロパティの設定を行うマシンのアイコンをクリックし、メ

インウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [プロパティ] をクリッ

クすると、メインウィンドウに [全般] タブ、[ネットワーク] タブ、[ストレージ] タブ、[ソフトウェ

ア] タブ、[配布済みソフトウェア] タブで構成されたマシンプロパティ設定が表示されます。た

だし、マシンの種別が仮想マシンの場合、[ネットワーク] タブ、[ストレージ] タブは表示され

ません。 
 

3.8.1. [全般] タブ 

マシン全般に関する情報の表示、設定を行います。 
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全般 

マシン名 マシン名を表示します。編集はできません。 

モデル名 モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

100文字以内です。 

UUID UUIDを表示します。編集はできません。 

種別 マシンの種別を表示します。編集はできません。 

スロット番号 スロット番号を表示します。編集はできません。 

ロケーション ロケーションを表示し、編集もできます。入力できる文字数

は100文字以内です。マシンの種別が仮想マシンの場合、

編集はできません。 

タグ タグ (キーワード) を表示し、編集もできます。 

説明 マシンの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は255文字以内です。 

 

モデル名の自動更新 モデル名の自動更新を禁止する場合、チェックボックスを

オフにします。 

[適用] マシンプロパティ設定情報を適用します。 

[キャンセル] マシンプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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3.8.2. [ネットワーク] タブ 

ネットワークに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

ネットワーク 

NIC 一覧 

(チェックボックス) NIC情報を選択します。1行目のチェックボックスをオンに

すると、すべてのNIC情報が選択されます。 

NIC 番号 NIC番号を表示します。 

MAC アドレス MACアドレスを表示します。 

スイッチ スイッチを表示します。 

ポート ポートを表示します。 

編集 NIC情報を編集します。[NIC一覧] グループボックスの下

部に [NIC設定] グループボックスが表示されます。 

追加 NIC情報を追加します。[NIC一覧] グループボックスの下

部に [NIC設定] グループボックスが表示されます。 

 

削除 選択したNIC情報を [NIC一覧] グループボックスから削

除します。NIC番号1のNICは削除できません。スイッチの

ポートを ”設定なし” に変更した場合、またはスイッチのポ

ートが設定されているNICを削除した場合、スイッチブレー

ドに接続しているマシンの電源が入っている状態でマシン

の収集とスイッチの収集が再度実行されるとNICとスイッ

チのポートの設定が再度関連付けされます。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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[追加]、もしくは対象の NIC の [編集] アイコンをクリックすると、[NIC 一覧] グループボック

スの下部に [NIC 設定] グループボックスが表示されます。 
 

 

 

NIC 設定 

NIC 番号 NIC番号を選択します。NIC番号1以外の変更を行うこと

ができます。 

MAC アドレス MACアドレスを入力します。入力できる文字は半角英数

字のみです。入力は (XX:XX:XX:XX:XX:XX) 形式で入

力します。編集時は、MACアドレスの編集はできません。

スイッチ スイッチを選択します。 

 

ポート ポートを選択します。 

[OK] NIC設定情報を保存し、[NIC一覧] グループボックスに表

示します。 

[キャンセル] NIC設定情報を保存せずに、[NIC設定] グループボックス

を閉じます。 
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3.8.3. [ストレージ] タブ 

ストレージに関する情報の表示、設定を行います。 
 

注：  
▪ マシンに HBA を追加するためにはストレージ管理ソフトウェアとの連携および収集が必要

です。 
▪ ストレージ管理ソフトウェアでストレージの設定を変更したときは、必ず

SystemProvisioning の [システムリソース] ツリーの [操作] メニューから [収集] をクリッ

クし、収集が行ってください。 

 

 

 

ストレージ 

ストレージ情報 

(チェックボックス) ストレージ情報を選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべてのストレージ情報が選択されます。 

HBA 番号 HBA番号を表示します。 

アドレス アドレスを表示します。 

接続先 接続先を表示します。 

編集 ストレージ情報を編集します。[ストレージ情報] グループ

ボックスの下部に [HBA設定] グループボックスが表示さ

れます。 

追加 ストレージ情報を追加します。[ストレージ情報] グループ

ボックスの下部に [HBA設定] グループボックスが表示さ

れます。 

 

削除 選択したHBA情報を [ストレージ情報] グループボックス

から削除します。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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[追加]、もしくは対象 HBA の [編集] アイコンをクリックすると、[ストレージ情報] グループボ

ックスの下部に [HBA 設定] グループボックスが表示されます。 
 

 

 

HBA 設定 

HBA 番号 

(入力必須) 

HBA番号を入力します。「0～9999」の範囲で設定できま

す。 

アドレス 

(選択必須) 

アドレスを選択します。編集時は、アドレスの編集はできま

せん。 

 

接続先 接続先を表示します。編集はできません。 

[OK] HBA設定情報を保存し、[ストレージ情報] グループボック

スに表示します。 

[キャンセル] HBA設定情報を保存せずに、[HBA設定] グループボック

スを閉じます。 
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3.8.4. [ソフトウェア] タブ 

ソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

ソフトウェア 

ソフトウェア一覧 

ソフトウェアの種類 ソフトウェアの種類を、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・グループ配布後から選択します。 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

ソフトウェア ソフトウェア名を表示します。 

[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

追加 ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボ

ックス下部に [ソフトウェア追加] グループボックスを表示

します。 

 

削除 選択したソフトウェアを [ソフトウェア一覧] グループボック

スから削除します。 

[適用] マシンプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] マシンプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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[追加] をクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [ソフトウェア追加] グ
ループボックスが表示されます。 
 

 

 

ソフトウェア追加 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 
 

ソフトウェア ソフトウェア名を表示します。 

[OK] ソフトウェア追加情報を保存し、[ソフトウェア一覧] グルー

プボックスに表示します。 

[キャンセル] ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グ
ループボックスを閉じます。 
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3.8.5. [配布済みソフトウェア] タブ 

配布済みソフトウェアに関する情報を表示します。 
 

 

 

配布済みソフトウェア 

配布済みソフトウェア一覧 

配布済みソフトウェア 配布済みソフトウェア名を表示します。 

サブシステム名 サブシステム上でのソフトウェア名を表示します。 

 

登録日 サブシステム上でのソフトウェア登録日を表示します。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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3.9. [ストレージ] アイコン 
[ストレージ] アイコンは、ストレージの管理を行います。 
［システムリソース］ ツリーから [ストレージ] アイコンをクリックすると、[ディスクボリューム

一覧] グループボックスが表示されます。 
 

 
 

ディスクボリューム一覧 

表示件数 ディスクボリュームの表示件数を選択します。 

(チェックボックス) ディスクボリュームを選択します。1行目のチェックボックス

をオンにすると、すべてのディスクボリュームが選択されま

す。 

名前 ディスクボリューム名を表示します。 

ディスクアレイ名 ディスクアレイ名を表示します。 

番号 ディスクアレイの番号を表示します。 

共有状態 共有 / 非共有状態を表示します。 

使用状況 ディスクボリュームの使用状況を表示します。 

共有 ディスクボリュームを共有可能にします。 

非共有 ディスクボリュームを共有不可にします。 

解除 選択したディスクボリュームを解除します。 

< 前のページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

> 次のページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ディスクボリューム一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたディスクボリューム一覧のペ

ージに遷移します。 
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3.10. ストレージの詳細情報 
ストレージの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックすると、メインウィンドウ

にストレージの詳細情報が表示されます。 
 

 

 

基本情報 

名前 ストレージ名を表示します。 

タイプ ストレージの種類を表示します。 

 

番号 ストレージの番号を表示します。 

ディスクボリューム一覧 

表示件数 ディスクボリューム一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) ディスクボリュームを選択します。1行目のチェックボックス

をオンにすると、すべてのディスクボリュームが選択されま

す。 

名前 ディスクボリューム名を表示します。 

番号 ディスクボリュームの番号を表示します。 

共有状態 ディスクボリュームの共有状態を表示します。 

使用状況 ディスクボリュームの使用状況を表示します。 

共有 ディスクボリュームを共有可能にします。 

非共有 ディスクボリュームを共有不可にします。 

解除 選択したディスクボリュームを解除します。 

< 前のページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

 

> 次のページのディスクボリューム一覧に遷移します。 
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<< 先頭ページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのディスクボリューム一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ディスクボリューム一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたディスクボリューム一覧のペ

ージに遷移します。 
 

3.10.1. ディスクアレイとディスクボリューム登録 

ディスクアレイとディスクボリュームの登録を行います。 
[システムリソース] ツリーから [ストレージ] アイコンをクリックし、メインウィンドウにストレー

ジの詳細情報を表示します。［設定］ メニューから [ディスクアレイとディスクボリューム登録] 
をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイとディスクボリュームを登録」が表示され

ます。 
 

 

 

ディスクアレイとディスクボリューム登録 

 ストレージ ツリーからディスクアレイ、またはディスクボリュームを選

択します。 

[OK] ディスクアレイとディスクボリューム登録情報を保存し、元

のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ディスクアレイとディスクボリューム登録情報を保存せず

に、元のウィンドウに戻ります。 
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3.10.2. ディスクボリューム共有 

ディスクボリュームを共有可能にします。 
[システムリソース] ツリーから [ストレージ] アイコンをクリックし、メインウィンドウにストレー

ジの詳細情報を表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから共有にするディ

スクボリュームを選択し、[アクション] メニューから [共有] をクリックすると、ディスクボリュ

ームが共有可能になります。 
 

3.10.3. ディスクボリューム非共有 

ディスクボリュームを非共有にします。 
[システムリソース] ツリーから [ストレージ] アイコンをクリックし、メインウィンドウにストレー

ジの詳細情報を表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから非共有にする

ディスクボリュームを選択し、[アクション] メニューから [非共有] をクリックすると、ディスク

ボリュームが非共有になります。 
 

3.10.4. ディスクボリューム解除 

ディスクボリュームを解除します。 
[システムリソース] ツリーから [ストレージ] アイコンをクリックし、メインウィンドウにストレー

ジの詳細情報を表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから解除するディス

クボリュームを選択し、[アクション] メニューから [解除] をクリックすると、解除されます。 
 

3.10.5. ストレージ解除 

ストレージを解除します。 
[システムリソース] ツリーから解除するストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウに

ストレージの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ディスクアレイ解除] をクリックす

ると、解除されます。 
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3.11. [ネットワークデバイス] アイコン 
[ネットワークデバイス] アイコンは、スイッチ、スイッチブレードおよびロードバランサの管理

を行います。 
［システムリソース］ ツリーから [ネットワークデバイス] アイコンをクリックすると、[ネットワー

クデバイス一覧] グループボックスが表示されます。 
 

 

 

ネットワークデバイス一覧 

表示件数 ネットワークデバイス一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) ネットワークデバイスを選択します。1行目のチェックボック

スをオンにすると、すべてのネットワークデバイスが選択さ

れます。 

名前 ネットワークデバイス名およびアイコンを表示します。 

種別 ネットワークデバイスの種別を表示します。 

IP アドレス ネットワークデバイスのIPアドレスを表示します。 

製品名 ネットワークデバイスの製品名を表示します。 

編集 ネットワークデバイス情報の編集を行います。 

解除 ネットワークデバイスを操作できないようにします。 

< 前のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

> 次のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ネットワークデバイス一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたネットワークデバイス一覧の

ページに遷移します。 
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3.12. スイッチの詳細情報 
スイッチの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーから対象のスイッチのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに

スイッチの詳細情報が表示されます。 
 

 

 

基本情報 

名前 スイッチ名を表示します。 

種別 スイッチの種別を表示します。 

IP アドレス スイッチのIPアドレスを表示します。 

製品名 スイッチの製品名を表示します。 

 

説明 スイッチの説明を表示します。 

VLAN 一覧 

(チェックボックス) VLANを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのVLANが選択されます。 

VLAN ID VLAN IDを表示します。 

VLAN 名 VLAN名を表示します。 

ポート VLANのポートを表示します。 

接続マシン VLANに接続するマシンを表示します。 

編集 VLAN情報の編集を行います。「VLAN編集」ウィンドウに

遷移します。 

 

VLAN 削除 選択したVLANを削除します。 
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3.12.1. スイッチ登録 

スイッチの登録を行います。 
[システムリソース] ツリーから [ネットワークデバイス] アイコンをクリックし、メインウィンドウ

に [ネットワークデバイス一覧] グループボックスを表示します。［設定］ メニューから [スイ

ッチ登録] をクリックすると、メインウィンドウに「スイッチ登録」が表示されます。 
 

 
 

スイッチ登録 

ネットワークデバイス一覧 

表示件数 ネットワークデバイス一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) スイッチを選択します。1行目のチェックボックスをオンに

すると、すべてのスイッチが選択されます。 

名前 スイッチ名を表示します。 

IP アドレス IPアドレスを表示します。 

< 前のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

> 次のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ネットワークデバイス一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたネットワークデバイス一覧の

ページに遷移します。 

[OK] スイッチ登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

 

[キャンセル] スイッチ登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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3.12.2. スイッチ編集 

スイッチの編集を行います。 
[システムリソース] ツリーから編集を行うスイッチのアイコンをクリックし、メインウィンドウに

スイッチの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スイッチ編集] をクリックすると、メ

インウィンドウに「スイッチ編集」が表示されます。 
 

 
 

スイッチ編集 

名前 スイッチ名を表示します。編集はできません。 

種別 スイッチの種別を表示します。編集はできません。 

IP アドレス IPアドレスを表示します。編集はできません。 

製品名 製品名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

100文字以内です。 

 

説明 スイッチの説明を表示し、編集もできます。入力できる文

字数は255文字以内です。 

[OK] スイッチ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] スイッチ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 

 

3.12.3. スイッチ解除 

スイッチの解除を行います。 
[システムリソース] ツリーから解除を行うスイッチのアイコンをクリックし、メインウィンドウに

スイッチの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スイッチ解除] をクリックすると、解

除されます。 
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3.12.4. スイッチブレード登録 

スイッチブレードの登録を行います。 
[システムリソース] ツリーから [ネットワークデバイス] アイコンをクリックし、メインウィンドウ

に [ネットワークデバイス一覧] グループボックスを表示します。［設定］ メニューから [スイ

ッチブレード登録] をクリックすると、メインウィンドウに「スイッチブレード登録」が表示されま

す。 
 

 
 

スイッチブレード登録 

ネットワークデバイス一覧 

表示件数 ネットワークデバイス一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) スイッチブレードを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべてのスイッチブレードが選択されます。

名前 スイッチブレード名を表示します。 

IP アドレス IPアドレスを表示します。 

< 前のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

> 次のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ネットワークデバイス一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたネットワークデバイス一覧の

ページに遷移します。 

[OK] スイッチブレード登録情報を保存し、元のウィンドウに戻り

ます。 

 

[キャンセル] スイッチブレード登録情報を保存せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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3.12.5. VLAN 追加 

スイッチ、スイッチブレードに VLAN の登録と、スイッチ間を接続するポート、外部ネットワー

クに接続するポートを VLAN に登録します。 
[システムリソース] ツリーからVLANの追加を行うスイッチおよびスイッチブレードのアイコン

をクリックし、メインウィンドウに詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VLAN 追加] 
をクリックすると、メインウィンドウに「VLAN 追加」が表示されます。 
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VLAN 追加 

名前 VLAN名を入力します。入力できる文字・文字数は、スイッ

チ、スイッチブレードで異なります。スイッチの場合、入力

できる文字は半角英数および半角記号 (“¥”、“/”、“:”、“*”、
“?”、“<”、“>”、“|”、” ' “、” " “ を除く)、文字数は256文字以

内です。スイッチブレードの場合、入力できる文字は半角

英数および半角記号 (“?” スペースを除く)、文字数は半

角40文字以内です。 

VLAN ID VLAN IDを入力します。スイッチの場合、VLAN IDに有効

な数値は装置によって異なります。スイッチブレードの場

合、「2～4094」の範囲で設定できます。 

説明 VLANの説明を入力します。入力できる文字数は255文字

以内です。 

ポート一覧 

(チェックボックス) ポートを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのポートが選択されます。 

 

