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はじめに
対象読者と目的
「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」は、インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、
その後の運用・保守を行うシステム管理者を対象読者とし、インストール後の設定から運用に関する操作手
順を実際の流れに則して説明します。また、保守の方法や操作についても説明します。

本書の構成
セクション I
1
2

「システム構築前の準備を行う」: SigmaSystemCenter の初期設定、基本動作、環境設定につ
いて説明します。
「関連製品の事前設定」: SigmaSystemCenter で使用する関連製品の事前設定について説明
します。

セクション II
3
4
5
6
7

SigmaSystemCenter の運用を開始する

「SigmaSystemCenter へリソースを登録する」: SigmaSystemCenter への関連製品の登録方
法について説明します。
「運用グループを作成する」: [運用] ビューでの運用グループの設定について説明します。
「仮想環境を管理、および運用するための設定」: [仮想] ビューでのマシンの構築について説明
します。
「マシンを運用するための操作 ([運用] ビュー)」: [運用] ビューでのマシンの運用について説明
します。
「マシンを運用するための操作 ([仮想] ビュー)」: [仮想] ビューでのマシンの運用について説明
します。

セクション III
8
9

環境構築と設定

メンテナンスを行う

「保守」: SigmaSystemCenter のメンテナンス方法について説明します。
「バックアップ・リストア」: SigmaSystemCenter 運用時のバックアップ、およびリストア方法につ
いて説明します。
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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

[マシン名] テキストボックスにマシン名を入力しま
す。

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

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

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。

「」 かぎかっこ

(courier New)
モノスペースフォント斜体
(courier New)

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。

xii

[すべて] チェックボックス

「インストレーションガイド」

replace Gr1
add GroupName
InstallPath="Install Path"

セクション I 環境構築と設定

このセクションでは、SigmaSystemCenter のインストール後、運用開始までに行うべき環境構築、および
事前設定について記載します。

•
•

1
2

システム構築前の準備を行う
関連製品の事前設定

1

システム構築前の準備を行う

1.

本章では、SigmaSystemCenter の初期設定、基本動作、環境設定について記載します。
本章で説明する項目は以下の通りです。

•
•
•
•
•
•

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

SystemProvisioning を起動 / 再起動 / 停止する ........................................................4
Web コンソールを起動 / ログインする ..........................................................................5
Web コンソールの基本的な操作を理解する ...................................................................8
ライセンスキーを登録する .......................................................................................... 13
SystemProvisioning ユーザを追加する ...................................................................... 14
環境を設定する .......................................................................................................... 15
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1 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

1.1. SystemProvisioning を起動 / 再起動 / 停
止する
SystemProvisioning の起動、再起動、および停止操作に関する説明をします。

1.1.1.

SystemProvisioning を起動するには
SystemProvisioning は、管理サーバを起動すると自動的に起動します。手動で起動する場
合、以下の手順に従って起動してください。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。

2.

サービス一覧から "PVMService" を選択し、[サービスの開始] をクリックします。

以上で SystemProvisioning の起動は完了です。

1.1.2.

SystemProvisioning を再起動するには
SystemProvisioning を再起動します。以下の手順に従って再起動してください。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。

2.

サービス一覧から "PVMService" を選択し、[サービスの再起動] をクリックします。

以上で SystemProvisioning の再起動は完了です。

1.1.3.

SystemProvisioning を停止するには
SystemProvisioning を停止します。以下の手順に従って停止してください。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。

2.

サービス一覧から "PVMService" を選択し、[サービスの停止] をクリックします。

以上で SystemProvisioning の停止は完了です。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
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Web コンソールを起動 / ログインする

1.2. Web コンソールを起動 / ログインする
Web コンソールを操作するには、Web コンソールを起動し、ログインする必要があります。

1.2.1.

Web コンソールを起動するには
Web コンソールを起動します。以下の手順に従って起動してください。
1.

Web ブラウザを起動します。

2.

Web ブラウザのアドレス欄に以下の URL を入力します。
http://ホスト/Provisioning/Default.aspx
ホストには、管理サーバのホスト名、または IP アドレスを入力してください。

3.

ログインウィンドウが表示されます。ログインについては、「1.2.2 SigmaSystemCenter
にログインするには」を参照してください。

管理サーバで Web コンソールを起動する場合は、［スタート］ メニューから [すべてのプログ
ラム] － [SigmaSystemCenter] － [SystemProvisioning Web Console] を選択し、Web
コンソールを起動することもできます。

セクション I 環境構築と設定
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注:
▪ [スタート] メニューから Web コンソールを起動する場合、既に起動済みのブラウザ上に
Web コンソールが表示されることがあります。その場合は、別にブラウザを起動し、Web コン
ソール起動前の URL にアクセスしてください。
▪ Windows Server 2003 において、ログインウィンドウが表示されない場合、ASP.NET を修
復する必要があります。以下の手順に従って操作してください。
1.

コマンドプロンプトを起動します。
[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [アクセサリ] － [コマンド プロンプト]
をクリックし、コマンドプロンプトを起動します。

2.

以下のコマンドを入力します。
"%windir%¥Microsoft.NET¥Framework¥v2.0.50727¥aspnet_re
giis.exe" –i

3.

Enter キーを押します。

4.

Web コンソールを起動します。

以上で Web コンソールの起動は完了です。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
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Web コンソールを起動 / ログインする

1.2.2.

SigmaSystemCenter にログインするには
SigmaSystemCenter へのログインを行います。SigmaSystemCenter は OS 認証とは別に
SigmaSystemCenter を使用できるユーザを制限するため固有のユーザ管理を行います。
初めて SigmaSystemCenter にログインする場合、「1.2.3 SigmaSystemCenter に初めてロ
グインする場合」に記載している初期ユーザでログインしてください。
1.

Web コンソールを起動すると、「SigmaSystemCenter ログイン」が表示されます。

2.

ユーザ名とパスワードを入力します (入力必須)。
注: SigmaSystemCenter にログインするには、初めてログインする場合を除き、管理者
権限を持つユーザによりユーザ名、パスワードを登録しておく必要があります。ユーザ
の登録方法は、「1.5 SystemProvisioning ユーザを追加する」を参照してください。

3.

[ログイン] をクリックします。

以上で SigmaSystemCenter へのログインは完了です。

1.2.3.

SigmaSystemCenter に初めてログインする場合
SigmaSystemCenter に初めてログインする場合には、以下の初期ユーザ名、およびパスワ
ードを入力してください。

ユーザ名

admin

パスワード

admin

初期ユーザでログイン後、管理者権限を持つ任意のユーザを 1 つ以上登録してください。ユ
ーザが登録されると、初期ユーザ名とパスワードは使用できなくなります。ユーザの登録方
法に関しては、「1.5 SystemProvisioning ユーザを追加する」を参照してください。
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1.3. Web コンソールの基本的な操作を理解する
Web コンソールの基本的な操作について説明します。

Web コンソールによる操作

1.3.1.

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)
(4)

(2)

(5)

(3)
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(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。
•

検索機能
マシンの検索ができます。検索機能の詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンス
ガイド Web コンソール編」の「1.1 Web コンソールの概要」を参照してください。

•

メインメニュー
各メニューをクリックすると、ビューを切り替えることができます。

•

アカウント管理機能
パスワードの変更や、ログアウトができます。

(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。
(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。
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(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
クスから選択できるメニューのことを指し、グループボックス内の選択したリソースに対
して操作を行います。
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チェックボックスをオンにし
て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。

1.3.2.

保守操作
管理対象マシンの電源 ON や強制 OFF などの保守操作を行なうため、保守メニューが用意
されています。[運用] ビュー、または [リソース] ビューの [設定] メニューから [保守操作を
表示] をクリックすると保守操作が表示されます。保守操作の実行にあたっては、注意が必
要となるため、画面の背景が黄色に変わります。通常の運用に戻る場合には、[設定] メニュ
ー、またはウィンドウ右下の [保守操作を隠す] をクリックしてください。

関連情報: 保守操作の詳細については、「8.1.6 マシンの保守操作をするには」、または
「8.1.7 ホストのグループ変更 (仮想グループのみ) するには」を参照してください。
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1.3.3.

ビュー
SigmaSystemCenter には、5 種類のビューがあります。タイトルバーの各メニューをクリック
すると、ビューを切り替えることができます。各ビューの目的は以下の通りです。


[運用] ビュー
SigmaSystemCenter での運用の中心となるビューです。



[リソース] ビュー
マシン、ストレージ、ネットワークデバイス、ソフトウェアなどのリソース登録、管理を行い
ます。



[仮想] ビュー
SigmaSystemCenter が管理対象とする仮想環境の構成を把握することができます。ま
た、仮想マシンの作成や移動など仮想環境に特化した制御を実行することができます。



[監視] ビュー
ダッシュボードから管理対象のリソースの状態やジョブの実行状況の監視をすることが
できます。また、運用ログ、ジョブ履歴、イベント履歴を参照することができます。複数の
SystemProvisioning 管理サーバについて管理対象マシンのサマリ情報を閲覧すること
ができます。



[管理] ビュー
ライセンスキーの登録、ユーザの追加、システム環境設定など SigmaSystemCenter を
使用するにあたって必要な情報の設定を行います。また、運用ポリシーの登録やサブ
システムの登録を行います。

セクション I 環境構築と設定
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1.3.4.

ダッシュボード
管理対象のリソースやジョブの実行状況について、現在の状況を把握することができます。
[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。ダッシュボードは、定期的 (既定値は 5 秒) に更新されます。ジョブの
結果は、完了 (成功、または失敗) 後、指定された期間 (既定値は 60 分) 表示されます。
更新間隔、およびジョブ結果表示期間の設定については、「1.6.7 ダッシュボードの設定を変
更するには」を参照してください。

注: 障害リソースや異常終了したジョブについてエラーの詳細を確認するには、「運用ログ」
ウィンドウ、「ジョブ」ウィンドウを使用します。ダッシュボード、およびエラーの確認方法につ
いては、「8.4.1 ダッシュボード」を参照してください。

1.3.5.

ポップアップ通知
完了したジョブをウィンドウ右下のポップアップにより通知します。ポップアップ機能の有効 /
無効の設定は、環境設定の [表示] タブで変更することができます。ポップアップ通知の設
定については、「1.6.7 ダッシュボードの設定を変更するには」を参照してください。
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1.4. ライセンスキーを登録する
SigmaSystemCenter をインストールした後、製品に添付されているライセンスキーシートの
ライセンスキーを登録します。以下の手順に従って登録してください。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ライセンス] アイコンをクリックします。

3.

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。

4.

[ライセンスキー] テキストボックスにライセンスキーを入力します (入力必須)。
注: ライセンスキーを登録する場合、最初にエディションライセンスを登録してください。
ライセンスの種類については、「SigmaSystemCenter ファーストステップガイド」の「2.2
SigmaSystemCenter の製品体系とライセンス」を参照してください。

5.

[追加] をクリックします。

6.

「PVM サービスを再起動し、ライセンスを有効化してください。」というメッセージが表示
されます。[OK] をクリックします。
注: すべてのライセンスキーの登録が完了したら、SystemProvisioning を再起動してく
ださい。ただし、ターゲットライセンスの追加のみの場合には、再起動は必要ありません。
SystemProvisioning の再起動については、「1.1.2 SystemProvisioning を再起動する
には」を参照してください。

以上でライセンスキーの登録は完了です。
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1.5. SystemProvisioning ユーザを追加する
SystemProvisioning を使用するユーザのユーザアカウントを追加します。以下の手順に従
って追加してください。
注: SystemProvisioning を使用する場合、管理者権限を持つ SystemProvisioning ユーザ
が 1 つ以上登録されている必要があります。

1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ユーザ] アイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。

4.

[ユーザ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックします。
メインウィンドウに「ユーザ追加」が表示されます。

5.

[ユーザ名] テキストボックスにユーザ名を入力します (入力必須)。

6.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード (確認用)] テキストボックスにパス
ワードを入力します (入力必須)。

7.

[権限レベル] プルダウンボックスから権限レベルを選択します。
関連情報: ユーザの権限レベルについては、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド
Web コンソール編」の「2.3 [ユーザ] アイコン」を参照してください。

8.

[OK] をクリックします。

以上でユーザの追加は完了です。
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1.6. 環境を設定する
SigmaSystemCenter の運用を開始する前に、運用環境を設定する必要があります。設定
方法について説明します。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [環境設定] アイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウに「環境設定」が表示されます。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「2.13 [環境設定] アイコ
ン」を参照してください。

1.6.1.

構成情報の収集に関する設定を行うには
構成情報の収集を既定値 (定期的な構成情報の収集を行わない) から変更する場合、以
下の手順に従って設定してください。
1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。

2.

[情報収集を行う] チェックボックスをオンにします。

3.

[情報収集間隔] テキストボックスに情報収集間隔を入力します (入力必須)。

4.

[適用] をクリックします。

以上で構成情報の収集に関する設定は完了です。
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1.6.2.

障害時のメール通報の設定を行うには
障害時にメール通報を実施する場合、以下の手順に従って設定してください。
ポリシーのアクションで「通報 / E-mail 通報、イベントログ出力」が設定されている場合、イベ
ント (障害検出など) の検出、アクションの起動、終了のタイミングでメールが送信されます。
ポリシーのアクションの設定については、「3.9.6 ポリシー監視イベントの対応処置詳細を設
定するには」を参照してください。
1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[通報] タブを選択します。

2.

[メール通報を行います] チェックボックスをオンにします。

3.

[通信用メールサーバ名] テキストボックスに通信用のメールサーバ名を入力します。

4.

[通信元メールアドレス情報 (From)] テキストボックスに通信元のメールアドレスを入力
します。

5.

[通信先メールアドレス (To)] テキストボックスに通信先の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。

6.

[テスト送信] をクリックし、メール通報テストが正常に行われたかの確認を行います。

7.

[適用] をクリックします。

以上で障害時のメール通報の設定は完了です。
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1.6.3.

通報の通知をイベントログに書き込む設定を行うには
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
る設定を行います。以下の手順に従って設定してください。
1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[通報] タブを選択します。

2.

[通知をイベントログに書き込む] チェックボックスをオン、またはオフにします。
注: [通知をイベントログに書き込む] チェックボックスをオンにすると、以下のイベント通
知がイベントログに記録されます。既定値はオンです。
▪ 通報の受信通知
▪ ポリシーによるアクションの起動通知、結果通知

3.

[適用] をクリックします。

以上で通報の通知をイベントログに書き込みを行う設定の変更は完了です。
SystemProvisioning 管理サーバに、ESMPRO/ServerAgent をインストールすることにより、
記録されたイベントログの情報を ESMPRO/ServerManager で受信し、アラートビューアで
表示、確認することができます。

セクション I 環境構築と設定
17

1 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

1.6.4.

ログの出力に関する設定を行うには
運用ログは、[監視] ビューの「運用ログ」ウィンドウから参照することができます。この「運用
ログ」ウィンドウに表示される運用ログは、データベースに保存されます。最大出力件数を超
えた場合には、古いログデータから削除されます。運用ログ、デバッグログの出力設定を変
更する場合、以下の手順に従って設定してください。
1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[ログ] タブを選択します。

2.

[最大出力件数] テキストボックスに運用ログの最大出力件数を入力します。
注:
▪ 本システムの動作環境下における運用ログの最大出力件数は 100,000 件です。設定
を行う場合には、100,000 件以下に設定してください。動作環境については、
「SigmaSystemCenter ファーストステップガイド」の「3. 動作環境」を参照してください。
▪ 運用ログは、[監視] ビューの「運用ログ」ウィンドウから参照することができます。この
「運用ログ」ウィンドウに表示される運用ログは、データベースに保存されます。最大出
力件数を超えた場合には、古いログデータから削除されます。

3.

[最大出力サイズ] テキストボックスにデバッグログの最大出力サイズを入力します。
関連情報: SystemProvisioning が出力するデバッグログファイルの一覧は、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「8.3.1 SystemProvisioning のログ」を参
照してください。

4.

[取得するデバッグログレベルの設定] プルダウンボックスからデバッグログの取得レベ
ルを選択します。
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5.

[適用] をクリックします。

以上でログの出力に関する設定は完了です。

1.6.5.

仮想リソースの情報を設定するには
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の既定値 (20 台) を変更する場
合、以下の手順に従って設定してください。
1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[仮想リソース] タブを選択します。

2.

[キャパシティ値] テキストボックス、[コスト値] テキストボックスに仮想マシンサーバ、仮
想マシンのキャパシティ値、コスト値を入力します。
関連情報: キャパシティ値、コスト値の指定方法の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「1.1.6 キャパシティ値、
コスト値の設定」を参照してください。仮想リソースのキャパシティ制御についての説明
は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「2.11.1 仮想マシンサーバのキャパ
シティ制御」を参照してください。
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3.

[適用] をクリックします。

以上で仮想リソース情報の設定は完了です。

1.6.6.

仮想マシンサーバの root パスワードを設定するには
ESX の root パスワードを設定します。ESX の root パスワードは、以下の処理で使用されま
す。
ここで指定されたパスワードは、すべての ESX に対する既定値として使用されます。root パ
スワードも ESX ごとのアカウント / パスワードも設定されていない場合、以下の処理は失敗
します。


ESX の障害復旧 (Failover)



仮想マシン作成 (Disk Clone)



仮想マシン再構成



仮想マシンコンソールのスクリーンショットの取得



マシン診断

注: ESX ごとにアカウント / パスワードを設定する場合、ESX のサブシステム編集ウィンド
ウから設定してください。
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1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[仮想リソース] タブを選択します。

2.

[root パスワード更新] チェックボックスをオンにします。

3.

[root パスワード] テキストボックス、および [root パスワード確認] テキストボックスに
root パスワードの既定値を入力します。

4.

[適用] をクリックします。

以上で仮想マシンサーバの root パスワードの設定は完了です。
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1.6.7.

ダッシュボードの設定を変更するには
ダッシュボードの更新間隔 (既定値 5 秒)、およびジョブ結果表示期間 (既定値 60 分) を変
更する場合、以下の手順に従って設定してください。
注: ダッシュボードの更新時間を変更した場合、再度ログインしてください。再度ログインを
行わない場合、ダッシュボードの更新時間は変更されません。

1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[表示] タブを選択します。

2.

[更新間隔] テキストボックスにダッシュボードの自動更新する間隔を入力します。

3.

[ジョブ結果表示期間] テキストボックスにダッシュボードで表示されるジョブ一覧で、完
了したジョブを表示する期間を入力します。

4.

ジョブの状態が変更となった際にツリー下部にポップアップメッセージを表示する場合、
[ポップアップ機能有効] チェックボックスをオンにします。

5.

[適用] をクリックします。

以上でダッシュボード設定の変更は完了です。
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1.6.8.

連携する ESMPRO の情報を設定するには
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
ミュニティ名を既定値の「public」から変更する場合、以下の手順に従って設定してください。
1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[その他] タブを選択します。

2.

[SNMP コミュニティ名] テキストボックスに SNMP コミュニティ名を入力します。

3.

[適用] をクリックします。

以上で連携する ESMPRO の情報の設定は完了です。
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1.6.9.

ESMPRO/ServerManager へのリトライ回数、間隔を変更するに
は
SigmaSystemCenter は 、 グ ル ー プ で マ シ ン を 稼 動 す る 際 に マ シ ン を
ESMPRO/ServerManager へ監視対象として登録します。管理対象マシンの障害イベントは、
ESMPRO/ServerManager を 通 し て SystemProvisioning へ 通 報 さ れ ま す 。
ESMPRO/ServerManager への登録の際のリトライ回数 (既定値 10 回)、およびリトライ間
隔 (既定値 10000 ミリ秒) を変更する場合、以下の手順に従って設定してください。
注: 設定を既定値に戻す場合は、項目内を空白にし、[適用] をクリックしてください。

1.

「環境設定」ウィンドウを表示し、[その他] タブを選択します。

2.

リトライ回数を変更する場合、[リトライ回数] テキストボックスにリトライ回数を入力しま
す。

3.

リトライ間隔を変更する場合、[リトライ間隔] テキストボックスにリトライ間隔を入力しま
す。

4.

[適用] をクリックします。

以上で ESMPRO/ServerManager へのリトライ回数、間隔の変更は完了です。
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2.

関連製品の事前設定

本章では、SigmaSystemCenter で使用する関連製品の事前設定について記載します。
本章で説明する項目は以下の通りです。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

関連製品の事前設定に関して .................................................................................... 26
スイッチを利用するための設定を行う .......................................................................... 27
ロードバランサを利用するための設定を行う................................................................ 39
ストレージを利用するための設定を行う ....................................................................... 40
SystemMonitor 性能監視で性能を監視するための設定を行う .................................... 44
管理対象マシンから障害イベントを送信するための設定を行う .................................... 56
DPM を利用するための設定を行う ............................................................................. 63
DPM でマスタマシンを利用してシナリオを作成する ..................................................... 74
VMware を利用するための事前設定を行う ................................................................. 95
vCenter Server でマスタ VM を利用してテンプレートを作成する ................................. 96
Xen を利用するための事前設定を行う ....................................................................... 98
XenCenter でマスタ VM を利用してテンプレートを作成する ........................................ 99
ESXi を利用するための事前設定を行う .................................................................... 101
Hyper-V を利用するための事前設定を行う ............................................................... 103
Out-of-Band (OOB) Management を利用するための事前設定を行う ...................... 105

25

2 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

2.1. 関連製品の事前設定に関して
本章では、SigmaSystemCenter で利用する関連製品の事前設定に関して記載します。この
章に記載されている内容は、SigmaSystemCenter で操作を行う前に済ませておく必要があ
ります。既にご利用の環境で設定が完了している場合は、改めて設定を行う必要はありませ
ん。製品に応じて「3 SigmaSystemCenter へリソースを登録する」を参照し、関連製品を
SigmaSystemCenter に登録してください。
関連製品の事前設定の流れは以下になります。
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2.2. スイッチを利用するための設定を行う
SigmaSystemCenter で利用できるスイッチには、NetvisorPro で管理するスイッチ、および
スイッチブレード、SystemProvisioning のみで管理するスイッチブレードがあります。
NetvisorPro で管理するスイッチ、およびスイッチブレードを利用する場合、事前にスイッチ、
またはスイッチブレードの設定を行い、NetvisorPro に登録しておく必要があります。
NetvisorPro4.2 を使用する場合、「2.2.1 NetvisorPro4.2 にスイッチを登録するには」から
「2.2.2 NetvisorPro4.2 でスイッチへのログイン管理設定を行うには」を参照し、NetvisorPro
の 設 定 を 行 っ て く だ さ い 。 ま た 、 NetvisorPro V (2.0 、 3.0) を 使 用 す る 場 合 、 「 2.2.3
NetvisorPro V (2.0、3.0) にスイッチを登録するには」から「2.2.4 NetvisorPro V (2.0、3.0)
でスイッチへのログイン管理設定を行うには」を参照し、NetvisorPro の設定を行ってくださ
い。
SystemProvisioning のみで管理するスイッチブレードを利用する場合も、事前にスイッチブ
レードの設定を行う必要があります。「2.2.5 スイッチブレードの初期設定を行うには」を参照
し、設定を行ってください。
注: SigmaSystemCenter では、SystemProvisioning のみで管理するスイッチブレードのタ
グベース VLAN 制御に対応していません。

関連情報: スイッチブレードとして扱う機種については、「SigmaSystemCenter ファーストス
テップガイド」の「3.6.2 スイッチ・スイッチブレードのサポート機種」を参照してください。
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2.2.1.

NetvisorPro4.2 にスイッチを登録するには
NetvisorPro4.2 が管理するスイッチ、またはスイッチブレードのネットワークの設定後、以下
の手順に従って登録してください。
関連情報: NetvisorPro4.2 へスイッチ、またはスイッチブレードの登録する方法の詳細は、
「WebSAM NetvisorPro ユーザーズマニュアル」の「5.1.8 アイコンを登録するには」、
「5.1.12 アイコンを登録するには (自動登録・手動起動)」、「5.5.4 自動的に物理トポロジ、
VLAN マップを作成するには (NetvisorPro 側の操作について)」を参照してください。

1.

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [ESMPRO_Netvisor] – [オペレーシ
ョンウィンドウ] を選択し、NetvisorPro のオペレーションウィンドウを起動します。

2.

[ツール(T)] メニューから [自動発見(V)] － [手動起動(F)] － [TCP / IP ホストの発見
(T)] を選択します。

3.

「自動発見 (TCP / IP ホスト)」ダイアログボックスが表示されます。[アドレス指定] をク
リックします。

4.

IP アドレスの範囲を指定し、[開始 (S)] をクリックします。

5.

NetvisorPro のオペレーションウィンドウに、発見されたスイッチのアイコンが表示されま
す。
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6.

[ツール(T)] メニューから [自動発見(V)] － [手動起動(F)] － [物理トポロジ、VLAN
の発見(O)] を選択します。

7.

NetvisorPro のオペレーションウィンドウの、Topology (物理トポロジ) マップ配下、およ
び VLAN マップ配下に発見されたアイコンが描画されます。

以上でスイッチの NetvisorPro4.2 への登録は完了です。
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2.2.2.

NetvisorPro4.2 でスイッチへのログイン管理設定を行うには
「 2.2.1 NetvisorPro4.2 に ス イ ッ チ を 登 録 す る に は 」 で 登 録 し た ス イ ッ チ に 対 し て 、
NetvisorPro4.2 でスイッチへのログイン管理設定を行います。以下の手順に従って設定して
ください。
関連情報: NetvisorPro4.2 のログイン管理設定については、「WebSAM NetvisorPro 共通
操作マニュアル」の「3.7 ログイン管理機能」にも記載されています。

1.

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [NetvisorPro] － [NVPRO ウィンド
ウ] を選択し、「NEC WebSAM NetvisorPro」画面を起動します。

2.

「NEC WebSAM NetvisorPro」画面の [初期設定] ツールバーをクリックします。[初期
設定] 内の [ログイン管理] をクリックします。

3.

[初期設定] ペインの右側に [装置] ツリービューが表示されます。ツリーに表示される
装置名の中から設定を行う装置のチェックボックスをオンにします。

4.

手順 3 で選択した装置名が、[ログイン設定] ペインに一覧表示されます。
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5.

設定を行う装置の [認証情報設定] をクリックします。

6.

ダイアロ グボックスが表示されます。[Login Password] テキストボックス、およ び
[Enable Password] テキストボックスにパスワードを正しく入力します。

7.

「NEC WebSAM NetvisorPro」画面の [ログイン設定] ペインに表示されるアイコンが
変わります。

8.

ダイアログボックスの [適用] をクリックします。
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9.

ログインテストを行う装置を選択し、右クリックでコンテキストメニューの [ログインテスト]
を選択します。

10. [ログイン設定テスト結果] ペインにログインテストの結果が表示されます。

"失敗しました" と表示された場合、[詳細情報参照] をクリックし、失敗の原因を確認し、
原因を取り除き再度テストを行ってください。
以上でスイッチの NetvisorPro4.2 へのログイン管理設定は完了です。
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2.2.3.

NetvisorPro V (2.0、3.0) にスイッチを登録するには
NetvisorPro V (2.0、3.0) が管理するスイッチ、またはスイッチブレードのネットワークの設
定後、以下の手順に従って登録してください。
関連情報: NetvisorPro V (2.0、3.0) へスイッチ、またはスイッチブレードの登録方法の詳細
は、「WebSAM NetvisorPro V ユーザーズマニュアル」の「3.4 構成情報を操作する」、
「3.4.1.1 自動発見 (TCP / IP ホスト) を実行する」、および「3.4.1.3 装置情報やマップを手
動登録する」を参照してください。

1.

[ ス タ ー ト ] メ ニ ュ ー か ら [ す べ て の プ ロ グ ラ ム ] － [WebSAM NetvisorPro] －
[WebSAM NetvisorPro Console] を選択し、NetvisorPro コンソールを起動します。

2.

[設定] メニューから [定義モード] を選択し、定義モードで動作させます。

3.

[システム] タブから [ネットワークビュー] － [マップ管理] － [map] を右クリックし、
[構成情報管理] － [自動発見] － [TCP / IP ホストの発見] を選択します。

4.

「自動発見 (TCP / IP ホスト)」ダイアログボックスが表示されます。[アドレス指定 (A)]
をクリックします。
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5.

IP アドレスの範囲を指定し、[開始 (S)] をクリックします。

6.

[ネットワークビュー] － [マップ管理] － [map] 上に、発見されたスイッチのアイコンが
表示されます。

以上でスイッチの NetvisorPro V (2.0、3.0) への登録は完了です。
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2.2.4.

NetvisorPro V (2.0、3.0) でスイッチへのログイン管理設定を行
うには
「2.2.3 NetvisorPro V (2.0、3.0) にスイッチを登録するには」で登録したスイッチに対して、
NetvisorPro V (2.0、3.0) でスイッチへのログイン管理設定を行います。以下の手順に従っ
て設定してください。
関連情報: NetvisorPro V (2.0、3.0) のログイン管理設定については、「WebSAM
NetvisorPro V ユーザーズマニュアル」の「2.2.4 装置へのログイン設定を行うには」を参照
してください。

1.

[ ス タ ー ト ] メ ニ ュ ー か ら [ す べ て の プ ロ グ ラ ム ] － [WebSAM NetvisorPro] －
[WebSAM NetvisorPro Console] を選択し、NetvisorPro コンソールを起動します。

2.

[設定] メニューから [定義モード] を選択し、定義モードで動作させます。

3.

[システム] タブから [ネットワークビュー] －[マップ管理] － [map] を右クリックし、[構
成情報管理] － [ログイン情報の設定] を選択します。
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4.

「ログイン情報の設定」画面が表示されます。設定を行う装置名を選択し、右クリックで
コンテキストメニューから [ログイン設定] － [パスワード設定] を選択します。

5.

「パスワード設定」ダイアログボックスが表示されます。[Login Password] テキストボッ
クス、および [Enable Password] テキストボックスにパスワードを入力します。

6.

[OK] をクリックします。
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7.

「ログイン情報の設定」画面が再度表示されます。パスワード設定を行った装置の [ロ
グイン設定] に表示されるアイコンが変わります。

8.

ログインテストを行う装置を選択し、右クリックでコンテキストメニューの [ログインテスト]
を選択します。

9.

「ログイン情報の設定」画面の [テスト状態] にログインテストの結果が表示されます。

ログインテストが失敗した場合、[テスト状態] の内容を確認し、原因を取り除き再度テス
トを行ってください。
以上でスイッチの NetvisorPro V (2.0、3.0) へのログイン管理設定は完了です。
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2.2.5.

スイッチブレードの初期設定を行うには
スイッチブレードの初期設定を行います。以下の手順に従って設定してください。
注:
▪ 詳細は、スイッチに付属している「インテリジェントスイッチ ユーザーズガイド」を参照してく
ださい。なお、本項の手順内の参照先はスイッチに付属している「インテリジェントスイッチ
ユーザーズガイド」を指します。
▪ スイッチブレードには必ず名前を設定してください。
▪ スイッチブレードを 1 つのブレード収納ユニット内に 2 台実装する場合、それぞれのスイッ
チブレードの名前が重複しないようにしてください。詳細は、スイッチに付属している「インテリ
ジェントスイッチ ユーザーズガイド」の「4 初期導入時のセットアップ」に記載されている「装
置名称の設定」を参照してください。

1.

スイッチブレードに対して、マネージメント VLAN を作成します。

2.

マネージメント VLAN に、マシン管理のために使用するネットワークアドレスを設定しま
す。詳細は、「5 スイッチの管理と詳細設定」の「マネージメント VLAN」を参照してくださ
い。

3.

スイッチブレード接続用の IP アドレスを設定します。
詳細は、「4 初期導入時のセットアップ」の「IP アドレスの設定とインターフェースの有効
化」を参照してください。

4.

PXE ブートアシスト機能を有効にします。

5.

すべての CPU ポートをマネージメント VLAN に登録します。
詳細は、「6 コマンドリファレンス」の「Virtual LAN」を参照してください。

6.

スパニングツリー機能を有効にします。
詳細は、「5 スイッチの管理と詳細設定」の「スパニングツリー」を参照してください。

7.

SNMP エージェントを有効にし、SNMP マネージャがアクセスするためのコミュニティ名
とアクセスを許可する SNMP マネージャを設定します。
詳細は、「5 スイッチの管理と詳細設定」の「SNMP エージェント」を参照してください。

8.