 

ポート ポートを表示します。 

[OK] VLAN追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] VLAN追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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3.12.6. VLAN 編集 

スイッチ、スイッチブレードに登録されている VLAN と、VLAN に登録されているスイッチ間を

接続するポート、外部ネットワークに接続するポートを編集します。 
[システムリソース] ツリーからVLANの編集を行うスイッチおよびスイッチブレードのアイコン

をクリックし、メインウィンドウに詳細情報を表示します。[VLAN 一覧] グループボックスから

対象の VLAN の [編集] アイコンをクリックすると、メインウィンドウに「VLAN 編集」が表示さ

れます。 
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VLAN 編集 

名前 VLAN名を表示し、編集もできます。入力できる文字・文字

数は、スイッチ、スイッチブレードで異なります。スイッチの

場合、入力できる文字は半角英数および半角記号 (“¥”、
“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、” ' “、” " “ を除く)、文字数は

256文字以内です。スイッチブレードの場合、入力できる

文字は半角英数および半角記号 (“?”、スペースを除く)、
文字数は半角40文字以内です。 

VLAN ID VLAN IDを表示し、編集もできます。スイッチの場合、

VLAN IDに有効な数値は装置によって異なります。スイッ

チブレードの場合、「2～4094」の範囲で設定できます。 

説明 VLANの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は255文字以内です。 

ポート一覧 

(チェックボックス) ポートを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのポートが選択されます。 

 

 

ポート ポートを表示します。 

[OK] VLAN編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] VLAN編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 

 

3.12.7. VLAN 削除 

VLAN の削除を行います。 
[システムリソース] ツリーからVLANの削除を行うスイッチおよびスイッチブレードのアイコン

をクリックし、メインウィンドウに詳細情報を表示します。削除する VLAN のチェックボックスを

オンにし、[VLAN 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [VLAN 削除] をクリ

ックすると、削除されます。 
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3.13. ロードバランサの詳細情報 
ロードバランサの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーから対象のロードバランサのアイコンをクリックすると、メインウィン

ドウにロードバランサの詳細情報を表示します。 
 

 
 

基本情報 

名前 ロードバランサ名を表示します。 

種別 ロードバランサの種別を表示します。 

IP アドレス ロードバランサのIPアドレスを表示します。 

製品名 ロードバランサの製品名を表示します。 

 

説明 ロードバランサの説明を表示します。 

ロードバランサグループ一覧 

(チェックボックス) ロードバランサグループを選択します。1行目のチェックボ

ックスをオンにすると、すべてのロードバランサグループが

選択されます。 

仮想サーバ 仮想サーバ名を表示します。 

IP アドレス 仮想サーバのIPアドレスを表示します。 

ポート 仮想サーバのポートを表示します。 

リアルサーバ リアルサーバのネットワークアドレスを表示します。 

RS ポート リアルサーバのRSポートを表示します。 

編集 ロードバランサグループの編集を行います。「ロードバラン

サグループ編集」ウィンドウに遷移します。 

 

削除 選択したロードバランサグループを削除します。 
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3.13.1. ロードバランサ登録 

ロードバランサの登録を行います。 
[システムリソース] ツリーから [ネットワークデバイス] アイコンをクリックし、メインウィンドウ

に [ネットワークデバイス一覧] グループボックスを表示します。［設定］ メニューから [ロー

ドバランサ登録] をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサ登録」が表示されます。 
 

 

 

ロードバランサ登録 

ネットワークデバイス一覧 

表示件数 ロードバランサ一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) ロードバランサを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべてのロードバランサが選択されます。 

名前 ロードバランサ名を表示します。 

IP アドレス ロードバランサのIPアドレスを表示します。 

< 前のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

> 次のページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのネットワークデバイス一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ネットワークデバイス一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたネットワークデバイス一覧の

ページに遷移します。 

[OK] ロードバランサ登録情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

 

[キャンセル] ロードバランサ登録情報を保存せずに、元のウィンドウに

戻ります。 
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3.13.2. ロードバランサ編集 

ロードバランサの編集を行います。 
[システムリソース] ツリーから編集を行うロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィン

ドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ロードバランサ編集] 
をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサ編集」が表示されます。 
 

 
 

ロードバランサ編集 

名前 ロードバランサ名を表示します。編集はできません。 

種別 ロードバランサの種別を表示します。編集はできません。 

IP アドレス ロードバランサのIPアドレスを表示します。編集はできません。 

製品名 ロードバランサの製品名を入力します。入力できる文字数は100
文字以内です。 

 

説明 ロードバランサの説明を表示し、編集もできます。 

[OK] ロードバランサ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] ロードバランサ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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3.13.3. ロードバランサ解除 

ロードバランサの解除を行います。 
[システムリソース] ツリーから解除を行うロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィン

ドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ロードバランサ解除] 
をクリックすると、解除されます。 
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3.13.4. ロードバランサグループ追加 

ロードバランサグループの追加を行います。 
[システムリソース] ツリーからロードバランサグループを追加する対象のロードバランサのア

イコンをクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[設定] メニュ

ーから [LB グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサグループ追

加」が表示されます。 
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ロードバランサグループ追加 

名前 ロードバランサグループ名を入力します。入力できる文字

は半角英数および半角記号 (“¥”、“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、
“>”、”|”、” ' “、” " “ を除く)、文字数は256文字以内です。 

説明 ロードバランサグループの説明を入力します。入力できる

文字数は255文字以内です。 

仮想サーバ 

IP アドレス 

(入力必須) 

仮想サーバのIPアドレスを入力します。 

ポート番号 

(入力必須) 

仮想サーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範

囲で設定できます。 

負荷分散方式 仮想サーバの負荷分散方式を選択します。使用する装置

により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。 

セッション管理方式 仮想サーバのセッション管理方式を選択します。使用する

装置によりセッション管理方式で選択できる項目が変わり

ます。 

クッキー 仮想サーバのセッション管理方式が、”Cookie” の場合、

クッキーを入力します。入力できる文字はアルファベットで

始まる英数字と半角記号 (“.”、“-“、”_”）、文字数は256文
字以内です。 

 

プロトコル 仮想サーバのプロトコルを選択します。 

リアルサーバ 

ネットワークアドレス 

(入力必須) 

リアルサーバのネットワークアドレスを入力します。 

サブネットマスク 

(入力必須) 

リアルサーバのサブネットマスクを入力します。 

ポート番号 

(入力必須) 

リアルサーバのポート番号を入力します。「1～65535」の
範囲で設定できます。 

 

 

重み リアルサーバの重みを入力します。[仮想サーバ] グルー

プボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスが 
“Weight” の場合、重みを入力します。「0～65000」の範

囲で設定できます。 

[OK] ロードバランサグループ追加情報を保存し、元のウィンド

ウに戻ります。 

[キャンセル] ロードバランサグループ追加情報を保存せずに、元のウィ

ンドウに戻ります。 
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3.13.5. ロードバランサグループ編集 

ロードバランサグループの編集を行います。 
[システムリソース] ツリーからロードバランサグループを編集するロードバランサのアイコン

をクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[ロードバランサグ

ループ一覧] グループボックスから対象の [編集] アイコンをクリックすると、メインウィンドウ

に「ロードバランサグループ編集」が表示されます。 
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ロードバランサグループ編集 

名前 ロードバランサグループ名を表示し、編集もできます。入

力できる文字は半角英数および半角記号 (“¥”、“/”、“:”、
“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、” ' “、” " “ を除く)、文字数は256文字

以内です。 

説明 ロードバランサグループの説明を表示し、編集もできま

す。 

仮想サーバ 

IP アドレス 仮想サーバのIPアドレスを表示し、編集もできます。 

ポート番号 仮想サーバのポート番号を表示し、編集もできます。 

負荷分散方式 仮想サーバの負荷分散方式を表示し、変更もできます。

使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変

わります。 

セッション管理方式 仮想サーバのセッション管理方式を表示し、変更もできま

す。使用する装置によりセッション管理方式で選択できる

項目が変わります。 

クッキー 仮想サーバのセッション管理方式が、”Cookie” の場合、

クッキーを表示し、変更もできます。入力できる文字はア

ルファベットで始まる英数字と半角記号 (“.”、“-“、”_” ）、
文字数は256文字以内です。 

 

プロトコル 仮想サーバのプロトコルを表示し、変更もできます。 

リアルサーバ 

ネットワークアドレス リアルサーバのネットワークアドレスを表示し、編集もでき

ます。 

サブネットマスク リアルサーバのサブネットマスクを表示し、編集もできま

す。 

ポート番号 リアルサーバのポート番号を表示し、編集もできます。 

 

 

重み リアルサーバの重みを表示し、編集もできます。 

[OK] ロードバランサグループ編集情報を保存し、元のウィンド

ウに戻ります。 

[キャンセル] ロードバランサグループ編集情報を保存せずに、元のウィ

ンドウに戻ります。 

 

3.13.6. ロードバランサグループ削除 

ロードバランサグループの削除を行います。 
[システムリソース] ツリーから削除を行うロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィン

ドウにロードバランサの詳細情報を表示します。削除するロードバランサグループのチェック

ボックスをオンにし、[ロードバランサグループ一覧] グループボックスの [アクション] メニュ

ーから [削除] をクリックすると、削除されます。 
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3.14. [ソフトウェア] アイコン 
[ソフトウェア] アイコンは、ソフトウェアの管理を行います。 
[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] アイコンをクリックすると、基本情報および [ソ
フトウェア一覧] グループボックスが表示されます。 
表示されるソフトウェアは、DeploymentManager のシナリオ、ローカルスクリプト、仮想マシ

ンのテンプレートの 3 種類があります。 
DeploymentManager のシナリオ、仮想マシンのテンプレート情報は、[管理] ビューのサブ

システムの詳細情報で該当するサブシステムを選択し、[アクション] メニューから [収集] を
クリックすると更新されます。 
ローカルスクリプトを含むすべてのソフトウェア情報を更新する場合、[管理] ビューの [操作] 
メニューから [収集] をクリックして更新します。 
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基本情報 ソフトウェアの定義および説明を表示します。 

ソフトウェア一覧 

表示件数 ソフトウェア一覧の表示件数を選択します。 

ソフトウェア ソフトウェア名を表示します。 

< 前のページのソフトウェア一覧に遷移します。 

> 次のページのソフトウェア一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのソフトウェア一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのソフトウェア一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ソフトウェア一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたソフトウェア一覧のページに

遷移します。 
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3.15. ソフトウェアの詳細情報 
ソフトウェアの詳細情報を表示します。 
[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] アイコンをクリックし、[ソフトウェア一覧] グル

ープボックスに表示されるソフトウェア名、もしくは[システムリソース] ツリーから対象のソフト

ウェアのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにソフトウェアの詳細情報が表示されま

す。 
 

 シナリオ、ローカルスクリプトの場合 
 

 
 

基本情報 

ソフトウェア名 ソフトウェア名を表示します。 

登録日時 ソフトウェアの登録、もしくは更新日時を表示します。 

シナリオ名 サブシステム内で管理されているシナリオ名、またはロー

カルスクリプト名を表示します。 

 

説明 ソフトウェアの説明を表示します。 

 

 テンプレートの場合 
[所有者]、[組織名]、[タイムゾーン]、[プロダクトキー]、[ライセンスモード]、[ 大コネクシ

ョン数] は、Windows の場合のみ表示します。 
 

＜Windows の場合＞ 
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＜Windows 以外の場合＞ 

 
 

基本情報 

テンプレート名 テンプレート名を表示します。 

作成日時 テンプレートの作成、もしくは編集日時を表示します。 

VMS の名前 仮想マシンサーバの名前を表示します。 

格納場所 作成先Datastoreを表示します。 

コスト テンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮

想マシンのコスト値を表示します。 

Duplicate 名 テンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する情

報 (Duplicate) につける名称を表示します。 

OS タイプ テンプレートに登録されているOSの種類を表示します。 

所有者 テンプレートに登録されているOSライセンスの所有者名を

表示します (Windowsの場合のみ表示)。 

組織名 テンプレートに登録されているOSライセンスの所有組織

名を表示します (Windowsの場合のみ表示)。 

タイムゾーン テンプレートに登録されているタイムゾーンを表示します 
(Windowsの場合のみ表示)。 

プロダクトキー テンプレートに登録されているOSライセンスのプロダクト

キーを表示します (Windowsの場合のみ表示)。 

ライセンスモード テンプレートに登録されているライセンスモードを表示しま

す (Windowsの場合のみ表示)。 

大コネクション数 テンプレートに登録されているライセンスモードで

PerServerが表示されている場合、Windowsの
PerServerMode (同時使用ユーザ数モード) に設定され

るユーザ数を表示します (Windowsの場合のみ表示)。 

 

説明 テンプレートに関する説明を表示します。 
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3.15.1. ソフトウェア編集 

ソフトウェア名の編集を行います。 
[システムリソース] ツリーから名前を変更するソフトウェアのアイコンをクリックし、メインウィ

ンドウにソフトウェアの詳細情報を表示します。［設定］ メニューから [編集] をクリックすると、

メインウィンドウにソフトウェアの編集ウィンドウが表示されます。 
 

 シナリオ、ローカルスクリプトの場合 
 

 
 

シナリオ編集 

名前 

(入力必須) 

ソフトウェア名を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は100文字以内です。 
 

説明 ソフトウェアの説明を表示し、編集もできます。入力できる

文字数は255文字以内です。 

[OK] シナリオ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] シナリオ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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 テンプレートの場合 

 

 
 

テンプレート編集 

テンプレート名 テンプレートの名称を表示します。編集はできません。 

コスト値 コスト値を表示し、編集もできます。「1～999999」の範囲

で設定できます。 

説明 (255 文字以内) テンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる

文字数は255文字以内です。 

Duplicate 名 Duplicate名を表示し、編集もできます。入力できる文字は

半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空白、文字数

は80文字以内です。 

格納場所 作成先Datastoreを表示します。 

他の Duplicate からコピーする 既に別のテンプレートでDuplicate情報が登録されている

場合、登録情報をDuplicate一覧として表示します。

Duplicate一覧から選択した情報を選んで [OK] をクリッ

クすると選択したDuplicateと同じ設定を反映します。 

Windows 設定 / Linux 設定 テンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。 

 

Windows設定情報 (以下の項目は [OS設定選択] がWindowsの場合に限り選択 / 入力で

きます。) 
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名前 OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力

できる文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角

空白、文字数は80文字以内です。 

組織名 OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入

力できる文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半

角空白、文字数は80文字以内です。 

タイムゾーン タイムゾーンを表示し、変更もできます。 

プロダクトキー OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。

入力できる文字は半角英数字のみです。入力は 
(XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力

します。 

ライセンスモード ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユ

ーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を

入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。 

[OK] テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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3.15.2. ローカルスクリプト追加 

ローカルスクリプトを追加します。 
ローカルスクリプトファイルを SystemProvisioning インストールフォルダ￥Script に格納し、

[システムリソース] ツリーをクリックし、[操作] メニューから [収集] をクリックして更新します。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] アイコンをクリックし、追加したローカルスクリプ

トが表示されることを確認します。 
 

注： 既定値は (C:¥Program Files¥NEC¥PVM¥Script) です。 

 

3.15.3. ローカルスクリプト削除 

ローカルスクリプトを削除します。 
ローカルスクリプトファイルを SystemProvisioning インストールフォルダ￥Script から削除し、

[システムリソース] ツリーをクリックし、[操作] メニューから [収集] をクリックして更新します。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] アイコンをクリックし、削除したローカルスクリプ

トが表示されないことを確認します。 
 

注： 既定値は (C:¥Program Files¥NEC¥PVM¥Script) です。 
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3.16. リソースグループへのメニュー操作 
リソースグループで使用する操作に関するメニューについて説明します。 
 

3.16.1. 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン 

マシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。 
[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシン

の詳細情報を表示します。[操作] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは 
[サスペンド] をクリックすると、マシンの電源を操作することができます。または、[システムリ

ソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグル

ープの詳細情報を表示します。[マシン一覧] グループボックスからマシンのチェックボックス

をオンにし、[アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペン

ド] をクリックします。 
 

3.16.2. 指定ソフトウェア配布 

対象のマシンに指定ソフトウェアの配布を行います。 
[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシン

の詳細情報を表示します。[操作] メニューから [指定ソフトウェア配布] をクリックすると、メ

インウィンドウに「指定ソフトウェア配布」が表示されます。または、[システムリソース] ツリー

からソフトウェアを配布するマシンが所属するリソースグループのアイコンをクリックし、メイン

ウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[マシン一覧] グループボックスの 
[アクション] メニューから [指定ソフトウェア配布] をクリックすると、メインウィンドウに「指定

ソフトウェア配布」が表示されます。 
 

 
 

指定ソフトウェア配布 

ソフトウェア一覧 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

 

 

名前 ソフトウェア名を表示します。 
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[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

[OK] 指定したソフトウェアの配布を行います。 

[キャンセル] 指定したソフトウェアの配布を行わずに、元のウィンドウに

戻ります。 

 

3.16.3. ジョブ実行結果のリセット 

SystemProvisioning は、何らかの理由によりポリシーによるアクションや Web コンソールの

操作などからマシンの起動・停止など、アクションの実行に失敗するとリソースの状態を「異

常終了」に設定します。「異常」となっているマシンに関してログの採取や障害原因を取り除

いた後、ジョブ実行結果をリセットします。 
[システムリソース] ツリーから対象マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの

詳細情報を表示します。[操作] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリックすると、

マシンにジョブ実行結果のリセットすることができます。 
もしくは、[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコン、または対象のマシンが所属する

リソースグループのアイコンをクリックし、[マシン一覧] グループボックスから対象のマシンの

チェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリ

ックします。 
 

3.16.4. 故障状態の解除 

マシンのハードウェア状態を故障から正常に解除します。 
[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシン

の詳細情報を表示します。[操作] メニューから [故障状態の解除] をクリックすると、マシン

の故障状態を解除することができます。 
もしくは、[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコン、または対象のマシンが所属する

リソースグループのアイコンをクリックし、[マシン一覧] グループボックスから対象のマシンの

チェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [故障状態の解除] をクリックしま

す。 
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3.16.5. メンテナンスモードオン / メンテナンスモードオフ 

メンテナンスモードをオン、もしくはオフにします。 
[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシン

の詳細情報を表示します。[操作] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオ

フ] をクリックすると、メンテナンスモードがオン / オフになります。 
もしくは、[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコン、または対象のマシンが所属する

リソースグループのアイコンをクリックし、[マシン一覧] グループボックスから対象のマシンの

チェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メン
テナンスオフ] をクリックします。 
 

3.16.6. 収集 

SigmaSystemCenter の情報を 新にするため、マシンなどの情報収集を行います。 
[管理] ビューのサブシステムの詳細情報、もしくは [システムリソース] ツリーの [操作] メ
ニューから [収集] をクリックすると、収集が行われます。 
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4. 運用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[運用] ビューでは、SigmaSystemCenterの運用について説明をします。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 4.1 [運用] ビュー ........................................................................................................... 124 
• 4.2 カテゴリ .................................................................................................................... 126 
• 4.3 カテゴリの詳細情報.................................................................................................. 126 
• 4.4 運用グループ ........................................................................................................... 130 
• 4.5 運用グループの詳細情報 ......................................................................................... 130 
• 4.6 グループプロパティ設定............................................................................................ 136 
• 4.7 モデルプロパティ設定 ............................................................................................... 152 
• 4.8 ホストの詳細情報 ..................................................................................................... 162 
• 4.9 ホスト設定 ................................................................................................................ 164 
• 4.10 運用グループへのメニュー操作 ................................................................................ 173 
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4.1. [運用] ビュー 
[運用] ビューでは、SigmaSystemCenter の運用することができます。 
タイトルバーの [運用] をクリックすると、[運用] ビューに切り替わります。 
 

注： カテゴリにロールが割り当てられている場合、そのロールを割り当てられていないユー

ザがログインすると、カテゴリ / グループ一覧にそのカテゴリが表示されません。 
カテゴリ、ユーザに対してロールを割り当てるには、「SigmaSystemCenter コンフィグレーシ

ョンガイド」の「5.2 アクセス権限を設定する」を参照してください。 
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カテゴリ / グループ一覧 

表示件数 カテゴリ / 運用グループの表示件数を選択します。 

(チェックボックス) カテゴリ / 運用グループを選択します。1行目のチェック

ボックスをオンにすると、すべてのカテゴリ / 運用グルー

プが選択されます。 

名前 カテゴリ名および運用グループ名を表示します。 

種別 カテゴリもしくは運用グループの種別を表示します。 

プライオリティ 運用グループのプライオリティを表示します。カテゴリには

プライオリティの設定はありませんので、"－” と表示され

ます。 

削除 選択したカテゴリ、もしくは運用グループを削除します。 

< 前のページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

> 次のページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

(テキストボックス) カテゴリ / グループ一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたカテゴリ / グループ一覧の

ページに遷移します。 
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4.2. カテゴリ 
運用するマシンをカテゴリごとに管理します。 
 

4.3. カテゴリの詳細情報 
カテゴリの詳細情報を表示します。 
[運用] ツリーから対象のカテゴリのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにカテゴリの詳

細情報が表示されます。 
 

 
 

基本情報 

名前 カテゴリ名を表示します。  

説明 カテゴリの説明を表示します。 

カテゴリ / グループ一覧 

表示件数 カテゴリ、もしくは運用グループ一覧の表示件数を選択で

きます。 

(チェックボックス) カテゴリ、もしくは運用グループを選択します。1行目のチ

ェックボックスをオンにすると、すべてのカテゴリ、もしくは

運用グループが選択されます。 

名前 カテゴリに登録されているカテゴリ名、および運用グルー

プ名を表示します。 

種別 カテゴリもしくは運用グループの種別を表示します。 

プライオリティ カテゴリもしくは運用グループのプライオリティを表示しま

す。カテゴリにはプライオリティの設定はありませんので、"
－” と表示されます。 

削除 選択したカテゴリもしくは運用グループを削除します。 

< 前のページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

> 次のページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのカテゴリ / グループ一覧に遷移します。 

 

(テキストボックス) カテゴリ / グループ一覧のページを指定します。 
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Go テキストボックスに指定されたカテゴリ / グループ一覧の

ページに遷移します。 

 

4.3.1. カテゴリ追加 

カテゴリの追加を行います。 
[運用] ツリー直下、カテゴリの配下にカテゴリを追加できます。 
[設定] メニューから [カテゴリ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「カテゴリ追加」が表

示されます。 
 

注： 同一の階層ではカテゴリおよびグループの名前は重複できません。 

 

 

 

カテゴリ追加 

名前 

(入力必須) 

カテゴリ名を入力します。入力できる文字数は100文字以

内です。”¥”、”/”、”:”、”.”、”;”、”*”、”?”、”<”、">”、”|” は入力

できません。 

 

説明 カテゴリの説明を入力します。入力できる文字数は255文
字以内です。 

[OK] カテゴリ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] カテゴリ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.3.2. カテゴリ編集 

カテゴリの編集を行います。 
[運用] ツリーから編集を行うカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウにカテゴリの詳

細情報を表示します。[設定] メニューから [カテゴリ編集] をクリックすると、メインウィンドウ

に「カテゴリ編集」が表示されます。 
 

注： 同一の階層ではカテゴリおよびグループの名前は重複できません。 

 

 

 

カテゴリ編集 

名前 

(入力必須) 

カテゴリ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数

は100文字以内です。”¥”、”/”、”:”、”.”、”;”、”*”、”?”、”<”、
">”、”|” は入力できません。 

 

説明 カテゴリの説明を表示し、編集もできます。入力できる文

字数は255文字以内です。 

[OK] カテゴリ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] カテゴリ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.3.3. カテゴリ移動 

カテゴリの移動を行います。 
カテゴリを [運用] アイコンの直下、または他のカテゴリの配下に移動します。 
[運用] ツリーから移動を行うカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウにカテゴリの詳

細情報を表示します。[設定] メニューから [カテゴリ移動] をクリックすると、メインウィンドウ

に「カテゴリ移動」が表示されます。 
 

 
 

カテゴリ移動 

移動元 移動元の親カテゴリ名、または ”運用” を表示します。  

移動先 ツリーより移動先のカテゴリを選択します。 

[OK] カテゴリ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] カテゴリ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 

 

4.3.4. カテゴリ削除 

カテゴリを削除します。 
[運用] ツリーから削除を行うカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウにカテゴリの詳

細情報を表示します。[設定] メニューから [カテゴリ削除] をクリックすると、削除されます。 
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4.4. 運用グループ 
運用するマシンをグループごとに管理します。 
 

4.5. 運用グループの詳細情報 
運用グループの詳細情報を表示します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グ

ループの詳細情報が表示されます。 
 

注： SIGMABLADE マシンを管理している DPM をサブシステムから削除する場合、稼働中

のSIGMABLADEマシンをリソースプールに戻しておく必要があります。DPMの連携が行わ

れていない場合、稼働中のマシンに対して一部の電源制御が行えなくなるため、利用中のホ

スト設定からマシンの割り当て解除が失敗します。 

 

 

 

基本情報 

名前 グループ名を表示します。 

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。 

OS 種別 OSの種類を表示します。 

ポリシー名 ポリシー名を表示します。 

リソースプール利用方式 リソースプール利用方式を表示します。 

 

CPU ブレード置換を優先 マシン置換時に、SIGMABLADEマシンに対して、利用中

のIO仮想化ブレードを引き継いだ置換 (CPUブレード置

換) を優先的に実施するか否かを、”True”、もしくは 
“False” で表示します。本設定は、SIGMABLADE連携機

能利用時に、SIGMABLADEマシンに対してのみ有効で

す。 
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説明 グループの説明を表示します。 

ホスト一覧 

表示件数 ホスト一覧の表示件数を選択できます。 

(チェックボックス) ホストを選択します。1行目のチェックボックスをオンにする

と、すべてのホストが選択されます。 

ホスト名 ホスト名を表示します。ホスト名をクリックすると、「ホスト

の詳細情報」ウィンドウに遷移します。 

状態 ホストの状態を表示します。 

電源 ホストの電源状態を表示します。 

IP アドレス ホストのIPアドレスを表示します。 

リソース マシンの詳細情報に遷移します。 

モデル ホストが所属しているモデルを表示します。 

プロパティ ホストプロパティ設定を行います。「ホスト設定」ウィンドウ

に遷移します。 

割り当て解除 選択したマシンと、ホストの割り当てを解除します。 

(プルダウンボックス) 選択したホストの操作を行います。 
[ホスト一覧] グループボックスから操作するマシンのチェ

ックボックスをオンにし、起動 / 再起動 / シャットダウン / 
サスペンド / リソース割り当て / マスタマシン登録 / マ
シンの置換 / マシンの用途変更 / ソフトウェア配布 / ジ
ョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナン

スオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

< 前のページのホスト一覧に遷移します。 

> 次のページのホスト一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのホスト一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのホスト一覧に遷移します。 

(テキストボックス) ホスト一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたホスト一覧のページに遷移

します。 

リソースプール 

表示件数 リソースプールの表示件数を選択できます。 

(チェックボックス) リソースプールを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべてのリソースプールが選択されます。 

リソース名 マシン名を表示します。 

状態 マシンの状態を表示します。 

電源 マシンの電源状態を表示します。 

種別 マシンの種別を表示します。 

 

MAC アドレス マシンのMACアドレスを表示します。 
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共有 マシンの共有状態を表示します。 

モデル マシンが所属しているモデルを表示します。 

プールから削除 選択したマシンをプールから削除します。 

(プルダウンボックス) 選択したリソースプールの操作を行います。 
起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド / 指定ソフ

トウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の

解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操

作を選択できます。 

< 前のページのリソースプールに遷移します。 

> 次のページのリソースプールに遷移します。 

<< 先頭ページのリソースプールに遷移します。 

>> 末尾ページのリソースプールに遷移します。 

(テキストボックス) リソースプールのページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたリソースプールのページに

遷移します。 
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4.5.1. 運用グループ追加 

運用グループの追加を行います。 
[運用] ツリー直下、カテゴリの配下に運用グループを追加できます。 
[運用] ツリー直下に運用グループを追加する場合、[運用] ツリーをクリックし、[設定] メニュ

ーから [グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。

カテゴリ配下に運用グループを追加する場合、対象のカテゴリのアイコンをクリックし、メイン

ウィンドウにカテゴリの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ追加] をクリッ

クすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。 
 

注： 同一の階層ではカテゴリおよびグループの名前は重複できません。 

 

 

 

グループ追加 

名前 

(入力必須) 

グループ名を入力します。入力できる文字数は100文字以

内です。”¥”、”/”、”:”、”.”、”;”、”*”、”?”、”<”、">”、”|” は入力

できません。 

OS 種別 OSの種類を選択します。 

 

説明 グループの説明を入力します。入力できる文字数は255文
字以内です。 

[OK] グループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] グループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.5.2. 運用グループ編集 

運用グループの編集を行います。 
[運用] ツリーから編集を行う運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運

用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ編集] をクリックすると、

メインウィンドウに「グループ編集」が表示されます。 
 

注： 同一の階層ではカテゴリおよびグループの名前は重複できません。 

 

 

 

グループ編集 

名前 

(入力必須) 

グループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数

は100文字以内です。”¥”、”/”、”:”、”.”、”;”、”*”、”?”、”<”、
">”、”|” は入力できません。 

OS 種別 OSの種類を選択します。 

 

説明 グループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文

字数は255文字以内です。 

[OK] グループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] グループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.5.3. 運用グループ移動 

運用グループの移動を行います。 
運用グループを [運用] アイコンの直下、または他のカテゴリの配下に移動します。 
[運用] ツリーから移動を行う運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グ

ループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ移動] をクリックすると、メイ

ンウィンドウに「グループ移動」が表示されます。 
 

 
 

グループ移動 

移動元 移動元の親カテゴリ名、または “運用” を表示します。  

移動先 ツリーより移動先のカテゴリ名、または [運用] アイコンを

選択します。 

[OK] グループ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] グループ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 

 

4.5.4. 運用グループ削除 

運用グループを削除します。 
[運用] ツリーから削除を行う運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グ

ループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ削除] をクリックすると、削

除されます。 
もしくは、[運用] ツリーから削除を行う運用グループが所属するカテゴリのアイコンをクリック

し、カテゴリの詳細情報を表示します。[カテゴリ / グループ一覧] グループボックスから、対

象の運用グループのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [削除] をク

リックします。 
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4.6. グループプロパティ設定 
グループプロパティの表示、設定を行います。 
[運用] ツリーからグループプロパティ設定を行うグループのアイコンをクリックし、メインウィ

ンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [プロパティ] をクリッ

クすると、メインウィンドウに [全般] タブ、[モデル] タブ、[ホスト] タブ、[ソフトウェア] タブ、

[VLAN 設定] タブ、[LB 設定] タブ、[OS 設定] タブで構成された「グループプロパティ設定」

が表示されます。 
 

4.6.1. [全般] タブ 

グループ全般に関する情報の表示、設定を行います。 
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全般 

親グループ名 親グループ名を表示します。 

グループ名 

(入力必須) 

グループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数

は100文字以内です。 

プライオリティ プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲

で選択できます。 

ポリシー名 ポリシー名を表示し、変更もできます。 

プールマシン使用方法 

グループプールのマシンを使

用する 
グループプールのマシンを使用する場合に選択します。  

グループプールに有効なマ

シンが無い場合、未使用の

マシンの中からマシンを選択

する 

グループプールに有効なマシンがなく、未使用のマシンの

中から選択する場合に選択します。 

マシン置換では CPUBlade 置換

を優先的に実行する 
SIGMABLADEマシンに対してマシン置換で、利用中のIO
仮想化ブレードを引き継いだ置換 (CPUブレード置換) を
優先的に実行する場合、チェックボックスをオンにします。