マネージメント VLAN と SNMP 設定を確認した後、設定内容をフラッシュメモリに保存し
ます。詳細は、「5 スイッチの管理と詳細設定」の「コンフィグレーションファイルの管理」
を参照してください。
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2.3. ロードバランサを利用するための設定を行う
NetvisorPro が管理するロードバランサを利用する場合、事前に NetvisorPro にロードバラン
サを設定しておく必要があります。以下の手順の流れに沿って NetvisorPro にロードバラン
サの設定を行ってください。

2.3.1.

NetvisorPro4.2 にロードバランサを登録するには
ロードバランサの設定後、NetvisorPro4.2 にロードバランサを登録します。
ロードバランサの登録手順は、スイッチの登録手順と同じですので、「2.2.1 NetvisorPro4.2
にスイッチを登録するには」を参照してください。

2.3.2.

NetvisorPro4.2 でロードバランサへのログイン管理設定を行うに
は
NetvisorPro4.2 でロードバランサへのログイン管理設定を行います。
ロードバランサへのログイン管理設定手順は、スイッチへのログイン管理設定手順と同じで
すので、「2.2.2 NetvisorPro4.2 でスイッチへのログイン管理設定を行うには」を参照してくだ
さい。

2.3.3.

NetvisorPro V (2.0、3.0) にロードバランサを登録するには
ロードバランサの設定後、NetvisorPro V (2.0、3.0) にロードバランサを登録します。
ロードバランサの登録手順は、スイッチの登録手順と同じですので、「2.2.3 NetvisorPro V
(2.0、3.0) にスイッチを登録するには」を参照してください。

2.3.4.

NetvisorPro V (2.0、3.0) でロードバランサへのログイン管理設
定を行うには
NetvisorPro V (2.0、3.0) でロードバランサへのログイン管理設定を行います。
ロードバランサへのログイン管理設定手順は、スイッチへのログイン管理設定手順と同じで
すので、「2.2.4 NetvisorPro V (2.0、3.0) でスイッチへのログイン管理設定を行うには」を参
照してください。
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2.4. ストレージを利用するための設定を行う
ストレージを利用する場合、事前にストレージ関連製品の設定をしておく必要があります。
SigmaSystemCenter で利用できるストレージには、iStorage、CLARiX、および Symmetrix
があります。以下の手順の流れに沿って各種ストレージの設定を行ってください。

2.4.1.

各ストレージの事前設定を行う
SigmaSystemCenter からストレージ装置に対して行うことができる設定は、ディスクボリュー
ムのアクセスコントロール設定のみです。ストレージ装置側の設定や、ストレージ制御ソフト
ウェアに対しての設定は行いません。ストレージ制御ソフトウェアを使用して事前に環境を設
定しておく必要があります。
ご利用のストレージに応じて以下を設定してください。


iStorage の場合
SystemProvisioning で iStorage を管理するた めには、事前に iStorage 環境で
iStorageManager の初期設定を行う必要があります。初期設定の詳細については、
iStorageManager のマニュアルを参照してください。
関連情報: iStorage E1 を管理する場合の設定手順については、
「SigmaSystemCenter 2.1 iStorage E1 および EMC CLARiX 利用ガイド」を参照してく
ださい。

1.

iStorageManager の設定
iStorageManager の利用者アカウントを登録します。

2.

WebSAM iStorageManager Integration Base の SG ファイルの設定
WebSAM iStorageManager Integration Base から iStorage 基本制御を利用する
ための設定を行います。

3.

iStorageManager によるディスクアレイの設定
SystemProvisioning で管理対象とするディスクアレイを登録します。

4.

iStorage に LD を作成
ディスクアレイに LD を作成します。

5.

iStorage に LD セットの作成とアクセスコントロールの設定
ディスクアレイに LD セットを作成し、アクセスコントロールを WWN モードに設定し
ます。
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注:
▪ iStorage D8 を使用する場合、SigmaSystemCenter では論理パーティション単
位での制御のみ可能となります。複数の論理パーティションにまたがった構成変更
には対応しておりません。
▪ SigmaSystemCenter として、1 つの LD セットに対して複数ホストを設定する運
用はサポートしておりません。iStorageManager にて、ホストと LD セットの関係は、
1 対 1 で設定してください。複数ホストから LD の共有を行う場合は、LD セットをホ
ストごとに分けてください。


CLARiX の場合
SystemProvisioning で CLARiX のディスクアレイ装置を利用するためには、管理サー
バ上に Navisphere CLI をインストールする必要があります。
詳細については、Navisphere のマニュアルを参照してください。
1.

管理ソフトウェアのインストール
ストレージ管理サーバに、CLARiX の管理ソフトウェアである Navisphere CLI をイ
ンストールします。

2.

Navisphere CLI の設定
環境変数 PATH に Navisphere CLI のパスが登録されていることを確認します。登
録されていない場合は、Navisphere CLI のパスを登録します。

3.

LUN の作成
CLARiX 管理ソフトウェアを使用して、LUN を作成します。

4.

ストレージグループの作成
CLARiX 管理ソフトウェアを使用して、CLARiX にストレージグループを作成しま
す。
注: SigmaSystemCenter として、1 つのストレージグループに対して複数ホストを
設定する運用はサポートしておりません。CLARiX 管理ソフトウェアにて、ホストと
ストレージグループの関係は、1 対 1 で設定してください。複数ホストから LUN の共
有を行う場合は、ストレージグループをホストごとに分けてください。



Symmetrix の場合
SystemProvisioning で Symmetrix のディスクアレイ装置を利用するためには、管理サ
ーバ上に SYMCLI をインストールする必要があります。
詳細については、SYMCLI のマニュアルを参照してください。
1.

管理ソフトウェアのインストール
ストレージ管理サーバに、Symmetrix の管理ソフトウェアをインストールします。

2.

Solutions Enabler のインストール
管理サーバ上に Solutions Enabler をインストールします。
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3.

Solutions Enabler の設定
Symmetrix に対してコマンドを発行する環境に合わせて Solutions Enabler の環境
変数 PATH の設定を行います。
Symmetrix ストレージ管理サーバを別に構築する、または構築済みの場合は、管
理サーバからの SYMCLI コマンドが実行できる環境を構築する必要があります。
詳細は、Solutions Enabler のマニュアルを参照してください。

4.

論理デバイスの作成
Symmetrix 装置のデバイスの作成方法については、情報は公開されていません。
デバイスの作成などの構成を変更する場合は、Symmetrix のサポート窓口にお問
い合わせください。
注: SigmaSystemCenter では、リモートで接続している Symmetrix の管理はでき
ません。
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2.4.2.

パーティション / ボリュームのドライブレター設定を考慮する
マシン構成の変更時にストレージ上の論理ディスクを接続するとき、論理ディスク上のパーテ
ィション / ボリュームのドライブレターは、配布イメージ作成までの論理ディスク接続状況や
OS の種別によって決まります。運用計画に従って配布イメージを作成してください。

配布

配布イメージ作成時

OS

イメージ

までの論理ディスク

Windows

Windows

Windows

種別

接続状況

2000

Server

Server

Server

2003

2008

バックア
ップ型

論理ディスクを接続し
たことがない

OSがドライブレターを割り当てます。管
理対象マシンの内蔵ディスクを含めて通
常Cドライブから順に割り当てられます。

OSがデバイスファイ
ルを割り当てます。内
蔵ディスクから順番に
割り当てられます。

配布後と
同じ論理
ディスク

論理ディスク上のパーティション / ボリュ
ームに割り当てていたドライブレターと同
じになります。

同じデバイスを割り当
てます。

配布後と
異なる論
理ディスク

OSがドライブレターを割り当てます。管
理対象マシンの内蔵ディスクを含めて通
常Cドライブから順に割り当てられます。

OSがデバイスファイ
ルを割り当てます。内
蔵ディスクから順番に
割り当てられます。

論理ディスクを接続し
たことがない

OSがドライブレターを割り当てます。管
理対象マシンの内蔵ディスクを含めて通
常Cドライブから順に割り当てられます。

OSがデバイスファイ
ルを割り当てます。内
臓ディスクから順番に
割り当てられます。

論理ディ
スクを接
続したこ
とがある

配布後と
同じ論理
ディスク

論理ディ
スク上の
パーティ
ション /
ボリュー
ムに割り
当ててい
たドライブ
レターと同
じになりま
す (※1)。

―

配布後と
異なる論
理ディスク

OSがドライブレターを割り当てます。管
理対象マシンの内蔵ディスクを含めて通
常Cドライブから順に割り当てられます。

論理ディ
スクを接
続したこ
とがある

ディスク
複製型

※1

Linux

OSがドライブレターを割り
当てます。管理対象マシン
の内蔵ディスクを含めて通
常Cドライブから順に割り当
てられます。

OSがデバイスファイ
ルを割り当てます。内
蔵ディスクから順番に
割り当てられます。

配布イメージ中にディスク情報 (ディスクのシグネチャ、ドライブレターの情報) を保持するた
めに、配布後も同じドライブレターが割り当ります。
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2.5. SystemMonitor 性能監視で性能を監視する
ための設定を行う
SystemMonitor 性能監視は、Windows サービスとしてバックグラウンドで動作しており、シス
テムの性能状況を表示する機能と性能異常を SystemProvisioning へ通報する機能を持っ
ています。
SystemMonitor 性能監視で性能監視機能を利用する場合、事前に設定を行う必要がありま
す。以下の手順の流れに沿って SystemMonitor 性能監視の設定を行ってください。

2.5.1.

監視対象マシンに対して事前設定を行うには
SystemMonitor 性能監視の監視対象とするマシンに対して、事前に設定が必要です。監視
対象マシンの条件によって設定内容が異なりますので、以下に沿って設定してください。
関連情報: SystemMonitor 性能監視で性能データを収集するための監視対象マシンに対す
る設定の詳細については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の「1.7 監視対象
マシンへの接続」を参照してください。


監視対象マシンの OS が Windows の場合
•

性能監視サービスが監視対象マシンにアクセスするためのユーザアカウントを用
意する必要があります。アカウントは、監視対象マシンの Administrators グループ、
もしくは Performance Monitor Users グループに所属している必要があります。

•

監視対象マシンの OS が Windows Vista、Windows Server 2008 で、アクセスア
カウントとして Administrators グループのアカウントを利用する場合、管理者承認
モードが無効となるように、セキュリティポリシーを設定する必要があります。

•

性能監視サービスが監視対象マシンにアクセスするために利用するアカウントが、
監視対象マシンでローカルアカウントとして認識されるように、セキュリティポリシー
を設定する必要があります。監視対象マシンの OS が Windows XP の場合、既定
の設定では、性能情報のデータ収集を行うことができませんので、設定を変更して
ください。

•

ファイアウォールを設定している場合、監視対象マシンへのアクセスに使用するポ
ートを開放します。

•

監視対象マシンのサービス [Server]、[Remote Registry] が、マシン起動時に自
動的に起動するように設定を変更してください。監視対象マシンの OS が Windows
Vista の場合、既定の設定では、性能情報のデータ収集を行うことができませんの
で、設定を変更してください。
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•

監視対象マシンの OS が Windows 2000 Server の場合、既定の設定では、性能
指標「Disk Space (MB)」、「Disk Space Ratio (%)」、カテゴリ「LogicalDisk」のデ
ータ収集を行うことができませんので、次のコマンドを監視対象マシン上で実行し、
設定を変更してください。
DISKPERF –Y

-Y







システムが再起動した際に、システムがすべてのディス
クパフォーマンスカウンタを開始するように設定します。

監視対象マシンの OS が Linux の場合
•

性能監視サービスが監視対象マシンにアクセスするためのユーザアカウントを用
意する必要があります。

•

telnet を使用して接続する場合は、telnet サーバをインストールし、サービスを有効
にします。また、ファイアウォールが設定されている場合は telnet をファイアウォー
ルの対象外にします。

•

SSH を使用して接続する場合は、SSH を有効にします。

VMware ESX3.x / 4.0 を監視対象マシンとする場合
•

性能監視サービスが監視対象マシンにアクセスするためのユーザアカウントを用
意する必要があります。

•

Virtual Infrastructure Client / vSphere Client を使用して、接続用のアカウントに、
"読み取り専用" 以上の権限を持ったロールを設定する必要があります。

•

ファイアウォールが設定されている場合、SSL を対象外にします。

XenServer を監視対象マシンとする場合
•

性能監視サービスが監視対象マシンにアクセスするためのユーザアカウントを用
意する必要があります。

•

ファイアウォールが設定されている場合は、SSL を対象外にします。
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2.5.2.

SystemMonitor 性能監視で管理サーバの設定を行うには (初
回起動時のみ)
SystemMonitor 性能監視で SystemMonitor 性能監視管理サーバの設定を行います。以下
の手順に従って設定してください。
関連情報: SystemMonitor 性能監視管理サーバの設定については、「SystemMonitor 性能
監視ユーザーズガイド」の「2.2 管理サーバの登録」を参照してください。

1.

[ ス タ ー ト ] メ ニ ュ ー か ら [ す べ て の プ ロ グ ラ ム ] － [SigmaSystemCenter] －
[SystemMonitor 管理コンソール] を選択し、管理コンソールを起動します。
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2.

初回起動時のみ、「管理サーバ」ダイアログボックスが表示されます。各項目を入力しま
す。

3.

[OK] をクリックします。

4.

「環境設定」画面が表示されます。「2.5.3 SystemMonitor 性能監視で接続設定を行う
には」の手順 3 以降を参照して、各項目を入力します。

以上で、SystemMonitor 性能監視で管理サーバの設定は完了です。
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2.5.3.

SystemMonitor 性能監視で接続設定を行うには
性能監視サービスが監視対象マシンにアクセスするためのアカウント名 / パスワードの設
定を行います。以下の手順に従って設定してください。
関連情報: 接続設定については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の「2.3 監
視対象マシンとの接続設定」を参照してください。

1.

管理コンソールのメイン画面を起動します。

2.

ツリーの管理サーバ名を右クリックし、[環境設定] を選択します。

3.

「環境設定」画面が表示されます。[接続] タブを選択し、各項目を入力します。

4.

[OK] をクリックします。

以上で、SystemMonitor 性能監視での接続設定は完了です。
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2.5.4.

SystemMonitor 性能監視でグループを追加するには
SystemMonitor 性能監視では、監視対象マシンをグループ単位で管理します。以下の手順
に従ってグループを追加してください。
関連情報: グループ追加の詳細については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」
の「4.1.1 ナビゲーションツリーウィンドウでの指定」を参照してください。

1.

管理コンソールのメイン画面を起動します。

2.

ツリーの管理サーバ名を右クリックし、[グループの追加] を選択します。

3.

「グループ設定」ダイアログボックスが表示されます。[全般] タブを選択します。

4.

［グループ名］ テキストボックスにグループ名を入力します。

5.

[SystemProvisioning のグループ／モデルから構成を反映する] チェックボックスをオン
にすると、このグループに対して、SystemProvisioning 運用グループの情報を反映さ
せることができます。また、［パス］ テキストボックスに対象とする SystemProvisioning
の運用グループをフルパス名で指定します。該当するグループ / モデルで稼動中のマ
シンについてマシン名、およびマシン状態 (正常／エラー) などの情報を自動的に取得
します。

6.

情報取得時にマシンの IP アドレス情報を反映する場合は、[構成反映時に IP アドレス情
報を配下のマシンに反映する] チェックボックスをオンします。
注: 管理サーバの ［環境設定］ ダイアログボックスで設定した接続設定を使用する場
合、[接続] タブでの設定変更は必要ありません。

以上で、SystemMonitor 性能監視でのグループの追加は完了です。
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2.5.5.

SystemMonitor 性能監視で監視対象マシンを追加するには
SystemMonitor 性能監視で監視する対象のマシンを追加します。以下の手順に従って追加
してください。


SystemProvisioning 運用グループの情報を反映してマシンを追加する場合
関連情報: SystemProvisioning 運用グループの情報を反映した監視対象マシンの追
加については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の「1.10
SystemProvisioning 連携機能」を参照してください。



1.

管理コンソールのメイン画面を起動します。

2.

ツリーの管理サーバ名を右クリックし、[SystemProvisioning 構成反映] を選択し
ます。

3.

確認ダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

手動でマシンを追加する場合
関連情報: 監視対象マシンの追加については、「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。

1.

管理コンソールのメイン画面を起動します。

2.

ツリーの監視対象マシンを追加するグループ名を右クリックし、[マシン追加] を選
択します。

3.

「マシン設定」ダイアログボックスが表示されます。

4.

[全般] タブを選択し、各項目を選択 / 入力します。
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5.

[接続] タブを選択し、各項目を選択 / 入力します。
＜監視対象マシンの OS が Windows の場合＞

＜管理対象マシンの OS が Linux、ESX、XenServer の場合＞

6.

[OK] をクリックします。

以上で、SystemMonitor 性能監視での監視対象マシンの追加は完了です。
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2.5.6.

SystemMonitor 性能監視で閾値監視、通報設定を行うには
SystemMonitor 性能監視では、収集した性能情報の閾値監視により、監視対象マシンの負
荷状態の異常を検出し、通報することができます。閾値監視情報は収集データをもとに設定
します。あらかじめ設定したい性能情報の収集設定をしておく必要があります。以下の手順
に従って設定してください。
関連情報: 閾値監視設定については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の
「6.1.1 閾値監視設定方法」を参照してください。

1.

管理コンソールのメイン画面を起動します。

2.

ツリーの管理サーバ名を右クリックし、［閾値監視設定］ を選択します。

3.

「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。

4.

監視単位によって監視対象として指定できるノードが表示されます。ツリー上で監視対
象ノードを選択します。

5.

監視単位は、［マシンを監視］、［グループを監視］、［グループ配下の全マシンを監視］
から 1 つ選択します。
関連情報: 監視単位については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の「1.9
閾値監視と通報機能」を参照してください。
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6.

閾値定義を設定します。新規に閾値定義を作成する場合は、[閾値定義] グループボッ
クスの [新規作成 (N)] をクリックします。

7.

「閾値定義設定」ダイアログボックスが表示されます。1 つの性能情報に対する閾値を
設定します。

8.

[上限閾値] タブ、[下限閾値] タブを選択し、各項目を選択 / 入力します。
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9.

[通報設定] タブを選択し、各項目を選択 / 入力します。

10. [OK] をクリックします。「閾値監視設定」ダイアログボックスの [閾値定義] グループボ
ックスに設定が反映されていることを確認します。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
54

SystemMonitor 性能監視で性能を監視するための設定を行う

11. 性能監視定義として指定する項目を対象ノードと閾値定義から選択し、[追加 (A)] をク
リックして性能監視リストに性能監視定義を追加します。

12. [OK] をクリックします。
以上で、SystemMonitor 性能監視での閾値監視、通報設定は完了です。
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2.6. 管理対象マシンから障害イベントを送信するた
めの設定を行う
管理対象マシンから管理サーバへ通報する場合、ESMPRO/ServerAgent のマネージャ通
報 (SNMP) とマネージャ通報 (TCP/IP In-Band) の 2 つの通報手段があります。必ずどち
らか 1 つ設定を行う必要があります。SNMP と TCP/IP In-Band の両方に同じ通報先を指定
した場合、同一内容のイベントを 2 通送信します。
どちらか一方の設定を行う必要がありますが、ESMPRO/ServerAgent のマネージャ通報
(TCP/IP In-Band) を推奨します。以下の流れに沿って管理対象マシンから障害イベントを
送信するための設定を行ってください。

2.6.1.

Windows マシンから通報の送信設定を行うには
Windows マシンから障害イベントの通報を送信するための設定を行います。以下の手順に
従って設定してください。
注: マネージャ通報の通報先は ESMPRO/ServerAgent をインストールしただけでは設定さ
れていません。通報先を設定する必要があります。


SNMP Trap
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を
選択し、サービススナップインを起動します。

2.

サービス一覧から "SNMP Service" を右クリックし、 [プロパティ] を選択します。
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3.

｢SNMP Service のプロパティ｣ダイアログボックスが表示されます。[トラップ] タブ
を選択します。

4.

SystemProvisioning の環境設定で設定した SNMP コミュニティ名を [コミュニティ
名] プルダウンボックスから選択し (既定値は「public」)、トラップ送信先に
SystemProvisioning のホスト名、または IP アドレスを追加します

5.

[セキュリティ] タブを選択し、[受け取るコミュニティ名] の権利は [読み取り、作成]、
または [読み取り、書き込み] に設定します。

6.

[OK] をクリックします。

以上で、SNMP Service からの通報の送信設定は完了です。
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マネージャ通報 (TCP/IP In Band)
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [ESMPRO/ServerAgent] をダ
ブルクリックします。

2.

「ESMPRO ServerAgent のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

3.

[全般] タブを選択し、[通報設定(R)] をクリックします。

4.

「アラートマネージャ」画面が表示されます。

5.

[設定(S)] － [通報先リストの設定] を選択します。
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6.

「通報先リストの設定」ダイアログボックスが表示されます。通報先の設定方法は、
[ヘルプ] をクリックし、オンラインヘルプの [設定概要] － [設定ツール] － [通報
先の設定] － [マネージャ通報(TCP/IP In-Band)の設定] を参照してください。

7.

アラートマネージャを終了し、プロパティ画面の [OK] をクリックします。

以上で、ESMPRO/ServerAgent (マネージャ通報 (TCP/IP In Band)) からの通報の送信
設定は完了です。

セクション I 環境構築と設定
59

2 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

2.6.2.

Linux マシンから通報の送信設定を行うには
Linux マシンから障害イベントの通報を送信するための設定を行います。以下の手順に従っ
て設定してください。
関連情報: Linux マシンで通報の設定については、「ESMPRO/ServerAgent (Linux 版) ユ
ーザーズガイド」を参照してください。
http://www.express.nec.co.jp/linux/dload/esmpro/docs.html

注: マネージャ通報の通報先は ESMPRO/ServerAgent をインストールしただけでは設定さ
れていません。通報先を設定する必要があります。




SNMP Trap
1.

root 権限のあるユーザでログインします。

2.

/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMamsadm を起動します。

3.

[通報基本設定] を選択し、Enter キーを押します。

4.

[マネージャ通報 (SNMP)] を選択し、Enter キーを押します。

5.

[通報手段有効] を選択してチェックを "*" にします。

6.

必要に応じて [トラップ通報先 IP] に通報先サーバの IP アドレスを設定します。

マネージャ通報 (TCP/IP In-Band)
1.

root 権限のあるユーザでログインします。

2.

/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMamsadm を起動します。

3.

[通報基本設定] を選択し、Enter キーを押します。

4.

[マネージャ通報 (TCP_IP In-Band)] を選択し、Enter キーを押します。

5.

[通報手段有効] を選択してチェックを "*" にします。

6.

ESMamsadm の初期画面から [通報先リストの設定] を選択し、Enter キーを押し
ます。

7.

必要に応じて [IP アドレス (またはホスト)] に通報先サーバの IP アドレス、および
[ポート番号] を設定します。
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CLUSTERPRO イベントの通報設定
CLUSTERPRO のイベントを送信する場合は、CLUSTERPRO が Syslog に登録する
イベントを監視する必要があります。
ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルで、監視対象の CLUSTERPRO のイベ
ントを設定します。
1.

root 権限のあるユーザでログインします。

2.

/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMamsadm を起動します。

3.

[Syslog イベントの設定] を選択し、Enter キーを押します。

4.

[ソースに対する処理：] で [ON] を選択しチェックを "*" にします。[追加…] を選
択し、Enter キーを押します。

5.

[Syslog イベントの追加] で、以下のイベントソースを設定します。

注: イベントの監視は、下記項目の「キーワード」で入力した文字列で行います。そのた
め、大文字 / 小文字 / スペースについても、設定内容の記載通りに入力してください。
入力内容に誤りがあると通報できません。

•

CLUSTERPRO 3.x 以前

項目

設定内容

ソース名

CLUSTERPRO

イベント ID

c00008a4

キーワード

<type:△nm><event:△2>△Server

Trap Name

サーバダウン

項目

設定内容

ソース名

CLUSTERPRO

イベント ID

c0005217

キーワード

<type:△rm><event:△9>△Monitor△rr..rr△failed

Trap Name

パブリックLAN異常

※ [キーワード] の設定内容の "△" は、半角スペースを示します。
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•

CLUSTERPRO X 1.0 以降

項目

設定内容

ソース名

CLUSTERPRO△X

イベント ID

40000002

キーワード 1

<type:△nm><event:△2>△Server

キーワード 2

has△been△stopped.

Trap Name

サーバダウン
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2.7. DPM を利用するための設定を行う
SystemProvisioning は、DPM を利用して管理対象マシンへ OS、アプリケーション、パッチ
などのインストールやマシンの起動、停止を行います。そのため、SystemProvisioning で管
理対象とする物理マシンは、事前に DPM に登録しておく必要があります。
本節では、DeploymentManager (Windows / Linux 版) の初期設定を行い、管理対象マシ
ンを登録する手順について説明します。
関連情報: HP-UX サーバを管理対象とする場合は、DeploymentManager (HP-UX 版) を
使用します。DeploymentManager (HP-UX 版) での設定手順については、
「DeploymentManager (HP-UX 版) ユーザーズガイド導入編」、「DeploymentManager
(HP-UX 版) ユーザーズガイド機能編」を参照してください。

注: DPM では、一般マシンを "一般コンピュータ" と表記しています。
DPM は、Web コンソール (ブラウザ) を使用して操作します。Web コンソールの起動、およ
び初期設定については、「2.7.1 DPM の Web コンソールを起動するには」、および「2.7.2 管
理サーバ for DPM を登録するには」を参照してください。
DPM にマシンを登録するには、自動で登録する方法と手動で登録する方法があります。本
書では自動で登録する方法を記載します。また、「2.7.3 DPM に管理対象マシンを登録する
には」を参照してください。
関連情報: 初めて DPM を利用する場合、設定の詳細については、「DeploymentManager
ユーザーズガイド導入編」の「3. DPM を初めてお使いになる場合 （初期導入時）」、および
「4. 管理サーバ for DPM にコンピュータを登録するまで」を参照してください。
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2.7.1.

DPM の Web コンソールを起動するには
DPM の Web コンソールを起動します。以下の手順に従って起動してください。

注: Embedded 版の Tomcat を他のアプリケーションで使用している場合、Web サーバ for
DPM が使用する Tomcat とのポートが重複するため、DPM の Web コンソールが表示され
ません。ポートが重複しないように設定する必要があります。ポートの変更は以下の手順に
従って変更してください。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を
選択し、サービススナップインを起動します。

2.

サービス一覧から "Apache Tomcat" のサービスが停止していることを確認しま
す。

3.

Tomcat をインストールしたフォルダ¥conf¥Server.xml をテキストエディタで開きま
す。既定値は (C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat 6.0)
です。また、Server.xml は事前にバックアップを取っておくことを推奨します。

4.

Server.xml 内の「8005」、「8080」、「8009」を任意の未使用ポート番号に変更しま
す。それぞれ同じポート番号には設定しないでください。

5.

Server.xml を保存し、エディタを閉じてください。

6.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を
選択し、サービススナップインを起動します。

7.

サービス一覧から "Apache Tomcat" を選択し、[サービスの開始] をクリックしま
す。

1.

Web ブラウザを起動します。

2.

Web ブラウザのアドレス欄に以下の URL を入力します。
http://ホスト名:ポート番号/DeploymentManager/Start.jsp
(例)
http://localhost:8080/DeploymentManager/Start.jsp
注: URL の "DeploymentManager/Start.jsp" の箇所は大文字、小文字を区別します。
正しく入力してください。また、ホスト名に Windows で推奨されていない文字列 (半角英
数字と "-" (ハイフン) 以外) が含まれる場合、ブラウザのアドレス欄には、IP アドレス
を指定してください。ホスト名を指定すると起動に失敗する可能性があります。

3.

DPM の Web コンソールが起動します。

以上で DPM の Web コンソールの起動は完了です。
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2.7.2.

管理サーバ for DPM を登録するには
管理サーバ for DPM の登録を行います。DPM の Web コンソールの初回起動時には、「管
理サーバの追加」ウィンドウが表示されます。以下の手順に従って登録してください。
注: 初回起動時以降、管理サーバ for DPM を追加する場合の手順については、
「DeploymentManager ユーザーズガイド導入編」の「4.1 管理サーバの登録」を参照してく
ださい。

1.

DPM の Web コンソールを起動します。

2.

「管理サーバの追加」ウィンドウが表示されます。

3.

[サーバ名] テキストボックスに管理サーバ for DPM がインストールされているマシンの
マシン名を入力します。

4.

[IP アドレス] テキストボックスに管理サーバ for DPM がインストールされているマシン
の IP アドレスを入力します。
注: ポート番号は管理サーバ for DPM で使用している番号と一致させる必要がありま
す。管理サーバ for DPM で使用しているポート番号を変更しない場合は、既定値
(56050) を入力します。

5.

[OK] をクリックします。

以上で管理サーバ for DPM の登録は完了です。
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2.7.3.

DPM に管理対象マシンを登録するには
DPM に管理対象マシンを登録します。以下の手順に従って登録してください。仮想マシンサ
ーバ、または仮想マシンを DPM に登録する場合の注意事項については、「2.7.4 仮想マシ
ンを DPM に登録するには」を参照してください。
関連情報: 詳細については、「DeploymentManager ユーザーズガイド導入編」の「4.4 CPU
ブレードの登録」、「4.5 一般コンピュータの登録」を参照してください。

1.

DPM の Web コンソールを起動します。DPM の Web コンソールの起動については、
「2.7.1 DPM の Web コンソールを起動するには」を参照してください。

2.

ツリービューに管理サーバ for DPM が表示されていることを確認してください。

ツリービュー

3.

メニューバーから

4.

グループを作成します。登録するマシンのグループが既に存在する場合は、手順 13 へ
進んでください。

5.

ツリービュー上で右クリックし、[グループの追加] を選択します。

6.

「グループの追加」ウィンドウが表示されます。[グループの種類] グループボックスから
CPU ブレードを登録するグループを作成する場合は [BaldeServer] を、一般マシンを
登録するグループを作成する場合は [一般コンピュータ] を選択します。

をクリックし、アクセスモードを [更新モード] に変更します。
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7.

[グループ名] テキストボックスにグループ名を入力します。

注: 表示される設定値は実際のウィンドウと異なる場合があります。

8.

[OK] をクリックします。

9.

"BladeServer" グループの場合、CPU ブレードが属する収納ユニットの登録を行いま
す。"一般コンピュータ" グループの場合は、手順 13 へ進んでください。

10. ツリービュー上で収納ユニットを追加したいグループを右クリックし、[収納ユニットの追
加] を選択します。
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11. 「収納ユニットの追加」ウィンドウが表示されます。[収納ユニット ID] を入力します。

12. [OK] をクリックします。
13. 続いてマシンの登録を行います。
14. 登録するマシンの電源を入れます。
15. しばらくすると、ツリービュー上に "新規コンピュータ" が追加されます。
16. "新規コンピュータ" をダブルクリックすると、電源をオンにしたマシンの "MAC アドレス"
が表示されます。
17. "MAC アドレス" を右クリックし、[コンピュータの追加] を選択します。
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18. 「コンピュータの追加」ウィンドウが表示されます。MAC アドレスと UUID に値が設定され
ていることを確認します。

注: 以下の場合、UUID が自動登録されません。手動で UUID を必ず登録してください。
UUID が登録されていないと、SystemProvisioning での電源操作が正常に行われない
場合があります。
▪ 管理対象マシンの PXE ブートが有効でない、かつ OS 未インストールなどの理由によ
り OS の起動ができない場合
19. 各項目を入力します。
20. [OK] をクリックします。
以上で DPM への管理対象マシンの登録は完了です。
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2.7.4.

仮想マシンを DPM に登録するには
以下の場合に、仮想マシンを DPM に登録する必要があります。


仮想マシンに対して、アプリケーション、パッチなどのインストールを行う場合



HW Profile Clone、Differential Clone、Disk Clone 機能を使用する場合



障害対応 (仮想マシンサーバ障害時に DPM 経由での仮想マシンシャットダウンを行う
など)

関連情報: HW Profile Clone、Differential Clone、Disk Clone では、DPM を使用してゲスト
OS の固有情報の設定を行います。詳細については、「SigmaSystemCenter リファレンスガ
イド」の「2. 仮想環境の管理機能について」を参照してください。


作成済みの仮想マシンを DPM に登録するには
仮想マシンにクライアントサービス for DPM をインストールしてください。仮想マシンが
DPM に登録されますので、DPM の Web コンソールにて "新規コンピュータ" から任意
のグループへ登録を行ってください。



仮想マシン作成時に DPM に登録するには
VM モデルの設定で、[VM を作成した時、DPM に登録する] チェックボックスをオンにす
ると、仮想マシンを運用グループで稼動 (リソース割り当て、新規リソース割り当て、マ
スタマシン登録) する際に、DPM に自動で登録されます。

2.7.5.