サブシステムにSIGMABLADE controllerが登録されてい

る場合のみ選択できます。 

グループ説明 グループの説明を表示し、編集もできます。 

[適用] グループプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンド

ウに戻ります。 
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4.6.2. [モデル] タブ 

モデルに関する情報を表示、設定を行います。 
 

 

 

モデル 

モデル一覧 

(チェックボックス) モデルを選択します。1行目のチェックボックスをオンにす

ると、すべてのモデルが選択されます。 

名前 モデル名を表示します。 

種別 モデルの種別を表示します。 

プライオリティ プライオリティを表示します。 

プロパティ 選択したモデルの編集を行います。「モデルプロパティ設

定」ウィンドウに遷移します。 

追加 モデルを追加します。[モデル一覧] グループボックスの下

部に [モデル追加] グループボックスが表示されます。 

 

削除 選択したモデルを削除します。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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[追加] をクリックすると、[モデル一覧] グループボックス下部に [モデル追加] グループボッ

クスが表示されます。 
 

 

 

モデル追加 

名前 

(入力必須) 

モデル名を入力します。入力できる文字数は100文字以

内です。 

種別 モデルの種別を選択します。 

 

説明 モデルの説明を入力します。入力できる文字数は255文
字以内です。 

[OK] モデル追加情報を保存し、[モデル一覧] グループボック

スに表示します。 

[キャンセル] モデル追加情報を保存せずに、[モデル追加] グループボ

ックスを閉じます。 
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4.6.3. [ホスト] タブ 

ホストに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 

 

ホスト 

ホスト一覧 

(チェックボックス) ホストを選択します。1行目のチェックボックスをオンにする

と、すべてのホストが選択されます。 

ホスト名 ホスト名を表示します。 

IP アドレス IPアドレスを表示します。 

プロパティ 選択したホストの編集を行います。「ホスト設定」ウィンドウ

に遷移します。 

追加 ホストを追加します。[ホスト一覧] グループボックスの下部

に、[ホスト追加] グループボックスが表示されます。 

 

削除 選択したホストを削除します。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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[追加] をクリックすると、[ホスト一覧] グループボックス下部に [ホスト追加] グループボック

スが表示されます。 
 

 
 

ホスト追加 

ホスト名 

(入力必須) 

ホスト名を入力します。入力できる文字数は63文字以内で

す。 

[OK] ホスト追加情報を保存し、[ホスト一覧] グループボックスに

表示します。 

 

[キャンセル] ホスト追加情報を保存せずに、[ホスト追加] グループボッ

クスを閉じます。 
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4.6.4. [ソフトウェア] タブ 

ソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

ソフトウェア 

ソフトウェア一覧 

ソフトウェアの種類 ソフトウェアの種類を、マシン稼動時に配布 / マシン待機

時に配布から選択します。 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

追加 ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボ

ックスの下部に、[ソフトウェア追加] グループボックスが表

示されます。 

 

削除 選択したソフトウェアを削除します。 

[適用] ソフトウェア一覧情報を適用します。 

 

[キャンセル] ソフトウェア一覧情報を適用せずに、元のウィンドウに戻り

ます。 
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[追加] をクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [ソフトウェア追加] グ
ループボックスが表示されます。 
 

 

 

ソフトウェア追加 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[OK] ソフトウェア追加情報を保存し、[ソフトウェア一覧] グルー

プボックスに表示します。 

 

[キャンセル] ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グ
ループボックスを閉じます。 

 

注： 仮想マシンのテンプレートは、ある仮想マシンサーバに登録されているテンプレートが

利用できない場合に、別の仮想マシンサーバに登録されているテンプレートを利用するよう

に複数のテンプレートを設定しておくことができます。設定するテンプレートは同じイメージの

テンプレートを設定してください。 
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4.6.5. [VLAN 設定] タブ 

VLAN に関する情報の表示、設定を行います。 
 

 

 

VLAN 設定 

VLAN 一覧 

(チェックボックス) スイッチを選択します。1行目のチェックボックスをオンに

すると、すべてのスイッチが選択されます。 

スイッチ名 スイッチ名を表示します。 

VLAN 名 VLAN名を表示します。 

VLAN ID VLAN IDを表示します。 

NIC 番号 NIC番号を表示します。 

追加 VLANを追加します。[VLAN一覧] グループボックスの下

部に、[VLAN追加] グループボックスが表示されます。 

 

削除 選択したVLANを削除します。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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[追加] をクリックすると、[VLAN 一覧] グループボックス下部に [VLAN 追加] グループボッ

クスが表示されます。 
 

 

 

VLAN 追加 

NIC 番号 NIC番号を選択します。「1～7」の範囲で選択できます。 

スイッチ スイッチを選択します。 

VLAN VLANを選択します。 

VLAN ID VLAN IDを表示します。編集を行うことはできません。 

[OK] VLAN追加情報を保存し、[VLAN一覧] グループボックス

に表示します。 

 

[キャンセル] VLAN追加情報を保存せずに、[VLAN追加] グループボッ

クスを閉じます。 
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4.6.6. [LB 設定] タブ 

ロードバランサに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

LB 設定 

ロードバランサ一覧 

(チェックボックス) ロードバランサを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべてのロードバランサが選択されます。 

LB 名 ロードバランサ名を表示します。 

LB グループ名 ロードバランサグループを表示します。 

IP アドレス ロードバランサのIPアドレスを表示します。 

プロトコル ロードバランサが使用するプロトコルを表示します。 

ポート ロードバランサのポート番号を表示します。 

追加 ロードバランサを追加します。[ロードバランサ一覧] グル

ープボックスの下部に、[ロードバランサ追加] グループボ

ックスが表示されます。 

 

削除 選択したロードバランサを削除します。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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[追加] をクリックすると、[ロードバランサ一覧] グループボックス下部に [ロードバランサ追

加]グループボックスが表示されます。 
 

 

 

ロードバランサ追加 

(チェックボックス) ロードバランサを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべてのロードバランサが選択されます。 

LB 名 ロードバランサ名を表示します。 

LB グループ名 ロードバランサグループを表示します。 

IP アドレス ロードバランサのIPアドレスを表示します。 

プロトコル ロードバランサが使用するプロトコルを表示します。 

ポート ロードバランサのポート番号を表示します。 

[OK] ロードバランサ追加情報を保存し、[ロードバランサ一覧] 
グループボックスに表示します。 

 

[キャンセル] ロードバランサ追加情報を保存せずに、[ロードバランサ追

加] グループボックスを閉じます。 
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4.6.7. [OS 設定] タブ (Windows の場合) 

OS (Windows の場合) に関する情報の表示、設定を行います。 
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OS 設定 

OS 種別 OSの種類を表示します。編集はできません。 

Administrator のパスワード Administratorのパスワードを入力します。[パスワード更

新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードを入

力できます。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。チェックボックスをオンにすると、[Administratorのパス

ワード] テキストボックスが入力できます。 

Windows 設定 

次のワークグループに参加し

ている 
ワークグループを使用する場合に選択します。 

(テキストボックス) 

(入力必須) 

[次のワークグループに参加している] を選択している場

合に限り、ワークグループ名を入力します。入力できる文

字数は15文字以内です。 

次のドメインに参加している ドメインを使用する場合に選択します。 

(テキストボックス) 

(入力必須) 

[次のドメインに参加している] が選択している場合に限

り、ドメイン名を入力します。入力できる文字数は155文字

以内です。 

アカウント 

(入力必須) 

[次のドメインに参加している] が選択している場合に限

り、アカウント名を入力します。入力できる文字数は32文
字以内です。 

パスワード 

(入力必須) 

[次のドメインに参加している] が選択している場合、およ

び [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限

り、パスワードを入力できます。入力できる文字数は6～
256文字以内です。 

 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。[次のドメインに参加している] がオンの場合に限り、

選択できます。チェックボックスをオンにすると、[パスワー

ド] テキストボックスが入力できます。 

NIC 

優先 DNS 優先DNSのIPアドレスを入力します。 

代替 DNS 代替DNSのIPアドレスを入力します。 

優先 WINS 優先WINSのIPアドレスを入力します。 

 

 

 

代替 WINS 代替WINSのIPアドレスを入力します。 

[適用] グループプロパティ設定情報を適用します。 

[キャンセル] グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンド

ウに戻ります。 

 



4 運用 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
150 

 

4.6.8. [OS 設定] タブ (Linux の場合) 

OS (Linux の場合) に関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

OS 設定 

OS 種別 OSの種類を選択します。編集はできません。 

root パスワード rootのパスワードを入力します。[パスワード更新] チェック

ボックスがオンの場合に限り、パスワードを入力できます。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。チェックボックスをオンにすると、[ｒootパスワード] テ
キストボックスが入力できます。 

ドメインサフィックス ドメインサフィックスを入力します。入力できる文字数は63
文字以内です。モデルの種別が「VM」の場合、入力必須

です。 

プライマリ DNS プライマリDNSのIPアドレスを入力します。 

セカンダリ DNS セカンダリDNSのIPアドレスを入力します。 

ターシャリ DNS ターシャリDNSのIPアドレスを入力します。 

[適用] グループプロパティ設定を適用します。 

 

[キャンセル] グループプロパティ設定を適用せず、元のウィンドウに戻

ります。 
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4.6.9. [OS 設定] タブ (HP-UX の場合) 

OS (HP-UX の場合) に関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

OS 設定 

OS 種別 OSの種類を選択します。編集はできません。 

root パスワード rootのパスワードを入力します。[パスワード作成] チェック

ボックスがオンの場合に限り、パスワードを入力できます。

パスワード作成 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。チェックボックスをオンにすると、[ｒootパスワード] テ
キストボックスが入力できます。 

DNS ドメイン名 DNSドメイン名を入力します。入力できる文字数は64文字

以内です。 

DNS サーバ DNSサーバのIPアドレスを入力します。 

[適用] グループプロパティ設定を適用します。 

 

[キャンセル] グループプロパティ設定を適用せず、元のウィンドウに戻

ります。 
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4.7. モデルプロパティ設定 
モデルプロパティの表示、設定を行います。 
グループプロパティ設定の [モデル] タブから [モデル一覧] グループボックスのプロパティ

の [編集] アイコンをクリックすると、メインウィンドウに「モデルプロパティ設定」が表示され

ます。 
 

4.7.1. [全般] タブ (物理マシンの場合) 

モデルの種別が [物理] の場合、モデル全般の設定を表示、設定を行います。 
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全般 

グループ名 グループ名を表示します。 

モデル種別 モデルの種類を表示します。編集はできません。 

モデル名 

(入力必須) 

モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

100文字以内です。 

プライオリティ プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲

で選択できます。 

ポリシー名 ポリシー名を表示し、変更もできます。 

指定ポリシーを参照する [ポリシー名] プルダウンボックスで指定した「ポリシープロ

パティ設定」ウィンドウに遷移します。 

モデル説明 モデルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は255文字以内です。 

[適用] モデルプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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4.7.2. [全般] タブ (仮想マシンの場合) 

モデルの種別が [VM] の場合、モデル全般の設定を表示、設定を行います。 
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全般 

グループ名 グループ名を表示します。 

モデル種別 モデルの種類を表示します。編集はできません。 

モデル名 

(入力必須) 

モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

100文字以内です。 

プライオリティ プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲

で選択できます。 

ポリシー名 ポリシー名を表示し、変更もできます。 

指定ポリシーを参照する [ポリシー名] プルダウンボックスで指定した「ポリシープロ

パティ設定」ウィンドウに遷移します。 

VM サーバモデル VMモデルとVMサーバモデルを関連付ける場合、”VM 
サーバモデル” を選択します。 

適起動を有効にする 仮想マシンの 適起動を有効にする場合、チェックボック

スをオンにします。 

VM を作成した時、DPM に登録

する 
仮想マシンを稼動時にDPMに登録する場合、チェックボッ

クスをオンにします。 

DPM Web サーバ [VMを作成した時、DPMに登録する] チェックボックスが

オンの場合、Webサーバ for DPMを選択します。 
 

DPM 管理サーバ [VMを作成した時、DPMに登録する] チェックボックスが

オンの場合、管理サーバ for DPMを選択します。 

モデル説明 モデルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は255文字以内です。 

[適用] モデルプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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4.7.3. [全般] タブ (仮想マシンサーバの場合) 

モデルの種別が [VM サーバ] の場合、モデル全般の設定を表示、設定を行います。 
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全般 

グループ名 グループ名を表示します。 

モデル種別 モデルの種類を表示します。編集はできません。 

モデル名 

(入力必須) 

モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

100文字以内です。 

プライオリティ プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲

で選択できます。 

ポリシー名 ポリシー名を表示し、変更もできます。 

指定ポリシーを参照する [ポリシー名] プルダウンボックスで指定した「ポリシープロ

パティ設定」ウィンドウに遷移します。 

データセンタ モデルで使用するDataCenterを選択します。 

モデル説明 モデルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字

数は255文字以内です。 

[適用] モデルプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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4.7.4. [ソフトウェア] タブ 

モデルのソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

ソフトウェア 

ソフトウェア一覧 

ソフトウェアの種類 ソフトウェアの種類を、マシン稼動時に配布 / マシン待機

時に配布から選択します。 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

追加 ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボ

ックスの下部に、[ソフトウェア追加] グループボックスが表

示されます。 

 

削除 選択したソフトウェアを削除します。 

[適用] モデルプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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[追加] をクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [ソフトウェア追加] グ
ループボックスが表示されます。 
 

 

 

ソフトウェア追加 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[OK] ソフトウェア追加情報を保存し、[ソフトウェア一覧] グルー

プボックスに表示します。 

 

[キャンセル] ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グ
ループボックスを閉じます。 

 

注： 仮想マシンのテンプレートは、ある仮想マシンサーバに登録されているテンプレー

トが利用できない場合に、別の仮想マシンサーバに登録されているテンプレートを利用

するように複数のテンプレートを設定しておくことができます。設定するテンプレートは同

じイメージのテンプレートを設定してください。 
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4.7.5. [ネットワーク] タブ (仮想マシンの場合) 

仮想マシンのネットワーク接続を表示、設定します。 
 

 

 

ネットワーク 

仮想 NIC #1 仮想マシンが接続する仮想ポートを選択します。”…” を選

択すると任意の仮想ポートグループが入力できます。 

仮想 NIC #2 仮想マシンが接続する仮想ポートを選択します。”…” を選

択すると任意の仮想ポートグループが入力できます。 

仮想 NIC #3 仮想マシンが接続する仮想ポートを選択します。”…” を選

択すると任意の仮想ポートグループが入力できます。 

仮想 NIC #4 仮想マシンが接続する仮想ポートを選択します。”…” を選

択すると任意の仮想ポートグループが入力できます。 

[適用] モデルプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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4.7.6. [VM 適配置] タブ (仮想マシンサーバの場合) 

仮想マシンサーバの VM 適配置を表示、設定します。 
 

 

 

VM 適配置 

VM 適配置を有効にする 仮想マシンの 適配置を有効にする場合、チェックボック

スをオンにします。 

高負荷境界 高負荷境界の割合を入力します。[VM 適配置を有効に

する] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。

既定値は (60) です。 

稼動目標域 稼動目標の範囲を入力します。[VM 適配置を有効にす

る] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。既

定値は (10～50) です。 

低負荷境界 低負荷境界の割合を入力します。[VM 適配置を有効に

する] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。

既定値は (5) です。 

 

マシン台数 予備のマシン台数を指定します。「0～9」の範囲で選択で

きます。[VM 適配置を有効にする] チェックボックスがオ

ンの場合のみ入力できます。 

[適用] モデルプロパティ設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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4.8. ホストの詳細情報 
ホストの詳細情報を表示します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから [ホスト名] をクリックすると、

メインウィンドウにホストの詳細情報が表示されます。 
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基本情報 

ホスト名 ホスト名を表示します。 

IP アドレス ホストのIPアドレスを表示します。 

OS 種別 ホストのOS種別を表示します。 

 

プロダクトキー ホストのプロダクトキーを表示します。 

運用情報 

リソース ホストで運用しているリソースを表示します。 

サマリステータス リソースのサマリステータスを表示します。 

電源状態 リソースの電源状態を表示します。 

稼動ステータス リソースの稼動ステータスを表示します。 

OS ステータス リソースのOSステータスを表示します。 

ハードウェアステータス リソースのハードウェアステータスを表示します。 

実行ステータス リソースの実行ステータスを表示します。 

ポリシー状態 リソースのポリシー状態を表示します。 

メンテナンスステータス リソースのメンテナンスステータスを表示します。 

 

所属モデル リソースの所属モデルを表示します。 
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4.9. ホスト設定 
ホストの表示、設定を行います。 
グループプロパティ設定の [ホスト] タブから [ホスト一覧] グループボックスのホストのプロ

パティのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに「ホスト設定」が表示されます。 
もしくは、[運用] ツリーから運用グループのアイコンをクリックし、[ホスト一覧] グループボッ

クスから [ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[設定] 
メニューから [プロパティ] をクリックします。 
 

4.9.1. [全般] タブ 

ホスト全般に関する情報の表示、設定を行います。 
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全般 

ホスト名 

(入力必須) 

ホスト名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は

63文字以内です。 

タグ タグ (キーワード) を表示し、編集もできます。入力できる

文字数は100文字以内です。 

グループに設定されている管理

者パスワードを使用する 
グループに設定されている管理者パスワードを使用する

場合に選択します。 

ホストに設定されている管理者パ

スワードを使用する 
ホストに設定されている管理者パスワードを使用する場合

に選択します。 

Administrator の 

パスワード 

Administratorのパスワードを表示し、編集もできます。[パ
スワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、入力

します。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。[ホストに設定されている管理者パスワードを使用す

る] が選択されている場合に限り、チェックボックスをオン

にできます。 

 

(テキストボックス) [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更がします。 

プロダクトキー プロダクトキーを表示し、編集もできます。 

[適用] ホスト設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.9.2. [ネットワーク] タブ 

ホストのネットワークに関する情報の表示、設定を行います。 
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ネットワーク 

NIC 番号 

(チェックボックス) IPアドレスを選択します。1行目のチェックボックスをオンに

すると、すべてのIPアドレスが選択されます。 

IP アドレス IPアドレスを表示します。モデルの種別が [VMサーバ] 
の場合、NIC#1の1番目に登録されたIPアドレスが仮想マ

シンサーバのIPアドレスになります。NIC#1の2番目に登

録されたIPアドレスは、VMotion用のIPアドレスとして設定

されます。 

サブネットマスク 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 デフォルトゲートウェイを表示します。 

編集 IPアドレス設定を編集します。[IPアドレス設定] グループ

ボックスがNIC一覧の下部に表示されます。 

追加 IPアドレス設定情報を追加します。NIC一覧の下部に [IP
アドレス設定] グループボックスが表示されます。 

 

削除 選択したIPアドレス設定情報をNIC一覧から削除します。 

管理用 IP アドレス 管理用IPアドレスを選択します。 
管理用IPアドレスが ［なし] に設定されているホストは、

ESMPRO/ServerManagerに自動登録されません。その

ため、ESMPRO/ServerManagerによる障害の検出を契

機とした障害復旧処理を行うことができません。 
SystemProvisioningは、本管理用IPアドレスを指定して

管理対象マシンを自動的にESMPRO/ServerManagerに
登録します。 
SystemMonitor性能監視は、ここで指定する管理用IPア
ドレスを取得し、SystemMonitor性能監視が監視対象マ

シンへ接続する際のアドレスとして使用することができま

す。設定方法については、「SystemMonitor性能監視ユー

ザーズガイド」の「4.1 監視対象マシンの指定」を参照して

ください。 

 

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。 
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各 NIC タブの [追加] をクリックすると、NIC 一覧の下部に [IP アドレス設定] グループボッ

クスが表示されます。 
 

 

 

IP アドレス設定 

IP アドレス IPアドレスを表示し、編集もできます。モデルの種別が 
[VMサーバ] の場合、NIC#1の1番目に登録されたIPアド

レスが仮想マシンサーバのIPアドレスになります。NIC#1
の2番目に登録されたIPアドレスは、VMotion用のIPアド

レスとして設定されます。 

サブネットマスク サブネットマスクを表示し、編集もできます。 

デフォルトゲートウェイ デフォルトゲートウェイを表示し、編集もできます。 

[OK] IPアドレス設定情報を保存し、追加したNICの一覧に表示

します。 

 

[キャンセル] IPアドレス設定情報に保存せずに、[IPアドレス設定] グル

ープボックスを閉じます。 
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4.9.3. [ストレージ] タブ 

ホストのストレージに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 

 

ストレージ 

ストレージ一覧 

(チェックボックス) ディスクアレイを選択します。1行目のチェックボックスをオ

ンにすると、すべてのディスクアレイが選択されます。 

順番 順番を表示します。 

ディスクアレイ ディスクアレイを表示します。 

ディスクボリューム ディスクボリュームを表示します。 

共有状態 共有状態を表示します。 

HBA 番号 HBA番号を表示します。 

[↑] 選択したホストに接続するストレージを1つ前に移動しま

す。 

[↓] 選択したホストに接続するストレージを1つ後に移動しま

す。 

追加 ディスクボリュームを追加します。[ストレージ一覧] グルー

プボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループ

ボックスが表示されます。 

 

削除 選択したディスクアレイ設定情報を [ストレージ一覧] グ
ループボックスから削除します。 

[適用] ホスト設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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[追加] をクリックすると、[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設

定] グループボックスが表示されます。 
 

 

 

ディスクボリューム設定 

HBA 情報 

全ての HBA に接続する すべてのHBAに接続する場合に選択します。 

接続する HBA を指定する 接続するHBAを指定する場合に選択します。 

 

 HBA 番号 HBA番号を入力します。[接続するHBAを指定する] を選

択している場合に限り、入力できます。 

ディスクアレイ ディスクアレイを選択します。 

ディスクボリューム ディスクボリュームを選択します。 

[OK] ディスクボリューム設定情報を保存し、[ストレージ一覧] 
グループボックスに表示します。 

 

[キャンセル] ディスクボリューム設定情報を保存せずに、[ディスクボリ

ューム設定] グループボックスを閉じます。 
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4.9.4. [ソフトウェア] タブ 

ホストのソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。 
 

 
 

ソフトウェア 

ソフトウェア一覧 

ソフトウェアの種類 ソフトウェアの種類を、稼動時・グループ配布前 / 稼動

時･配布 / 稼動時･グループ配布後 / 待機時・グループ

配布前 / 待機時・配布 / 待機時・グループ配布後から選

択します。 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

追加 ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボ

ックスの下部に [ソフトウェア追加] グループボックスが表

示されます。 

 

削除 選択したソフトウェア情報を [ソフトウェア一覧] グループ

ボックスから削除します。 

[適用] ホスト設定情報を適用します。 

 

[キャンセル] ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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[追加] をクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に [ソフトウェア追加] 
グループボックスが表示されます。 
 

 
 

ソフトウェア追加 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[OK] ソフトウェア追加情報を保存し、[ソフトウェア一覧] グルー

プボックスに表示します。 

 

[キャンセル] ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グ
ループボックスを閉じます。 

 

注： 仮想マシンのテンプレートは、ある仮想マシンサーバに登録されているテンプレートが

利用できない場合に、別の仮想マシンサーバに登録されているテンプレートを利用するよう

に複数のテンプレートを設定しておくことができます。設定するテンプレートは同じイメージの

テンプレートを設定してください。 

 



運用グループへのメニュー操作 
 

セクション I Webコンソール一覧 
173 

 

4.10. 運用グループへのメニュー操作 
運用グループで使用する操作に関するメニューについて説明します。 
 

4.10.1. スケールアウト 

「スケールアウト」は、運用グループプールで待機しているマシンを 1 台稼動します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [スケールアウト] をクリックすると、運用グ

ループプールで待機していたマシンが稼動を開始し、[ホスト一覧] グループボックスに表示

されます。 
 

4.10.2. スケールイン 

「スケールイン」は、稼動しているマシンを 1 台プールに待機させます。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [スケールイン] をクリックすると、[ホスト一

覧] グループボックスで稼動していたマシンがプールに待機し、[リソースプール] グループボ

ックスに表示されます。 
 

4.10.3. プールに追加 

「プールに追加」は、管理対象マシンをプールマシンとして追加します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [プールに追加] をクリックすると、メインウ

ィンドウに「プールに追加」が表示されます。 
 

注： SIGMABLADE マシンをプールに追加する場合、対象の SIGMABLADE マシンを DPM
に登録しておく必要があります。DPM に登録されていない場合、正常に動作しません。また、

DPM にマシンを登録したあと、SigmaSystemCenter から収集を行ってください。 

 

 
 

プールに追加 

 追加したいマシンを選択してください。 
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表示件数 管理対象マシンの表示件数を選択できます。 

モデル モデルを選択します。 

(チェックボックス) 管理対象マシンを選択します。1行目のチェックボックスを

オンにすると、すべての管理対象マシンが選択されます。 

名前 管理対象マシンのマシン名を表示します。 

種別 管理対象マシンの種別を表示します。 

状態 管理対象マシンの状態を表示します。 

電源 管理対象マシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス 管理対象マシンのMACアドレスを表示します。 

< 前のページのマシン一覧に遷移します。 

> 次のページのマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのマシン一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのマシン一覧に遷移します。 

(テキストボックス) マシン一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたマシン一覧のページに遷移

します。 

[OK] プールに管理対象マシンを追加し、元のウィンドウに戻り

ます。 

[キャンセル] プールに管理対象マシンを追加せずに、元のウィンドウに

戻ります。 

 

4.10.4. 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド 

マシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしく

は [サスペンド] をクリックすると、ホストにリソースが割り当てられているすべてのマシンの

電源を操作することができます。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [リソースプール] グル

ープボックスの [アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サス

ペンド] をクリックすると、各グループボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンの

電源を操作することができます。 
 

注： SIGMABLADE controller 経由で登録された SIGMABLADE マシンは、DPM に登録さ

れていない場合、一部の電源操作が行えません。SIGMABLADE マシンを DPM に登録し、

SigmaSystemCenter で収集を行った後、電源操作をしてください。 
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4.10.5. リソース割り当て 

「リソース割り当て」は、ホストにリソースを割り当てを行い、グループにマシンを登録します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからリソースを割り当てるホスト

のチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [リソース割り当て] をクリックすると、

メインウィンドウに「リソースを割り当てグループで稼動します」が表示されます。 
 

注：  
▪ [ホスト一覧] グループボックスから複数のホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] 
メニューから [リソース割り当て] をクリックすると、「リソースを割り当てグループで稼動しま

す」が表示されずに、リソースが割り当てられます。 
▪ SIGMABLADE マシンに対して本操作を行う場合、対象の SIGMABLADE マシンを DPM
に登録しておく必要があります。DPM に登録されていない場合、正常に動作しません。また、

DPM にマシンを登録したあと、SigmaSystemCenter から収集を行ってください。 

 

 

 

リソースを割り当てグループで稼動します。 

マシンの割り当て方法を選択してください。 

マシンを自動選択 割り当てるリソースを自動で選択させる場合に選択しま

す。 

マシンを手動選択 割り当てるリソースを手動で選択する場合に選択します。 

グループプールから選択 グループプールから手動で選択する場合に選択します。 

 

 

共通プールから選択 共通プールから手動で選択する場合に選択します。 

[戻る] このウィンドウではクリックできません。 

[次へ] 次のウィンドウに移動します。 

 

[キャンセル] リソース割り当てを行わずに、元のウィンドウに戻ります。
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[次へ] をクリックすると、[マシンを手動選択] を選択した場合、以下のウィンドウが表示され

ます。 
 

 

 

リソースを割り当てグループで稼動します。 

追加したいマシンを選択してください。 

表示件数 マシンの表示件数を選択します。 

モデル 使用するモデルを選択します。 

選択 リソースに割り当てるマシンを選択します。 

名前 マシン名を表示します。 

種別 マシンの種別を表示します。 

状態 マシンの状態を表示します。 

電源 マシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス マシンのMACアドレスを表示します。 

< 前のページのマシン一覧に遷移します。 

> 次のページのマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのマシン一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのマシン一覧に遷移します。 

(テキストボックス) マシン一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたマシン一覧のページに遷移

します。 

[戻る] 前のウィンドウに移動します。 

[次へ] 次のウィンドウに移動します。 

 

[キャンセル] リソース割り当てを行わずに、元のウィンドウに戻ります。 
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[次へ] をクリックすると、以下の確認ウィンドウが表示されます。 
 

 

 

リソースを割り当てグループで稼動します。 

下記設定でマシンを稼動します。 

ホスト リソースを割り当てるホスト名を表示します。 

マシン 稼動するマシン名を表示します。 

 

モデル モデル名を表示します。 

[戻る] 前のウィンドウに移動します。 

[完了] リソース割り当てを行い、元のウィンドウに戻ります。 

 

[キャンセル] リソース割り当てを行わずに、元のウィンドウに戻ります。
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4.10.6. 新規リソース割り当て 

「新規リソース割り当て」は、テンプレートから仮想マシンを作成し、グループにマシンを登録

します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから新規リソース割り当てを行う

ホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [新規リソース割り当て] をク

リックすると、メインウィンドウに「新規リソース割り当て」が表示されます。 
 

 

 

新規リソース割り当て 

モデルを選択してください 仮想マシンを作成するモデルを選択します。 

VM サーバを自動選択する 作成先仮想マシンサーバ、仮想マシン名、Datastoreが自

動で選択され、仮想マシンを作成します。 

VM サーバを指定する 仮想マシンサーバ、仮想マシン名、Datastoreを指定し、

仮想マシンを作成します。 

VM サーバ 仮想マシンサーバを選択します。 

VM 名 仮想マシン名を入力します。入力できる文字数は80文字

以内です。 

 

 

作成先データストア 作成先Datastoreを選択します。Datastoreは省略できま

す。 

[OK] 仮想マシンの作成を行い、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] 仮想マシンの作成を行わずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.10.7. 割り当て解除 

割り当て解除を行います。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから割り当てを解除するホストの

チェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [割り当て解除] をクリックします。「割

り当て解除」ダイアログボックスが表示されます。グループプールに戻るか共通プールに戻

るか選択します。新規リソース割り当てで作成されたマシンおよびマスタマシンで登録したマ

シンは共通プールに戻ります。 
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4.10.8. マスタマシン登録 

「マスタマシン登録」は、マスタマシンの登録を行います。SigmaSystemCenter では、ネット

ワーク設定やソフトウェアのインストールなどが完了しており、そのまま運用に使用できるマ

シンを “マスタマシン” と呼びます。また、ソフトウェアの配布やネットワーク設定を行わずに

マスタマシンをグループで稼動することを ”マスタマシン登録” と呼びます。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからマスタマシン登録するホスト

のチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マスタマシン登録] をクリックすると、

メインウィンドウに「マスタマシンを登録してグループで稼動します。」が表示されます。 
 

注： SIGMABLADE マシンに対して本操作を行う場合、対象の SIGMABLADE マシンを

DPMに登録しておく必要があります。DPMに登録されていない場合、正常に動作しません。

また、DPM にマシンを登録したあと、SigmaSystemCenter から収集を行ってください。 

 

 

 

マスタマシンを登録してグループで稼動します。 

追加したいマシンを選択してください。 

表示件数 管理対象マシンの表示件数を選択できます。 

モデル モデルを選択します。 

選択 マスタマシンに登録するマシンを選択します。 

名前 マシン名を表示します。 

種別 マシンの種別を表示します。 

状態 マシンの状態を表示します。 

電源 マシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス マシンのMACアドレスを表示します。 

< 前のページのマシン一覧に遷移します。 

> 次のページのマシン一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのマシン一覧に遷移します。 

 

 

>> 末尾ページのマシン一覧に遷移します。 
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(テキストボックス) マシン一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたマシン一覧のページに遷移