仮想マシンサーバを DPM に登録するには
以下の場合に、仮想マシンサーバを DPM に登録する必要があります。


仮想マシンサーバに対して、アプリケーション、パッチなどのインストールを行う場合



VM 最適配置など仮想マシンサーバの起動操作を伴う運用を行う場合

仮想マシンサーバを DPM に登録する場合、Wake On LAN で起動する NIC の物理 MAC
アドレスと、UUID の両方を登録する必要があります。正しい値が設定されていない場合、仮
想環境管理ソフトウェアから取得したマシン情報と一致しなくなり、SystemProvisioning に別
マシンとして認識される可能性があります。ご使用の環境により登録手順が異なりますので、
本節に記載する手順を参照して登録してください。
DPM への登録完了後に、DPM の Web コンソールから登録したマシンの起動・シャットダウ
ンができることを確認してください。
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＜クライアントサービス for DPM を利用した登録手順＞


ESX 環境の場合
1.

物理 MAC アドレスの確認
Wake On LAN で起動する物理 MAC アドレスを確認します。
ESX の場合は、通常 "vmnic0" の MAC アドレスです。
-

NIC 名確認コマンド
# esxcfg-vswitch –l

-

物理 MAC アドレス確認コマンド ("vmcin0" の MAC アドレス確認の場合)
# ifconfig | grep vmnic0

2.

マシンを DPM の任意のグループに登録
DPM の Web コンソールを起動し、更新モードに切り替えます。登録する対象のグ
ループで右クリックし、[コンピュータの追加] を選択します。[コンピュータ名] テキ
ストボックスに仮想マシンサーバのマシン名 (ホスト名)、および手順 1 で確認した
MAC アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
注: [コンピュータ名] テキストボックスにホスト名を入力した場合、管理サーバと仮
想マシンサーバ間で名前解決できるように設定をしてください。

3.

クライアントサービス for DPM のインストール
はじめに、仮想マシンサーバにてファイアウォールの設定を行い、次にクライアント
サービス for DPM をインストールします。

4.

マシンの登録情報確認
DPM の Web コンソールで、手順 2 で登録したマシンを選択し、プロパティ情報で
MAC アドレスと UUID の欄に値が設定されていることを確認します。

VMware 環境の場合は、クライアントサービス for DPM を使用して登録すると、Wake
On LAN で起動しない Service Console の MAC アドレスが登録されるため、MAC アド
レスを確認する手順が必要です。
注: DPM のグループ、または [新規コンピュータ] として、仮想マシンサーバの
"Service Console" が持つ仮想 NIC の MAC アドレスが登録されている場合、このマシ
ンを DPM から削除し、上記手順により DPM へ再登録してください。
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XenServer、または Hyper-V 環境の場合
1.

クライアントサービス for DPM のインストール
XenServer の場合は、はじめに、仮想マシンサーバにてファイアウォールの設定を
行い、次にクライアントサービス for DPM をインストールします。Hyper-V の場合
は、インストール時に自動で設定が行われますので、事前の設定は不要です。

2.

DPM の任意のグループに登録
"新規コンピュータ" のツリーを表示すると、仮想マシンサーバの "MAC アドレス"
が表示されます。"MAC アドレス" を右クリックし、[コンピュータの追加] を選択しま
す。「コンピュータの追加」ウィンドウが表示されますので、MAC アドレスと UUID の
欄に値が設定されていることを確認して、[OK] をクリックします。

＜PXE 機能を利用した登録手順＞
注: PXE 機能を利用した登録は、DHCP サーバが必要となります。

1.

仮想マシンサーバのネットワークブートの設定
BIOS のブートオーダの設定にて、ネットワーク (PXE) ブートさせる NIC の順位を、ハ
ードディスクの順位より上位に設定し、設定を保存します。

2.

仮想マシンサーバを再起動
再起動後の初回のネットワークブートにより、仮想マシンサーバが DPM に登録され、自
動的に電源が切断されます。しばらくすると、DPM の Web コンソールのツリービュー上
に "新規コンピュータ" が追加されます。

3.

仮想マシンサーバを DPM の任意のグループに登録
"新規コンピュータ" をダブルクリックすると、ネットワークブートしたマシンの "MAC アド
レス" が表示されます。"MAC アドレス" を右クリックし、[コンピュータの追加] を選択し
ます。「コンピュータの追加」ウィンドウが表示されますので、ネットワークブートした NIC
の MAC アドレスと UUID が設定されていることを確認して、[OK] をクリックします。

4.

仮想マシンサーバを起動

5.

仮想マシンサーバにクライアントサービス for DPM をインストール
仮想マシンサーバに対し、アプリケーション、パッチなどのインストールを行う場合は、ク
ライアントサービス for DPM をインストールしてください。アプリケーション、パッチなど
のインストールを行わない場合や ESXi の場合は、手順 5、6 は不要です。
はじめに、仮想マシンサーバにてファイアウォールの設定を行い、次にクライアントサー
ビス for DPM をインストールします。
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6.

クライアントサービス for DPM のインストール確認
クライアントサービス for DPM が正常に登録されたかを確認します。正常にインストー
ルされた場合、DPM の Web コンソールから、登録した仮想マシンサーバのプロパティ
を表示すると、OS 名が表示されます。

＜手動での登録手順＞
1.

SystemProvisioning から仮想マシンサーバの MAC アドレスと UUID を確認
Web コンソールの [リソース] 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]
グループボックスに表示される MAC アドレスと UUID を確認します。

2.

マシンを DPM の任意のグループに登録
DPM の Web コンソールを起動し、更新モードに切り替えます。登録する対象のグルー
プで右クリックし、[コンピュータの追加] を選択します。[コンピュータ名] テキストボック
スに仮想マシンサーバのマシン名 (ホスト名)、および手順 1 で確認した MAC アドレスと
UUID を入力し、[OK] をクリックします。
注:
▪ [コンピュータ名] テキストボックスにホスト名を入力した場合、管理サーバと仮想マシ
ンサーバ間で名前解決できるように設定をしてください。
▪ DPM のグループ、または [新規コンピュータ] として、仮想マシンサーバの "Service
Console" が持つ仮想 NIC の MAC アドレスが登録されている場合、このマシンを DPM
から削除し、上記手順により DPM へ再登録してください。
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2.8. DPM でマスタマシンを利用してシナリオを作成
する
SystemProvisioning が管理対象マシンやグループへ配布する配布ソフトウェアの元となるリ
ストアシナリオを作成する必要があります。物理マシンに対してシナリオを作成する方法につ
いて説明します。以下の流れに沿って DPM でマスタマシンを利用してリストアシナリオの作
成を行ってください。
関連情報: HP-UX サーバの場合は、DeploymentManager (HP-UX 版) を使用し、シナリオ
作成を行います。「DeploymentManager (HP-UX 版) ユーザーズガイド機能編」を参照し、
シナリオ作成を行ってください。

1.

マスタマシンの構築
元となるイメージ作成元マシンを作成する必要があります。このイメージ作成元マシンを
マスタマシンと呼びます。マスタマシンは、OS のインストール、各種ドライバ、サービス
パック / HotFix / Linux パッチファイルの適用やアプリケーションのインストールを行い、
作成します。
マスタマシンの作成方法は、新規 OS をインストールして作成する場合と既存のコンピュ
ータをマスタマシンにする場合があります。
また、ご利用の OS が Windows の場合と、Linux の場合で手順が異なります。
OS が Windows で、新規 OS をインストールしてマスタマシンを作成する場合は、「2.8.1
新規に OS をインストールしてマスタマシンを作成するには (Windows OS)」を参照して
ください。
OS が Windows で、既存コンピュータをマスタマシンにする場合は、「2.8.2 既存マシン
を利用してマスタマシンを作成するには (Windows OS)」を参照してください。
OS が Linux で、新規 OS をインストールしてマスタマシンを作成する場合は、「2.8.3 新
規に OS をインストールしてマスタマシンを作成するには (Linux OS)」を参照してくださ
い。
OS が Linux で、既存コンピュータをマスタマシンにする場合は、「2.8.4 既存マシンを利
用してマスタマシンを作成するには (Linux OS)」を参照してください。

2.

マスタマシンのバックアップの準備
マスタマシンの作成終了後、管理サーバ for DPM からマスタマシンのバックアップイメ
ージを保存します。バックアップの採取方法は、単純なフルバックアップを行う方法と、
Windows の場合は Sysprep (System Preparation Tool: OS イメージのディスク複製に
利用するツール) を使用して行う方法、Linux の場合は個別設定情報を使用してバック
アップを行う方法があります。設計に応じてバックアップ方法を選択してください。
「2.8.5 マスタマシンのバックアップに向け準備するには」では、Windows マシンで
Sysprep を使用したバックアップ方法を記載します。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
74

DPM でマスタマシンを利用してシナリオを作成する

3.

バックアップ用シナリオファイルの作成
バックアップを行うシナリオを作成します。このシナリオを実行すると、DPM にバックアッ
プイメージが作成されます。
「2.8.6 バックアップ用シナリオファイルを作成するには」を参照してください。

4.

リストアシナリオの作成
管理サーバに保存したバックアップイメージをリストアするためのシナリオを作成しま
す。
「2.8.7 リストア用シナリオファイルを作成するには」を参照してください。

このリストアシナリオを SystemProvisioning の配布ソフトウェアとして登録できます。
実際の運用時に配布ソフトウェアを作成する際もこの手順となります。
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2.8.1.

新規に OS を インストールしてマスタマシンを作成するには
(Windows OS)
マシンへ新規に OS をインストールし、マスタマシンを作成します。以下の手順に従って作成
してください。
関連情報: OS クリアインストールの動作の可否は機種に依存します。Express5800 シリー
ズの DPM サポート情報については、DPM 製品サイト
(http://www.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/deploy_win/index.html) － [動作環境]
－ [対応装置一覧] を参照してください。

1.

EXPRESSBUILDER から必要モジュールの登録
管理対象マシンに添付されている EXPRESSBUILDER を管理サーバにセットし、DPM
にアップデートモジュール、および ESMPRO/ServerAgent を登録します。

2.

1.

DPM の Web コンソールからシナリオ実行中のマシンが存在しないことを確認してく
ださい。

2.

管理対象マシンに添付されている EXPRESSBUILDER を管理サーバにセットしま
す。

3.

EXPRESSBUILDER の起動画面が表示されます。[ソフトウェアをセットアップする]
を選択します。(EXPRESSBUILDER のバージョンによっては、画面の表示が異な
ります。)

4.

[ESMPRO] を選択します。

5.

「ESMPRO セットアップ」画面が表示されます。[DeploymentManager への登録]
をクリックします。

6.

[ESMPRO/ServerAgent] を選択し、ESMPRO/ServerAgent を DPM に登録しま
す。

DPM を利用した OS のインストール
管理対象マシンに DPM のイメージビルダーで OS イメージの登録、および Windows 用
のセットアップパラメータファイルの作成を行います。必要に応じて、HotFix、その他アッ
プデートなどのイメージも登録してください。
関連情報: シナリオファイルの作成の詳細については、「DeploymentManager ユーザ
ーズガイド基本操作編」の「3.3 シナリオファイルの作成」を参照してください。

1.

DPM の Web コンソールを起動します。

2.

メニューバーから

をクリックし、アクセスモードを [更新モード] に変更します。
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3.

シナリオ名を右クリックし、[シナリオファイルの新規作成] を選択します。

4.

「シナリオファイルの作成」ウィンドウが表示されます。AutoRAID の設定や、オフラ
イン保守ユーティリティの設定を行う場合は、[HW 設定] タブを選択し、設定してく
ださい。
関連情報: AutoRAID の設定や、オフライン保守ユーティリティの設定方法につい
ては、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作編」の「6.1 BIOS / ファー
ムウェアのアップデート」を参照してください。
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5.

[オペレーティングシステム] タブを選択し、[オペレーティングシステム名] プルダウ
ンボックスから登録した OS イメージを選択し、各項目を選択 / 入力します。

6.

[OK] をクリックします。

7.

シナリオ実行時のオプションを設定する場合は、[オプション] タブを選択し、各項目
を入力します。

8.

[シナリオ名] を入力します。

9.

[OK] をクリックします。
システムのアップデートが選択されていない場合、システムのアップデート推奨の
確認メッセージが表示されます。システムのアップデートが必要なければ、[OK] を
クリックします。

10. シナリオファイルの作成は、以上で完了です。DPM の Web コンソールのシナリオ
ビューに作成したシナリオファイルが追加されるのを確認してください。
手順 1 で DPM に登録したアップデートモジュール、および ESMPRO/ServerAgent もイ
ンストールシナリオに追加する必要があります。
作成したインストールシナリオをマシンに割り当て、シナリオを実行することで、OS イン
ストールと同時に、必要なソフトウェアがマシンにインストールされます。
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3.

SystemMonitor 性能監視の設定
SystemMonitor 性能監視を利用する場合は、「2.5.1 監視対象マシンに対して事前設
定を行うには」を参照して、監視対象マシンに対して必要な設定を行ってください。

以上で OS の新規インストールを伴うマスタマシンの作成 (Windows OS) は完了です。
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2.8.2.

既存マシンを利用してマスタマシンを作成するには (Windows
OS)
既存マシンを利用してマスタマシンを作成します。以下の手順に従って作成してください。
1.

ESMPRO/ServerAgent のインストール
ESMPRO/ServerAgent がインストールされていない場合、管理対象マシンに添付され
ている EXPRESSBUILDER から管理対象マシンに、ESMPRO/ServerAgent をインス
トールします。詳細は、EXPRESSBUILDER に同梱されているドキュメントを参照してく
ださい。

2.

クライアントサービス for DPM のインストール確認
管理対象マシンにクライアントサービス for DPM がインストールされていることを確認し
ます。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を
選択し、サービススナップインを起動します。

2.

サービスに [DeploymentManager Agent Service]、[DeploymentManager
Remote Update Service Client] が登録されていることを確認してください。登録さ
れている場合は、クライアントサービス for DPM はインストール済みです。

インストールされていない場合は、SigmaSystemCenter の製品 CD-R からクライ
アントサービス for DPM をインストールしてください。インストール手順については、
「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」を参照してください。
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3.

SystemMonitor 性能監視の設定
SystemMonitor 性能監視を利用する場合は、「2.5.1 監視対象マシンに対して事前設
定を行うには」を参照して、監視対象マシンに対して必要な設定を行ってください。

以上で既存マシンを使用したマスタマシンの作成 (Windows OS) は完了です。
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2.8.3.

新規に OS を インストールしてマスタマシンを作成するには
(Linux OS)
マシンへ新規に OS をインストールし、マスタマシンを作成します。以下の手順に従って作成
してください。
注: Linux マシンを管理対象マシンとして管理する場合、必ず ESMPRO/ServerAgent がイン
ストールされている必要があります。
装置添付の EXPRESSBUILDER 媒体のレーベルに "Version 5.xx-xxx.xx" (xxx は任意の
文字列) と記載されている装置の場合は、EXPRESSBUILDER 媒体から
ESMPRO/ServerAgent (Linux 版) をインストールしてください。
レーベル記載例 : Version 5.10-002.02
上記以外の装置の場合は、以下の NEC8 番街のホームページから、Linux のカーネルバー
ジョンとハードウェアに対応したサーバマネージメント用ドライバモジュールと
ESMPRO/ServerAgent をダウンロードして、インストールしてください。
http://www.express.nec.co.jp/linux/dload/esmpro/index.html

1.

DPM を利用した Linux OS のインストール
DPM を利用して Linux OS のインストールをします。インストールの流れは、以下のよう
になります。

NFSサービスのセットアップ

Red Hat Linuxインストールカーネルの準備

Red Hat LinuxインストールCDのコピー

Linuxインストールパラメータファイルの作成

シナリオファイルの作成

シナリオ実行

注意事項、その他
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関連情報: Linux OS インストール方法、および詳細については、
「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作編」の「2.2 OS クリアインストール
(Linux)」を参照してください。

2.

ESMPRO/ServerAgent の設定
ESMPRO/ServerManager からリモートシャットダウン、およびリブートの指示を受け付
けられるように設定します。
1.

root 権限のあるユーザでログインします。

2.

コントロールパネル (/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMagntconf) を起動します。
# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMagntconf

3.

3.

コントロールパネル (ESMagntconf) の全般を選択します。

4.

「全般プロパティ」画面が表示されます。[マネージャからの SNMP での設定を許可
する]、および [マネージャからのリモートシャットダウン/リブートを許可する] のチェ
ックボックスが "*" となっていることを確認してください。" " の場合は、Space キー
を押して "*" に変更してください。

ネットワークの設定
以下の項目を設定します。

4.

•

ホスト名

•

ドメイン名

•

IP アドレス

•

サブネットマスク

•

Gateway の IP アドレス

•

DNS ネームサーバ

SystemMonitor 性能監視の設定
SystemMonitor 性能監視を利用する場合は、「2.5.1 監視対象マシンに対して事前設
定を行うには」を参照して、監視対象マシンに対して必要な設定を行ってください。

以上で OS 新規インストールを伴うマスタマシンの作成 (Linux OS) は完了です。
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2.8.4.

既存マシンを利用してマスタマシンを作成するには (Linux OS)
既存マシンを利用してマスタマシンを作成します。以下の手順に従って作成してください。
注: Linux マシンを管理対象マシンとして管理する場合、必ず ESMPRO/ServerAgent をイン
ストールされている必要があります。
装置添付の EXPRESSBUILDER 媒体のレーベルに"Version 5.xx-xxx.xx" (xxx は任意の
文字列) と記載されている装置の場合は、EXPRESSBUILDER 媒体から
ESMPRO/ServerAgent (Linux 版) をインストールしてください。
レーベル記載例 : Version 5.10-002.02
上記以外の装置の場合は、以下の NEC8 番街のホームページから、Linux のカーネルバー
ジョンとハードウェアに対応したサーバマネージメント用ドライバモジュールと
ESMPRO/ServerAgent をダウンロードして、インストールしてください。
http://www.express.nec.co.jp/linux/dload/esmpro/index.html

1.

ESMPRO/ServerAgent の設定
ESMPRO/ServerManager からリモートシャットダウン / リブートの指示を受け付けら
れるように設定します。
1.

root 権限のあるユーザでログインします。

2.

コントロールパネル (/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMagntconf) を起動します。
# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMagntconf

2.

3.

コントロールパネル (ESMagntconf) の全般を選択します。

4.

「全般プロパティ」画面が表示されます。[マネージャからの SNMP での設定を許可
する]、および [マネージャからのリモートシャットダウン/リブートを許可する] のチェ
ックボックスが "*" となっていることを確認してください。" " の場合は、Space キー
を押して "*" に変更してください。

ネットワークの設定
以下の項目を設定します。
•

ホスト名

•

ドメイン名

•

IP アドレス

•

サブネットマスク

•

Gateway の IP アドレス

•

DNS ネームサーバ
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3.

SystemMonitor 性能監視の設定
SystemMonitor 性能監視を利用する場合は、「2.5.1 監視対象マシンに対して事前設
定を行うには」を参照して、監視対象マシンに対して必要な設定を行ってください。

以上で既存マシンを使用したマスタマシンの作成 (Linux OS) は完了です。
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2.8.5.

マスタマシンのバックアップに向け準備するには
本節では、Windows マシンで Sysprep を使用したバックアップ方法を記載します。


フルバックアップ形式によるバックアップ
マスタマシン用のパラメータファイルを作成後、「2.8.6 バックアップ用シナリオファイル
を作成するには」に進んでください。



展開形式によるバックアップ
詳細は「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作編」の「1. ディスク複製 OS
インストール」を参照してください。

1.

ワークグループに参加

2.

マスタマシンに使用する OS によって、以下の操作を行います
•

Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合 ： Administrator
ユーザのパスワードは設定しないでください。

•

Windows Server 2008、Windows Vista、Windows 7 の場合 ： Administrator ア
カウントを有効にして、Administrator アカウントにログインした状態で以下の作業
を、管理者権限で行ってください。ディスク複製終了後は、Administrator アカウント
のログイン画面となります。

3.

IP アドレスを DHCP サーバから取得

4.

Sysprep フォルダの作成
1.

エクスプローラなどから、SigmaSystemCenter の製品 CD-R 内の以下のファイル
を実行します。

インストール CD-R:¥DPM¥TOOLS¥SYSPREP¥Windows¥
COPYSYSPREP.VBS
注: OS が起動しているドライブに Sysprep フォルダが存在する場合は、上書きさ
れます。

2.

[DeploymentManager Sysprep モジュールのコピー] 画面が表示されます。[OK]
をクリックします。マスタマシンの OS が起動しているドライブに [Sysprep] というフ
ォルダが作成されます。
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3.

[プロダクトキー] テキストボックスにマスタマシンのセットアップに使用したプロダク
トキーを入力し、[OK] をクリックします。Windows Server 2008、Windows Vista、
Windows 7 の場合は、手順 4 へ進んでください。

注: バックアップ CD-R をご使用の場合は、装置に貼付されているプロダクトキー
を入力してください。

4.

5.

インストール CD-R からディスク複製に必要なファイルをコピーします。ファイルのコ
ピーが完了するとダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

Microsoft Sysprep をコピー
Windows OS の (CD-R) デ ィ ス ク の ¥SUPPORT¥TOOLS¥DEPLOY.CAB か ら
Sysprep.exe と Setupcl.exe を手順 4 で作成した Sysprep フォルダにコピーします。
Windows Server 2008、Windows Vista、Windows 7 の場合は、本手順は必要ありま
せん。手順 7 へ進んでください。

6.

Microsoft ネットワーク設定コマンドをコピー
Windows OS の (CD-R) ディスクの¥SUPPORT¥TOOLS¥SUPPORT.CAB から
Netdom.exe を手順 4 で作成した¥Sysprep¥i386¥$OEM$¥$$¥SYSTEM32 にコピーし
ます。

7.

接続するマシン情報を編集
手順 4 で作成した Sysprep フォルダ配下の SERVER.INI ファイルを編集します。以下
の例のように、下線部のみ管理サーバ for DPM をインストールした管理サーバの IP ア
ドレスに変更します。
ServerIP=192.168.0.1
注: 管理サーバの IP アドレス以外の値は変更しないでください。
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8.

管理サーバでセットアップパラメータファイルを作成
イメージビルダーから作成します。「2.8.1 新規に OS をインストールしてマスタマシンを
作成するには (Windows OS)」で作成したセットアップパラメータファイルを使用するこ
ともできます。
セットアップパラメータファイルの作成方法は、「DeploymentManager ユーザーズガイド
基本操作編」の「2.1.2 セットアップパラメータの作成」を参照してください。

9.

Sysprep.bat を実行
1.

手順 4 で作成した Sysprep フォルダ配下の Sysprep.bat を実行します。実行後、
コマンドプロンプトに表示される指示に従います。
注:
▪ Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合、同じフォルダに
Sysprep.exe がありますが、実行しないでください。
▪ 起動しているアプリケーション、エクスプローラなどはすべて終了させてください。

2.

Sysprep 実行後、自動的に電源がオフになります。
再起動した場合、POST 画面が表示されたら DHCP による IP アドレスを取得する
直前で POWER スイッチを押して電源をオフにしてください。

10. 管理サーバで、ディスク複製用パラメータファイルを作成
手順 8 で作成したセットアップパラメータファイルを元に、イメージビルダーでディスク複
製用パラメータファイルを作成します。マスタマシンに対応するパラメータファイルの IP
アドレスの設定は、[IP アドレスを自動的に取得する] を選択してください。
ディスク複製用パラメータファイルの作成方法は、「DeploymentManager ユーザーズガ
イド基本操作編」の「1.1.3 マスタコンピュータ用ディスク複製用情報ファイルの準備」を
参照してください。
以上でマスタマシンのバックアップに向けた準備は完了です。
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2.8.6.

バックアップ用シナリオファイルを作成するには
Windows OS と Linux OS のバックアップ用シナリオファイルを作成します。以下の手順に従
って作成してください。
注: DPM でバックアップ / リストアを行う前に、必ずディスクビューアを使用して、対象のディ
スク番号を確認してください。ディスクビューアの詳細は、「DeploymentManager ユーザー
ズガイド応用編」の「4. ディスク構成チェック」を参照してください。

1.

DPM の Web コンソールを起動します。

2.

メニューバーから

3.

シナリオ名を右クリックし、[シナリオファイルの新規作成] を選択します。

をクリックし、アクセスモードを [更新モード] に変更します。
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4.

「シナリオファイルの作成」ウィンドウが表示されます。[バックアップ／リストア] タブを選
択します。

5.

[バックアップ / リストアを選択する] チェックボックスをオンにし、[バックアップ(C)] を選
択します。

6.

[バックアップ / リストア対象] グループボックスの [ディスク番号] テキストボックスにデ
ィスクビューアで取得したディスク番号を入力します。
関連情報: ディスクビューアの詳細は、「DeploymentManager ユーザーズガイド応用
編」の「4. ディスク構成チェック」を参照してください。

7.

[参照] をクリックし、任意のフォルダに移動し、任意のファイルを選択します。

8.

[シナリオ名] テキストボックスには任意の名前を入力します。
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9.

[オプション] タブを選択します。

10. [シナリオ実行条件] グループボックス内の [実行前に再起動の強制実行を行う (コン
ピュータにエージェントサービスが必要)] チェックボックスをオンにします。
11. [OK] をクリックします。
以上で、バックアップのシナリオの作成は完了です。
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2.8.7.

リストア用シナリオファイルを作成するには
Windows OS と Linux OS のリストア用シナリオファイルを作成します。以下の手順に従って
作成してください。
注: DPM でバックアップ/リストアを行う前に、必ずディスクビューアを使用して、対象のディス
ク番号を確認してください。ディスクビューアの詳細は、「DeploymentManager ユーザーズ
ガイド応用編」の「4 ディスク構成チェック」を参照してください。

1.

DPM の Web コンソールを起動します。

2.

メニューバーから

をクリックし、DPM のアクセスモードを [更新モード] に変更しま

す。
3.

シナリオ名を右クリックし、[シナリオファイルの新規作成] を選択します。
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4.

「シナリオファイルの作成」ウィンドウが表示されます。[バックアップ／リストア] タブを選
択します。

5.

[バックアップ / リストアを選択する] チェックボックスをオンにし、[リストア(R)] を選択し
ます。

6.

[バックアップ / リストア対象] グループボックスの [ディスク番号] テキストボックスや
[パーティション番号] テキストボックスに、ディスクビューアで取得したディスク番号、お
よびパーティション番号を指定します。
関連情報: ディスクビューアの詳細は、「DeploymentManager ユーザーズガイド応用
編」の「4. ディスク構成チェック」を参照してください。

7.

[参照] をクリックし、任意のフォルダに移動し、バックアップシナリオで指定したファイル
名を選択します。

8.

[リストア開始条件] グループボックス内の [ユニキャストでデータを送信する] チェック
ボックスをオンにします。

9.

[シナリオ名] テキストボックスに任意の名前を入力します。

10. [オプション] タブを選択します。

セクション I 環境構築と設定
93

2 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

11. [シナリオ実行条件] グループボックス内の [実行前に再起動の強制実行を行う (コン
ピュータにエージェントサービスが必要)] チェックボックスをオンにします。

12. [OK] をクリックします。
以上で、リストアのシナリオの作成は完了です。
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2.9. VMware を利用するための事前設定を行う
VMware を利用する場合、事前に VMware 環境の設定を行う必要があります。以下の手順
の流れに沿って各設定を行ってください。

2.9.1.

VMware 環境を構築する
VMware 環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。
関連情報: 各設定の詳細については、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してくだ
さい。

1.

vCenter Server の以下のコンポーネントのインストールと設定
Server コンポーネント （vCenter Server Management Server）
Client コンポーネント (vSphere Client)
注: vCenter Server と DPM が共存する場合、Tomcat が使用するポートが競合してい
る可能性があるため、Web サーバ for DPM が使用するポートを変更する必要がありま
す。変更方法については、「DeploymentManager ユーザーズガイド応用編」の「17.
Web コンソール」内「Apache Tomcat」のサービスが起動しない」を参照してください。

2.

VMware ESX のインストールと設定

3.

vSphere Client の起動とログイン

4.

DataCenter、またはクラスタの設定
注: Enhanced VMotion Compatibility が有効化されている環境を
SigmaSystemCenter で管理する場合には、以下の注意事項があります。
▪ DataCenter、およびクラスタ名は vCenter Server で一意となるようにしてください。
▪ DataCenter、およびクラスタ間で Datastore を共有しないでください。
▪ SigmaSystemCenter では、クラスタを DataCenter と同等に管理します。Web コンソ
ール上では、クラスタは DataCenter として表示されます。
▪ Web コンソールから vCenter Server 上に DataCenter を作成することができます。し
かし、クラスタを作成する機能はサポートしていません。

5.

ESX の登録

以上が VMware 環境の構築手順の流れです。
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2.10. vCenter Server でマスタ VM を利用してテン
プレートを作成する
既存の仮想マシンと同じ構成のテンプレートと、その元となるマスタ VM を作成します。以下
の手順の流れに沿って作成してください。
また、テンプレートは SystemProvisioning からも作成できます。SystemProvisioning からテ
ンプレートを作成する方法については、「5.2 テンプレートを作成する」を参照してください。

2.10.1. vCenter Server でマスタ VM を作成するには
vSphere Client の管理画面上で、SystemProvisioning で管理する仮想マシンの元となる、
マスタ VM を作成します。以下の手順に従って作成してください。
関連情報: vSphere Client を使用した vCenter Server での仮想マシン作成については、
VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してください。

1.

vSphere Client を起動し、ログインします。

2.

使用する仮想マシンに対応した CPU 数、メモリ容量、ディスク容量 / ディスクの数、
NIC の枚数を指定して、仮想マシンを作成します。
注:
▪ Differential Clone テンプレートを作成する場合は、マスタ VM の仮想ディスクのモード
に "独立型" を選択しないでください。
▪ OS をインストールする仮想ディスクは、"IDE0:0"、または "SCSI0:0" のどちらかで作
成してください。
▪ HW Profile Clone を作成する場合、および DPM を使用して仮想マシンに配信を行う
場合は、仮想 NIC、SCSI コントローラを既定から変更しないでください。
▪ OS のスリープ設定は無効にしてください。

3.

使用する仮想マシンに対応した OS をインストールします。

4.

マスタ VM が Windows OS の場合、OS に設定されている管理者パスワードをクリアし
ます。
注: 管理者パスワードをクリアしていない場合、仮想マシン作成後に設定されるパスワ
ードが指定したパスワードに設定されません。マスタ VM で設定されているパスワードと
同じになります。

5.

VMwareTools をマスタ VM にインストールします。
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6.

新規リソース割り当てを行うための HW Profile Clone、および Disk Clone 用のテンプレ
ートをマスタ VM から作成する場合は、以下の作業を実施します。
1.

クライアントサービス for DPM をインストールします。クライアントサービス for
DPM のインストール手順については、「SigmaSystemCenter インストレーションガ
イド」の「2.7 Windows (x86 / x64) 管理対象マシンへインストーラ画面からインスト
ールする」から「2.11 Linux 管理対象マシンへインストールする」を参照してください。
参照先はご使用の環境によって異なります。

2.

ファイアウォールを設定している場合、クライアントサービス for DPM が開放され
ているのを確認します。

3.

マスタ VM を起動し、BIOS 画面からマスタ VM の NIC のブートオーダを先頭にし
ます。

7.

使用する仮想マシンに対応したアプリケーションをインストールします。

8.

SystemProvisioning における仮想マシンの作成は、マスタ VM を元に作成したテンプレ
ートから作成しますので、使用する仮想マシンの構成に合わせて、必要な種類のマスタ
VM を作成します。

以上で vCenter Server でのマスタ VM 作成は完了です。

2.10.2. vCenter Server でテンプレートを作成するには
vSphere Client の管理画面上で、SystemProvisioning で管理するテンプレートを作成しま
す。以下の手順に従って作成してください。
関連情報: vSphere Client を使用した vCenter Server でのテンプレートの作成については、
VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してください。

1.

vSphere Client を起動し、ログインします。

2.

インベントリパネルを表示します。

3.

仮想マシンを選択します。

4.

仮想マシンを電源オフにします。

5.

テンプレートに変換します。

以上で vCenter Server でのテンプレート作成は完了です。
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2.11. Xen を利用するための事前設定を行う
Xen を利用する場合、事前に Xen 環境の設定を行う必要があります。以下の手順の流れに
沿って各設定を行ってください。

2.11.1. Xen 環境を構築する
Xen 環境の構築を行います。以下の手順の流れに沿って構築してください。
関連情報: 各設定の詳細については、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照してくださ
い。

1.

XenServer のインストールと設定

2.

XenCenter のインストールと設定

3.

XenCenter の起動とログイン

4.

Pool の設定

5.

XenServer の登録

以上が Xen 環境の構築手順の流れです。
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2.12. XenCenter でマスタ VM を利用してテンプレー
トを作成する
既存の仮想マシンと同じ構成のテンプレートと、その元となるマスタ VM を作成します。以下
の手順の流れに沿って作成してください。
また、テンプレートは SystemProvisioning からも作成できます。SystemProvisioning からテ
ンプレートを作成する方法については、「5.2 テンプレートを作成する」を参照してください。

2.12.1. XenCenter でマスタ VM を作成するには
XenCenter の管理画面上で、SystemProvisioning で管理する仮想マシンの元となる、マス
タ VM を作成します。以下の手順に従って作成してください。
関連情報: XenCenter での仮想マシン作成については、Citrix 社発行の各製品マニュアルを
参照してください。

1.

XenCenter を起動し、ログインします。

2.

VM 新規作成機能を選択し、使用する仮想マシンに対応した CPU 数、メモリ容量、ディ
スク容量 / ディスクの数、NIC の枚数を指定して、仮想マシンを作成します。
注: OS をインストールする仮想ディスクは、DevicePosition を "0" に設定してくださ
い。

3.

使用する仮想マシンに対応した OS をインストールします。
Windows VM を作成する場合、ユーザ用 Windows OS をインストールしてください。

4.

XenServer Tools をインストールします。

5.

新規リソース割り当てを行うための Differential Clone、もしくは Disk Clone 用のテンプ
レートをマスタ VM から作成する場合は、以下の作業を実施します。

6.

1.

クライアントサービス for DPM をインストールします。クライアントサービス for
DPM のインストール手順については、「SigmaSystemCenter インストレーションガ
イド」の「2.7 Windows (x86 / x64) 管理対象マシンへインストーラ画面からインスト
ールする」から「2.11 Linux 管理対象マシンへインストールする」を参照してください。
参照先はご使用の環境によって異なります。

2.

ファイアウォールを設定している場合、クライアントサービス for DPM が開放され
ているのを確認します。

3.

マスタ VM のブートオーダは必ず NIC よりディスクを先頭にします。

使用する仮想マシンに対応したアプリケーションをインストールします。
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7.

SystemProvisioning における仮想マシンの作成は、マスタ VM を元に作成したテンプレ
ートから作成します。使用する仮想マシンの構成に合わせて、必要な種類のマスタ VM
を作成します。
注: 作成したマスタ VM が接続する DVD ドライブは、"empty" を設定してください。設定
していない場合、SystemProvisioning のマスタ VM を元にした仮想マシン作成が失敗
することがあります。

以上で XenCenter でのマスタ VM 作成は完了です。

2.12.2. XenCenter でテンプレートを作成するには
XenCenter の管理画面上で、SystemProvisioning で管理するテンプレートを作成します。
以下の手順に従って作成してください。
関連情報: XenCenter でのテンプレートの作成については、Citrix 社発行の各製品マニュア
ルを参照してください。

1.

XenCenter を起動し、ログインします。

2.

仮想マシンを選択します。

3.

仮想マシンを電源オフにします。

4.

テンプレートに変換します。
注: 作成したテンプレートが接続する DVD ドライブは、"empty" を設定してください。設
定していない場合、SystemProvisioning のテンプレートを元にした仮想マシン作成が失
敗することがあります。

以上で XenCenter でのテンプレート作成は完了です。
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2.13. ESXi を利用するための事前設定を行う
SystemProvisioning から直接管理する ESXi 上に仮想マシンを作成するために、元となるマ
スタ VM を作成します。以下の手順の流れに沿って作成してください。

2.13.1. ESXi でマスタ VM を作成するには
vSphere Client の管理画面上で、SystemProvisioning で管理する仮想マシンの元となる、
マスタ VM を作成します。以下の手順に従って作成してください。
関連情報: vSphere Client を使用した ESXi での仮想マシン作成については、VMware 社発
行の各製品マニュアルを参照してください。

1.

vSphere Client を起動し、ESXi にログインします。

2.

使用する仮想マシンに対応した CPU 数、メモリ容量、ディスク容量 / ディスクの数、
NIC の枚数を指定して、仮想マシンを作成します。
注:
▪ Differential Clone 用のテンプレートを作成する場合は、マスタ VM の仮想ディスクの
モードに "独立型" を選択しないでください。
▪ OS をインストールする仮想ディスクは、"IDE0:0"、または "SCSI0:0" のどちらかで作
成してください。
▪ HW Profile Clone を作成する場合、および DPM を使用して仮想マシンに配信を行う
場合は、仮想 NIC、SCSI コントローラを既定から変更しないでください。
▪ OS のスリープ設定は無効にしてください。

3.

使用する仮想マシンに対応した OS をインストールします。

4.

VMwareTools をインストールします。

5.

マスタ VM が Windows Server 2003 以前の OS を使用している場合にのみ、OS に設
定されている管理者パスワードをクリアします。
注: 管理者パスワードをクリアしていない場合、仮想マシン作成後に設定されるパスワ
ードが指定したパスワードに設定されません。マスタ VM で設定されているパスワードと
同じになります。
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6.

新規リソース割り当てを行うための HW Profile Clone / Differential Clone / Disk Clone
用のテンプレートをマスタ VM から作成する場合は、以下の作業を実施します。
1.

クライアントサービス for DPM をインストールします。クライアントサービス for
DPM のインストール手順については、「SigmaSystemCenter インストレーションガ
イド」の「2.7 Windows (x86 / x64) 管理対象マシンへインストーラ画面からインスト
ールする」から「2.11 Linux 管理対象マシンへインストールする」を参照してください。
参照先はご使用の環境によって異なります。

2.

ファイアウォールを設定している場合、クライアントサービス for DPM が使用する
ポートを開放します。

3.

HW Profile Clone の場合は、マスタ VM を起動し、BIOS 画面からマスタ VM の
NIC のブートオーダを先頭にします。

7.

使用する仮想マシンに対応したアプリケーションをインストールします。

8.

SystemProvisioning における仮想マシンの作成は、マスタ VM を元に作成したテンプレ
ート (HW Profile Clone / Differential Clone / Disk Clone) から作成しますので、使用
する仮想マシンの構成に合わせて、必要な種類のマスタ VM を作成します。

以上で、ESXi でのマスタ VM 作成は完了です。
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2.14. Hyper-V を利用するための事前設定を行う
SystemProvisioning から Hyper-V 上に仮想マシンを作成するために、元となるマスタ VM を
作成します。以下の手順の流れに沿って作成してください。

2.14.1. Hyper-V でマスタ VM を作成するには
Hyper-V マネージャを使用して SystemProvisioning で管理する仮想マシンの元となるマス
タマシンを作成します。以下の手順に従って作成してください。
関連情報: Hyper-V マネージャを使用した Hyper-V での仮想マシン作成の詳細については、
Windows Server 2008 のヘルプやマニュアルなどを参照してください。

1.

Hyper-V マネージャを起動します。

2.

「仮想マシンの新規作成」ウィザードで、マスタ VM として使用する仮想マシンを作成しま
す。マスタ VM の名前、メモリ容量、仮想ディスク、OS の ISO イメージなどを指定しま
す。

3.

指定した ISO イメージから、OS をインストールします。

4.

Windows Server 2003 以前の OS を使用している場合にのみ、OS に設定されている
管理者パスワードをクリアします。
注: 管理者パスワードをクリアしていない場合、仮想マシン作成が途中で停止し、手動
でのパスワード入力が必要になります。

5.

統合サービスをインストールします。

6.

クライアントサービス for DPM をインストールします。クライアントサービス for DPM の
インストール手順については、「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」の「2.7
Windows (x86 / x64) 管理対象マシンへインストーラ画面からインストールする」から
「2.10 Windows (IPF) 管理対象マシンへインストールする」を参照してください。参照先
はご使用の環境によって異なります。

7.

ファイアウォールを設定している場合、クライアントサービス for DPM が開放されている
のを確認します。

8.

展開イメージに含めるアプリケーションをインストールします。

9.

ネットワークアダプタを設定します。HW Profile Clone 用のテンプレートを使用する場合、
仮想マシンの電源をオフにし、"レガシ ネットワーク アダプタ" を追加します。このネット
ワークアダプタは、DPM 配信用に使用するため、DPM と通信できるネットワークに接続
してください。

10. 運用に合わせて、その他のネットワークアダプタの追加、および削除、ネットワーク設定
を行ってください。
以上で Hyper-V でのマスタ VM 作成は完了です。
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注:
▪ マスタ VM を元に仮想マシンを作成する際、新しい仮想マシンに使用されるマスタ VM の設
定項目は以下の通りです。
- プロセッサ (論理プロセッサの数、相対的な重み、限度)
- メモリ容量
- ネットワークアダプタ (数のみ。MAC アドレスは新規作成されます。接続先ネットワークは
マシンプロファイルの設定が反映されます。)
- 仮想ディスク (仮想ディスクの種類と容量)
▪ Update3 で導入されたマシンプロファイルにより、上記の構成を変更することが可能です。
▪ Hyper-V には、以下の 2 種類の NIC があります。
- ネットワークアダプタ / Network Adapter (高速、PXE 機能なし)
- レガシ ネットワーク アダプタ / Legacy Network Adapter (低速、PXE 機能あり)
DPM 配信では、PXE 機能を使用するため、レガシ ネットワーク アダプタを使用するように
設定してください。配信後は、業務ネットワーク用としてより高速なネットワークアダプタの使
用が適しています。そのため、マスタ VM にネットワークアダプタを設定しておくことをお勧め
します。
▪ Hyper-V Manager からエクスポート、インポートで仮想マシンの複製を行わないでください。
仮想マシンを識別する UUID が重複し、SigmaSystemCenter で正常に管理できなくなりま
す。
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2.15. Out-of-Band (OOB) Management を利用す
るための事前設定を行う
管理対象マシンに搭載された BMC (Baseboard Management Controller) (Express5800
シリーズのサーバでは、EXPRESSSCOPE エンジン)と通信して、電源管理や保守操作を
行うことができる Out-of-Band (OOB) Management を利用できます。
本節では、OOB Management を利用する場合に必要となる設定について説明します。以下
の説明に従って、管理対象の BMC、管理サーバの OS、管理対象マシンの OS に対して設
定を行ってください。
設定を行うと、SigmaSystemCenter の OOB Management として次のことができるようにな
ります。


BMC からのセンサー情報取得
BMC からセンサー情報を取得して、電源状態を確認したり、取得した情報を障害診断
に利用できるようになります。



BMC 経由での電源制御
ユーザの手動操作やポリシーアクションにおける電源制御を BMC 経由で実行できるよ
うになります。



BMC 経由での筐体 LED 制御
ユーザの手動操作やポリシーアクションにおける筐体 LED 制御を BMC 経由で実行で
きるようになります。



BMC 経由でのダンプ制御
ユーザの手動操作におけるダンプ制御を BMC 経由で実行できるようになります。



BMC 経由での ACPI シャットダウン制御
ユーザの手動操作やポリシーアクションにおける ACPI シャットダウン制御を BMC 経由
で実行できるようになります。

注: この機能が利用できる管理対象マシンは、BMC 搭載機で IPMI の通信プロトコルである
RMCP (Remote Management Control Protocol) をサポートしているものに限ります。

2.15.1. BMC の IP アドレスを設定するには
OOB Management を行うために、BMC の IP アドレスを設定します。SigmaSystemCenter
はこの IP アドレスに対して接続を行います。
関連情報: Express5800 シリーズについては、「EXPRESSSCOPE エンジン 2 ユーザーズ
ガイド」の「2. 本体装置側の設定」を参照して管理用 LAN を設定してください。また、
SIGMABLADE Express5800 シリーズについては、ブレード収納ユニットに実装されている
CPU ブレードの EXPRESSSCOPE エンジンの IP アドレスを EM カードの Web コンソール
にて一括して表示することができます。詳細については、「EM カード ユーザーズガイド」の
「4 Web コンソール機能の使い方」を参照してください。
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2.15.2. BMC に管理者権限のユーザを作成する
BMC に SigmaSystemCenter から接続するための管理者権限を持つユーザを作成します。
関連情報: Express5800 シリーズについては、「EXPRESSSCOPE エンジン 2 ユーザーズ
ガイド」の「5. リモートマネージメントの使い方」を参照し、ユーザアカウントを設定してくださ
い。

2.15.3. BMC に PET の通報先と通報レベルを設定するには
EXPRESSBUILDER を使用して BMC から管理サーバへ PET の送信の設定を行います。
本体装置から EXPRESSBUILDER DVD-ROM を起動し、「システムマネージメント機能」よ
り、以下の設定が可能です。ここでは、PET 送信の設定に LAN1 を利用する場合を例に説
明します。
1.

[システムマネージメントの設定] から [コンフィグレーション] を選択して、[新規] もしく
は [変更] を選択します。

2.

表示されるメニューから [共通] を選択します。

3.

[BMC 共通] を選択し、以下の設定を行います。
1.

[コミュニティ名] に「public」を設定します。

2.

[通報] を "有効" に設定します。

3.

[通報手順] を "全通報先" に設定します。

4.

[通報レベル] を "レベル 5"、もしくは "レベル 6" に設定します。

5.

リモート制御 (LAN1) を "有効" に設定します。

4.

1 つ前のメニューに戻ります。

5.

[LAN1(通報設定)] を選択します。
1.

[一時通報先] に以下の情報を設定します。

2.

[通報] を "有効" に設定します。

3.

[IP アドレス] に管理サーバの IP アドレスを設定します。

6.

1 つ前に戻ります。

7.

[登録]を選択します。

8.

メニューを終了します。

注: ESMPRO/ServerAgent がインストールされている管理対象マシンでは、PET の送信は
行われず、ESMPRO/ServerAgent からの通報のみとなります。しかし、ハードウェア障害発
生のタイミングによっては、ESMPRO/ServerAgent の通報と PET の両方が送信される場合
があります。その場合でも、ESMPRO/ServerManager で管理されているマシンについては、
PET を契機とした OOB Management イベントは発生しません。
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2.15.4. 管理サーバで PET を受信できるようにするには
管理サーバで PET を受信できるようにするには、Windows コンポーネントの「簡易ネットワ
ーク管理プロトコル(SNMP)」をインストールする必要があります。
1.

簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) をインストールする
＜Windows Server 2003 の場合＞
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] － [プログラムの追加と削除] を
クリックし、「プログラムの追加と削除」ダイアログを開きます。

2.

[Windows コンポーネントの追加と削除(A)] をクリックし、「Windows コンポーネ
ントウィザード」を開きます。

3.

一覧から「管理とモニタツール」を選択し [詳細(D)...] をクリックします。

4.

「管理とモニタツールダイアログ」が表示されます。[簡易ネットワーク管理プロトコ
ル(SNMP)] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてインストールを行いま
す。
注: 「簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)」のインストール中に OS の
CD-ROM を要求されることがあります。

＜Windows Server 2008 の場合＞

2.

1.

[スタート] メニューから [管理ツール] － [サーバマネージャ] をクリックし、「サー
バマネージャ」を起動します。

2.

左ペインの [機能] をクリックした後、右ペインの [機能の追加] をクリックし、「機
能の追加ウィザード」を起動します。

3.

画面中央の一覧から [SNMP サービス] チェックボックスをオンにし、[次へ] をク
リックして機能を追加します。

SNMP Trap Service を開始する
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を
選択し、サービススナップインを起動します。

2.

"SNMP Trap Service" をダブルクリックし、「SNMP Trap Service のプロパティ」ダ
イアログを開きます。

3.

[スタートアップの種類(E):] を「自動」に設定し、[開始(S)] をクリックします。

4.

[OK] をクリックしてダイアログを閉じます。

5.

サービス一覧から "PVMService" を選択し、[サービスの再起動] をクリックしま
す。
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3.

ESMPRO/ServerManager が 同 じ 管 理 サ ー バ で 動 作 し て い る 場 合 、
ESMPRO/ServerManager の設定を変更し、Windows の SNMP トラップサービスを利
用するように変更します。
1.

[スタート] メニューから [すべてのプログラム(P)] － [ESMPRO] － [統合ビュー
ア] をクリックします。

2.

オペレーションウィンドウの [オプション(O)] － [カスタマイズ(C)] － [自マネージ
ャ(N)] をクリックし、「自マネージャ」ダイアログを開きます。

3.

「SNMP トラップ受信方法」から [SNMP トラップサービスを使用する(S)] チェック
ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
注: PVM Service 起動時に SNMP コンポーネントがインストールされていない、も
しくは利用できない状態の場合、運用ログのウィンドウに「SNMP Trap を受信でき
ません。」というメッセージが表示されます。
この状態では、OOB Management イベントの受信、およびそれを契機としたポリシ
ーアクションは動きませんが、その他の動作には影響はありません。
なお、上記手順を行うことで、メッセージは表示されなくなります。
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2.15.5. ファイアウォールの設定を確認する
SigmaSystemCenter の管理サーバから、管理対象となる BMC が待ち受けている 623 /
UDP に向けて通信を行います。また、PET を受信するために、SigmaSystemCenter の管
理サーバは、162 / UDP で待ち受けます。その経路上にファイアウォールが存在する場合、
通信が遮断され、OOB Management が失敗する可能性があります。これを防ぐために、フ
ァイアウォールの設定が以下を満たしているかどうかを確認してください。


SigmaSystemCenter 管理サーバから管理対象の BMC の 623 / UDP に対して通信が
可能であること



SigmaSystemCenter 管理サーバは、162 / UDP で待ち受けができること



管理対象の BMC から SigmaSystemCenter 管理サーバのすべてのポートに対して、
UDP の通信が可能であること

2.15.6. ダンプを有効にするには
SigmaSystemCenter では、管理サーバから管理対象マシンの BMC 経由でダンプを実行す
ることができます。
ダンプ操作を有効にするためには、管理対象マシンで動作している OS で設定が必要になり
ます。以下ダンプの設定方法を Windows Server 2008 を例に説明します。
注:
▪ Windows には複数のバージョンが存在するため、バージョンによっては以下の手順が異
なる場合があります。この場合、製品のマニュアルを参照のうえ、手順を実行するようにして
ください。また Windows 以外の OS につきましても、製品のマニュアルを参照してください。
▪ VMware ESX、ESXi、および XenServer において、ダンプはサポートされていません。

1.

[スタート] メニューから [コントロール パネル] をクリックします。

2.

[パフォーマンスとメンテナンス] － [システム] をクリックします (クラシック表示の場合
は、[システム] をダブルクリックします)。

3.

[詳細設定] タブから [起動と回復] グループボックスの [設定] をクリックします。
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4.

システムエラーの項目の設定を変更し、[OK] をクリックします。

5.

[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択し、実行するプログラムの
名前に "regedit" を入力して、[OK] をクリックします。

6.

レジストリエディタが起動します。以下のサブキーにエントリーを作成します。
サブキー：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥CrashControl
エントリー：
NMICrashDump=1 (DWORD)

7.

レジストリエディタを終了します。

8.

Windows を再起動します。
注: ダンプ発生時の状況によっては、設定内容に関わらず、自動的に Windows が再起
動する場合があります。
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2.15.7. ACPI シャットダウンを有効にするには
ACPI シャットダウン操作を有効にするためには、管理対象マシンで動作している OS で設定
が必要です。以下、設定方法を Windows Server 2008 を例に説明します。
注:
▪ Windows には複数のバージョンが存在するため、バージョンによっては以下の手順が異
なる場合があります。この場合、製品のマニュアルを参照のうえ、手順を実行するようにして
ください。また Windows 以外の OS につきましても、製品のマニュアルを参照してください。
▪ VMware ESX、ESXi、および XenServer において、ACPI シャットダウンはサポートされて
いません。

1.

[スタート] メニューから [コントロール パネル] をクリックします。

2.

[電源オプション] アイコンをダブルクリックします。

3.

[電源ボタンの動作の選択] をクリックします。

4.

電源ボタンを押したときの動作を [シャットダウン] に選択し、[変更の保存] をクリックし
ます。

注: 電源ボタンを押したときの動作は、必ず [シャットダウン] にしてください。その他の
動作を選択した場合、正常に動作しない可能性があります。
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5.

[スタート] メニューから [管理ツール] － [ローカル セキュリティ ポリシー] をクリック
します。

6.

[ローカル ポリシー] － [セキュリティ オプション] － [シャットダウン: システムをシャッ
トダウンするのにログオンを必要としない] をダブルクリックし、表示されるダイアログか
ら "有効" に変更します。
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このセクションでは、関連製品のSigmaSystemCenterへの登録、およびSigmaSystemCenterでのマシン
運用時の操作について記載します。

•
•
•
•
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運用グループを作成する
仮想環境を管理、および運用するための設定
マシンを運用するための操作 ([運用] ビュー)
マシンを運用するための操作 ([仮想] ビュー)
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本章では、SystemProvisioning へ関連製品を追加し、リソースを登録する手順について記載します。
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3.1. SigmaSystemCenter へのリソースの登録
SigmaSystemCenter で運用を開始するには、利用するリソースを SystemProvisioning へ
登録する必要があります。
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。
SigmaSystemCenter へのリソースの登録の流れは以下になります。
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3.2. サブシステムを追加する
サブシステムを追加します。本節の手順に従って、利用する関連製品をサブシステムに追加
してください。
SigmaSystemCenter は、vCenter Server、または XenServer Pool Master といった仮想環
境管理ソフトウェア、DPM といった複数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、追加し
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。

注:
▪ 利用する関連製品をサブシステムに追加する前に SigmaSystemCenter のライセンスキ
ーを登録してください。ライセンスの登録については、「1.4 ライセンスキーを登録する」を参
照してください。
▪ 既に追加済みのサブシステムを別のホスト名、IP アドレス、URL を指定して二重に追加し
ないようにしてください。
利用する関連製品をサブシステムに追加します。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [サブシステム追加] をクリックします。メインウィンドウに「サブシス
テム追加」が表示されます。

以下の手順に従って各項目の設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「2.10 サブシステム追加」
を参照してください。
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3.2.1.

VMware vCenter Server をサブシステムに追加するには
VMware vCenter Server をサブシステムに追加します。VMware vCenter Server をサブシ
ステムに追加すると、VMware vCenter Server に登録されている ESX が自動的にサブシス
テムに追加されます。以下の手順に従って追加してください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

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

3.

[ホスト名] テキストボックスに VMware vCenter Server をインストールしたサーバのホ
スト名もしくは、IP アドレスを入力します。または、[URL] テキストボックスに VMware
vCenter Server の URL を入力します。
注: [ホスト名] テキストボックス、または [URL] テキストボックスどちらか一方のテキス
トボックスは必ず入力してください。どちらか一方のテキストボックスにデータを入力する
と、入力していないテキストボックスは、自動生成されるために入力は省略できます。

4.

[ポート] テキストボックスに VMware vCenter Server 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、既定値が登録されます。
注: ポート番号の既定値は (443) です。
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5.

[アカウント名] テキストボックスに VMware vCenter Server のアカウント名を入力しま
す。

6.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスに VMware
vCenter Server のパスワードを入力します。

7.

[OK] をクリックします。

以上で VMware vCenter Server のサブシステム追加は完了です。

3.2.2.

XenServer Pool Master をサブシステムに追加するには
XenServer Pool Master をサブシステムに追加します。XenServer Pool Master をサブシス
テムに追加すると、Pool に登録されている XenServer が自動的にサブシステムに追加され
ます。以下の手順に従って追加してください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

[サブシステム種類] プルダウンボックスから [Citrix XenServer Pool Master] を選択
します。

3.

[ホスト名] テキストボックスに XenServer Pool Master を構築したサーバのホスト名もし
くは、IP アドレスを入力します。または、[URL] に XenServer Pool Master の URL を入
力します。
注:
▪ [ホスト名] テキストボックス、または [URL] テキストボックスどちらか一方のテキスト
ボックスは必ず入力してください。
▪ XenServer Pool Master 以外の XenServer を追加しないでください。
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4.

[ポート] テキストボックスに XenServer 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、既定値が登録されます。
注: ポート番号の既定値は (443) です。

5.

[アカウント名] テキストボックスに XenServer Pool Master のアカウント名を入力しま
す。

6.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスに
XenServer Pool Master のパスワードを入力します。

7.

[OK] をクリックします。

以上で XenServer Pool Master のサブシステム追加は完了です。

3.2.3.

Hyper-V クラスタをサブシステムに追加するには
Hyper-V クラスタをサブシステムに追加します。Hyper-V クラスタをサブシステムに追加す
ると、Hyper-V クラスタに登録されている Microsoft Hyper-V のノードが自動的にサブシステ
ムに追加されます。以下の手順に従って追加してください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

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

3.

[ホスト名] テキストボックスに Hyper-V クラスタを構築したサーバのホスト名、もしくは
IP アドレスを入力します。

4.

[ドメイン名＼アカウント名] テキストボックスに Hyper-V クラスタに接続するためのアカ
ウントのドメイン名とアカウント名をバックスラッシュで区切って入力します。
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5.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスに手順 4 で入
力したアカウントのパスワードを入力します。

6.

[OK] をクリックします。
注: クラスタの各ノードのホスト名は、管理サーバから名前解決ができるように設定して
ください。

以上で Hyper-V クラスタのサブシステム追加は完了です。

3.2.4.

DPM (Windows / Linux) をサブシステムに追加するには
DPM (Windows / Linux) をサブシステムに追加するには、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。以
下の手順に従って追加してください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

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

3.

[ホスト名] テキストボックスに Web サーバ for DPM をインストールしたサーバのホスト
名もしくは IP アドレスを入力します。

4.

[ポート] テキストボックスに 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、既定値が登録されます。
注: ポート番号の既定値は (8080) です。
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5.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスに Web サー
バ for DPM に登録されている管理サーバ for DPM の管理者パスワードを入力しま
す。
注: Web サーバ for DPM に複数の管理サーバ for DPM が登録されている場合、すべ
ての管理サーバ for DPM でパスワードを統一する必要があります。

6.

[OK] をクリックします。

以上で DPM (Windows / Linux) のサブシステム追加は完了です。

3.2.5.

DPM (HP-UX 版) をサブシステムに追加するには
管理サーバ for DPM (HP-UX) をサブシステムに追加します。以下の手順に従って追加し
てください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

[サブシステム種類] プルダウンボックスから [管理サーバ for DPM (HP-UX)] を選択
します。

3.

[ホスト名] テキストボックスに管理サーバ for DPM (HP-UX) をインストールしたサー
バのホスト名もしくは、IP アドレスを入力します。

4.

[ポート] テキストボックスに管理サーバ 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、既定値が登録されます。
注: ポート番号の既定値は (15416) です。

5.

[アカウント名] テキストボックスに管理サーバ for DPM (HP-UX) のアカウント名を入
力します。
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6.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスに管理サー
バ for DPM (HP-UX) のパスワードを入力します。

7.

[OK] をクリックします。

以上で DPM (HP-UX 版) のサブシステム追加は完了です。

3.2.6.

NetvisorPro をサブシステムに追加するには
NetvisorPro をサブシステムに追加します。以下の手順に従って追加してください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

[サブシステム種類] プルダウンボックスから [WebSAM NetvisorPro] を選択します。

3.

[ホスト名] テキストボックスに NetvisorPro をインストールしたサーバのホスト名もしくは、
IP アドレスを入力します。

4.

[ポート] テキストボックスに NetvisorPro とアクセスするポート番号を入力します。
注: ポート番号の既定値は (52727) です。

5.

[OK] をクリックします。

以上で NetvisorPro のサブシステム追加は完了です。
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3.2.7.

スイッチブレードをサブシステムに追加するには
120Ba-4 用インテリジェントスイッチ (L2)、および 110Ba-e3 用インテリジェントスイッチ (L2)
をスイッチブレードとして登録します。スイッチブレードをサブシステムに追加します。以下の
手順に従って追加してください。
1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

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

3.

[ホスト名] テキストボックスにスイッチブレードの IP アドレスを入力します。

4.

[アカウント名] テキストボックスにスイッチブレードのアカウント名を入力します。

5.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスにスイッチブ
レードのパスワードを入力します。

6.

[OK] をクリックします。

以上でスイッチブレードのサブシステム追加は完了です。
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3.2.8.

ストレージ管理サーバをサブシステムに追加するには
ストレージ管理サーバをサブシステムに追加します。以下の手順に従って追加してください。
注: iStorage E1 を管理する場合、ローカルスクリプトを実行することにより、ストレージ管理
ソフトウェアの制御を行ないます。ストレージ管理サーバをサブシステムとして追加する必要
はありません。

1.

「サブシステム追加」ウィンドウを表示します。

2.

[サブシステム種類] プルダウンボックスからストレージの種類に従って [iStorage
Manager]、[EMC CLARiX]、[EMC Symmetrix] のいずれかを選択します。

3.

[OK] をクリックします。

以上でストレージ管理サーバのサブシステム追加は完了です。
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3.3. スイッチを登録する
SystemProvisioning で管理するスイッチ、およびスイッチブレードの登録を行い、VLAN を追
加します。
注: NetvisorPro でスイッチもしくは、スイッチブレードの設定を変更したときは、必ず
SystemProvisioning の [操作] メニューより [スイッチ情報収集] を行ってください。

3.3.1.

スイッチを登録するには
スイッチを SystemProvisioning の管理対象として登録します。以下の手順に従って登録して
ください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

[設定] メニューから [スイッチ登録] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「スイッチ登録」が表示されます。

5.

[ネットワークデバイス一覧] グループボックスに、サブシステムに追加されている
NetvisorPro が管理するスイッチの一覧が表示されます。SystemProvisioning で管理
対象とするスイッチのチェックボックスをオンにします。

6.

[OK] をクリックします。

以上でスイッチの登録は完了です。
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3.3.2.

スイッチブレードを登録するには
スイッチブレードを SystemProvisioning の管理対象として登録します。以下の手順に従って
登録してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

[設定] メニューから [スイッチブレード登録] をクリックします。

4.

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。

5.

[ネットワークデバイス一覧] グループボックスに、サブシステムに追加されているスイッ
チブレードが管理するスイッチブレードの一覧が表示されます。SystemProvisioning で
管理対象とするスイッチブレードのチェックボックスをオンにします。

6.

[OK] をクリックします。

以上でスイッチブレードの登録は完了です。
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3.3.3.

VLAN を追加するには
スイッチ、スイッチブレードに VLAN を追加します。同時に、VLAN にスイッチ間を接続するポ
ート、および外部ネットワークに接続するポートを関連付けます。以下の手順に従って VLAN
を追加してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから VLAN を追加するスイッチ、またはスイッチブレードのア
イコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [VLAN 追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「VLAN 追加」が表示されます。

5.

[名前] テキストボックスに VLAN 名を入力します。

6.

[VLAN ID] テキストボックスに VLAN ID を入力します。

7.

[ポート一覧] グループボックスから関連付けるポートのチェックボックスをオンにしま
す。
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8.

タグ情報を追加する場合、[タグ] チェックボックスをオンにします。[タグ] チェックボック
スは、ポートのチェックボックスがオンの場合のみ使用できます。
注: タグ列の選択が可能となるのは、NetvisorPro に管理、登録されているスイッチ、ス
イッチブレードのみとなります。

9.

[OK] をクリックします。

以上で VLAN の追加は完了です。
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3.4. ロードバランサを登録する
SystemProvisioning で管理するロードバランサの登録を行い、ロードバランサグループを追
加します。
注: NetvisorPro でロードバランサの設定を変更したときは、必ず SystemProvisioning の
[操作] メニューより [ロードバランサ情報収集] を行ってください。

3.4.1.