します。 

[戻る] このウィンドウではクリックできません。 

[次へ] 次のウィンドウへ移動します。 

[キャンセル] マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

 

[次へ] をクリックすると、以下のウィンドウが表示されます。 
 

 

 

マスタマシンを登録してグループで稼動します。 

下記設定でマシンを稼動します。 

ホスト マスタマシンを登録するホスト名を表示します。 

マシン 稼動するマシン名を表示します。 

 

モデル モデル名を表示します。 

[戻る] 前のウィンドウに移動します。 

[完了] マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。 

 

[キャンセル] マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。
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4.10.9. マシンの置換 

「マシンの置換」は、運用グループの稼働中のマシンとプールマシンを置換します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからマシンの置換を行うホストの

チェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マシンの置換] をクリックすると、マシ

ンが置換されます。 
 

注：  
▪ グループプロパティ設定の [全般] タブにて、[マシン置換でCPUBlade置換を優先的に実

行する] チェックボックスがオンに設定されている場合、SIGMABLADEマシンに対して、利

用中のIO仮想化ブレードを引き継いだ置換 (CPUブレードのみの置換) が優先的に実行さ

れます。ＣＰＵブレード置換先となるマシンが見つからない場合は通常のマシンの置換となり

ます。グループプロパティ設定の [全般] タブについては、「4.6.1 [全般] タブ」を参照してく

ださい。 

▪ 仮想マシンサーバおよび仮想マシンの置換を行うことはできません。 
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4.10.10. マシンの用途変更 

「マシンの用途変更」は、稼動マシンをプールマシンとして登録している他のグループの稼動

マシンへ用途変更します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからマシンの用途変更を行うホ

ストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マシンの用途変更] をクリック

すると、「マシンの用途変更」ダイアログボックスが表示されます。 
 

注： VMサーバモデルの運用グループで稼働中の仮想マシンサーバは、物理モデルの運用

グループに用途変更を行うことはできません。また、仮想マシンの用途変更はできません。 

 

 

 

マシンの用途変更 

選択 用途変更先のグループを選択します。  

グループ名 用途変更先候補のグループを表示します。 

[OK] マシンの用途変更を行い、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] マシンの用途変更を行わずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.10.11. VM 移動 

仮想マシンを別の仮想マシンサーバへ移動します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから VM 移動を行うホストのチェ

ックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [VM 移動] をクリックすると、メインウィンド

ウに「VM 移動」が表示されます。 
 

 
 

VM 移動 

VM 名 仮想マシン名を表示します。編集はできません。 

移動元 VM サーバ名 移動元の仮想マシンサーバ名を表示します。編集はでき

ません。 

移動先 VM サーバ一覧 

選択 移動先仮想マシンサーバ名を選択します。 

VM サーバ名 移動先候補の仮想マシンサーバ名を表示します。 

状態 仮想マシンサーバの状態を表示します。 

電源 仮想マシンサーバの電源状態を表示します。 

使用量 / キャパシティ 仮想マシンサーバの使用量 / キャパシティを表示しま

す。 

IP アドレス 仮想マシンサーバのIPアドレスを表示します。 

 

VM 数 仮想マシンサーバに作成されている仮想マシン台数を表

示します。 

 

VM 移動方法の指定 (選択必須) 
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Hot Migration / Cold 
Migration を行います 

Hot Migration / Cold Migrationを行う場合、チェックボック

スをオンにします。電源オンの仮想マシンをHot 
Migration、電源オフの仮想マシンをCold Migrationで移

動します。仮想マシンが共有ディスク上に存在する場合有

効です。VM移動後の電源状態はオンになります。 

Move を行います Moveを行う場合、チェックボックスをオンにします。仮想マ

シンをシャットダウン後にディスクを含めて移動します。 

 

Failover を行います Failoverを行う場合、チェックボックスをオンにします。仮

想マシンサーバが障害などでダウンしている場合、仮想マ

シンを移動します。仮想マシンが共有ディスク上に存在す

る場合有効です。VM移動後の電源状態はオンになりま

す。 

[OK] 仮想マシンを移動し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] 仮想マシンを移動せずに、元のウィンドウに戻ります。 

 



4 運用 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
186 

 

4.10.12. ソフトウェア配布 ([ホスト一覧] グループボックス) 

「ソフトウェア配布」は、指定された単一のホストに指定されたソフトウェアを配布します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからソフトウェアを配布するホス

トのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [ソフトウェア配布] をクリックする

と、「ソフトウェア配布」ダイアログボックスが表示されます。 
もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの 
[ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニュー

から [ソフトウェア配布] をクリックします。 
 

注: この操作はリソースが割り当てられていないホストに対しては、実行できません。 

 

 

 

ソフトウェア配布 

指定ソフトウェア配布 指定ソフトウェアの配布を指定します。次のウィンドウへ遷

移します。 

ソフトウェア再配布 

全ソフトウェアをインストール

する 
既にインストールしているソフトウェアを含め、全ソフトウェ

アをインストールします。 

 

 

差分ソフトウェアのみインスト

ールする 
差分ソフトウェアのみをインストールします。 

[OK] 指定ソフトウェアの場合、次のウィンドウに遷移します。ソ

フトウェア再配布の場合、ソフトウェアの配布を行います。 

[キャンセル] ソフトウェアの配布をせずに、元のウィンドウに戻ります。 
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[指定ソフトウェア配布] を選択した場合、以下のウィンドウが表示されます。 
 

 

 

指定ソフトウェア配布 

ソフトウェア一覧 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

[OK] 指定したソフトウェアの配布を行います。 

 

[キャンセル] 指定したソフトウェアの配布を行わずに、元のウィンドウに

戻ります。 
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4.10.13. ソフトウェア配布 ([リソースプール] グループボックス) 

対象のリソースに指定ソフトウェアの配布を行います。 
[運用] ツリーから対象のグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにグループの詳細

情報を表示します。[リソースプール] グループボックスからソフトウェアを配布するリソース

のチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [指定ソフトウェア配布] をクリックす

ると、メインウィンドウに「指定ソフトウェア配布」が表示されます。 
 

 

 

指定ソフトウェア配布 

ソフトウェア一覧 

(チェックボックス) ソフトウェアを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのソフトウェアが選択されます。 

名前 ソフトウェア名を表示します。 

[↑] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動しま

す。 

 

[↓] 選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動しま

す。 

[OK] 指定したソフトウェアの配布を行います。 

 

[キャンセル] 指定したソフトウェアの配布を行わずに、元のウィンドウに

戻ります。 
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4.10.14. ソフトウェア再配布 

「ソフトウェアの再配布」は、グループに所属するマシンへソフトウェアの再配布をします。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [ソフトウェア再配布] をクリックすると、メ

インウィンドウに「ソフトウェアの再配布」が表示されます。 
 

 

 

ソフトウェアの再配布 

差分情報 

マシン名 マシン名を表示します。 

ソフトウェア名 配布済みソフトウェア名を表示します。 

ソフトウェアの種類 ソフトウェアを配布するタイミングを表示します。 

 

更新日時 ソフトウェアの更新日時を表示します。 

グループへの配布方法の選択 

グループに所属するマシンへ

一斉に配布します 
グループに所属するマシンに一斉配布する場合に選択し

ます。 
 

グループに所属するマシンへ

シーケンシャルに配布します

グループに所属するマシンにシーケンシャル配布する場

合に選択します。 

ソフトウェアのインストール方法の選択 

全ソフトウェアをインストール

する 
すべてのソフトウェアをインストールする場合に選択しま

す。 

 

 

差分ソフトウェアのみインスト

ールする 
差分のあるソフトウェアのみインストールする場合に選択

します。 

[OK] ソフトウェアの再配布を行います。 

[キャンセル] ソフトウェアの再配布を行わずに、元のウィンドウに戻りま

す。 
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4.10.15. ジョブ実行結果のリセット 

SystemProvisioning は、何らかの理由によりポリシーによるアクションや Web コンソールの

操作などからマシンの起動・停止など、アクションの実行に失敗するとリソースの状態を「異

常終了」に設定します。「異常」となっているマシンに関してログの採取や障害原因を取り除

いた後、ジョブ実行結果をリセットします。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [リソースプール] グル

ープボックスの [アクション] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリックすると、各グ

ループボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンのジョブ実行結果のリセットする

ことができます。 
もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの 
[ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニュー

から [ジョブ実行結果のリセット] をクリックします。 
 

4.10.16. 故障状態の解除 

マシンのハードウェア状態を故障から正常に解除します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [リソースプール] グル

ープボックスの [アクション] メニューから [故障状態の解除] をクリックすると、各グループ

ボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンの故障状態を解除することができます。 
もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの 
[ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニュー

から [故障状態の解除] をクリックします。 
 

4.10.17. メンテナンスオン / メンテナンスオフ 

メンテナンスモードをオン、もしくはオフにします。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [リソースプール] グル

ープボックスからメンテナンスモードに移行 / 解除するマシンのチェックボックスをオンにし、

[アクション] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオフ] をクリックすると、

メンテナンスモードがオン / オフになります。 
もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの 
[ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニュー

から [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオフ] をクリックします。 
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4.10.18. プールから削除 

プールから待機中のリソースを削除します。 
[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グルー

プの詳細情報を表示します。[リソースプール] グループボックスからプールから削除するリ

ソースのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [プールから削除] をクリック

します。 
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5. 仮想 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[仮想] ビューでは、SigmaSystemCenterの仮想マシンの管理を行います。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 5.1 [仮想] ビュー ........................................................................................................... 194 
• 5.2 [仮想] アイコン......................................................................................................... 194 
• 5.3 仮想マネージャの詳細情報 ...................................................................................... 195 
• 5.4 データセンターの詳細情報 ....................................................................................... 198 
• 5.5 VMサーバの詳細情報.............................................................................................. 202 
• 5.6 VMの詳細情報 ........................................................................................................ 208 
• 5.7 仮想マシンサーバおよび仮想マシンへのメニュー操作............................................... 218 
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5.1. [仮想] ビュー 
[仮想] ビューでは、SigmaSystemCenter で仮想マシンを管理することができます。 
タイトルバーの [仮想] をクリックすると、[仮想] ビューに切り替わります。 
 

5.2. [仮想] アイコン 
[仮想] アイコンでは、仮想マシンの管理を行います。 
[仮想] ツリーから [仮想] アイコンをクリックします。 
 

 

 

仮想マネージャ一覧 

名前 仮想マシンサーバの名前を表示します。 

種別 仮想マシンサーバの種別を表示します。 

 

URL 仮想マシンサーバのURLを表示します。 
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5.3. 仮想マネージャの詳細情報 
仮想マネージャの詳細情報を表示します。 
[仮想] ツリーから対象の仮想マネージャのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想

マネージャの詳細情報が表示されます。 
 

 

 

基本情報 

アドレス 仮想マネージャのアドレスを表示します。 

製品名 仮想マネージャの製品名を表示します。 

 

バージョン 仮想マネージャのバージョンを表示します。 

稼働中 VM 一覧 

表示件数 稼働中仮想マシン一覧の表示件数を選択します。 

VM 名 稼働中仮想マシン名を表示します。 

VM サーバ名 仮想マシンサーバ名を表示します。 

コスト 稼働中仮想マシンのコストを表示します。 

状態 稼働中仮想マシンの状態を表示します。 

電源 稼働中仮想マシンの電源状態を表示します。 

IP アドレス 稼働中IPアドレスを表示します。 

MAC アドレス 稼働中仮想マシンのMACアドレスを表示します。 

 

< 前のページの稼働中VM一覧に遷移します。 
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> 次のページの稼動中VM一覧に遷移します。 

<< 先頭ページの稼働中VM一覧に遷移します。 

>> 末尾ページの稼動中VM一覧に遷移します。 

(テキストボックス) 稼働中VM一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定された稼働中VM一覧のページに

遷移します。 

未使用中 VM 一覧 

表示件数 未使用中仮想マシン一覧の表示件数を選択します。 

VM 名 未使用仮想マシン名を表示します。 

VM サーバ名 仮想マシンサーバ名を表示します。 

コスト 未使用仮想マシンのコストを表示します。 

状態 未使用仮想マシンの状態を表示します。 

電源 未使用仮想マシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス 未使用仮想マシンのMACアドレスを表示します。 

管理状態 未使用仮想マシンの管理状態を表示します。 

< 前のページの未使用中VM一覧に遷移します。 

> 次のページの未使用中VM一覧に遷移します。 

<< 先頭ページの未使用中VM一覧に遷移します。 

>> 末尾ページの未使用中VM一覧に遷移します。 

(テキストボックス) 未使用中VM一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定された、未使用中VM一覧のペー

ジに遷移します。 

テンプレート一覧 

表示件数 テンプレート一覧の表示件数を表示します。 

(チェックボックス) テンプレートを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのテンプレートが選択されます。 

テンプレート名 テンプレート名を表示します。 

所属 テンプレートが保存されている仮想マシンサーバを表示し

ます。 

コスト テンプレートのコストを表示します。 

Duplicate 名 Duplicate名を表示します。 

格納場所 テンプレートの格納場所を表示します。 

編集 テンプレートを編集します。「テンプレート編集」ウィンドウ

へ遷移します。 

削除 選択したテンプレートを削除します。 

 

< 前のページのテンプレート一覧に遷移します。 
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> 次のページのテンプレート一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのテンプレート一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのテンプレート一覧に遷移します。 

(テキストボックス) テンプレート一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定されたテンプレート一覧のページ

に遷移します。 

 



5 仮想 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
198 

 

5.4. データセンターの詳細情報 
DataCenter の詳細情報を表示します。 
[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックすると、メインウィンドウにデータ

センターの詳細情報が表示されます。 
 

 

 

基本情報 

名前 DataCenter名を表示します。  

説明 DataCenterの説明を表示します。 

VM サーバ一覧 

(チェックボックス) 仮想マシンサーバを選択します。1行目のチェックボックス

をオンにすると、すべての仮想マシンサーバが選択されま

す。 

VM サーバ名 仮想マシンサーバ名を表示します。 

状態 仮想マシンサーバの状態を表示します。 

電源 仮想マシンサーバの電源状態を表示します。 

使用量 / キャパシティ 仮想マシンサーバのキャパシティを表示します。 

IP アドレス 仮想マシンサーバのIPアドレスを表示します。 

VM 数 仮想マシンサーバに登録している仮想マシンの台数を表

示します。 

起動 選択した仮想マシンサーバを起動します。 

再起動 選択した仮想マシンサーバを再起動します。 

サスペンド 選択した仮想マシンサーバをサスペンドします。 

 

シャットダウン 選択した仮想マシンサーバをシャットダウンします。 

テンプレート一覧 
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表示件数 テンプレート一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) テンプレートを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのテンプレートが選択されます。 

テンプレート名 テンプレート名を表示します。 

所属 テンプレートが保存されている仮想マシンサーバを表示し

ます。 

コスト テンプレートのコストを表示します。 

Duplicate 名 Duplicate名を表示します。 

格納場所 テンプレートが保存されているDatastoreを表示します。 

編集 テンプレートを編集します。「テンプレート編集」ウィンドウ

へ遷移します。 

削除 選択したテンプレートを削除します。 

< 前のページのテンプレート一覧に遷移します。 

> 次のページのテンプレート一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのテンプレート一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのテンプレート一覧に遷移します。 

(テキストボックス) テンプレート一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたテンプレート一覧のページ

に遷移します。 
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5.4.1. データセンター追加 

DataCenter を追加します。 
[仮想] ツリーから対象の仮想マネージャのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マネ

ージャの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [データセンター追加] をクリックする

と、メインウィンドウに「データセンター追加」が表示されます。 
 

 
 

データセンター追加 

仮想マネージャ名 仮想マネージャ名を表示します。編集はできません。 

名前 

(入力必須) 

DataCenter名を入力します。入力できる文字は半角英数

字、記号 (“_”、“-“ )、および半角空白、文字数は80文字以

内です。 

 

説明 DataCenterの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] DataCenter追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] DataCenter追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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5.4.2. データセンター編集 