ロードバランサを登録するには
ロードバランサを SystemProvisioning の管理対象として登録します。以下の手順に従って
登録してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

[設定] メニューから [ロードバランサ登録] をクリックします。

4.

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。

5.

[ネットワークデバイス一覧] グループボックスに、サブシステムに追加されている
NetvisorPro が管理するロードバランサの一覧が表示されます。SystemProvisioning
で管理対象とするロードバランサのチェックボックスをオンにします。

6.

[OK] をクリックします。

以上でロードバランサの登録は完了です。
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3.4.2.

ロードバランサグループを追加するには
ロードバランサグループの追加、およびロードバランサ仮想サーバと負荷分散の対象となる
ロードバランサリアルサーバの設定を行います。運用グループにロードバランサグループを
登録することにより、構成変更に合わせてマシンを自動的にロードバランサ対象として追加 /
削除することができます。以下の手順に従ってロードバランサグループを追加してください。
関連情報:
▪ SigmaSystemCenter におけるロードバランサ制御については、「SigmaSystemCenter リ
ファレンスガイド」の「1.7.5. ロードバランサとは」を参照してください。
▪ 運用グループへのロードバランサグループの登録については、「4.4.6 [LB 設定] タブを設
定するには」を参照してください。

1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ロードバランサのアイ
コンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [LB グループ追加] をクリックします。
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4.

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。

5.

[名前] テキストボックスに、ロードバランサグループ名を入力します (入力必須)。

6.

[仮想サーバ] グループボックスの各項目を選択 / 入力します。

7.

[リアルサーバ] グループボックスの各項目を入力します。
注: ロードバランサ制御を行うには、制御対象マシンの IP アドレスをリアルサーバのネ
ットワークアドレス範囲内に属するように設定する必要があります。IP アドレスがリアル
サーバのネットワークアドレス範囲内でないマシンに対しては、ロードバランサ制御は行
われません。マシンの IP アドレスは、[運用] ビューよりグループプロパティのホスト設定
([ネットワーク] タブ) で設定します。ホストの設定については、「4.8 ホストを設定する」
を参照してください。

8.

[OK] をクリックします。

以上でロードバランサグループの追加は完了です。
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3.5. ストレージを登録する
SystemProvisioning で管理するストレージの登録を行います。
注:
▪ ストレージ管理ソフトウェアでディスクアレイ、LD、LD セット、WWN (HBA) などのストレー
ジの設定を変更したときは、必ず [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、[操作] メニューから [ストレージ収集] を行ってください。ただし、ディスクアレイ名が
変更になる場合、LD セットに割り当て済みの LD 名を変更した場合は、ストレージ情報の更
新が正しく行われません。LD セットに割り当て済みの LD 名を変更する場合は、ディスクボリ
ュームを切断した後、LD セットから LD の割り当てを解除してから LD 名を変更してください。
LD 名の変更後、再度ディスクボリュームの接続を行ってください。
▪ SigmaSystemCenter 1.3 以前のバージョンからアップグレードインストールを行った場合、
以前のバージョンに設定した CLARiX、および Symmetrix の情報は引き継がれません。
CLARiX、および Symmetrix の設定を行う必要があります。
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3.5.1.

ディスクアレイを登録するには (iStorage、Symmetrix の場合)
サブシステムに登録されている iStorage、および Symmetrix のストレージ管理ソフトウェアが
管理しているディスクアレイを SystemProvisioning の管理対象として登録します。以下の手
順に従って登録してください。
注: SigmaSystemCenter に登録しているディスクアレイの名前を iStorageManager で変更
しないでください。

1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

[設定] メニューから [ディスクアレイ登録 / 削除] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「ディスクアレイ登録 / 削除」が表示されます。

5.

[管理外ディスクアレイ一覧] グループボックスから SystemProvisioning で管理対象と
するディスクアレイのチェックボックスをオンにします。

6.

[OK] をクリックします。

7.

[システムリソース] ツリーの [ストレージ] アイコンの下にディスクアレイが追加されま
す。

以上で iStorage、Symmetrix の場合のディスクアレイ登録は完了です。
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3.5.2.

ディスクアレイを登録するには (CLARiX の場合)
サブシステムに登録されている CLARiX のストレージ管理ソフトウェアが管理しているディス
クアレイを SystemProvisioning の管理対象として登録します。以下の手順に従って登録して
ください。
注:
▪ IP アドレス / ユーザ名 / パスワード / スコープのすべての値を設定する必要がありま
す。
▪ ユーザ名 / パスワード / スコープをすべて省略した場合は、既存のコマンドである
Navicli が呼び出されますが、互換のために残しているオプションのため、通常は使用しない
でください。

1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

[設定] メニューから [ディスクアレイ登録 / 削除] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「ディスクアレイ登録 / 削除」が表示されます。

5.

[アクション] メニューから [新規登録] をクリックします。

6.

メインウィンドウに「ディスクアレイ新規登録」が表示されます。
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7.

[IP アドレス] テキストボックスに IP アドレスを入力します (入力必須)。Navicli を使用し
ている場合、次に手順 12 を実行します。

8.

[ユーザ名] テキストボックスにユーザ名を入力します (入力必須)。

9.

[パスワード] テキストボックスにパスワードを入力します (入力必須)。

10. [パスワード確認] テキストボックスに確認のため、再度同じパスワードを入力します
(入力必須)。
11. [スコープ] テキストボックスにスコープ (0～2) の値を入力します (入力必須)。
12. [OK] をクリックします。
13. [システムリソース] ツリーの [ストレージ] アイコンの下にディスクアレイが追加されま
す。
以上で CLARiX の場合のディスクアレイ登録は完了です。
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3.5.3.

ディスクボリュームを登録するには
ディスクボリュームを SystemProvisioning の管理対象として登録します。以下の手順に従っ
て登録してください。
注: ディスクボリュームは、iStorage の場合は "LD"、CLARiX の場合は "LUN"、
Symmetrix の場合は "論理デバイス" となります。

1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから対象のディスクアレイをクリックします。

3.

[設定] メニューから [ディスクボリューム登録] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「ディスクボリューム登録」が表示されます。

5.

[管理外ディスクボリューム一覧] グループボックスから、SystemProvisioning で管理対
象とするディスクボリュームのチェックボックスをオンにします。

6.

[OK] をクリックします。

以上でディスクボリュームの登録は完了です。
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3.5.4.

共有ディスクを設定するには
共有ディスクの設定を行います。以下の手順に従って設定してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

メインウィンドウに [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。

4.

[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のチェッ
クボックスをオンにします。

5.

[ディスクボリューム一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [共有] をクリ
ックします。

6.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

以上で共有ディスクの設定は完了です。
対象のディスクアレイを選択して共有するディスクボリュームを指定することもできます。[シ
ステムリソース] ツリーから対象のディスクアレイをクリックして、表示されるストレージの詳
細情報のディスクボリューム一覧から指定してください。
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3.5.5.

HBA、パス情報の登録 (CLARiX、Symmetrix の場合)
ssc コマンドを使用して、HBA 管理対象マシンとディスクアレイ間のパス情報の登録を行いま
す。以下の手順に従って登録してください。
注: パス情報の登録のためにディスクアレイをあらかじめ登録しておく必要があります。

1.

ディスクアレイのパス情報表示
ssc コマンドの show diskarraypath コマンドを使用して、ディスクアレイのパス情報を表
示します。ディスクアレイのパス情報表示の詳細については、「ssc コマンドリファレンス」
を参照してください。
ssc show diskarraypath ディスクアレイ名

2.

HBA のアドレス (WWPN、WWNN) と HBA の接続先のディスクアレイのパス登録
ssc コマンドの set hba コマンドを使用して、HBA のアドレス (WWPN、WWNN) と HBA
の接続先のディスクアレイのパスを SigmaSystemCenter に登録します。HBA のアドレ
ス (WWPN、WWNN) と HBA の接続先のディスクアレイのパス登録の詳細について
は、「ssc コマンドリファレンス」を参照してください。
ssc set hba ディスクアレイ名 ディスクアレイのパス名 WWPN 名
注: CLARiX の場合は、WWNN の指定は必須です。HBA と接続先のディスクアレイの
パスの組み合わせが複数ある場合は、組み合わせのすべてのパターンを設定する必
要があります。
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3.6. マシンを登録する
SystemProvisioning で管理対象とするマシンの登録を行います。

3.6.1.

マシンの登録について
サブシステムとして登録されている DPM、VMware vCenter Server、XenServer Pool
Master 、 Hyper-V ク ラ ス タ に 登 録 さ れ て い る 物 理 マ シ ン 、 お よ び 仮 想 マ シ ン か ら
SystemProvisioning の管理対象とするマシンを選んで登録します。マシン登録を行うことに
より、以下の操作を実行することができるようになります。


[リソース] ビューより、起動、およびシャットダウンの操作を実行することができます。



[運用] ビューより、マシンリソースとして使用することができます。

ESXi、および単体の Hyper-V 上の仮想マシンは、ESXi、または Hyper-V 単体を [仮想] ビ
ューで登録することにより自動的に管理対象となります。[リソース] ビューでのマシン登録作
業は必要ありません。ESXi、および Hyper-V 単体の登録作業は、「3.7 ESXi、Hyper-V を管
理する」で実施します。
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3.6.2.

リソースグループを追加するには
マシン登録を行う前に管理対象マシンが所属するリソースグループを追加します。リソース
グループを追加することにより、リソースグループ単位にマシンを分類して表示することがで
きます。以下の手順に従って追加してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコンもしくは、リソースグループを追加する
グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [グループ追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。

5.

[名前] テキストボックスにリソースグループ名を入力します (入力必須)。

6.

[OK] をクリックします。

以上でリソースグループの追加は完了です。
管理対象マシンをラック単位で管理することもできます。ラックも同様の手順で追加すること
ができます。
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3.6.3.

マシンを登録するには
マシンを SystemProvisioning の管理対象として登録します。また、マシン登録時にリソース
グループ、もしくはラックを指定します。以下の手順に従って登録してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコン、またはマシンを登録するリソースグル
ープのアイコン、もしくはラックのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [マシン登録] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「マシン登録」が表示されます。

5.

サブシステムに追加されている DPM、VMware vCenter Server、XenServer Pool
Master、Hyper-V クラスタに登録されているマシンの一覧が、[管理外のマシン一覧]
グループボックスに表示されます。[管理外のマシン一覧] グループボックスから、
SystemProvisioning で管理対象とするマシンのチェックボックスをオンにします。

6.

手順 2 でリソースグループ、またはラックを指定していない場合は、[親のリソース] ツリ
ーが表示されます。[親のリソース] ツリーからリソースグループ、またはラックを選択し
ます。

7.

[OK] をクリックします。

以上でマシンの登録は完了です。
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3.6.4.

スマートグループを追加するには
管理対象マシンを絞り込むための条件を設定し、スマートグループを追加します。以下の手
順に従って追加してください。
注: 同一の階層では、スマートグループ、リソースグループ、およびラックの名前は重複でき
ません。スマートグループ配下にリソースグループ、およびスマートグループを作成すること
はできません。

1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから [マシン] アイコン、または対象のスマートグループを追
加する対象のリソースグループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [スマートグループ追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「スマートグループ追加」が表示されます。

5.

[スマートグループ名] テキストボックスにスマートグループ名を入力します。

6.

スマートグループに追加する条件を選択します。

7.

[OK] をクリックします。

以上でスマートグループの追加は完了です。
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3.7. ESXi、Hyper-V を管理する
SystemProvisioning から ESXi を直接管理する場合、または Hyper-V を単体で管理する場
合の設定について説明します。
ESXi を [仮想] ビューから登録することにより、ESXi、および ESXi 上の仮想マシンが
SystemProvisioning の管理対象となります。SystemProvisioning から ESXi の電源操作、
および ESXi 上の仮想マシンの作成、電源操作などを行うことができます。
単体の Hyper-V についても同様です。

3.7.1.

仮想マネージャを作成するには
[ 仮 想 ] ツ リ ー に 仮 想 マ ネ ー ジ ャ と DataCenter を 作 成 し ま す 。 仮 想 マ ネ ー ジ ャ は 、
DataCenter を束ねる役割を持ち、1 つのみ作成できます。以下の手順に従って作成してくだ
さい。
1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから [仮想] アイコンをクリックします。

3.

ESXi を管理する場合には、[設定] メニューから [ESXi を管理する] をクリックします。
単体の Hyper-V を管理する場合には、[設定] メニューから [Hyper-V を管理する] をク
リックします。

4.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

5.

[仮想] ツリーに ESXi、または Hyper-V の仮想マネージャと「DefaultDataCenter」という
名前の DataCenter が作成されます。

以上で仮想マネージャと既定値の DataCenter の作成は完了です。
追加された仮想マネージャは、[管理] ビューからサブシステムの詳細情報の [サブシステム
一覧] グループボックスにサブシステムとして表示されます。仮想マネージャ名は、ESXi、お
よび Hyper-V で固定です。編集はできません。
DataCenter は、仮想マネージャを選択し、[設定] メニューの [データセンター追加] をクリッ
クすることにより追加することができます。
vCenter Server 環境、または Xen 環境を管理する場合には、VMware vCenter Server、ま
たは XenServer Pool Master が仮想マネージャとなります。VMware vCenter Server、また
は XenServer Pool Master をサブシステムとして [管理] ビューから登録すると、[仮想] ビ
ューで仮想マネージャとして表示されます。
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3.7.2.

仮想マシンサーバを追加するには
DataCenter に仮想マシンサーバを追加します。以下の手順に従って追加してください。
注:
▪ 1 台の ESXi を vCenter Server と ESXi の仮想マネージャの両方に追加して、運用しない
でください。仮想マシン、および仮想マシンサーバの操作に失敗する場合があります。
▪ クラスタ化されている Hyper-V をこの方法で登録することはできません。"サブシステムの
追加" を使用して登録してください。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから仮想マシンサーバを追加する 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。

3.

[設定] メニューから [VM サーバ追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「VM サーバ追加」が表示されます。

5.

[ホスト名] テキストボックスにホスト名、または IP アドレスを入力します (入力必須)。
注: IP アドレスを入力した場合も、[仮想] ビューには仮想マシンサーバのホスト名が表
示されます。
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6.

[ポート] テキストボックスにポート番号を入力します。
注:
▪ ESXi の場合、ポート番号の入力を省略すると既定値 (443) が登録されます。
▪ ESX、XenServer の場合、ポート番号の登録は必要ありません。指定しても無視され
ます。
▪ Hyper-V の場合、[ポート] テキストボックスは表示されません。

7.

[アカウント名] テキストボックスに仮想マシンサーバの管理用のアカウント名を入力しま
す (入力必須)。

8.

[パスワード] テキストボックス、および [パスワード確認] テキストボックスに上記で入
力したアカウントのパスワードを入力します (入力必須)。

9.

[OK] をクリックします。

10. [監視] ビューの「ジョブ」ウィンドウで、仮想マシンサーバの追加が正常に終了している
ことを確認します。
11. [仮想] ビューにウィンドウを切り替えます。
12. DataCenter 配下に仮想マシンサーバが登録されたことを確認します。
以上で仮想マシンサーバの追加は完了です。
注:
▪ XenServer Pool Master は追加できません。サブシステムとして登録してください。
▪ VMware における DataCenter のクラスタは、SigmaSystemCenter では DataCenter と同
等に扱います。追加先の DataCenter がクラスタの場合、仮想マシンサーバはクラスタ配下
に追加されます。
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3.8. Out-of-Band (OOB) Management による管
理機能を有効にする
管理対象マシンの OOB Management による管理機能を有効にします。
SigmaSystemCenter に管理対象マシンの OOB Management のアカウント情報を登録して
ください。
この機能を有効にすることによって、OOB Management による電源操作、IPMI 情報の取得
が可能になります。
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3.8.1.

OOB Management による管理機能を有効にするには
OOB Management による管理機能を有効にします。OOB Management による管理機能を
有効にするには、管理対象マシンに OOB Management のアカウントを登録します。
OOB Management のアカウントは、Web コンソールを使用するか、ssc コマンドを使用して
登録してください。


Web コンソールを使用して管理対象マシンに OOB Management のアカウントを登録す
る場合
「3.11.6 [アカウント情報] タブを設定するには」を参照してアカウントを登録してくださ
い。



ssc コマンドを使用して管理対象マシンに OOB Management のアカウントを登録する
場合
ssc コマンドの machine-account create コマンドを利用して管理対象マシンに OOB
Management のアカウントを登録します。
> ssc machine-account create -machine マシン名 -type oob -ip
IP アドレス -u ユーザ名 -p パスワード
関連情報: アカウントの登録方法の詳細については、「ssc コマンドリファレンス」を参照
してください。

注:
▪ 登録するアカウントは、「2.15.2 BMC に管理者権限のユーザを作成する」で BMC に登録
したユーザアカウントと同じユーザ名とパスワードにしてください。
▪ OOB Management のアカウントを登録するためには、事前に仮想マシンサーバ、または
物理マシンを登録しておく必要があります。登録方法については、「3.6 マシンを登録する」、
または「3.7.2 仮想マシンサーバを追加する」を参照してください。
SigmaSystemCenter に登録した OOB Management のアカウント情報が、対象の管理対象
マシン上で変更された場合、マシンへの接続に失敗し、OOB Management による管理機能
が利用できない状態になります。この場合、SigmaSystemCenter に登録されている OOB
Management のアカウントを更新してください。
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3.9. ポリシーを作成する
ESMPRO/ServerManager、vCenter Server、および SystemMonitor 性能監視などが検出
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。この設定をポリシーと呼びます。
SigmaSystemCenter では、一般的な対応処置設定があらかじめ設定されたポリシーテンプ
レート (標準ポリシー) を複数備えています。標準ポリシーをそのまま使用することも、標準
ポリシーのテンプレートを元に新たにポリシーを作成して使用することもできます。
また、設定したポリシーの内容を xml 形式のファイルにエクスポートし、別の管理サーバでの
環境構築の際にインポートして使用することができます。

3.9.1.

標準ポリシー
標準ポリシーには、以下の 9 種類があります。

ポリシー名

管理対象

初期登録

標準ポリシー

仮想マシンサーバ以外の物理マシン

○

標準ポリシー (仮想マシン)

仮想マシン

○

標準ポリシー (仮想マシンサーバ)

仮想マシンサーバ

○

標準ポリシー (仮想マシンサーバ
予兆)

仮想マシンサーバ

－

標準ポリシー (仮想マシンサーバ
省電力)

仮想マシンサーバ

標準ポリシー (仮想マシンサーバ
ESXi)

仮想マシンサーバ (ESXi)

－

標準ポリシー (仮想マシンサーバ
Hyper-V)

仮想マシンサーバ (Hyper-V)

－

標準ポリシー (仮想マシンサーバ
Hyper-V 予兆)

仮想マシンサーバ (Hyper-V)

－

システムポリシー (マネージャ)

SigmaSystemCenterが利用するリソースを管理する
マネージャ (vCenter Serverなど)

※予兆イベント監視を有効にした運用
－

※省電力にも対応した運用時

※予兆イベント監視を有効にした運用
○

初期登録が "○" の標準ポリシーは、エディションライセンスを適用することであらかじめ登
録されます。
システムポリシー (マネージャ) は、マネージャに対して自動的に適用されるポリシーです。
システムに 1 つ存在し、共有リソースの監視などマネージャ単位での監視を行います。管理
対象マシンに対して適用されるポリシーではありませんので、グループへの設定は必要あり
ません。
システムポリシー (マネージャ) は、削除、または名前を変更しないでください。システムポリ
シー (マネージャ) の名前を変更すると、システムポリシー (マネージャ) として認識されな
いため、自動適用されません。システムポリシー (マネージャ) を誤って削除、または名前を
変更した場合、PVM サービスを再起動することで再び自動登録されます。[ポリシー追加] メ
ニューから追加することはできません。
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システムポリシー (マネージャ) を無効にしたい場合は、監視イベントの設定を無効にしてく
ださい。

注: 初期登録時に登録されない標準ポリシーは、「ポリシー追加」ウィンドウから作成してくだ
さい。

3.9.2.

ポリシーを作成するには
ポリシーを作成するには、新規にポリシーを追加して使用する方法と、既存のポリシーを元
にコピーする作成方法があります。


新規にポリシーを追加して使用する場合の流れ



既存のポリシーのコピーを作成し、設定を変更して使用する場合の流れ
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3.9.3.

ポリシーを追加するには
ポリシーを追加します。新規作成、もしくは標準テンプレートを使用して新しいポリシーを作成
します。以下の手順に従って追加してください。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ポリシー] アイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [ポリシー追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「ポリシー追加」が表示されます。

5.

[名前] テキストボックスにポリシー名を入力します (入力必須)。

6.

[テンプレート] プルダウンボックスから "新規"、もしくは標準ポリシーのテンプレートを
選択します。標準ポリシーのテンプレート名を選択すると、選択された標準ポリシー情報
から新たにポリシーを作成します。
注: 「システムポリシー (マネージャ)」は、ここで選択することはできません。「システム
ポリシー (マネージャ)」を削除、または名前を変更した場合、PVM サービスを再起動す
ることで再び自動登録されます。

7.

[OK] をクリックします。

以上でポリシーの作成は完了です。
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3.9.4.

既存ポリシーをコピーするには
既存のポリシーをコピーします。以下の手順に従ってコピーしてください。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ポリシー] アイコンをクリックします。

3.

[ポリシー一覧] グループボックスからコピー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 [コピー] をクリックします。

4.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

5.

[ポリシー一覧] グループボックスにコピーされたポリシーが追加されます。

注: コピーされたポリシーは、元のポリシー名の末尾に "[2]" を付加して、ポリシー名を
自動で生成して登録します。既に末尾に "[2]" が付いているポリシー名がある場合に
は、"[3]" のように＋1 した数字を付与したポリシー名になります。

6.

コピーしたポリシーの [編集] アイコンをクリックします。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。
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7.

[名前] テキストボックスにポリシー名を入力し、名前を変更します。

8.

[適用] をクリックします。

以上で既存ポリシーのコピーは完了です。

3.9.5.

ポリシープロパティを設定するには
作成されたポリシーのプロパティ設定を行います。ここでは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。以下の手順に従って設定して
ください。
1.

メインウィンドウにポリシーの詳細情報を表示します。[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します。

2.

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。

3.

ポリシー名を変更する場合、[名前] テキストボックスにポリシー名を入力します (入力
必須)。
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4.

イベント区分が「マシンアクセス不可能障害」や「CPU 負荷障害」のイベントの検出に関
して、障害イベントを受信してから対応する回復イベントの発生を待ち合わせる待機時
間を設定します。これを設定することで、障害の発生とその回復が短時間に連続して発
生した場合、待機時間内に回復イベントが発生しない障害のみ、ポリシーの実行を行う
ように抑制します。
待機時間を設定するには、[抑制設定] グループボックスで抑制する障害イベントのチェ
ックボックスをオンにし、テキストボックスに待機時間を入力します。
なお、この抑制設定は、「対応処置詳細設定」ウィンドウにて、[イベントの選択] で "区
分全てのイベントを対象とする" を選択にした場合に有効となります。
関連情報: 「対応処置詳細設定」ウィンドウについては、「3.9.6 ポリシー監視イベント
の対応処置詳細を設定するには」を参照してください。

注: 「マシンアクセス不可能障害」や「CPU 負荷障害」のイベントが監視イベントに設定
されていないポリシーの場合は、この操作は無効です。

5.

[適用] をクリックします。

以上でポリシープロパティの [一般] タブは設定されました。次は [監視イベント] タブから対
応処置詳細を設定します。
関連情報: [監視イベント] タブの設定については、「3.9.6 ポリシー監視イベントの対応処置
詳細を設定するには」を参照してください。
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3.9.6.

ポリシー監視イベントの対応処置詳細を設定するには
監視イベントの対応処置を設定します。各監視イベントに対して復旧処理 (アクション) を設
定することができます。以下の手順に従って設定してください。
1.

メインウィンドウに「ポリシープロパティ設定」の [監視イベント] タブを表示します。手順
については、前述の「3.9.5 ポリシープロパティを設定するには」を参照してください。

2.

[イベントに対する対応処置一覧] グループボックスから、[アクション] メニューの [追
加] もしくは、編集するイベント一覧の [編集] アイコンをクリックします。
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3.

メインウィンドウに「対応処置詳細設定(新規)」、または｢対応処置詳細設定(編集)｣が表
示されます。

4.

[名前] テキストボックスに対応処置名を入力します (入力必須)。

5.

[イベントの選択] で "単一のイベントを指定する"、もしくは "区分全てのイベントを対象
とする" をオンにします。
注: [イベントの選択] で "区分全てのイベントを対象とする" をオンにした場合、イベン
ト区分に該当する通報元、およびイベントがまとめて選択されます。なお、選択している
[イベント区分] が、ポリシープロパティ設定の [全般] タブで抑制設定を行ったイベント
区分に該当する場合には、その抑制情報 (待機時間など) が反映されます。
登録後にこのウィンドウを開くと、[イベントの選択] で "複数のイベントを選択して条件
を設定する" が選択され、イベント区分に該当するイベント一覧が [A 群イベント一覧]
リストボックスに、抑制イベントの一覧が [B 群イベント一覧] リストボックスに、待機時
間が [待ち合わせ時間] テキストボックスにそれぞれ表示されるようになります。

6.

[イベント区分] プルダウンボックスから監視イベントの区分を選択します。

7.

[通報元] プルダウンボックスからイベント提供元を選択します。[イベントの選択] で "
区分全てのイベントを対象にする" の場合、この選択は不要です。
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8.

[イベント] プルダウンボックスから監視するイベントを選択します。[イベントの選択] で
"区分全てのイベントを対象にする" の場合、この選択は不要です。

9.

イベント名を変更する場合、[イベント名] テキストボックスにイベント名を入力します。

10. [イベントに対する復旧処置] グループボックスから、イベントに対応するアクションを設
定します。[アクション] プルダウンボックスからアクションを選択します。
11. アクションを追加する場合、[アクションの追加] をクリックすると、[アクション] プルダウ
ンボックスが追加されます。最大で 30 個のアクションを登録することができます。
12. アクションの順番を変更する場合、アクションのチェックボックスをオンにし、[↑] もしく
は、 [↓] をクリックすると順番を移動します。
注:
▪ 復旧処理の実行は、[アクション] プルダウンボックスに登録された順番で実行されま
す。復旧処理の実行順に並べ替えてください。
▪ [アクション] プルダウンボックスを空白にすると、設定したアクションを削除することが
できます。
13. 編集する復旧処理のアクションの [編集] アイコンをクリックし、メインウィンドウに「アク
ションパラメータ編集」を表示します。対応処置詳細を新規で設定している場合、[OK]
をクリックして対応処置詳細設定を一度保存し、再度、設定を再開します。
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14. [アクションの実行条件] を選択します。
注:
▪ 最初に実行されるアクション ([イベントに対する対応処置一覧] グループボックスの 1
番上のアクション) は、必ず実行されるため、「Absolute: 必ず実行する」が選択されま
す。実行条件の変更はできません。
▪ Update 1 までのアクションの実行条件は、「Success: 一つ上に登録されているアク
ションが実行され、正常終了したときに実行する。」と同等になります。アクションの実行
条件の「Completed: 一つ上に登録されているアクションが実行され、終了したら、必ず
実行する。」を選択することで、前のアクションが異常終了しても必ず実行できるように
設定が可能になりました。

15. ローカルスクリプトを実行する場合、実行するローカルスクリプト名を [アクションパラメ
ータ情報] グループボックスに入力します。ローカルスクリプト名は、[リソース] ビューの
ソフトウェアの基本情報に表示されるソフトウェア名を入力します。スクリプト名の確認に
ついては、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「3.20. ソフ
トウェアの基本情報」を参照してください。実行しない場合、手順 16 に進みます。
注:
▪ 初期の状態では、"ScriptName" が設定されています。
▪ 「ローカルスクリプト実行」以外のアクションについては、[アクションパラメータ情報] グ
ループボックスは表示されません。
16. [OK] をクリックします。
以上でポリシー監視イベントの対応処置詳細設定は完了です。
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3.9.7.

ポリシー監視イベントの設定を有効 / 無効にするには
ポリシー監視イベントの設定を有効 / 無効にします。無効にすることで設定情報を残したま
ま、そのイベント監視を行わないように設定することができます。以下の手順に従って設定し
てください。
1.

メインウィンドウに「ポリシープロパティ設定」の [監視イベント] タブを表示します。手順
については、前述の「3.9.5 ポリシープロパティを設定するには」を参照してください。

2.

有効、もしくは無効にするポリシー監視イベントを選択し、[アクション] メニューから [有
効 / 無効] をクリックします。

以上で、ポリシー監視イベントの有効 / 無効の設定は完了です。

3.9.8.

ポリシーのインポート / エクスポートをするには
設定したポリシーの内容を xml 形式のファイルにエクスポートし、別の管理サーバでの環境
構築の際にインポートを使用することができます。ポリシーのインポート / エクスポートは、
ssc コマンドを使用して行います。「ssc コマンドリファレンス」を参照してください。
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3.10. 配布ソフトウェアを用意する
SystemProvisioning で使用する配布ソフトウェアの登録 / 確認を行います。配布ソフトウェ
アには、以下の 3 種類があります。


シナリオ (OS イメージ、パッチ・アプリケーション)



テンプレート



スクリプト

関連情報: 配布ソフトウェアについては、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「1.4
配布ソフトウェアとは」を参照してください。

3.10.1. SystemProvisioning から使用できるシナリオを確認するには
DPM を使用して、管理対象マシンに OS、アプリケーションのインストールやパッチ配布をす
る場合、DPM で作成するシナリオを使用します。サブシステムとして登録されている DPM が
管理するシナリオの情報が、SystemProvisioning に反映されます。以下の手順に従って確
認してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

メインウィンドウに [サマリー情報] グループボックスが表示されます。[操作] メニュー
から [DPM 収集] をクリックします。

4.

DPM 収集のジョブ完了後、[操作] メニューから [画面更新] をクリックし、ビューの最新
情報に更新します。

5.

メインウィンドウに[サマリー情報] グループボックスが表示されます。[OS イメージ]、
[Backup タスク]、もしくは [アプリケーションとアップデート] フォルダにシナリオが追加さ
れます。

6.

シナリオ名をクリックすると、メインウィンドウにシナリオの基本情報が表示されます。

以上で SystemProvisioning から使用できるシナリオの確認は完了です。
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3.10.2. SystemProvisioning から使用できるテンプレートを確認するに
は
SystemProvisioning か ら 使 用 で き る テ ン プ レ ー ト を 確 認 し ま す 。 テ ン プ レ ー ト は
SystemProvisioning から仮想マシンを作成する場合に使用します。VMware ESX、または
XenServer 上の仮想マシ ンを管理する場合には、サブシステムとして登録されている
vCenter Server、および XenServer Pool Master が管理するテンプレートの情報が、
SystemProvisioning に反映されます。スタンドアロン ESXi、または Hyper-V 上の仮想マシ
ンを管理する場合には、テンプレートは SystemProvisioning 上に存在します。以下の手順
に従って確認してください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[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ます。

3.

メインウィンドウに [サマリー情報一覧] グループボックスが表示されます。
注: vCenter Server、および XenServer Pool Master が管理するテンプレートの情報が
自動的に反映されます。反映されていない場合は、[仮想] ビューで vCenter Server、ま
たは XenServer Pool Master を選択し、[操作] メニューから [収集] をクリックしてくだ
さい。

4.

[サマリー情報一覧] グループボックスから [テンプレート] をクリックすると、メインウィ
ンドウに [テンプレート一覧] グループボックスが表示されます。

5.

テンプレート名をクリックすると、メインウィンドウにテンプレートの基本情報が表示され
ます。

以上で SystemProvisioning から使用できるテンプレートの確認は完了です。
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3.10.3. ローカルスクリプトを追加するには
管理対象マシンの稼動や用途変更、置換などを行う際に、システム構成や環境に依存した
特定の処理を管理サーバ上で行いたい場合にローカルスクリプトを使用します。ローカルス
クリプトを使用する場合は、以下の手順に従って追加してください。
1.

ローカルスクリプト (.bat ファイル) を以下のフォルダに格納します。
SystemProvisioning インストールフォルダ￥Script
注: 既定値は (C:¥Program Files¥NEC¥PVM¥Script) です。

2.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

3.