DataCenter を編集します。 
[仮想] ツリーから対象のDataCenterのアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンタ

ーの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [データセンター編集] をクリックすると、メ

インウィンドウに「データセンター編集」が表示されます。 
 

 
 

データセンター編集 

仮想マネージャ名 仮想マネージャ名を表示します。編集はできません。 

名前 

(入力必須) 

DataCenter名を表示し、編集もできます。入力できる文字

は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空白、文字

数は80文字以内です。 

説明 DataCenterの説明を表示し、編集もできます。入力できる

文字数は255文字以内です。 

 

管理対象にする チェックボックスをオンにすると、DataCenterが管理対象

として登録されます。 

[OK] DataCenter編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] DataCenter編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 

 

5.4.3. データセンター削除 

DataCenter を削除します。 
[仮想] ツリーから対象のDataCenterのアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンタ

ーの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [データセンター削除] をクリックすると、削

除されます。 
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5.5. VM サーバの詳細情報 
仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。 
[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮

想マシンサーバの詳細情報が表示されます。 
 

 
 

基本情報 

マシン名 仮想マシンサーバ名を表示します。 

リソースパス システムリソースのパスを表示します。 

UUID 仮想マシンサーバのUUIDを表示します。 

キャパシティ値 仮想マシンサーバで動作可能な仮想マシンのキャパシテ

ィ値を表示します。 

使用量 仮想マシンサーバの使用量を表示します。 

マネージャ URL 仮想マシンサーバのIPアドレスを表示します。 

製品名 仮想マシンサーバの製品名を表示します。 

 

バージョン 仮想マシンサーバのバージョンを表示します。 
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CPU 種別 仮想マシンサーバのCPUの種類を表示します。 

プロセッサ 仮想マシンサーバのプロセッサを表示します。 

メモリサイズ 仮想マシンサーバのメモリサイズを表示します。 

説明 仮想マシンサーバの説明を表示します。 

運用情報 

ホスト名 ホスト名を表示します。 

稼動グループ 稼動グループを表示します。 

サマリステータス サマリステータスを表示します。 

電源状態 電源状態を表示します。 

稼動ステータス 稼動ステータスを表示します。 

OS ステータス OSステータスを表示します。 

ハードウェアステータス ハードウェアステータスを表示します。 

実行ステータス 実行ステータスを表示します。 

ポリシー状態 ポリシー状態を表示します。 

メンテナンスステータス メンテナンスステータスを表示します。 

 

管理状態 管理状態を表示します。 

稼働中 VM 一覧 

表示件数 稼働中仮想マシンの表示件数を選択します。 

(チェックボックス) 稼動中仮想マシンを選択します。1行目のチェックボックス

をオンにすると、すべての稼働中仮想マシンが選択されま

す。 

VM 名 稼働中仮想マシン名を表示します。 

コスト 稼動中仮想マシンのコストを表示します。 

状態 稼働中仮想マシンの状態を表示します。 

電源 稼動中仮想マシンの電源状態を表示します。 

IP アドレス 固定IPアドレスの場合、IPアドレスを表示します。DHCP
の場合は表示されません。 

MAC アドレス 稼働中仮想マシンのMACアドレスを表示します。 

VM 移動 選択した稼動中仮想マシンを移動します。 

起動 選択した稼働中仮想マシンを起動します。 

再起動 選択した稼働中仮想マシンを再起動します。 

サスペンド 選択した稼働中仮想マシンをサスペンドします。 

シャットダウン 選択した稼働中仮想マシンをシャットダウンします。 

< 前のページの稼動中VM一覧に遷移します。 

 

> 次のページの稼動中VM一覧に遷移します。 
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<< 先頭ページの稼働中VM一覧に遷移します。 

>> 末尾ページの稼働中VM一覧に遷移します。 

(テキストボックス) 稼働中VM一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定された稼働中VM一覧のページに

遷移します。 

 

 

 

未使用 VM 一覧 

表示件数 未使用仮想マシン一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) 未使用仮想マシンを選択します。1行目のチェックボックス

をオンにすると、すべての未使用仮想マシンが選択されま

す。 

VM 名 未使用仮想マシン名を表示します。 

コスト 未使用仮想マシンのコストを表示します。 

状態 未使用仮想マシンの状態を表示します。 

電源 未使用仮想マシンの電源状態を表示します。 

MAC アドレス 未使用仮想マシンのMACアドレスを表示します。 

 

管理状態 管理状態を表示します。 
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VM 削除 選択した未使用仮想マシンを削除します。 

テンプレート作成 選択した未使用仮想マシンからテンプレートを作成しま

す。「テンプレート作成」ウィンドウに遷移します。 

VM 移動 選択した未使用仮想マシンを移動します。 

起動 選択した未使用仮想マシンを起動します。 

シャットダウン 選択した未使用中仮想マシンをシャットダウンします。 

< 前のページの未使用VM一覧に遷移します。 

> 次のページの未使用VM一覧に遷移します。 

<< 先頭ページの未使用VM一覧に遷移します。 

>> 末尾ページの未使用VM一覧に遷移します。 

(テキストボックス) 未使用VM一覧のページを指定します。 

Go テキストボックスに指定された未使用VM一覧のページに

遷移します。 

テンプレート一覧 

表示件数 テンプレート一覧の表示件数を選択します。 

(チェックボックス) テンプレートを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべてのテンプレートが選択されます。 

テンプレート名 テンプレート名を表示します。 

コスト テンプレートのコストを表示します。 

Duplicate 名 テンプレートに設定されているDuplicate名を表示します。

格納場所 テンプレートの格納場所を表示します。 

編集 テンプレートを編集します。「テンプレート編集」ウィンドウ

に遷移します。 

削除 選択したテンプレートを削除します。 

< 前のページのテンプレート一覧に遷移します。 

> 次のページのテンプレート一覧に遷移します。 

<< 先頭ページのテンプレート一覧に遷移します。 

>> 末尾ページのテンプレート一覧に遷移します。 

(テキストボックス) テンプレート一覧のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたテンプレート一覧のページ

に遷移します。 

データストア一覧 

データストア名 Datastore名を表示します。 

番号 Datastoreの番号を表示します。 

サイズ (MB) Datastoreのサイズを表示します。 

 

タイプ Datastoreのタイプを表示します。 
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ネットワーク一覧 

 ネットワーク名 ネットワーク名を表示します。 

 

5.5.1. VM サーバ編集 

仮想マシンサーバを編集します。 
[仮想] ツリーから編集を行う仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに

DataCenter の詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM サーバ編集] をクリックす

ると、メインウィンドウに「VM サーバ編集」が表示されます。 
 

 
 

VM サーバ編集 

VM サーバ名 仮想マシンサーバ名を表示します。編集はできません。  

キャパシティ値 キャパシティ値を入力します。「1～999999」の範囲で設定

できます。 

[OK] 仮想マシンサーバ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻

ります。 

[キャンセル] 仮想マシンサーバ編集情報を保存せずに、元のウィンドウ

に戻ります。 
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5.5.2. VM 作成 (テンプレート) 

テンプレートから仮想マシンを作成します。仮想マシンはテンプレートを複製したものになりま

す。 
[仮想] ツリーから仮想マシン作成を行う仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィ

ンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM 作成 (テン

プレート)] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 作成 (テンプレート)」が表示されます。 
 

 
 

VM 作成 (テンプレート) 

VM サーバ名 仮想マシン作成先の仮想マシンサーバ名を表示します。

編集はできません。 

VM 名 作成する仮想マシン名を入力します。入力できる文字は

半角英数字、記号 ( “_”、”-" )、および半角空白、文字数

は80文字以内です。 

作成先データストア 仮想マシンを作成するDatastoreを選択します。 

 

テンプレート テンプレートを選択します。 

[OK] 入力情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] 入力情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。 
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5.6. VM の詳細情報 
仮想マシンの詳細情報を表示します。 
[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシ

ンの詳細情報が表示されます。 
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基本情報 

VM 名 仮想マシン名を表示します。 

リソースパス リソースパスを表示します。 

データストア 仮想マシンを作成しているDatastoreを表示します。 

コスト値 仮想マシンのコスト値を表示します。 

CPU 数 仮想マシンの仮想CPU数を表示します。 

CPU シェア値 仮想マシンのCPUのシェア値を表示します。 

メモリサイズ 仮想マシンのメモリサイズを表示します。 

メモリシェア値 仮想マシンのメモリのシェア値を表示します。 

NIC 数 仮想マシンサーバのNIC数を表示します。 

 

OS 名 仮想マシンのOS名を表示します。 

運用情報 

ホスト名 稼動中の場合、仮想マシンのホスト名を表示します。 

稼動グループ 稼動中の場合、稼動グループを表示します。 

OS 種別 稼働中の場合、稼動グループに設定されているOS種別を

表示します。 

サマリステータス サマリステータスを表示します。 

電源状態 電源状態を表示します。 

稼動ステータス 稼動ステータスを表示します。 

OS ステータス OSステータスを表示します。 

ハードウェアステータス ハードウェアステータスを表示します。 

実行ステータス 実行ステータスを表示します。 

ポリシー状態 ポリシーの設定状態を表示します。 

メンテナンスステータス メンテナンスステータスを表示します。 

管理状態 管理状態を表示します。 

NIC1 ネットワークアダプタ名を表示します。 

NIC2 ネットワークアダプタ名を表示します。 

NIC3 ネットワークアダプタ名を表示します。 

 

NIC4 ネットワークアダプタ名を表示します。 

仮想ディスク一覧 

名前 仮想ディスクが格納されているDatastoreを含めた名称を

表示します。 

タイプ 仮想ディスクの種類を表示します。 

 

説明 仮想ディスクの説明を表示します。 
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5.6.1. VM 編集 

仮想マシンを編集します。 
[仮想] ツリーから編集を行う仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシ

ンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM 編集] をクリックすると、メインウィンド

ウに「VM 編集」が表示されます。 
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VM 編集 

VM サーバ名 仮想マシンサーバ名を表示します。編集はできません。 

VM 名 仮想マシン名を表示します。入力できる文字は半角英数

字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空白、文字数は80文字

以内です。VM名はシステムで一意となるように設定してく

ださい。 

コスト値 仮想マシンのコスト値を表示します。「1～999999」の範囲

で設定できます。 

CPU 情報 

CPU 数 仮想マシンの仮想CPU数を表示します。仮想マシンサー

バにより設定可能な値は変化します。 
 

CPU シェア値 仮想マシンのシェア値を表示します。高、普通、低および

数値で表示します。CPUシェア値を変更する場合は、該当

する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で

設定する」を選択し、数値を入力します。「1～999999」の
範囲で設定できます。 

メモリ情報 

メモリサイズ 仮想マシンのメモリサイズを表示します。仮想マシンサー

バにより設定可能な値は変化します。 

 

 

メモリシェア値 仮想マシンのメモリシェア値を表示します。高、普通、低お

よび数値で表示します。CPUシェア値を変更する場合は、

該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手

動で設定する」を選択し、数値を入力します。「1～
999999」の範囲で設定できます。XenServerの仮想マシ

ンの場合は、メモリシェア値は設定されません。 

[OK] 仮想マシン編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] 仮想マシン編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻り

ます。 

 



5 仮想 
 

SigmaSystemCenter 2.0 リファレンスガイド 
212 

 

5.6.2. VM 移動 

仮想マシンを別の仮想マシンサーバへ移動します。 
[仮想] ツリーから移動する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシン

の詳細情報を表示します。[操作] メニューから [VM 移動] をクリックします。もしくは、仮想

マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示

します。[稼働中 VM 一覧] グループボックスおよび [未使用 VM 一覧] グループボックス内

の移動する仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[VM 移動] をクリックすると、メインウィ

ンドウに「VM 移動」が表示されます。 
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VM 移動 

VM 名 仮想マシン名を表示します。編集はできません。 

移動元 VM サーバ名 移動元の仮想マシンサーバ名を表示します。編集はでき

ません。 

移動先 VM サーバ一覧 

選択 移動先仮想マシンサーバ名を選択します。 

VM サーバ名 移動先候補の仮想マシンサーバ名を表示します。 

状態 仮想マシンサーバの状態を表示します。 

電源 仮想マシンサーバの電源状態を表示します。 

使用量 / キャパシティ 仮想マシンサーバの使用量 / キャパシティを表示しま

す。 

IP アドレス 仮想マシンサーバのIPアドレスを表示します。 

 

VM 数 仮想マシンサーバに作成されている仮想マシン台数を表

示します。 

VM 移動方法の指定 (選択必須) 

Hot Migration / Cold 
Migration を行います 

Hot Migration / Cold Migrationを行う場合、チェックボック

スをオンにします。電源オンの仮想マシンをHot 
Migration、電源オフの仮想マシンをCold Migrationで移

動します。仮想マシンが共有ディスク上に存在する場合有

効です。VM移動後の電源状態はオンになります。 

Move を行います Moveを行う場合、チェックボックスをオンにします。仮想マ

シンをシャットダウン後にディスクを含めて移動します。 

 

 

Failover を行います Failoverを行う場合、チェックボックスをオンにします。仮

想マシンサーバが障害などでダウンしている場合、仮想マ

シンを移動します。仮想マシンが共有ディスク上に存在す

る場合有効です。VM移動後の電源状態はオンになりま

す。 

[OK] 仮想マシンを移動し、元のウィンドウに戻ります。 

[キャンセル] 仮想マシンを移動せずに、元のウィンドウに戻ります。 

 

5.6.3. VM 削除 

仮想マシンを削除します。 
[仮想] ツリーから削除する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシン

の詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM 削除] をクリックします。もしくは、仮想

マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバ詳細情報を表示し

ます。[未使用VM一覧] グループボックス内の削除する仮想マシンのチェックボックスをオン

にし、[アクション] メニューから [VM 削除] をクリックします。 
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5.6.4. テンプレート作成 

テンプレートを作成します。 
[仮想] ツリーからテンプレートの元となる仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウ

に仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テンプレート作成] をクリック

すると、メインウィンドウに「テンプレート作成」が表示されます。 
もしくは、対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィ

ンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[未使用VM一覧] グループボックスか

ら対象の仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [テンプレート作

成] をクリックします。 
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テンプレート作成 

テンプレート名 

(入力必須) 

テンプレートの名称を入力します。入力できる文字は半角

英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空白、文字数は80
文字以内です。 

複製元 VM 名 指定したテンプレートの元となる仮想マシンを表示します。

コスト値 テンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮

想マシンのコスト値を入力します。「1～999999」の範囲で

設定できます。 

説明 (255 文字以内) テンプレートの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

Duplicate 名 テンプレートから仮想マシン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。入力できる

文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空白、

文字数は80文字以内です。 

VM サーバ 作成先仮想マシンサーバを選択します。 

格納場所 作成先Datastoreを選択します。 

他の Duplicate からコピーする 既に別のテンプレートでDuplicate情報が登録されている

場合、登録情報をDuplicate一覧として表示します。

Duplicate一覧から選択した情報を選んで [OK] をクリッ

クすると、選択したDuplicateと同じ設定を反映します。 

Windows 設定 / Linux 設定 テンプレートのOSの種類をWindowsもしくはLinuxから選

択します。 

Windows設定情報 (以下の項目は [OS設定選択] がWindowsの場合に限り選択 / 入力で

きます。) 

名前 使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力で

きる文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空

白、文字数は80文字以内です。 

組織名 使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力

できる文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角

空白、文字数は80文字以内です。 

タイムゾーン 使用するタイムゾーンを選択します。 

プロダクトキー 使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入

力できる文字は半角英数字のみです。入力は 
(XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力

します。 

 

ライセンスモード [同時接続ユーザ数]、もしくは [接続クライアント数] から

選択します。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキ

ストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範

囲で設定できます。 

[OK] テンプレート作成情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] テンプレート作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 
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5.6.5. テンプレート編集 

テンプレートを編集します。 
[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリッ

クし、メインウィンドウにいずれかの詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボ

ックスから [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート編集」が表示されます。 
 

 
 