[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ます。

4.

メインウィンドウに [サマリー情報] グループボックスが表示されます。[操作] メニュー
から [スクリプト収集] をクリックします。

5.

スクリプト収集のジョブ完了後、[操作] メニューから [画面更新] をクリックし、ビューを
最新情報に更新します。

6.

メインウィンドウに [サマリー情報] グループボックスが表示されます。[スクリプト] フォ
ルダにローカルスクリプトが追加されます。

7.

ローカルスクリプト名をクリックすると、メインウィンドウにローカルスクリプトの基本情報
が表示されます。

以上でローカルスクリプトの追加は完了です。
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3.11. マシンプロパティを設定するには
登録したマシンのプロパティ設定を行います。マシンプロパティでは、マシン固有の情報を設
定します。以下の手順に従って設定を行ってください。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーからプロパティ設定を行うマシンのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「マシンプロパティ設定」が表示されます。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「3.11. マシンプロパティ設
定」を参照してください。

3.11.1. [全般] タブを設定するには
マシンプロパティ設定の [全般] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「マシンプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。

セクション II SigmaSystemCenterの運用を開始する
163

3 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

2.

[モデル名] テキストボックスは、共通プールを使用する場合のハードウェア認識情報と
して使用されます。マシンがグループで稼動状態となったときに、
ESMPRO/ServerManager などのサブシステムから収集した値が自動で設定されます。
運用開始前に設定しておきたい場合は、[モデル名] テキストボックスにマシンの機種名
(モデル名) を入力します。
関連情報: 共通プールについては、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の
「1.1.7 プールマシンとは」を参照してください。

3.

手動で設定したモデル名を使用したいなどの理由により、SystemProvisioning による
モデル名の上書き (自動更新) を禁止したい場合、[モデル名の自動更新] チェックボッ
クスをオフにします。

4.

[適用] をクリックします。

以上でマシンプロパティの [全般] タブの設定は完了です。

3.11.2. [ネットワーク] タブを設定するには
マシンプロパティ設定の [ネットワーク] タブを設定します。以下の手順に従って設定してくだ
さい。
1.

「マシンプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ネットワーク] タブを選択します。

2.

[NIC 一覧] グループボックスに NIC を追加する場合、[アクション] メニューの [追加] を
クリックします。
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3.

[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。

4.

[NIC 番号] プルダウンボックスから NIC 番号を選択します。
注: NIC 番号に空白を利用する場合は、いったん任意の番号で NIC 情報を追加後、編
集で空白に変更してください。

5.

[MAC アドレス] テキストボックスに MAC アドレスを入力します。
注: MAC アドレスは、"00:00:00:00:00:00" の形式で入力してください。

6.

[スイッチ] プルダウンボックスからスイッチを選択します。

7.

[ポート] プルダウンボックスから接続するポートを選択します。

8.

[OK] をクリックします。[NIC 一覧] グループボックスに NIC が追加されます。

9.

[戻る] をクリックすると、メインウィンドウはマシンの詳細情報に戻ります。

注: NetvisorPro が管理するスイッチの VLAN 制御を行うには、グループプロパティの
[VLAN 設定] タブも合わせて設定する必要があります。両方の設定がされていない場合、
VLAN 制御は行われません。スイッチブレードの VLAN 制御を行う場合は、収集機能にて自
動的に [ネットワーク] タブが設定されるため、グループプロパティの [VLAN] タブの設定の
みが必要になります。グループプロパティの [VLAN 設定] タブの設定については、「4.4.5
[VLAN 設定] タブを設定するには」を参照してください。
以上でマシンプロパティの [ネットワーク] タブの設定は完了です。
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3.11.3. [ストレージ] タブを設定するには
マシンプロパティ設定の [ストレージ] タブを設定します。以下の手順に従って設定してくださ
い。
注: CLARiX と Symmetrix の場合は、事前に ssc コマンドの set hba コマンドを使用して、
HBA のアドレス (WWPN、WWNN) と HBA の接続先のディスクアレイのパスを
SigmaSystemCenter に登録する必要があります。HBA とパス情報の登録については、
「3.5.5 HBA、パス情報の登録 (CLARiX、Symmetrix の場合)」を参照してください。

1.

「マシンプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ストレージ] タブを選択します。

2.

[ストレージ情報] グループボックスにストレージ情報を追加する場合、[アクション] メニ
ューの [追加] をクリックします。

3.

[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。

4.

[HBA 番号] テキストボックスに HBA 番号を入力します (入力必須)。ホスト設定の [ス
トレージ] タブでディスクボリュームの設定を行う場合に、ここで設定した HBA 番号を指
定します。

5.

FC インターフェースを利用している場合は、[アドレス] プルダウンボックスからマシンに
接続されている HBA の WWN を選択します。iSCSI インターフェースを利用している場
合は、接続されている HBA の iSCSI イニシエータ名を選択します。(選択必須)

6.

[OK] をクリックします。[ストレージ情報] グループボックスにストレージ情報が追加され
ます。
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7.

[戻る] をクリックすると、メインウィンドウはマシンの詳細情報に戻ります。

注: ストレージ制御を行うには、ホスト設定の [ストレージ] タブも併せて設定する必要があ
ります。両方が設定されていない場合、ストレージ制御は行われません。ホスト設定の [スト
レージ] タブの設定については、「4.8.3 [ストレージ] タブを設定するには」を参照してくださ
い。
以上でマシンプロパティの [ストレージ] タブの設定は完了です。

3.11.4. [ソフトウェア] タブを設定するには
マシンプロパティ設定の [ソフトウェア] タブを設定します。以下の手順に従って設定してくだ
さい。
1.

「マシンプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ソフトウェア] タブを選択します。

2.

[ソフトウェア一覧] グループボックスの [配布のタイミング] プルダウンボックスからソフ
トウェアを配布するタイミングを選択します。選択すると、既に登録されているソフトウェ
アが一覧に表示されます。

3.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

4.

[ソフトウェア一覧] グループボックスに配布するソフトウェアを追加する場合、[アクショ
ン] メニューの [追加] をクリックします。

5.

[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。
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6.

[ソフトウェア種別] プルダウンボックスからソフトウェアの種別を選択し、種別を絞りま
す。

7.

[ソフトウェア追加] グループボックスから、配布するソフトウェアのチェックボックスをオ
ンにします。

8.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスにソフトウェアが追加されま
す。

9.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

10. [適用] をクリックします。
イメージを変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。
注: イメージ変更は、ソフトウェアの種別が Differential Clone、または Disk Clone の場合の
み可能です。

関連情報: イメージの利用方法については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の
「2.8. イメージ管理 (Differential Clone、Disk Clone)」を参照してください。

1.

[イメージ変更] アイコンをクリックします。

2.

[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[イメージ変更] グループボックスが表示
されます。

3.

[イメージ変更] グループボックスから、設定するイメージのチェックボックスをオンにしま
す。イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合には、[デフ
ォルトイメージを利用する] を選択します。
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4.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスのソフトウェアのイメージが
変更されます。

以上でマシンプロパティの [ソフトウェア] タブの設定は完了です。

3.11.5. [ソフトウェア配布履歴] タブを確認するには
マシンプロパティ設定の [ソフトウェア配布履歴] タブには、マシンに対して配布されたソフト
ウェアの一覧が表示されます。以下の手順に従って配布済みソフトウェアを確認してくださ
い。
1.

「マシンプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ソフトウェア配布履歴] タブを選択します。

2.

[ソフトウェア種別] プルダウンボックスからソフトウェアの種別を選択し、配布済みソフト
ウェアを絞ります。

3.

配布済みのソフトウェアを確認します。

4.

[戻る] をクリックすると、メインウィンドウはマシンの詳細情報に戻ります。

関連情報: 最新の OS イメージを配布する以前の履歴を削除する場合は、ssc コマンドのソ
フトウェア配布履歴削除コマンド (ssc delete history) を使用して削除します。ソフトウェア配
布履歴削除の詳細については、「ssc コマンドリファレンス」を参照してください。
以上でマシンプロパティの [ソフトウェア配布履歴] タブの確認は完了です。
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3.11.6. [アカウント情報] タブを設定するには
マシンプロパティ設定の [アカウント情報] タブを設定します。「2.15 Out-of-Band (OOB)
Management を利用する ための事前設定を行う」で事前設定を行った マシン に対し、
SigmaSystemCenter で OOB Management を 行 う に は 、 管 理 対 象 マ シ ン に OOB
Management のアカウント情報を登録する必要があります。以下の手順に従って設定してく
ださい。
注: SigmaSystemCenter に登録した OOB Management のアカウント情報が、対象の管理
対象マシン上で変更された場合、マシンへの接続に失敗し、OOB Management による制御
機能が利用できない状態になります。この場合、SigmaSystemCenter に登録されている
OOB Management のアカウントを更新してください。

1.

「マシンプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[アカウント情報] タブを選択します。

2.

[アカウント一覧] グループボックスにアカウントを追加する場合、[アクション] メニュー
の [追加] をクリックします。

3.

「アカウント追加」ウィンドウが表示されます。[アカウントタイプ] プルダウンボックスから
アカウントの種別を選択します。OOB のみ選択可能です。
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4.

[ユーザ名] テキストボックスにユーザ名を入力します。

5.

[パスワード] テキストボックスにパスワードを入力します。
注: 登録するアカウントは、「2.15.2 BMC に管理者権限のユーザを作成する」で BMC
に登録したユーザアカウントと同じユーザ名とパスワードを入力してください。

6.

[接続先] テキストボックスに接続先のホスト名、または IP アドレスを入力します。

7.

「2.15 Out-of-Band (OOB) Management を利用するための事前設定を行う」の事前設
定がまだ完了していないマシンなど、IPMI による接続に応答がないマシンに対してアカ
ウントを登録したい場合には、[オフラインマシンのアカウントでも登録する] チェックボッ
クスをオンにします。
注: [オフラインマシンのアカウントでも登録する] チェックボックスを利用して、アカウント
を登録した場合は、BMC と通信不可能な場合でもアカウント登録が可能ですが、BMC
との通信確認、および IPMI 情報収集が行われません。
そのため、OOB 管理機能が正しく利用できない場合があります。
マシンの運用を開始する前に、マシンプロパティ設定の [アカウント情報] タブから、[接
続確認] を行ってください。

8.

[プロトコル一覧] グループボックスにプロトコルを追加する場合、[アクション] メニュー
の [追加] をクリックします。

9.

[プロトコル一覧] グループボックスの下部に、[追加プロトコル一覧] グループボックス
が表示されます。

10. 既定値として IPMI プロトコルが選択されています。そのまま [OK] をクリックします。

セクション II SigmaSystemCenterの運用を開始する
171

3 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

11. [プロトコル一覧] グループボックスのプロトコルに IPMI プロトコルが追加されます。

12. [OK] をクリックします。プロトコルの接続を確認し、成功した場合は [アカウント情報]
タブに遷移し、[アカウント一覧] グループボックスにアカウントが追加されます。IPMI プ
ロトコルによる接続が確認できた場合は、あわせてマシン情報の収集も行われます。

注: マシン情報の収集が失敗した場合でも、アカウントとプロトコルの登録までは行わ
れます。ジョブの実行結果や運用ログを確認の上、別途センサー収集を実行してくださ
い。
以上でマシンプロパティの [アカウント情報] タブの設定は完了です。
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4.

本章では、SigmaSystemCenter で運用グループを作成する操作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。

•
•
•
•
•
•
•
•

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

カテゴリを追加する ................................................................................................... 174
アクセス権限を設定する ........................................................................................... 175
運用グループを追加する .......................................................................................... 178
グループプロパティを設定する .................................................................................. 179
モデルプロパティを設定する (物理マシンの場合) ..................................................... 197
モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場合) ..................................................... 201
モデルプロパティを設定する (仮想マシンサーバの場合) .......................................... 205
ホストを設定する ...................................................................................................... 208
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4.1. カテゴリを追加する
新規にカテゴリを追加します。以下の手順に従って追加してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーから [運用] アイコンもしくは、カテゴリを追加するカテゴリのアイコンをク
リックします。

3.

[設定] メニューから [カテゴリ追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「カテゴリ追加」が表示されます。

5.

[名前] テキストボックスにカテゴリ名を入力します (入力必須)。

6.

[OK] をクリックします。

以上でカテゴリの追加は完了です。
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4.2. アクセス権限を設定する
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。

4.2.1.

ロールを追加するには
ロールを追加します。以下の手順に従ってロールを追加してください。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ユーザ] アイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。

4.

[ロール一覧] グループボックスから、[アクション] メニューの [追加] をクリックします。

5.

メインウィンドウに「ロール追加」が表示されます。

6.

[ロール名] テキストボックスにロール名を入力します。

7.

[権限レベル] プルダウンボックスから権限レベルを選択します。

8.

[OK] をクリックします。

以上でロールの追加は完了です。
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4.2.2.

ロールの権限対象を設定するには
ロールが管理 / 操作 / 参照権限の対象とするカテゴリを指定します。以下の手順に従って
設定してください。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ユーザ] アイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。

4.

[設定] メニューから [ロール範囲編集] をクリックします。

5.

メインウィンドウに「ロールにカテゴリを割り当てる」が表示されます。

6.

[運用] ツリーからロールを割り当てるカテゴリを選択します。

7.

[割り当て済みのロール] グループボックスから、[アクション] メニューの [追加] をクリ
ックします。

8.

[割り当て済みのロール] グループボックスの下部に、[利用可能なロール] グループボ
ックスが表示されます。

9.

[利用可能なロール] グループボックスから、選択したカテゴリに権限対象とするロール
のチェックボックスをオンにします。

10. [OK] をクリックします。[割り当て済みのロール] グループボックスにカテゴリに権限対
象とするロールが追加されます。
11. [適用] をクリックします。
以上でロールの権限対象設定は完了です。
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4.2.3.

ユーザにロールを割り当てるには
ユーザにロールを割り当てます。以下の手順に従って割り当ててください。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [ユーザ] アイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。

4.

[ユーザ一覧] グループボックスからロールを割り当てるユーザの [編集] アイコンをク
リックします。

5.

メインウィンドウに「ユーザ編集」が表示されます。

6.

[割り当て済みのロール] グループボックスから、[アクション] メニューの [追加] をクリ
ックします。

7.

[割り当て済みのロール] グループボックスの下部に、[利用可能なロール] グループボ
ックスが表示されます。

8.

[利用可能なロール] グループボックスでユーザに割り当てるロールのチェックボックス
をオンにします。
注: ユーザの権限レベルと同じ権限レベルのロールを選択してください。

9.

[OK] をクリックします。[割り当て済みのロール] グループボックスにユーザに割り当て
るロールが追加されます。

10. [OK] をクリックします。
以上でユーザへのロールの割り当ては完了です。
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4.3. 運用グループを追加する
SigmaSystemCenter では、物理マシン、または仮想マシンといったマシンの種類によらず、
同一の手順で運用することができます。ただし、運用グループは、マシンの種類ごと、OS の
種類ごとに分けて用意する必要があります。1 つの運用グループでは、1 種類のマシンのみ
管理できます。
SigmaSystemCenter で管理するマシンの種類は、以下の 3 種類です。


仮想マシンサーバを除く物理マシン



仮想マシンサーバ



仮想マシン

新規に運用グループを追加します。以下の手順に従って追加してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーから [運用] アイコン、運用グループを追加するカテゴリのアイコンもしく
は、グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [グループ追加] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。

5.

[名前] テキストボックスに運用グループ名を入力します (入力必須)。

6.

[OS 種別] プルダウンボックスからグループに登録されるマシンの稼動 OS の種類を選
択します。
注: 管理対象マシンが仮想マシンサーバの場合、OS 種別として以下を選択してくださ
い。
Windows Server : Hyper-V
Linux : VMware ESX Server、Xen

7.

[OK] をクリックします。

以上で運用グループの追加は完了です。
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4.4. グループプロパティを設定する
運用グループの詳細情報をグループプロパティに設定します。以下の手順に従って設定して
ください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプロパティ設定を行う運用グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループプロパティ設定」が表示されます。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「4.6 グループプロパティ設
定」を参照してください。

4.4.1.

[全般] タブを設定するには
グループプロパティの [全般] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。

2.

運用グループ名を変更する場合、[グループ名] テキストボックスに運用グループ名を入
力します (入力必須)。
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3.

運用グループのプライオリティを変更する場合、[プライオリティ] プルダウンボックスか
らプライオリティを選択します。
注: プライオリティの値が小さいほど優先的に選択されます。

4.

運用グループ単位でポリシーを使用する場合、[ポリシー名] プルダウンボックスからポ
リシー名を選択します。

5.

[プールマシン使用方法] グループボックスよりプールマシンの使用方法を選択します。

6.

[適用] をクリックします。

以上でグループプロパティの [全般] タブの設定は完了です。

4.4.2.

[モデル] タブを設定するには
モデルでは、マシンの種類に依存した情報を設定します。1 つの運用グループに、複数のモ
デルを追加することができます。マシンスペックの異なるマシンを 1 つの運用グループで管理
する場合には、マシンスペックごとにモデルを用意してください。
グループプロパティの [モデル] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[モデル] タブをクリックします。

2.

[モデル一覧] グループボックスにモデルを追加する場合、[アクション] メニューの [追
加] をクリックします。

3.

[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。
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4.

[名前] テキストボックスにモデル名を入力します (入力必須)。

5.

[種別] プルダウンボックスからモデルの種別を選択します。
マシンの種類が、仮想マシンサーバ以外の物理マシンの場合には ［物理］ を、仮想マ
シンの場合には ［VM］ を、仮想マシンサーバの場合には ［VM サーバ］ を選択してく
ださい。
注: 1 つの運用グループには、物理、VM、VM サーバのいずれか 1 種類のマシンモデル
のみ追加できます。異なるマシンの種類のモデルを混在して追加することはできませ
ん。

6.

[OK] をクリックします。[モデル一覧] グループボックスにモデルが追加されます。

7.

[戻る] をクリックすると、メインウィンドウはグループの詳細情報に戻ります。

以上でモデルが追加されました。次にモデルの詳細情報を設定します。
関連情報: モデルプロパティを設定するには、「4.5 モデルプロパティを設定する (物理マシ
ンの場合)」、「4.6 モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場合)」、もしくは｢4.7 モデル
プロパティを設定する (仮想マシンサーバの場合)｣を参照してください。
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4.4.3.

[ホスト] タブを設定するには
ホストではホスト名や IP アドレスといったマシンの種類に依存しない情報をホスト設定として
設定します。
グループプロパティの [ホスト] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ホスト] タブをクリックします。

2.

[ホスト一覧] グループボックスにホストを追加する場合、[アクション] メニューの [追加]
をクリックします。

3.

[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。
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4.

ホストを複数同時に作成したい場合、[複数ホストを作成する] チェックボックスをオンに
します。
注: 複数ホストを作成する場合の各ホスト名は、以下の規則に従って作成されます。
▪ 指定したホスト名の語尾に数字による連番が付加されます。
▪ 語尾に数字を含んだホスト名が指定された場合は、語尾の数字の次の数字から連番
が付加されます。
▪ 連番が付加される際、ホスト名 (語尾に連番を含む) が既に存在する場合は、登録さ
れていない番号から順に付加されたホスト名が登録されます。
例) "Host1"、"Host3"、"Host6" が登録されている状態で、[自動生成台数] テキストボ
ックスに "5" が入力された場合、"Host2"、"Host4"、"Host5"、"Host7"、"Host8" が作
成されます。

5.

[ホスト名] テキストボックスにホスト名を入力します (入力必須)。
注: ロードバランサ制御を行うには、ロードバランサグループのリアルサーバのネットワ
ークアドレスに属するように IP アドレスを設定する必要があります。両方の設定がされ
ていない場合、ロードバランサ制御は行われません。また、ホストの IP アドレスが "自
動取得" となっている場合、ロードバランサ制御は行われません。

6.

[タグ] テキストボックスにタグ (キーワード) を入力します。

7.

[複数ホストを作成する] チェックボックスがオンの場合、[自動生成台数] テキストボック
スに作成するホストの台数を入力します (入力必須)。
注: [自動生成台数] テキストボックスに指定可能なホスト数の上限値は、[ネットワーク
を設定] チェックボックスをオフにする場合、上限値は "1000" となります。[ネットワー
クを設定] チェックボックスをオンにする場合、[サブネットマスク] テキストボックスにより
指定されたホストに割り当て可能な IP アドレスの中で、[開始 IP アドレス] テキストボッ
クスに指定された IP アドレスから割り当て可能な IP アドレス数となります。
例) [開始 IP アドレス] テキストボックスに "192.168.1.250"、[サブネットマスク] テキス
トボックスに "255.255.255.248" が指定された場合の [自動生成台数] テキストボック
スに指定可能なホスト数の上限値は、"5" となります。

8.

ネットワークの設定を行う場合、[ネットワークを設定] チェックボックスをオンにします。
以下の手順では、NIC#1 に対するネットワーク設定を行います。[ネットワークを設定]
チェックボックスがオフの場合、IP アドレスは自動取得されます。チェックボックスがオフ
の場合、手順 13 へ進みます。
注: ネットワークの設定で IP アドレスを設定する場合、IP アドレスが割り当てられる範
囲内で指定してください。

セクション II SigmaSystemCenterの運用を開始する
183

4 SigmaSystemCenter へリソースを登録する
9.

[開始 IP アドレス] テキストボックスに IP アドレスを入力します。複数ホストを作成する場
合は、開始 IP アドレスを入力します。

10. [サブネットマスク] テキストボックスにサブネットマスクを入力します。複数ホストを作成
する場合は、共通となります。
11. [デフォルトゲートウェイ] テキストボックスにデフォルトゲートウェイを入力します。複数
ホストを作成する場合は、共通となります。
12. ESMPRO/ServerManager で物理マシンの監視を行う場合、または SystemMonitor 性
能監視で IP アドレスを利用して管理対象マシンの性能監視を行う場合、[管理用 IP アド
レス] プルダウンボックスから管理用 IP アドレスを選択します。
13. [OK] をクリックします。[ホスト一覧] グループボックスにホストが追加されます。
14. [戻る] をクリックすると、メインウィンドウはグループの詳細情報に戻ります。
以上でホストが追加されました。次にホストの詳細情報を設定します。
関連情報: ホストを設定するには、「4.8 ホストを設定する」を参照してください。

4.4.4.

[ソフトウェア] タブを設定するには
グループプロパティの [ソフトウェア] タブを設定します。以下の手順に従って設定してくださ
い。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ソフトウェア] タブを選択します。

2.

[ソフトウェア一覧] グループボックスの [配布のタイミング] プルダウンボックスからソフ
トウェアを配布するタイミングを選択します。選択すると、既に登録されているソフトウェ
アが一覧に表示されます。
関連情報: ソフトウェアの配布方法と種類については、「SigmaSystemCenter リファレ
ンスガイド」の「1.5.2 ソフトウェアの配布方法と種類」を参照してください。

3.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

4.

[ソフトウェア一覧] グループボックスに配布するソフトウェアを追加する場合、[アクショ
ン] メニューの [追加] をクリックします。
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5.

[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。

6.

[ソフトウェア種別] プルダウンボックスから表示するソフトウェアを絞り込みます。

7.

[ソフトウェア追加] グループボックスから、配布するソフトウェアのチェックボックスをオ
ンにします。

8.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスにソフトウェアが追加されま
す。

9.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

10. [適用] をクリックします。
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イメージを変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。
注: イメージ変更は、ソフトウェアの種別が Differential Clone、または Disk Clone の場合の
み可能です。

関連情報: イメージの利用方法については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の
「2.8. イメージ管理 (Differential Clone、Disk Clone)」を参照してください。

1.

[イメージ変更] アイコンをクリックします。

2.

[イメージ変更] グループボックスから、設定するイメージのチェックボックスをオンにしま
す。インストールを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合には、
[デフォルトイメージを利用する] を選択します。

3.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスのソフトウェアのイメージが
変更されます。

以上でグループプロパティの [ソフトウェア] タブの設定は完了です。
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4.4.5.

[VLAN 設定] タブを設定するには
グループ内で稼動するマシンを共通の VLAN グループで稼動させたい場合は、グループプ
ロパティの [VLAN 設定] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[VLAN 設定] タブを選択します。

2.

[VLAN 一覧] グループボックスに VLAN を追加する場合、[アクション] メニューの [追
加] をクリックします。

3.

[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。

4.

[NIC 番号] プルダウンボックスから NIC 番号を選択します。

5.

[スイッチ] プルダウンボックスからスイッチを選択します。

6.

[VLAN] プルダウンボックスから VLAN を選択します。

7.

タグ情報を設定する場合、[タグ] チェックボックスをオンにします。

8.

[OK] をクリックします。[VLAN 一覧] グループボックスに VLAN が追加されます。
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9.

[戻る] をクリックすると、メインウィンドウはグループの詳細情報に戻ります。
注:
▪ VLAN 制御を行うには、マシンプロパティの [ネットワーク] タブも合わせて設定する必
要があります。両方の設定がされていない場合、VLAN 制御は行われません。マシンプ
ロパティの[ネットワーク] タブの設定については、「3.11.2 [ネットワーク] タブを設定す
るには」を参照してください。
▪ 待機しているマシンに VLAN が設定されている場合、稼動時の VLAN 制御に失敗す
る場合があります。待機しているマシンにはデフォルト VLAN (VLAN1) を設定してくだ
さい。
▪ タグの選択が可能となるのは、NetvisorPro に管理、登録されているスイッチ、スイッ
チブレードのみとなります。

以上でグループプロパティの [VLAN 設定] タブの設定は完了です。

4.4.6.

[LB 設定] タブを設定するには
グループプロパティの [LB 設定] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[LB 設定] タブをクリックします。

2.

[ロードバランサ一覧] グループボックスにロードバランサを追加する場合、[アクション]
メニューの [追加] をクリックします。

3.

[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。

4.

[ロードバランサ追加] グループボックスからロードバランサを選択します。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
188

グループプロパティを設定する
5.

[OK] をクリックします。[ロードバランサ一覧] グループボックスにロードバランサが追加
されます。

6.

[戻る] をクリックすると、メインウィンドウはグループの詳細情報に戻ります。

以上でグループプロパティの [LB 設定] タブの設定は完了です。

4.4.7.

[OS 設定] タブを設定するには (Windows)
グループプロパティの [OS 設定] タブを設定します。管理対象マシンの OS が Windows の
場合は、以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[OS 設定] タブをクリックします。

2.

Administrator のパスワードを変更する場合、[パスワード更新] チェックボックスをオン
にし、[Administrator のパスワード] テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

3.

ワークグループに参加している場合、[次のワークグループに参加している] チェックボ
ックスをオンにし、テキストボックスに参加しているワークグループ名を入力します。

4.

ドメインに参加している場合、[次のドメインに参加している] チェックボックスをオンにし、
[アカウント] テキストボックスにドメインアカウントを入力します。また、ドメインのパスワ
ードを変更する場合、[パスワード更新] チェックボックスをオンにし、[パスワード] テキ
ストボックスに新しいパスワードを入力します。
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5.

使用する NIC のタブを選択します。

6.

[優先 DNS] テキストボックスに優先 DNS の IP アドレスを入力します。

7.

[代替 DNS] テキストボックスに代替 DNS の IP アドレスを入力します。

8.

[優先 WINS] テキストボックスに優先 WINS の IP アドレスを入力します。

9.

[代替 WINS] テキストボックスに代替 WINS の IP アドレスを入力します。

10. [適用] をクリックします。
以上でグループプロパティの [OS 設定] タブ (Windows) の設定は完了です。

4.4.8.

[OS 設定] タブを設定するには (Linux)
グループプロパティの [OS 設定] タブを設定します。管理対象マシンの OS が Linux の場合
は、以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[OS 設定] タブをクリックします。

2.

root のパスワードを変更する場合、[パスワード更新] チェックボックスをオンにし、[root
のパスワード] テキストボックスに新しいパスワードを入力します (入力必須)。

3.

[ドメインサフィックス] テキストボックスにドメインサフィックスを入力します。

4.

[プライマリ DNS] テキストボックスにプライマリ DNS の IP アドレスを入力します。

5.

[セカンダリ DNS] テキストボックスにセカンダリ DNS の IP アドレスを入力します。

6.

[ターシャリ DNS] テキストボックスにターシャリ DNS の IP アドレスを入力します。

7.

[適用] をクリックします。

以上でグループプロパティの [OS 設定] タブ (Linux) の設定は完了です。
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4.4.9.

[OS 設定] タブを設定するには (HP-UX)
グループプロパティの [OS 設定] タブを設定します。管理対象マシンの OS が HP-UX の場
合は、以下の手順に従って設定してください。
1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[OS 設定] タブをクリックします。

2.

root パスワードを変更する場合、[パスワード作成] チェックボックスをオンにし、[root パ
スワード] テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

3.

[DNS ドメイン名] テキストボックスに DNS ドメイン名を入力します。

4.

[DNS サーバ] テキストボックスに DNS サーバの IP アドレスを入力します。

5.

[適用] をクリックします。

以上でグループプロパティの [OS 設定] タブ (HP-UX) の設定は完了です。
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4.4.10. [ESMPRO/SM] タブを設定するには
SystemProvisioning は 、 グ ル ー プ で マ シ ン を 稼 動 す る 際 に マ シ ン を
ESMPRO/ServerManager へ管理対象として登録します。登録されたマシンのサーバダウ
ン検出リトライ回数、サーバ状態監視間隔を既定値から変更する場合、以下の設定を行い
ます。手順に従って設定してください。
管理対象マシンが仮想マシンの場合、ESMPRO/ServerManager への登録は行われませ
ん。モデル種別が [VM] のモデルプロパティが設定されると、[ESMPRO/SM] タブは表示さ
れません。
注: 設定を既定値に戻す場合は、[サーバダウン検出リトライ回数] テキストボックス、および
[サーバ状態監視間隔] テキストボックスを空白にします。その後、[値を指定する] チェック
ボックスをオフにし、[適用] をクリックしてください。

1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ESMPRO/SM] タブを選択します。

2.

グ ル ー プ で 稼 動 す る マ シ ン を ESMPRO/ServerManager に 登 録 し な い 場 合 、
[ESMPRO/SM に登録する] チェックボックスをオフにします。既定値はオンです。

3.

ESMPRO/ServerManager に登録されるマシンのサーバ状態監視間隔、サーバダウン
検出リトライ回数を設定する場合、[値を指定する] チェックボックスをオンにします。

4.

[サーバダウン検出リトライ回数] テキストボックスにサーバダウン検出のためのリトライ
回数を入力します。

5.

[サーバ状態監視間隔] テキストボックスにサーバ状態監視の間隔時間を入力します。

6.

[適用] をクリックします。

以上でグループプロパティの [ESMPRO/SM] タブの設定は完了です。
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4.4.11. [マシンプロファイル] タブを設定するには
[マシンプロファイル] タブでは、新規に仮想マシンを作成する際に仮想マシンに割り当てる
デバイスの設定を行います。管理対象マシンが仮想マシン以外の場合、マシンプロファイル
の設定は必要ありません。モデル種別が [VM] のモデルプロパティが設定された場合に、
[マシンプロファイル] タブが表示されます。マシンプロファイルの定義は、新規リソース割り
当て、または再構成を実行した時に使用されます。
グループプロパティ設定でのマシンプロファイルの定義は、グループ配下のモデルやホスト
の設定値の既定値として使用されます。
このため、グループ配下のモデルとホストの設定で既定値から変更しない場合は、結果的に
グループプロパティ設定のマシンプロファイルを使用して仮想マシンが作成されます。
グループにテンプレートが設定されている場合は、テンプレートの設定値がグループの設定
の既定値となります。
[定義場所] に、どこの階層で設定された値が有効となっているかが表示されます。各階層で
の定義のある / なしは、各デバイスのチェックボックスのオン / オフで切り替わります。
以下の設定を行います。

セクション II SigmaSystemCenterの運用を開始する
193

4 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

1.

「グループプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[マシンプロファイル] タブを選択します。

2.

グループのモデルプロパティにマシンプロファイルが設定されている場合は、[モデル]
プルダウンボックスからモデルを選択し、設定の既定値として引用することができます。
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3.

CPU の設定を既定値から変更する場合、[CPU 情報] チェックボックスをオンにします。
1.

[CPU 数] テキストボックスに作成する仮想マシンの CPU 数を入力します。

2.

CPU シェアの設定を行います。[最高(4000)]、[高(2000)]、[標準(1000)]、[低(500)]、
[最低(250)]のうち 1 つのラジオボタンをオンにします。選択肢以外の任意の値を設
定したい場合は、[手動で設定] ラジオボタンをオンにして、テキストボックスに値を
入力します。
ここで入力された値は、各仮想化基盤に応じて、以下のように変換されます。

3.

VMware

設定値 * CPU数

Xen

設定値 * 256 / 1000

Hyper-V

設定値 / 10

[CPU リミット] テキストボックスに CPU リソースの割り当て量上限を入力します。
CPU リミットの設定が不要な場合は "0" を指定します。
注: Hyper-V で設定する値は、SigmaSystemCenter では以下のように計算されま
す。
SigmaSystemCenter での設定値 = (Hyper-V の設定値 / 100) * 仮想マシンの
CPU 数 * 仮想マシンサーバのクロック数 (MHｚ)

4.

メモリの設定を既定値から変更する場合、[メモリ情報] チェックボックスをオンにしま
す。
1.

5.

[メモリサイズ] テキストボックスに作成する仮想マシンのメモリサイズを入力しま
す。

ネットワークの設定を既定値から変更する場合、[ネットワーク情報] チェックボックスを
オンにします。仮想 NIC の接続先の設定を接続先の候補一覧の中から選択するか、手
入力で接続先の名称を入力するかどちらかの方法で行います。なお、仮想 NIC の接続
先を SigmaSystemCenter は自動的には作成しません。仮想基盤製品を使用して、仮
想マシンサーバ上に作成する必要があります。
1.

一覧の中から接続先の候補を選択する場合は、以下のような作業を事前に実施し
ておく必要があります。
-

テンプレートを作成し、グループ、もしくはモデルのソフトウェア設定にテンプレ
ートを設定する

-

仮想基盤製品を使用して、仮想 NIC の接続先を仮想マシンサーバ上に作成
する。作成対象の仮想マシンが所属するモデルの VM サーバモデルの設定に
接続先を作成した仮想マシンサーバが所属するモデルを設定する。
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2.

6.

接続先の名称を手入力する場合は、プルダウンボックスから "Edit here…" を選
択し、手入力モードに切り替えます。テキストボックスに接続先の名称を入力しま
す。
-

VMware の場合は、接続先のポート・グループ名を設定します。

-

Hyper-V の場合は、"NetworkName-VLAN:VlanId" の形式で設定します。
NetworkName は接続先の仮想ネットワーク名、"-VLAN:" は固定文字列、
VlanId は VLAN の ID です。VLAN の ID を指定しない場合は "NONE" を指
定します。

-

XenServer の場合は、接続先のネットワークの名前を設定します。

システムディスクの設定を既定値から変更する場合、[システムディスク] チェックボック
スをオンにします。システムディスクのディスクサイズは、グループに設定されているテ
ンプレートから情報を取得できる場合に参考情報として表示されます。情報が取得でき
ない場合は表示されません。また、ディスクサイズをマシンプロファイルの設定で変更す
ることはできません。
1.

[タイプ] プルダウンボックスから "Thin" か "Thick" を選択します。仮想マシン作
成時に設定サイズのディスクを作成する場合は、"Thick" を選択し、利用時に必要
なサイズが割り当てられるようにする場合は、"Thin" を選択します。
注: Hyper-V では、"Thin" は、"容量可変の仮想ハードディスク"、"Thick" は、"固
定容量の仮想ハードディスク" を表します。

2.

7.

[作成先データストア] プルダウンボックスから作成先 Datastore を選択します。設
定は省略することができます。省略時は仮想マシン作成時に自動的に選択されま
す。

拡張ディスクの設定を既定値から変更する場合、[拡張ディスク] チェックボックスをオン
にします。
1.

[タイプ] プルダウンボックスから "Thin" か "Thick" を選択します。仮想マシン作
成時に設定サイズのディスクを作成する場合は、"Thick" を選択し、利用時に必要
なサイズが割り当てられるようにする場合は、"Thin" を選択します。

2.

[サイズ] テキストボックスに拡張ディスクのサイズを入力します。

3.

[作成先データストア] プルダウンボックスから作成先 Datastore を選択します。設
定は省略することができます。省略時は仮想マシン作成時に自動的に選択されま
す。

以上でグループプロパティの [マシンプロファイル] タブの設定は完了です。
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4.5. モデルプロパティを設定する (物理マシンの場
合)
「4.4.2 [モデル] タブを設定するには」で追加したモデルの詳細情報を設定します。モデルプ
ロパティでは、マシンの種類に依存した情報を設定します。本節ではモデルの種別が [物理]
の場合の設定について説明します。以下の手順に従って設定してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプロパティ設定を行う運用グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループプロパティ設定」が表示されます。[モデル] タブをクリックし
ます。

5.

[モデル一覧] グループボックスから詳細設定を行うモデルの [編集] アイコンをクリック
します。

6.

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。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「4.7 モデルプロパティ設
定」を参照してください。

4.5.1.

[全般] タブを設定するには
モデルプロパティの [全般] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「モデルプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。
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2.

モデル名を変更する場合、[モデル名] テキストボックスにモデル名を入力します (入力
必須)。

3.

モデルで使用するプライオリティを変更する場合、[プライオリティ] プルダウンボックス
からプライオリティを選択します。SystemProvisioning が自動的にモデルを選択する場
合のプライオリティを指定します。
注: プライオリティの値が小さいほど優先的に選択されます。

4.

モデルで使用するポリシーを変更する場合、[ポリシー名] プルダウンボックスからポリ
シーを選択します。
注: モデルに対してポリシーが設定されていない場合には、親グループのプロパティに
設定されているポリシーが使用されます。

5.

[適用] をクリックします。

以上でモデルプロパティの [全般] タブの設定は完了です。

4.5.2.

[ソフトウェア] タブを設定するには
モデルプロパティの [ソフトウェア] タブを設定します。以下の手順に従って設定してくださ
い。
1.

「モデルプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[ソフトウェア] タブを選択します。

2.

[ソフトウェア一覧] グループボックスの [配布のタイミング] プルダウンボックスからソフ
トウェアを配布するタイミングを選択します。選択すると、既に登録されているソフトウェ
アが一覧に表示されます。

3.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

4.

[ソフトウェア一覧] グループボックスに配布するソフトウェアを追加する場合、[アクショ
ン] メニューの [追加] をクリックします。
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5.

[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。

6.

[ソフトウェア種別] プルダウンボックスから表示するソフトウェアを絞り込みます。

7.

[ソフトウェア追加] グループボックスから、配布するソフトウェアのチェックボックスをオ
ンにします。

8.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスにソフトウェアが追加されま
す。

9.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

10. [適用] をクリックします。
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イメージを変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。
注: イメージ変更は、ソフトウェアの種別が Differential Clone、または Disk Clone の場合の
み可能です。

関連情報: イメージの利用方法については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の
「2.8. イメージ管理 (Differential Clone、Disk Clone)」を参照してください。

1.

[イメージ変更] アイコンをクリックします。

2.

[イメージ変更] グループボックスから、設定するイメージのチェックボックスをオンにしま
す。イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合には、[デフ
ォルトイメージを利用する] を選択します。

3.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスのソフトウェアのイメージが
変更されます。

以上でモデルプロパティの [ソフトウェア] タブの設定は完了です。
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4.6. モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場
合)
「4.4.2 [モデル] タブを設定するには」で追加したモデルの詳細情報を設定します。モデルプ
ロパティでは、マシンの種類に依存した情報を設定します。本節ではモデルの種別が [VM]
の場合の設定について説明します。以下の手順に従って設定してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプロパティ設定を行う運用グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループプロパティ設定」が表示されます。[モデル] タブをクリックし
ます。

5.

[モデル一覧] グループボックスから詳細設定を行うモデルの [編集] アイコンをクリック
します。

6.

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。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「4.7 モデルプロパティ設
定」を参照してください。
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4.6.1.

[全般] タブを設定するには
モデルプロパティの [全般] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「モデルプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。

2.

モデル名を変更する場合、[モデル名] テキストボックスにモデル名を入力します (入力
必須)。

3.

モデルで使用するプライオリティを変更する場合、[プライオリティ] プルダウンボックス
からプライオリティを選択します。SystemProvisioning が自動的にモデルを選択する場
合のプライオリティを指定します。
注: プライオリティの値が小さいほど優先的に選択されます。
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4.

モデルで使用するポリシーを変更する場合、[ポリシー名] プルダウンボックスからポリ
シーを選択します。
注: モデルに対してポリシーが設定されていない場合には、親グループのプロパティに
設定されているポリシーが使用されます。

5.

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] プルダウンボッ
クスから VM サーバモデルを選択します。VM サーバモデルが指定されている場合には、
仮想マシンを作成する際に、指定されている VM サーバモデル配下の仮想マシンサー
バからマシンを作成する仮想マシンサーバを選択します。
注: VM サーバモデルが指定されていない場合、仮想マシンが所属する DataCenter 配
下の仮想マシンサーバから選択します。

6.

最適起動機能を有効にする場合、[最適起動を有効にする] チェックボックスをオンにし
ます。最適起動機能を有効にすると、現在ホストとしている仮想マシンサーバ上で仮想
マシンが起動不可能だった場合に、ホストとする仮想マシンサーバを
SystemProvisioning が自動で選択します。[VM サーバモデル] プルダウンボックスか
ら VM サーバモデルが指定されていると、指定されている VM サーバモデル配下の仮想
マシンサーバからマシンを起動する仮想マシンサーバを選択します。
注: VM サーバモデルが指定されていない場合、仮想マシンが所属する DataCenter 配
下の仮想マシンサーバから選択します。

7.

稼動させる仮想マシンを DPM に登録する場合、[VM を作成した時、DPM に登録する]
チェックボックスをオンにし、[DPM Web サーバ] プルダウンボックスから Web サーバ
for DPM、および [DPM 管理サーバ] プルダウンボックスから管理サーバ for DPM を
選択します。
注: XenServer、スタンドアロン ESXi、および Hyper-V 仮想マシンの新規リソース割り
当て、もしくはリソース割り当てを行う場合は、本設定は必須です。設定していない場合
は、操作を行うことはできません。

8.

[適用] をクリックします。

以上でモデルプロパティの [全般] タブの設定は完了です。

4.6.2.

[ソフトウェア] タブを設定するには
モデルプロパティの [ソフトウェア] タブを設定します。
[ソフトウェア] タブの設定については、「4.5.2 [ソフトウェア] タブを設定するには」を参照して
ください。
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4.6.3.

[マシンプロファイル] タブを設定するには
モデルプロパティの [マシンプロファイル] タブを設定します。
[マシンプロファイル] タブでは、新規に仮想マシンを作成する際に仮想マシンに割り当てる
デバイスの設定を行います。マシンプロファイルの定義は、新規リソース割り当て、または再
構成を実行した時に使用されます。
モデルプロパティ設定でのマシンプロファイルの定義は、ホスト設定で個別にマシンプロファ
イルの定義を行わない場合に使用されます。仮想マシン作成時に選択したモデルのマシン
プロファイルの定義が使用されます。
また、グループプロパティ設定、およびホスト設定では、指定したモデルのマシンプロファイ
ルの設定を、既定値として引用することができます。
モデルプロパティ設定の [マシンプロファイル] タブの既定値は、上位のグループ、またはテ
ンプレートの設定値です。グループ、およびテンプレートの両方に設定がある場合は、グル
ープの設定が優先されます。
設定については、「4.4.11 [マシンプロファイル] タブを設定するには」を参照してください。
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4.7. モデルプロパティを設定する (仮想マシンサー
バの場合)
「4.4.2 [モデル] タブを設定するには」で追加したモデルの詳細情報を設定します。モデルプ
ロパティでは、マシンの種類に依存した情報を設定します。本節ではモデルの種別が [VM
サーバ] の場合の設定を説明します。以下の手順に従って設定してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプロパティ設定を行う運用グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループプロパティ設定」が表示されます。[モデル] タブをクリックし
ます。

5.

[モデル一覧] グループボックスから詳細設定を行うモデルの [編集] アイコンをクリック
します。

6.

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。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「4.7 モデルプロパティ設
定」を参照してください。
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4.7.1.

[全般] タブを設定するには
モデルプロパティの [全般] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
注: モデルに設定する DataCenter が適切に設定されていない場合、VM サーバをグループ
に追加することができません。

1.

「モデルプロパティ設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。

2.

モデル名を変更する場合、[モデル名] テキストボックスにモデル名を入力します (入力
必須)。

3.

モデルで使用するプライオリティを変更する場合、[プライオリティ] プルダウンボックス
からプライオリティを選択します。SystemProvisioning が自動的にモデルを選択する場
合のプライオリティを指定します。
注: プライオリティの値が小さいほど優先的に選択されます。

4.

モデルで使用するポリシーを変更する場合、[ポリシー名] プルダウンボックスからポリ
シーを選択します。
注: モデルに対してポリシーが設定されていない場合には、親グループのプロパティに
設定されているポリシーが使用されます。
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5.

モデルで使用する DataCenter を [データセンター] プルダウンボックスから選択しま
す。

6.

[適用] をクリックします。

以上でモデルプロパティの [全般] タブの設定は完了です。

4.7.2.

[ソフトウェア] タブを設定するには
モデルプロパティの [ソフトウェア] タブを設定します。
[ソフトウェア] タブの設定については、「4.5.2 [ソフトウェア] タブを設定するには」を参照して
ください。

4.7.3.

[VM 最適配置] タブを設定するには
モデルプロパティの [VM 最適配置] タブを設定します。VM 最適配置機能を使用しない場合
は、[負荷監視を有効にする (負荷分散・省電力)] チェックボックスをオフにします。VM 最適
配置機能を使用する場合には、「5.3 VM 最適配置機能を設定する」を参照して設定してくだ
さい。
[VM 最適配置] タブの設定については、「5.3.2 VM サーバモデルを設定するには」を参照し
てください。
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4.8. ホストを設定する
「4.4.3 [ホスト] タブを設定するには」で追加したホストの詳細情報を設定します。以下の手
順に従って設定してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプロパティ設定を行う運用グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「グループプロパティ設定」が表示されます。[ホスト] タブをクリックし
ます。

5.

[ホスト一覧] グループボックスから詳細設定を行うホストの [編集] アイコンをクリックし
ます。

6.

メインウィンドウに「ホスト設定」が表示されます。

以下の手順に従って各タブの設定を行ってください。各項目の詳細については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」の「4.9 ホスト設定」を参照し
てください。

4.8.1.

[全般] タブを設定するには
ホストの [全般] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「ホスト設定」ウィンドウを表示し、[全般] タブを選択します。

2.

ホスト名を変更する場合、[ホスト名] テキストボックスにホスト名を入力します (入力必
須)。

3.

[タグ] テキストボックスにタグ (キーワード) を入力します。
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4.

グループもしくは、ホストに設定されている管理者パスワードのどちらを管理者パスワー
ドとして使用するかを選択します。また、ホストに設定されている管理者パスワードを使
用し、パスワードを更新する場合、[パスワード更新] チェックボックスをオンにし、
[Administrator のパスワード] テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

5.

[パッケージ製品プロダクトキー] テキストボックスにホストのプロダクトキーを入力しま
す。

6.

[適用] をクリックします。

以上でホストの [全般] タブの設定は完了です。

4.8.2.

[ネットワーク] タブを設定するには
ホストの [ネットワーク] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「ホスト設定」ウィンドウを表示し、[ネットワーク] タブを選択します。

2.

IP アドレスの一覧に IP アドレスを追加する場合、[アクション] メニューの [追加] をクリ
ックします。

3.

IP アドレスの一覧の下部に、[IP アドレス設定] グループボックスが表示されます。

4.

[IP アドレス] テキストボックスに IP アドレスを入力します。

5.

[サブネットマスク] テキストボックスにサブネットマスクを入力します。

6.

[デフォルトゲートウェイ] テキストボックスにデフォルトゲートウェイを入力します。

7.

[OK] をクリックします。IP アドレスの一覧に IP アドレスが追加されます。

8.

ESMPRO/ServerAgent で物理マシンの監視を行う場合、または SystemMonitor 性能
監視で IP アドレスを利用して管理対象マシンの性能監視を行う場合、[管理用 IP アドレ
ス] プルダウンボックスから管理用 IP アドレスを選択します。
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9.

[戻る] をクリックします。

以上でホストの [ネットワーク] タブの設定は完了です。

4.8.3.

[ストレージ] タブを設定するには
ホストの [ストレージ] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「ホスト設定」ウィンドウを表示し、[ストレージ] タブを選択します。

2.

[ストレージ一覧] グループボックスにディスクボリュームを追加する場合、[アクション]
メニューの [追加] をクリックします。

3.

[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。

4.

設定するディスクボリュームをすべての HBA に接続する場合は、[HBA 情報] グループ
ボックスから[全ての HBA に接続する] をオンします。接続する HBA を指定する場合、
[HBA 番号] テキストボックスに HBA 番号を入力します。HBA 番号とは、「3.11.3 [スト
レージ] タブを設定するには」で設定した HBA 番号です。
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5.

[ディスクアレイ] プルダウンボックスからディスクアレイを選択します。

6.

表示されたディスクボリュームの一覧から、登録するディスクボリュームのチェックボック
スをオンにします。

7.

[OK] をクリックします。[ストレージ一覧] グループボックスにディスクボリュームが追加
されます。

8.

[適用] をクリックします。
注:
▪ ストレージ制御を行うには、マシンプロパティの [ストレージ] タブも併せて設定する必
要があります。両方が設定されていない場合、ストレージ制御は行われません。マシン
プロパティの [ストレージ] タブの設定については、「3.11.3 [ストレージ] タブを設定する
には」を参照してください。
▪ ディスクボリュームの設定数の上限に注意してください。
▪ iStorage の場合、LD セットに割り当て可能な LD 数まで設定できます。LD セットに割
り当て可能な LD 数については、機種によって異なるため、ご使用の iStorage のマニュ
アルを参照してください。
▪ Symmetrix の場合、OS のスペックまで設定できます。

以上でホストの [ストレージ] タブの設定は完了です。

4.8.4.

[ソフトウェア] タブを設定するには
ホストの [ソフトウェア] タブを設定します。以下の手順に従って設定してください。
1.

「ホスト設定」ウィンドウを表示し、[ソフトウェア] タブを選択します。

2.

[ソフトウェア一覧] グループボックスの [配布のタイミング] プルダウンボックスからソフ
トウェアを配布するタイミングを選択します。選択すると、既に登録されているソフトウェ
アが一覧に表示されます。

3.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

4.

[ソフトウェア一覧] グループボックスに配布するソフトウェアを追加する場合、[アクショ
ン] メニューの [追加] をクリックします。
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5.

[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。

6.

[ソフトウェア種別] プルダウンボックスから表示するソフトウェアを絞り込みます。

7.

[ソフトウェア設定] グループボックスから、配布するソフトウェアのチェックボックスをオ
ンにします。

8.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスにソフトウェアが追加されま
す。

9.

ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェックボ
ックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。

10. [適用] をクリックします。
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イメージを変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。
注: イメージ変更は、ソフトウェアの種別が Differential Clone、または Disk Clone の場合の
み可能です。

関連情報: イメージの利用方法については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の
「2.8. イメージ管理 (Differential Clone、Disk Clone)」を参照してください。

1.

[イメージ変更] アイコンをクリックします。

2.

[イメージ変更] グループボックスから、設定するイメージのチェックボックスをオンにしま
す。イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合には、[デフ
ォルトイメージを利用する] を選択します。

3.

[OK] をクリックします。[ソフトウェア一覧] グループボックスのソフトウェアのイメージが
変更されます。

以上でホストの [ソフトウェア] タブの設定は完了です。
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4.8.5.

[マシンプロファイル] タブを設定するには
ホストの [マシンプロファイル] タブを設定します。
[マシンプロファイル] タブでは、新規に仮想マシンを作成する際に仮想マシンに割り当てる
デバイスの設定を行います。管理対象マシンが仮想マシン以外の場合、マシンプロファイル
の設定は必要ありません。モデル種別が [VM] のモデルプロパティが設定された場合に、
[マシンプロファイル] タブが表示されます。マシンプロファイルの定義は、新規リソース割り
当て、または再構成を実行した時に使用されます。
個々のホストに対して個別のマシンプロファイルを定義したい場合にホスト設定で設定します。
ホスト設定上に定義がない場合は、仮想マシン作成時に指定したモデルプロパティ設定のマ
シンプロファイルの定義を使用して仮想マシンが作成されます。
設定については、「4.4.11 [マシンプロファイル] タブを設定するには」を参照してください。
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仮想環境を管理、および運用するための設

5.

定

本章では、SigmaSystemCenterでの仮想環境の管理、および運用する方法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。

•
•
•

5.1
5.2
5.3

仮想マシンを作成する .............................................................................................. 216
テンプレートを作成する ............................................................................................. 226
VM 最適配置機能を設定する ................................................................................... 237
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5.1. 仮想マシンを作成する
SystemProvisioning では、SystemProvisioning が管理する仮想マシンサーバ上に仮想マ
シンを作成することができます。本節では、仮想マシンを作成する場合に必要となる設定を
説明します。
SystemProvisioning から仮想マシンを作成する方法には、以下の 4 種類があります。

テンプレート

使用環境

Full Clone用のテンプレート

VMware環境 (スタンドアロンESXiは除く)
Xen環境 ※1

HW Profile Clone用のテンプレート

VMware環境 (スタンドアロンESXi推奨)
Hyper-V環境

Differential Clone用のテンプレート

VMware環境
Xen環境
Hyper-V環境

Disk Clone用のテンプレート

VMware環境 (スタンドアロンESXi推奨)
Xen環境
Hyper-V環境

※1

[仮想] ビューのみで作成することができます。

注: Differential Clone を利用するためには、ターゲットライセンスに加えて Differential
Clone オプションが必要です。

関連情報: それぞれの方式の機能や特徴については、「SigmaSystemCenter リファレンス
ガイド」の「2.3. Full Clone」、「2.4. HW Profile Clone」、「2.5. Differential Clone」、「2.6.
Disk Clone」を参照してください。
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5.1.1.

仮想マシンの作成方法について
SystemProvisioning から仮想マシンを作成する方法には、[仮想] ビューより作成する方法
と [運用] ビューより作成する方法の 2 種類があります。以下にそれぞれの違いと使い分け
について説明します。


[仮想] ビューより作成する方法
[仮想] ビューより仮想マシンを作成する場合は、マスタ VM の完全な Clone となり、作
成する仮想マシンに対してホスト名や IP アドレスなどの情報を個別に設定することがで
きません。

注:
▪ 仮想マシンの作成は、Full Clone 用のテンプレートのみ作成が可能です。
▪ 仮想マシンは、以下の仮想マシンサーバに対してのみ作成することができます。
-

VMware vCenter Server から管理されている ESX、および ESXi

-

XenServer

[仮想] ビューより仮想マシンを作成してグループで稼動する場合の手順は、以下の通
りです。
1.

[仮想] ビューの [設定] メニューから [VM 作成 (テンプレート) ] を使用して、仮想
マシンを作成します。

2.

仮想マシンに対して個性の反映をすることができません。仮想マシン作成後に手
動で設定を行います。

3.

[運用] ビューの [アクション] メニューから [マスタマシン登録] を使用して、作成し
た仮想マシンをグループで稼動します。

関連情報: 仮想マシンを作成する方法の詳細については、「7.2 [仮想] ビューで仮想マシン
を作成する」を参照してください。
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[運用] ビューより作成する方法
[運用] ビューより新規リソース割り当てを実施して仮想マシンを作成する場合には、作
成する仮想マシンに対してホスト名や IP アドレスなどの情報を個別に設定することがで
きます。
[運用] ビューより仮想マシンを作成してグループで稼動する場合の手順は、以下の通
りです。
1.

[運用] ビューの [アクション] メニューから [新規リソース割り当て] を使用して、仮
想マシンを作成し、そのままグループで稼動します。

関連情報: 仮想マシンを作成しグループで稼動する方法の詳細については、「6.2.3 仮想マ
シンを作成してグループで稼動するには」を参照してください。

5.1.2.

Full Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するには
Full Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するためには、Full Clone 用のテンプレートを
使用します。SystemProvisioning から新規リソース割り当てを実行し、仮想マシンを作成す
る場合、Full Clone 用のテンプレートを使用して、vCenter Server、または XenServer 上で
仮想マシンを作成することができます。
Full Clone 用のテンプレートは、配布ソフトウェアとして運用グループに登録します。
注: Full Clone 用のテンプレートを使用して、[仮想] ビューから仮想マシンを作成することも
できます。作成手順については、「7.2 [仮想] ビューで仮想マシンを作成する」を参照してくだ
さい。Xen 環境の場合、Full Clone 用のテンプレートを使用した仮想マシンの作成は、[仮想]
ビューからのみ実行できます。

1.

マスタ VM を構築する
「2.10.1 vCenter Server でマスタ VM を作成するには」、または「2.12.1 XenCenter で
マスタ VM を作成するには」を参照して仮想マシンサーバ上にテンプレート作成元となる
マスタ VM を構築します。

2.

テンプレートを作成する
「5.2.1 Full Clone 用のテンプレートを作成するには」を参照してテンプレートを作成しま
す。

3.

テンプレートを運用グループに登録する (VMware 環境の場合のみ)
「4.8.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」を参照してテンプレートを配布ソフトウェアと
して運用グループに登録します。
注: Xen 環境の場合、本手順は必要ありません。
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4.

モデルの詳細情報を設定する
「4.6 モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場合)」を参照してモデルの詳細設定
を行います。

5.

仮想マシンを作成してグループで稼動する
•

VMware 環境の場合
「6.2.2 ホストにリソースを割り当てるには」を参照して新規リソース割り当てを実行
し、仮想マシンを作成してグループで稼動します。

•

5.1.3.

Xen 環境の場合
1.

SystemProvisioning に登録したテンプレートを元に仮想マシンを作成し
ます。仮想マシンの作成は、XenCenter、および [仮想] ビューより行うこ
とができます。

2.

作成した仮想マシンの固有情報 (ホスト名、IP アドレス、管理者パスワー
ド) を XenCenter から変更します。

3.

変更した固有情報にあわせたホスト設定を作成します。そのホスト設定を
用いて、作成した仮想マシンをマスタマシン登録して、グループに登録し
てください。

HW Profile Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するには
HW Profile Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するためには、HW Profile Clone 用の
テンプレートとシナリオを使用します。SystemProvisioning から HW Profile Clone 用のテン
プレートを使用して、vCenter Server、スタンドアロン ESXi、または Hyper-V 上で仮想マシン
を作成することができます。
SystemProvisioning は、まず HW Profile Clone 用のテンプレートを元に空 VM (OS が入っ
ていない仮想マシン) を作成します。その後、シナリオを使用して OS、アプリケーションのイ
ンストールを行います。
HW Profile Clone 用のテンプレート、およびシナリオは、配布ソフトウェアとして運用グルー
プに登録します。
注: HW Profile Clone 用の空 VM への OS、アプリケーションのインストールは DPM のディ
スク複製機能により行われますので、「SigmaSystemCenter ファーストステップガイド」の
「3.3.2.DPM 制御環境での確認事項」に従って運用する必要があります。
ただし、仮想マシンは DPM からの WOL (Wake On Lan) はサポートしておりません。手順
2 のマスタ VM の仮想マシンに対してバックアップを実行する場合は注意してください。

1.

マスタ VM を構築する
「2.10.1 vCenter Server でマスタ VM を作成するには」、「2.13.1 ESXi でマスタ VM を
作成するには」、または「2.14.1 Hyper-V でマスタ VM を作成するには」を参照して仮想
マシンサーバ上にテンプレート作成元となるマスタ VM を構築します。
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2.

シナリオを作成する
1.

マスタ VM を DPM に登録する
「2.7.4 仮想マシンを DPM に登録するには」を参照してマスタ VM を DPM に登録
します。

2.

DPM からマスタ VM のバックアップを採取する
「2.8.5 マスタマシンのバックアップに向け準備するには」、および「2.8.6 バックア
ップ用シナリオファイルを作成するには」を参照して DPM からマスタ VM のバックア
ップを採取します。

3.

DPM で採取したバックアップからリストア用シナリオを作成する
「2.8.7 リストア用シナリオファイルを作成するには」を参照して DPM で採取したバ
ックアップからリストア用シナリオを作成します。

注:
▪ 仮想マシンに対しては、DPM による WOL (Wake On Lan) はサポートしておりませ
ん。マスタ VM の仮想マシンに対してバックアップを実行する際には、
SystemProvisioning から実行してください。DPM から実行する場合は、
SystemProvisioning、もしくは連携製品のマネージャから手動で仮想マシンの電源をオ
ンにする必要があります。
▪ Hyper-V 上の仮想マシンに対しては、DPM からのマルチキャストによる配信はサポ
ートしておりません。リストアシナリオを作成する際には、ユニキャストによるデータ配信
を指定してください。

3.

テンプレートを作成する
「5.2.2 HW Profile Clone 用のテンプレートを作成するには」を参照してテンプレートを
作成します。

4.

テンプレート、およびシナリオを運用グループに登録する
テンプレート、およびシナリオを配布ソフトウェアとして運用グループに登録します。運用
グループへの登録方法については、「4.8.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」を参照
してください。
Hyper-V 上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの HW Profile Clone 用のテンプレー
トを複数の Hyper-V 間で利用できます。
ESXi 上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの HW Profile Clone 用のテンプレートは、
そのマスタ VM が所属する ESXi 上でのみ利用できます。ただし、複数の ESXi で
Datastore が共有されている場合は、複数の ESXi 間でテンプレートを利用可能です。

5.

モデルの詳細情報を設定する
「4.6 モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場合)」を参照してモデルの詳細設定
を行います。
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6.

仮想マシンを作成してグループで稼動する
「6.2.2 ホストにリソースを割り当てるには」を参照して新規リソース割り当てを実行し、
仮想マシンを作成してグループで稼動します。

5.1.4.

Differential Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するには
Differential Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するためには、Differential Clone 用の
テンプレートを使用します。SystemProvisioning から Differential Clone 用のテンプレートを
使用して、vCenter Server、XenServer、スタンドアロン ESXi、または Hyper-V 上で仮想マ
シンを作成することができます。
SystemProvisioning は、マスタ VM を元に Differential Clone 用のテンプレートのイメージ
(レプリカ VM) を作成します。そして、そのイメージを元に差分ディスクを作成し、新たな仮想
マシンを作成します。
Differential Clone 用のテンプレートを配布ソフトウェアとして運用グループに登録します。
1.

マスタ VM を構築する
「2.10.1 vCenter Server でマスタ VM を作成するには」、「2.12.1 XenCenter でマスタ
VM を作成するには」、「2.13.1 ESXi でマスタ VM を作成するには」、または「2.14.1
Hyper-V でマスタ VM を作成するには」を参照して仮想マシンサーバ上にテンプレート
作成元となるマスタ VM を構築します。

2.

DPM を使用して仮想マシンの展開を行う準備をする
仮想マシンサーバが vCenter Server に管理されている場合は、vCenter Server により
展開処理が行われますので、本手順は必要ありません。手順 7 に進んでください。
関連情報: Differential Clone 作成時の処理についての詳細は、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「2.7.6 Sysprep 利用方法－Full Clone、
Differential Clone (vCenter Server) －」、「2.7.7 Sysprep 利用方法－Disk Clone、
Differential Clone (DPM) －」を参照してください。

3.

マスタ VM を DPM に登録する
マスタ VM を DPM に登録します。詳細については、「2.7.4 仮想マシンを DPM に登録
するには」を参照してください。

4.

マスタ VM に対して DPM のディスク複製用パラメータファイルを作成する
イメージビルダーでディスク複製用パラメータファイルを作成します。
ディスク複製用パラメータファイルの作成方法は、「DeploymentManager ユーザーズガ
イド基本操作編」の「1.1.3 マスタコンピュータ用ディスク複製用情報ファイルの準備」を
参照してください。
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5.

Sysprep の自動実行の準備をする
「2.8.5 マスタマシンのバックアップに向け準備するには」を参照して、手順 1 から 7 まで
実施します。

6.