テンプレート編集 

テンプレート名 テンプレートの名称を表示します。編集はできません。 

コスト値 コスト値を表示し、編集もできます。「1～999999」の範囲

で設定できます。 

説明 (255 文字以内) テンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる

文字数は255文字以内です。 

Duplicate 名 Duplicate名を表示し、編集もできます。入力できる文字は

半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角空白、文字数

は80文字以内です。 

 

格納場所 作成先Datastoreを表示します。 
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他の Duplicate からコピーする 既に別のテンプレートでDuplicate情報が登録されている

場合、登録情報をDuplicate一覧として表示します。

Duplicate一覧から選択した情報を選んで [OK] をクリッ

クすると選択したDuplicateと同じ設定を反映します。 

Windows 設定 / Linux 設定 テンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。 

Windows設定情報 (以下の項目は [OS設定選択] がWindowsの場合に限り選択 / 入力で

きます。) 

名前 OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力

できる文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半角

空白、文字数は80文字以内です。 

組織名 OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入

力できる文字は半角英数字、記号 ( “_”、“-“ )、および半

角空白、文字数は80文字以内です。 

タイムゾーン タイムゾーンを表示し、変更もできます。 

プロダクトキー OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。

入力できる文字は半角英数字のみです。入力は 
(XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力

します。 

ライセンスモード ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユ

ーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を

入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。 

[OK] テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻

ります。 

 

5.6.6. テンプレート削除 

テンプレートを削除します。 
[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリッ

クし、メインウィンドウにいずれかの詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボ

ックスから [削除] をクリックすると、削除されます。 
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5.7. 仮想マシンサーバおよび仮想マシンへのメニ

ュー操作 
仮想マシンサーバおよび仮想マシンに対する操作に関するメニューについて説明します。 
 

5.7.1. 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド (仮想マシンサー

バ) 

仮想マシンサーバの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。 
[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバが所属する DataCenter のアイコンをクリックし、

メインウィンドウに DataCenter の詳細情報を表示します。対象の仮想マシンサーバのチェッ

クボックスをオンにし、[アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは 
[サスペンド] をクリックすると、仮想マシンサーバの電源を操作することができます。 
もしくは、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウ

に仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。 [操作] メニューから [起動]、[再起動]、[シ
ャットダウン]、もしくは [サスペンド] をクリックすると、仮想マシンサーバの電源を操作するこ

とができます。 
 
 

5.7.2. 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド (仮想マシン) 

仮想マシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。 
仮想マシンサーバ上の稼働している単数および複数の仮想マシンの電源を操作するには、

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メ

インウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[稼動中 VM 一覧] グループボ

ックスの [アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペンド] 
をクリックすると、グループボックスのチェックボックスがオンとなっている稼動仮想マシンの

電源を操作することができます。 
仮想マシンサーバ上の単数および複数の未使用仮想マシンの電源を操作するには、所属す

る仮想マシンサーバの詳細情報の [未使用VM一覧] グループボックスの [アクション] メニ
ューから [起動]、もしくは [シャットダウン] をクリックすると、グループボックスのチェックボッ

クスがオンとなっている未使用仮想マシンの電源を操作することができます。 
 

注: 仮想マシンサーバの詳細情報からは、未使用仮想マシンの再起動およびサスペンドは

できません。 
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6. 監視 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[監視] ビューでは、SigmaSystemCenterの管理対象マシンの状態やログの参照および管理サーバの編集

について説明をします。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 6.1 [監視] ビュー ........................................................................................................... 220 
• 6.2 [ダッシュボード] アイコン .......................................................................................... 220 
• 6.3 [運用ログ] アイコン .................................................................................................. 222 
• 6.4 [ジョブ] アイコン ....................................................................................................... 224 
• 6.5 [管理サーバ群] アイコン .......................................................................................... 226 
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6.1. [監視] ビュー 
[監視] ビューでは、SigmaSystemCenter の管理対象マシンの状態やログの参照および管

理サーバの追加 / 削除することができます。 
タイトルバーの [監視」 をクリックすると、[監視] ビューに切り替わります。 
 

 
 

6.2. [ダッシュボード] アイコン 
障害マシンと実行中のジョブを参照します。ジョブを中断することもできます。 
［監視］ ツリーから [ダッシュボード] アイコンをクリックすると、メインウィンドウにダッシュボ

ードが表示されます。 
初期表示は、24 時間以内に実行されたジョブが表示されます。自動更新も更新時間から 24
時間以内のジョブが表示されます。24 時間以上経過した完了 (成功または失敗) ジョブは

自動更新時に削除されます。 
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サマリ情報 ジョブやリソースの障害件数、更新日時を表示します。 

障害リソース 

ホスト名 障害リソースのホスト名を表示します。 

リソース 障害リソースの名前を表示します。 

状態 障害リソースの状態を表示します。 

電源 障害リソースの電源状態を表示します。 

IP アドレス 障害リソースのIPアドレスを表示します。 

 

MAC アドレス 障害リソースのMACアドレスを表示します。 

ジョブリソース 

(チェックボックス) ジョブリソースを選択します。1行目のチェックボックスをオ

ンにすると、すべてのジョブリソースが選択されます。 

ジョブ ID ジョブIDを表示します。 

開始日時 ジョブの開始日時を表示します。 

状態 ジョブの状態を表示します。 

ソース ジョブを実行したユーザ名、またはシステムモジュール名

を表示します。 

概要 ジョブの内容を表示します。 

進捗率 進捗率を表示します。 

 

キャンセル 選択した実行中のジョブを中断します。 
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6.3. [運用ログ] アイコン 
運用ログの参照と検索を行います。 
［監視］ ツリーから [運用ログ] アイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用ログが表示

されます。 
初期表示は、3 日前の運用ログから 1000 件の運用ログを表示します。また、指定日時を指

定した場合、指定日時から 1000 件まで運用ログを表示します。 
 

 

 



[運用ログ] アイコン 
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運用ログ 

開始日付 テキストボックスに日付を入力します。入力は 
(YYYY/MM/DD) 形式で入力します。”YYYY” は
年、”MM” は月、”DD” は日を入力します。もしくは、テキ

ストボックス横の  アイコンをクリックすると表示される

カレンダーから日付を選択します。入力もしくは選択後、

[検索] をクリックすると、指定された日付以降の運用ログ

が表示されます。時刻を指定する場合は、併せて時刻を

選択した後、レベルを指定する場合は、併せてレベルを選

択した後、[検索] をクリックしてください。 

時刻 時刻を選択します。選択後、[検索] をクリックすると、指定

された時刻以降の運用ログが表示されます。初期表示

は、現在の時間を表示します。 

レベル レベルを選択します。選択後、[検索] をクリックすると、指

定されたレベルのログが表示されます。”通常” を選択し

た場合、通常レベルのログが表示されます。”詳細” を選

択した場合、通常と詳細レベルのログが表示されます。”ト
レース” を選択した場合、すべてのレベルのログが表示さ

れます。初期表示は、”通常” を表示します。 

[検索] 開始日時と時刻、およびレベルの内容で運用ログを検索

します。 

表示件数 運用ログの表示件数を選択します。 

日時 ログの日時を表示します。 

レベル ログのレベルを表示します。 

メッセージ ログのメッセージを表示します。 

< 前のページの運用ログに遷移します。 

> 次のページの運用ログに遷移します。 

<< 先頭ページの運用ログに遷移します。 

>> 末尾ページの運用ログに遷移します。 

(テキストボックス) 運用ログのページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定された運用ログのページに遷移し

ます。 
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6.4. [ジョブ] アイコン 
ジョブ履歴の参照と検索を行います。 
[監視] ツリーから [ジョブ] アイコンをクリックすると、メインウィンドウにジョブが表示されま

す。 
初期表示は、1 日前までのジョブ履歴を表示します。 
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ジョブ履歴 

開始日付 テキストボックスに日付を入力します。入力は 
(YYYY/MM/DD) 形式で入力します。”YYYY” は
年、”MM” は月、”DD” は日を入力します。もしくは、テキ

ストボックス横の  アイコンをクリックすると表示される

カレンダーから日付を選択します。入力もしくは選択後、

[検索] をクリックすると、指定された日付以降のジョブ履

歴が表示されます。時刻を指定する場合は、併せて時刻

を指定した後、[検索] をクリックしてください。 

時刻 時刻を選択します。選択後、[検索] をクリックすると、指定

された時刻以降のジョブ履歴が表示されます。初期表示

は、現在の時間を表示します。 

[検索] 開始日時と時刻の内容でジョブ履歴を検索します。 

表示件数 ジョブ履歴の表示件数を選択します。 

番号 ジョブ履歴の番号を表示します。 

開始日時 ジョブの開始日時を表示します。 

終了日時 ジョブの終了日時を表示します。 

状態 ジョブの状態を表示します。 

イベント イベント管理番号を表示します。 
SYxxxxx ： システムモジュールにて実行されたイベント 
(定期収集など) 
UCxxxxx ： Webコンソール、pvmutlコマンド、または

SystemMonitorからの操作、実行されたイベント 
RExxxxx ： 受信した、連携製品のイベント 

アクション名 処理内容の詳細を表示します。 

概要 ジョブの概要を表示します。 

< 前のページのジョブ履歴に遷移します。 

> 次のページのジョブ履歴に遷移します。 

<< 先頭ページのジョブ履歴に遷移します。 

>> 末尾ページのジョブ履歴に遷移します。 

(テキストボックス) ジョブ履歴のページを指定します。 

 

Go テキストボックスに指定されたジョブ履歴のページに遷移

します。 
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6.5. [管理サーバ群] アイコン 
管理サーバの追加、編集、削除および参照を行います。 
[監視] ツリーから [管理サーバ群] アイコンをクリックすると、メインウィンドウに [管理サー

バ一覧] グループボックスが表示されます。 
 

 
 



[管理サーバ群] アイコン 
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管理サーバ一覧 

(チェックボックス) 管理サーバを選択します。1行目のチェックボックスをオン

にすると、すべての管理サーバが選択されます。 

アドレス 管理サーバの名前を表示します。 

状態 管理サーバとの通信状態を表示します。 

正常 正常に動作している管理対象マシンの台数を表示しま

す。 

警告 警告を出している管理対象マシンの台数を表示します。 

異常 異常を出している管理対象マシンの台数を表示します。 

処理中 処理中の管理対象マシンの台数を表示します。 

メンテナンス中 メンテナンス中の管理対象マシンの台数を表示します。 

待機中 (プール) 待機中の管理対象マシンの台数を表示します。 

合計 管理対象マシンの合計台数を表示します。 

編集 管理サーバの編集を行います。「管理サーバ編集」ウィン

ドウに遷移します。 

追加 管理サーバの追加を行います。「管理サーバ追加」ウィン

ドウに遷移します。 

 

削除 選択した管理サーバを削除します。 
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6.5.1. 管理サーバ追加 

管理サーバの追加を行います。 
[監視] ツリーから [管理サーバ群] アイコンをクリックし、メインウィンドウに [管理サーバ一

覧] グループボックスを表示します。[管理サーバ一覧] グループボックスから [追加] をクリ

ックすると、メインウィンドウに「管理サーバ追加」が表示されます。 
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管理サーバ追加 

名前 

(入力必須) 

管理サーバ名を入力します。入力できる文字数は32文字

以内です。 

ホスト名 

(入力必須) 

管理サーバのホスト名を入力します。入力できる文字数は

32文字以内です。 

ポート 

(入力必須) 

管理サーバのポート番号を入力します。管理サーバのポ

ート番号の既定値は (26150) です。「1～65535」の範囲

で設定できます。 

URL 管理サーバのURLを入力します。ブラウザを起動して、指

定された管理サーバのWebコンソールに接続します。 

アカウント名 

(入力必須) 

SystemProvisioningのアカウント名を入力します。入力で

きる文字数は32文字以内です。別管理サーバとの通信、

接続処理に必要になります。 

パスワード 

(入力必須) 

アカウントのパスワードを入力します。入力できる文字数

は128文字以内です。別管理サーバとの通信、接続処理

に必要になります。 

パスワード確認 

(入力必須) 

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 管理サーバの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] 管理サーバ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] 管理サーバ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻り

ます。 
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6.5.2. 管理サーバ編集 

管理サーバの編集を行います。 
[監視] ツリーから [管理サーバ群] アイコンをクリックし、メインウィンドウに [管理サーバ一

覧] グループボックスを表示します。[管理サーバ一覧] グループボックスから [編集] アイコ

ンをクリックすると、メインウィンドウに「管理サーバ編集」が表示されます。 
 

 

 



[管理サーバ群] アイコン 
 

セクション I Webコンソール一覧 
231 

 
管理サーバ編集 

名前 管理サーバ名を表示します。編集はできません。 

ホスト名 

(入力必須) 

管理サーバのホスト名を表示し、編集もできます。入力で

きる文字数は32文字以内です。 

ポート 

(入力必須) 

管理サーバのポート番号を表示し、編集もできます。「1～
65535」の範囲で設定できます。 

URL 管理サーバのURLを表示し、編集もできます。 

アカウント名 

(入力必須) 

アカウント名を表示し、編集もできます。入力できる文字数

は32文字以内です。 

パスワード更新 パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにしま

す。 

パスワード [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

パスワードの変更ができます。入力できる文字数は128文
字以内です。 

パスワード確認 [パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、

確認のため再度同じパスワードを入力します。 

 

説明 管理サーバの説明を入力します。入力できる文字数は

255文字以内です。 

[OK] 管理サーバ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻りま

す。 

[キャンセル] 管理サーバ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻り

ます。 

 

6.5.3. 管理サーバ削除 

管理サーバを削除します。 
[監視] ツリーから [管理サーバ群] アイコンをクリックし、メインウィンドウに [管理サーバ一

覧] グループボックスを表示します。[管理サーバ一覧] グループボックスから削除する管理

サーバのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削

除されます。 
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セセククシショョンン  IIII  WWeebb ココンンソソーールル以以外外のの設設定定  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このセクションでは、SigmaSystemCenter の Web コンソール以外の画面説明を記載します。 
 
 
• 7 構成情報管理 .......................................................................................................... 235 
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7. 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) 
に関する設定について説明します。 
 
本章で説明する項目は以下の通りです。 
 
 
• 7.1 構成情報管理 .......................................................................................................... 235 
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7.1. 構成情報管理画面 
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。SystemProvisioning のインストールディレクトリ

¥bin 配下の PvmConfig.exe から構成情報管理画面を起動します。 
 

注： 設定内容を変更した場合は、SystemProvisioning を再起動してください。 

 

 

 

構成情報管理 

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。 
ローカルマシンを使用する場合は ”(local)” を指定してく

ださい。 
入力できる文字は記号を含む半角英数字、文字数は256
文字以内です。 

 

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。 
SQL Server 2005のセットアップで作成したインスタンス名

です。 
SystemProvisioningで使用するインスタンス名の既定値

は (SSCCMDB) です。 
入力できる文字は記号を含む半角英数字、文字数は256
文字以内です。 
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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、オンに

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。 

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、オンにします。 
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、SQL Server 2005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。SQL Server 2005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 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。アカウントは、SQL 
Server 2005のシステム管理者である必要があります。 
システム管理者アカウントの既定値は (sa) です。 
入力できる文字は記号を含む半角英数字、文字数は256
文字以内です。 

パスワード SystemProvisioningの構成情報データベースへアクセス

するためのパスワードを入力します。SQL Server 2005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。 
入力できる文字は記号を含む半角英数字、文字数は256
文字以内です。 

パスワード (確認用) 確認のため再度同じパスワードを入力します。 
入力できる文字は記号を含む半角英数字、文字数は256
文字以内です。 

 

[接続確認] SystemProvisioningの構成情報データベースに接続確

認を行います。 

[保存] 接続確認が実施されます。成功した場合は、保存確認メッ

セージが表示され、[はい(Y)] をクリックすると構成情報管

理の変更を保存し、ダイアログを閉じます。[いいえ(N)] を
クリックすると、元のダイアログに戻ります。 

[閉じる] 構成情報管理の変更を保存せずに、ダイアログを閉じま

す。 
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