マスタ VM に対して Sysprep の自動実行を設定する
[リソース] ビューから対象のマスタ VM のアイコンをクリックし、[設定] メニューから [プ
ロパティ] をクリックします。[ソフトウェア] タブを選択し、[配布のタイミング] プルダウン
ボックスから "レプリカ作成時に配布" を選択します。[アクション] メニューから [追加]
をクリックし、Sysprep 実行シナリオを追加します。シナリオが追加されていることを確認
し、[適用] をクリックします。
Sysprep 実行シナリオの作成方法は、「5.1.6 Sysprep 実行シナリオを作成するには」を
参照してください。

7.

マスタ VM の電源をオフにして、スナップショットを作成する
「5.2.5 スナップショットを作成するには」を参照して、マスタ VM にスナップショットを作
成してください。

8.

テンプレートを作成する
マスタ VM にスナップショットを作成した後、「5.2.3 Differential Clone 用のテンプレート
を作成するには」を参照して作成してください。

9.

テンプレートを運用グループに登録する
テンプレートを配布ソフトウェアとして運用グループに登録します。運用グループへの登
録方法については、「4.8.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」を参照してください。
Hyper-V 単体上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの Differential Clone 用のテンプ
レートは、そのマスタ VM が所属する Hyper-V 上でのみ利用できます。
Hyper-V クラスタ上に仮想マシンを作成する場合は、CSV 上にテンプレートを作成する
ことにより、クラスタ内のすべてのホスト上で、そのテンプレートを使用できます。
ESXi 上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの Differential Clone 用のテンプレートは、
そのマスタ VM が所属する ESXi 上でのみ利用できます。ただし、複数の ESXi で
Datastore が共有されている場合は、複数の ESXi 間でテンプレートを利用可能です。

10. モデルの詳細情報を設定する
「4.6 モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場合)」を参照してモデルの詳細設定
を行います。
11. 仮想マシンを作成してグループで稼動する
「6.2.2 ホストにリソースを割り当てるには」を参照して新規リソース割り当てを実行し、
仮想マシンを作成してグループで稼動します。
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5.1.5.

Disk Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するには
Disk Clone 方式を使用して仮想マシンを作成するためには、Disk Clone 用のテンプレートを
使用します。SystemProvisioning から Disk Clone 用のテンプレートを使用して、XenServer、
スタンドアロン ESXi、または Hyper-V 上で仮想マシンを作成することができます。仮想マシ
ンサーバが vCenter Server に管理されている場合は、Disk Clone ではなく、Full Clone を
使用することを推奨します。
SystemProvisioning は、マスタ VM を元に Disk Clone 用のテンプレートのイメージを作成し
ます。そして、そのイメージを元に仮想ディスクをコピーし、仮想マシンを作成します。
Disk Clone 用のテンプレートは、配布ソフトウェアとして運用グループに登録します。
1.

マスタ VM を構築する
「2.12.1 XenCenter でマスタ VM を作成するには」、「2.13.1 ESXi でマスタ VM を作成
するには」、または「2.14.1 Hyper-V でマスタ VM を作成するには」を参照して仮想マシ
ンサーバ上にテンプレート作成元となるマスタ VM を構築します。

2.

マスタ VM を DPM に登録する
マスタ VM を DPM に登録します。詳細については、「2.7.4 仮想マシンを DPM に登録
するには」を参照してください。

3.

マスタ VM に対して DPM のディスク複製用パラメータファイルを作成する
注: Xen 環境の場合、マスタ VM のブートオーダの設定を必ず NIC よりディスクが先に
起動するよう設定してください。設定していない場合、仮想マシン作成が失敗します。
イメージビルダーでディスク複製用パラメータファイルを作成します。
ディスク複製用パラメータファイルの作成方法は、「DeploymentManager ユーザーズガ
イド基本操作編」の「1.1.3 マスタコンピュータ用ディスク複製用情報ファイルの準備」を
参照してください。

4.

Sysprep の自動実行の準備をする
「2.8.5 マスタマシンのバックアップに向け準備するには」を参照して、手順 1 から 7 まで
実施します。
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5.

マスタ VM に対して Sysprep の自動実行を設定する
[リソース] ビューから対象のマスタ VM のアイコンをクリックし、[設定] メニューから [プ
ロパティ] をクリックします。[ソフトウェア] タブを選択し、[配布のタイミング] プルダウン
ボックスから "レプリカ作成時に配布" を選択します。[アクション] メニューから [追加]
をクリックし、Sysprep 実行シナリオを追加します。シナリオが追加されていることを確認
し、[適用] をクリックします。
Sysprep 実行シナリオの作成方法は、「5.1.6 Sysprep 実行シナリオを作成するには」を
参照してください。

6.

テンプレートを作成する
「5.2.4 Disk Clone 用のテンプレートを作成するには」を参照してテンプレートを作成し
てください。

7.

テンプレートを運用グループに登録する
「4.8.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」を参照してテンプレートを配布ソフトウェアと
して運用グループに登録してください。
XenServer 上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの Disk Clone 用のテンプレートを
複数の XenServer 間で利用できます。
Hyper-V 単体上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの Disk Clone 用のテンプレート
は、そのマスタ VM が所属する Hyper-V 上でのみ利用できます。
Hyper-V クラスタ上に仮想マシンを作成する場合は、CSV 上にテンプレートを作成する
ことにより、クラスタ内のすべてのホスト上で、そのテンプレートを使用できます。
ESXi 上に仮想マシンを作成する場合は、1 つの Disk Clone 用のテンプレートは、その
マスタ VM が所属する ESXi 上でのみ利用できます。ただし、複数の ESXi で Datastore
が共有されている場合は、複数の ESXi 間でテンプレートが利用可能です。

8.

モデルの詳細情報を設定する
「4.6 モデルプロパティを設定する (仮想マシンの場合)」を参照してモデルの詳細設定
を行います。

9.

仮想マシンを作成してグループで稼動する
「6.2.2 ホストにリソースを割り当てるには」を参照して新規リソース割り当てを実行し、
仮想マシンを作成してグループで稼動します。
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5.1.6.

Sysprep 実行シナリオを作成するには
Differential Clone、Disk Clone 作成時に使用する、Sysprep を実行するためのシナリオを
作成します。
1.

パッケージを登録する
DPM のイメージビルダーで、SystemProvisioning インストールフォルダ¥PVM¥opt に
ある Sysprep 実行のためのスクリプト「execsysprep.bat」をパッケージに登録します。
注: execsysprep.bat は、内部で OS の sysprep.exe を実行するものです。
sysprep.exe の動作は環境に依存します。ご使用の環境でご確認ください。

関連情報: パッケージの登録方法の詳細については、「DeploymentManager ユーザ
ーズガイド基本操作編」の「17.4 パッケージの登録/修正」を参照してください。

2.

1.

「イメージビルダー」を起動して、[パッケージの登録 / 修正] をクリックします。

2.

[ファイル] から [Windows パッケージ作成] をクリックします。「Windows パッケー
ジ作成」画面が表示されます。

3.

[基本] タブを選択し、[パッケージ ID] を入力します。[タイプ] に、[アプリケーション]
を選択してください。[緊急度] は、[一般] から変更しないでください。

4.

[実行設定] タブを選択し、[実行ファイル名] に、execsysprep.bat へのパスを入力
します。

5.

[対応 OS と言語] タブを選択し、[OS 名] に [All OS] を、[言語名] に [All
Language] を追加します。

6.

[OK] をクリックして Windows パッケージ作成します。

シナリオを作成する
DPM の Web コンソールでシナリオを作成します。
関連情報: シナリオの作成方法の詳細については、「DeploymentManager ユーザー
ズガイド基本操作編」の「3.3.2 アプリケーションインストールのシナリオファイル作成」
を参照してください。

1.

DPM の Web コンソールを起動します。

2.

[シナリオ] メニューから [シナリオファイルの作成] をクリックします。

3.

[アプリケーション] タブを選択し、[アプリケーション名] グループボックス内のプル
ダウンボックスから手順 1 で登録したパッケージを選択し、各項目を選択 / 入力し
ます。

4.

[シナリオ名] テキストボックスにシナリオ名を入力し、[OK] をクリックしてシナリオ
を作成します。

以上で Sysprep 実行シナリオの作成は完了です。
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5.2. テンプレートを作成する
SystemProvisioning から使用できるテンプレートには、以下の 4 種類があります。

5.2.1.



Full Clone 用のテンプレート



HW Profile Clone 用のテンプレート



Differential Clone 用のテンプレート



Disk Clone 用のテンプレート

Full Clone 用のテンプレートを作成するには
VMware 環境、および Xen 環境のマスタ VM を作成した後、Full Clone 用のテンプレートを
作成します。VMware vCenter Server 上の仮想マシンから作成する場合とその他の環境上
の仮想マシンから作成する場合で表示ウィンドウが異なります。以下の手順に従って作成し
てください。
1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからテンプレートの作成元となるマスタ VM をクリックします。
注: テンプレートの作成先となるマシンの電源は事前にオフにしておく必要があります。

3.

[設定] 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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4.

メインウィンドウに「テンプレート作成」が表示されます。

5.

[テンプレート名] テキストボックスに Full Clone 用のテンプレート名を入力します (入力
必須)。

6.

[コスト値] テキストボックスに仮想マシンのコスト値を入力します。

7.

[タイプ] は "Full Clone" を選択します。

8.

[VM サーバ] プルダウンボックスから作成先の仮想マシンサーバを選択します。

9.

[格納場所] プルダウンボックスから格納先の Datastore を選択します。

10. [Duplicate 名] テキストボックスに Duplicate 名を入力します。
注: Duplicate 名は重複できません。
11. [Windows 設定 / Linux 設定] から Full Clone 用のテンプレートの OS を選択します。
12. [名前] テキストボックスに使用する OS ライセンスの所有者名を入力します。
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13. [組織名] テキストボックスに使用する OS ライセンスの所有組織名を入力します。
14. [タイムゾーン] プルダウンボックスから使用するタイムゾーンを選択します。
15. [プロダクトキー] テキストボックスに使用する OS のプロダクトキーを入力します。
16. [ライセンスモード] からライセンスモードを選択します。[同時接続サーバ数] を選択した
場合、同時接続するサーバ数をテキストボックスに入力します。
17. [OK] をクリックします。
18. [テンプレート一覧] グループボックスに作成したテンプレートが追加されていることを確
認します。
以上で Full Clone 用のテンプレートの用意は完了です。

5.2.2.

HW Profile Clone 用のテンプレートを作成するには
VMware 環境 (スタンドアロン ESXi 推奨)、および Hyper-V 環境のマスタ VM を作成した後、
HW Profile Clone 用テンプレートを作成します。以下の手順に従って作成してください。
注:
▪ HW Profile Clone 用のテンプレートは、仮想マシンを作成する際にクローン元となる仮想マ
シンを示したものです。
▪ HW Profile Clone 用のテンプレートは、SystemProvisioning に特化した概念です。仮想マ
シンサーバ上ではなく、SigmaSystemCenter 管理サーバ上に作成されます。
▪ HW Profile Clone 用のテンプレートは、イメージはありません。
1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからテンプレートの作成元となるマスタ VM をクリックします。
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3.

[設定] メニューから [テンプレート] をクリックします。メインウィンドウに「テンプレート作
成」が表示されます。

4.

[テンプレート名] テキストボックスに HW Profile Clone 用のテンプレート名を入力します
(入力必須)。

5.

[コスト値] テキストボックスに HW Profile Clone 用の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 (入力必須)。

6.

[タイプ] は "HW Profile Clone" をオンにします。

7.

[OK] をクリックします。

8.

[仮想] ツリーからマスタ VM が存在する仮想マシンサーバのアイコンをクリックします。

9.

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。

10. [テンプレート一覧] グループボックスに作成したテンプレートが追加されていることを確
認します。
以上で HW Profile Clone 用のテンプレートの用意は完了です。
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5.2.3.

Differential Clone 用のテンプレートを作成するには
VMware 環境、Xen 環境、および Hyper-V 環境のマスタ VM を作成した後、Differential
Clone 用のテンプレートを作成します。VMware vCenter Server 上の仮想マシンから作成す
る場合とその他の環境上の仮想マシンから作成する場合で表示ウィンドウが異なります。以
下の手順に従って作成してください。
注:
▪ Differential Clone 用のテンプレートは、仮想マシンを作成する際に参照先となる仮想マシ
ンを示したものです。
▪ Differential Clone 用のテンプレートは、SystemProvisioning に特化した概念です。仮想マ
シンサーバ上ではなく、SigmaSystemCenter 管理サーバ上に作成されます。
▪ Differential Clone 用のテンプレートはマスタ VM にスナップショットが無い状態では作成で
きません。テンプレート作成前にスナップショットを作成してください。スナップショットを作成
するには、「5.2.5 スナップショットを作成するには」を参照してください。
▪ VMware 環境の場合、vSphere 4 より以前のバージョンでは、Differential Clone を行うこと
はできません。
▪ Xen 環境、およびスタンドアロン ESXi、Hyper-V 環境の場合、Differential Clone 用のテン
プレートのイメージ (レプリカ VM) には、Sysprep が実行されているため、起動などの操作
を行なわないでください。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからテンプレートの作成元となるマスタ VM をクリックします。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
230

テンプレートを作成する

3.

[設定] メニューから [テンプレート] をクリックします。メインウィンドウに「テンプレート作
成が表示されます。

4.

[テンプレート名] テキストボックスに Differential Clone 用のテンプレート名を入力します
(入力必須)。

5.

[コスト値] テキストボックスに Differential Clone 用の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 (入力必須)。

6.

[タイプ] は "Differential Clone" をオンにします。
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7.

[イメージ名] テキストボックスに Differential Clone 用のテンプレートが使用するイメー
ジ名を入力します (入力必須)。
注: イメージ名は、マスタ VM 名の文字数と合わせて 53 文字を超えない長さにしてくだ
さい。文字数が超える場合、イメージ名、またはマスタ VM の文字数を変更してくださ
い。

8.

[VM サーバ] プルダウンボックスからイメージ (レプリカ VM) の作成先仮想マシンサー
バを選択します。

9.

[格納場所] プルダウンボックスからイメージ (レプリカ VM) の格納先 Datastore を選択
します。

10. [作成元スナップショット] プルダウンボックスからイメージ (レプリカ VM) の作成元とな
るスナップショットを選択します。VMware vCenter Server 環境以外の仮想マシンから
作成する場合は手順 18 へ進んでください。
11. [Duplicate 名] テキストボックスに Duplicate を入力します。
12. [Windows 設定 / Linux 設定] から Differential Clone 用のテンプレートの OS を選択し
ます。
13. [名前] テキストボックスに使用する OS ライセンスの所有者名を入力します。
14. [組織名] テキストボックスに使用する OS ライセンスの所有組織名を入力します。
15. [タイムゾーン] プルダウンボックスから使用するタイムゾーンを選択します。
16. [プロダクトキー] テキストボックスに使用する OS のプロダクトキーを入力します。
17. [ライセンスモード] からライセンスモードを選択します。[同時接続サーバ数] を選択した
場合、同時接続するサーバ数をテキストボックスに入力します。
18. [OK] をクリックします。
19. [テンプレート一覧] グループボックスに作成したテンプレートが追加されていることを確
認します。
以上で Differential Clone 用のテンプレートの作成は完了です。

5.2.4.

Disk Clone 用のテンプレートを作成するには
VMware 環境 (スタンドアロン ESXi 推奨)、Xen 環境、および Hyper-V 環境のマスタ VM を
作成した後、Disk Clone 用のテンプレートを作成します。以下の手順に従って作成してくださ
い。
注:
▪ Disk Clone 用のテンプレートは、仮想マシンを作成する際に参照先となる仮想マシンを示
したものです。
▪ Disk Clone 用のテンプレートは、SystemProvisioning に特化した概念です。仮想マシンサ
ーバ上ではなく、SigmaSystemCenter 管理サーバ上に作成されます。
▪ Disk Clone 用のテンプレートのイメージ (レプリカ VM) には、Sysprep が実行されている
ため、起動などの操作を行なわないでください。
SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド

232

テンプレートを作成する

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからテンプレートの作成元となるマスタ VM をクリックします。

3.

[設定] メニューから [テンプレート] をクリックします。メインウィンドウに「テンプレート作
成」が表示されます。

4.

[テンプレート名] テキストボックスに Disk Clone 用のテンプレート名を入力します (入力
必須)。

5.

[コスト値] テキストボックスに Disk Clone 用の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 (入力必須)。

6.

[タイプ] は "Disk Clone" をオンにします。

7.

[イメージ名] テキストボックスに Disk Clone 用のテンプレートが使用するイメージ名を
入力します (入力必須)。
注: イメージ名は、マスタ VM 名の文字数と合わせて 53 文字を超えない長さにしてくだ
さい。文字数が超える場合、イメージ名、またはマスタ VM の文字数を変更してくださ
い。

8.

[VM サーバ] プルダウンボックスからイメージ (レプリカ VM) の作成先仮想マシンサー
バを選択します。

9.

[格納場所] プルダウンボックスからイメージ (レプリカ VM) の格納先 Datastore を選択
します。

10. [OK] をクリックします。
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11. [テンプレート一覧] グループボックスに作成したテンプレートが追加されていることを確
認します。
以上で Disk Clone 用のテンプレートの作成は完了です。

5.2.5.

スナップショットを作成するには
Web コンソールから仮想マシンの状態を保存するスナップショットを作成することができます。
Differential Clone 用のテンプレート、およびイメージを作成する場合は、マスタ VM の電源
状態をオフにして作成したスナップショットが必要です。以下の手順に従って作成してくださ
い。
関連情報: スナップショット管理の詳細については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイ
ド」の「2.9. スナップショットの管理」を参照してください。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからスナップショットを作成する仮想マシンのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。

4.

メインウィンドウにスナップショットの詳細情報が表示されます。
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5.

[設定] メニューから [スナップショット] の [管理] をクリックします。メインウィンドウに
「スナップショット作成」が表示されます。

6.

[スナップショット名] テキストボックスにスナップショット名を入力します (入力必須)。

7.

[OK] をクリックします。

8.

[スナップショット一覧] グループボックスに作成されたスナップショットが追加されている
ことを確認します。

以上で、スナップショットの作成は完了です。

5.2.6.

スナップショットを復元するには
Web コンソールから仮想マシンを保存したスナップショットの状態に復元することができま
す。
1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからスナップショットを復元する仮想マシンのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウに「スナッ
プショット管理」が表示されます。
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4.

[スナップショット一覧] グループボックスから復元するスナップショットのチェックボックス
をオンにします (選択必須)。

5.

[アクション] メニューから [復元] をクリックします。

以上で、スナップショットの復元は完了です。

5.2.7.

スナップショットを削除するには
Web コンソールから仮想マシンの状態を保存するスナップショットを削除することができま
す。
注: 仮想マシンに作成されたスナップショットが多い場合、スナップショットの削除に時間が
かかる場合があります。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーからスナップショットを削除する仮想マシンのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウに「スナッ
プショット管理」が表示されます。

4.

[スナップショット一覧] グループボックスから削除するスナップショットのチェックボックス
をオンにします (選択必須)。

5.

[アクション] メニューから [削除] をクリックします。

注: スナップショットは、「スナップショット管理」ウィンドウの [設定] メニューから [スナップシ
ョット] の [すべて削除] をクリックすると、一括でスナップショットを削除することができます。
以上で、スナップショットの削除は完了です。
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5.3. VM 最適配置機能を設定する
本節では、VM 最適配置機能の設定方法について説明します。VM 最適配置機能の概要に
ついては、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「2.11.2 VM 最適配置」を参照してく
ださい。

5.3.1.

仮想マシンサーバをグループで管理するには
SystemProvisioning による Hot Migrate / Cold Migrate は、同一のグループで稼動している
仮想マシンサーバ間で行われます。仮想マシンの負荷分散や省電力機能、また仮想マシン
サーバ障害時の Failover による障害復旧など、仮想マシンの Hot Migrate / Cold Migrate
を伴う機能を使用する場合には、仮想マシンの移動対象となる仮想マシンサーバ群を 1 つの
グループに登録してください。
以下は、仮想マシンの負荷分散の例です。

SystemProvisioning は、仮想マシンサーバの負荷状態を監視して、負荷が集中している仮
想マシンサーバ上から、負荷があまり高くない他の仮想マシンサーバへ仮想マシンを自動的
に Hot Migrate することにより、負荷を適正にすることができます。負荷分散対象とする仮想
マシンサーバ群を 1 つのグループに登録して稼動してください。別グループで稼動している
仮想マシンサーバは、仮想マシンの Migrate 対象にはなりません。

5.3.2.

VM サーバモデルを設定するには
仮想マシンサーバのグループに対して、VM サーバモデルを設定します。モデルの設定方法
については、「4.5 モデルプロパティを設定する」を参照してください。ここでは、VM 最適配置
機能を利用するために必要なモデルプロパティ設定の [VM 最適配置] タブの設定について
説明します。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプロパティ設定を行う運用グループのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。
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4.

メインウィンドウに「グループプロパティ設定」が表示されます。[モデル] タブをクリックし
ます。

5.

[モデル一覧] グループボックスから詳細設定を行うモデルの [編集] アイコンをクリック
します。

6.

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。[VM 最適配置] タブを選択
します。

7.

仮想マシンサーバの高負荷境界 (%) を、[高負荷境界] テキストボックスに整数値で
入力します。(負荷分散)

8.

仮想マシンサーバの負荷の目標範囲 (%～%) を、[稼動目標域] テキストボックスに
整数値で入力します。(負荷分散・省電力・最適起動)

9.

仮想マシンサーバの低負荷境界 (%) を、[低負荷境界] テキストボックスに整数値で
入力します。(省電力)

10. 負荷分散、または省電力を利用する場合は、[負荷監視を有効にする(負荷分散・省電
力)] チェックボックスをオンにします。負荷監視を有効にすることにより、高負荷検出・
低負荷検出イベントが通知されるようになります。
11. 省電力を利用する場合は、必要に応じて [負荷の変動に対応するため、停止せずに待
機する予備マシンの台数(省電力)] プルダウンボックスで予備マシン台数を指定します。
予備マシン台数を "1" 以上に設定することにより、仮想マシンサーバの負荷上昇時・
障害発生時等に仮想マシンを素早く移動ができるようになります。("1" 以上を推奨)
12. [適用] をクリックします。
以上で VM サーバモデルの設定は完了です。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
238

VM 最適配置機能を設定する

5.3.3.

SystemMonitor 性能監視を設定するには
SystemMonitor 性能監視では、仮想マシンサーバの性能状態の監視を行い、CPU 高負荷、
または低負荷が発生した場合、SystemProvisioning へ通報します。SystemMonitor 性能監
視の設定については、「2.5 SystemMonitor 性能監視で性能を監視するための設定を行う」
を参照してください。ここでは、VM 最適配置機能を利用するために必要な設定について説
明します。
1.

SystemMonitor 性能監視の管理コンソールを起動します。

2.

SystemMonitor 性能監視でグループを追加し、SystemProvisioning 上の VM サーバモ
デルを構成反映の対象として設定します。

3.

[ツール] メニューから [SystemProvisioning 構成一括反映] をクリックし、VM サーバ
モデルの情報を反映します。

4.

ツリー上に仮想マシンサーバが表示されたことを確認します。

5.

ツリーのグループ名を右クリックし、[閾値監視設定] を選択します。

6.

「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。

7.

[閾値定義] および [性能監視リスト] に、対象とする SystemProvisioning の VM サー
バモデルで設定した内容が反映されていることを確認します。自動で反映された項目は、
青色で表示されます。

関連情報: 閾値監視設定については、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の「6.
閾値監視と通報」を参照してください。
以上で SystemMonitor 性能監視の設定は完了です。

5.3.4.

省電力機能を使用するには
VM 最適配置で省電力機能を使用する場合には、仮想マシンサーバのグループに対して、
[標準ポリシー (仮想マシンサーバ 省電力) ] を設定してください。仮想マシンの使用台数が
少なくなる夜間のみ省電力運転を行うといった運用を行うには、グループに設定するポリシ
ーを SigmaSystemCenter のコマンドを使用して日中と夜間とで切り替えてください。
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ー)

本章では、SigmaSystemCenter でマシンを運用するための操作 ([運用] ビュー) 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。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

プールにマシンを追加する ........................................................................................ 242
グループで稼動する ................................................................................................. 243
スケールアウト ......................................................................................................... 251
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マシンの用途を変更する........................................................................................... 253
マシンを置換する ..................................................................................................... 255
仮想マシンの再構成を行う ....................................................................................... 258
マシンへ指定したソフトウェアを配布する ................................................................... 260
ソフトウェアの再配布をする ...................................................................................... 262
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6.1. プールにマシンを追加する
運用グループのプールで待機するマシンを追加します。運用グループプールに追加したマシ
ンは、その運用グループ用のプールマシンとなりますが、1 台のマシンを複数のグループプ
ールに待機させ、用途変更などに対応することもできます。以下の手順に従って追加してく
ださい。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからプールマシンを追加するグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[操作] メニューから [プールに追加] をクリックします。

5.

メインウィンドウに「プールに追加」と表示されます。[モデル] プルダウンボックスからモ
デルを選択します。

6.

プールに追加するマシンのチェックボックスをオンにします。

7.

[OK] をクリックします。

8.

プールにマシンを追加するか確認メッセージが表示されます。

9.

[OK] をクリックすると実行されます。

以上でプールへのマシン追加は完了です。
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6.2. グループで稼動する
SigmaSystemCenter では、グループに登録されたホストを指定してリソースを割り当てるこ
とにより、グループにマシンが追加されて稼動します。本節では、マシンをグループで稼動す
る方法について説明します。

6.2.1.

マスタマシンを登録するには
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。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。"マスタマシン登録" を実施するには、あらかじめマスタマシンのホスト名やネット
ワーク情報などを設定したホストを用意しておきます。以下の手順に従って登録してくださ
い。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからマスタマシンの登録をするグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[ホスト一覧] グループボックスからマスタマシンの情報が設定されているホストのチェッ
クボックスをオンにします。

5.

[アクション] メニューから [マスタマシン登録] をクリックします。

6.

メインウィンドウに「プールを選択してください。」が表示されます。マスタマシンを登録す
るマシンのプールを選択します。
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7.

[次へ] をクリックします。[共通プールから選択] を選択した場合、手順 11 へ進みます。

8.

手順 6 で [グループプールから選択] を選択した場合、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。[モデル] プルダウンボックスから
モデルを選択します。

9.

グループに追加するマスタマシンを選択します。

10. [次へ] をクリックします。
11. メインウィンドウに、マスタマシンの登録確認情報が表示されます。

12. [完了] をクリックします。
以上でマスタマシンの登録は完了です。
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6.2.2.

ホストにリソースを割り当てるには
ソフトウェアの配布やネットワーク設定を行ってマシンをグループで稼動することを "リソース
割り当て" と呼びます。以下の手順に従って登録してください。
注:
▪ Xen の仮想マシンには "リソース割り当て" はできません。グループで稼動させる場合は、
"マスタマシン登録"、または "新規リソース割り当て" で稼動させてください。
▪ スタンドアロン ESXi、Hyper-V 上の仮想マシンの場合、モデルプロパティ設定の [全般] タ
ブで仮想マシンを作成した時、DPM に登録するように設定しておく必要があります。詳細は、
「4.6.1 [全般] タブを設定するには」を参照してください。
また、作成するモデル、グループ、もしくはホストのいずれかプロパティ設定にある [ソフトウ
ェア] タブに HW Profile Clone 用のテンプレートと DPM の OS 配信用のシナリオの登録が
必須となります。
▪ モデル、もしくはグループのソフトウェア設定に登録されているテンプレートのタイプが Disk
Clone、もしくは Differential Clone の場合、リソース割り当ては実行できません。
▪ リソース割り当てを行い、ESX のスクリプトインストールを実行した場合、vCenter Server
に「ホスト名＋ドメインサフィックス」で登録されます。本機能を実行して登録する場合は、イン
ストールしようとする ESX の名前が解決されている必要があります。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからマシンを登録するグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[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
にします。
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5.

[アクション] メニューから [リソース割り当て] をクリックします。

6.

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。マシン
の割り当て方法を選択します。

7.

[次へ] をクリックします。
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8.

マシンの割り当て方法を自動選択した場合、手順 11 に進みます。マシンの割り当て方
法を手動選択した場合、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。

9.

追加したいマシンを選択します。

10. [次へ] をクリックします。
11. メインウィンドウにマシンを割り当てる確認情報が表示されます。

12. [完了] をクリックします。
以上でホストに対してリソースの割り当てを行い、グループへのマシン登録は完了です。
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6.2.3.

仮想マシンを作成してグループで稼動するには
仮想マシンを新規に作成してグループで稼動する場合、"新規リソース割り当て" を使用しま
す。以下の手順に従って登録してください。
注:
▪ Xen 環境、スタンドアロン ESXi、もしくは Hyper-V 上の仮想マシンの場合、モデルプロパテ
ィ設定の [全般] タブで仮想マシンを作成した時、DPM に登録するように設定しておく必要
があります。詳細は、「4.6.1 [全般] タブを設定するには」を参照してください。
また、HW Profile Clone 方式を使用して仮想マシンを作成する場合、作成するモデル、グル
ープ、もしくはホストのいずれかプロパティ設定にある [ソフトウェア] タブに HW Profile
Clone 用のテンプレートと DPM の OS 配信用のシナリオの登録が必須となります。
▪仮想マシンサーバ、および Datastore を自動選択とした選択基準については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「2.11.5 VM 最適作成の条件」の「4. 仮想マシ
ンサーバと Datastore の選択基準」を参照してください。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからマシンを登録するグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[ホスト一覧] グループボックスから仮想マシンの情報が設定されているホストのチェック
ボックスをオンにします。ホストは複数選択することができます。

5.

[アクション] メニューから [新規リソース割り当て] をクリックします。
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6.

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。

7.

仮想マシンを作成するモデルを選択します。モデルプロパティ設定の [ソフトウェア] タ
ブで指定されているテンプレートを使用し、仮想マシンを作成します。

8.

仮想マシンサーバの選択方法を選択します。仮想マシンサーバを自動選択する場合、
手順 12 へ進みます。

9.

仮想マシンサーバを指定する場合、[VM サーバ] プルダウンボックスから仮想マシンサ
ーバを選択します。

10. [VM 名] テキストボックスに仮想マシン名を入力します。
11. 仮想マシンサーバを指定する場合、[作成先データストア] プルダウンボックスから作成
先 Datastore を選択します。作成先 Datastore がなしの場合、自動選択されます。
12. [OK] をクリックします。
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13. メインウィンドウに新規リソース割り当ての確認情報が表示されます。

14. [OK] をクリックします。
以上で仮想マシンを作成してグループで稼動は完了です。
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6.3. スケールアウト
運用グループプールで待機するマシンを稼動 (スケールアウト) します。以下の手順に従っ
てスケールアウトしてください。
注:
▪ スケールアウトするマシンが仮想マシンサーバであり、マシン上に仮想マシン、またはテン
プレートが既に存在する場合、スケールアウトを行うことはできません。
▪ スタンドアロン ESXi、および Hyper-V はサポート対象外となります。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからスケールアウトするグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[操作] メニューから [スケールアウト] をクリックします。

5.

スケールアウトを行うか確認メッセージが表示されます。

6.

完了するとグループに追加されたマシンは [ホスト一覧] グループボックスに表示され
ます。

以上でスケールアウトは完了です。
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6.4. スケールイン
運用グループで稼動中のマシンをプールに待機 (スケールイン) します。以下の手順に従っ
てスケールインしてください。
注: スタンドアロン ESXi、および Hyper-V はサポート対象外となります。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからスケールインするグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[操作] メニューから [スケールイン] をクリックします。

5.

スケールインを行うか確認メッセージが表示されます。

6.

完了すると待機状態となったマシンは [リソースプール] グループボックスに表示されま
す。

以上でスケールインは完了です。
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6.5. マシンの用途を変更する
運用グループで稼働中のマシンを他のグループへ移動し、マシンの用途を変更します。マシ
ンの用途変更は、物理マシン、およびテンプレートが存在しない仮想マシンサーバが対象と
なります。マシンの用途変更は、モデルの種別が [VM サーバ] のグループで稼動している
仮想マシンサーバを、モデルの種別が [物理] のグループに用途変更することはできません。
以下の手順に従って用途変更してください。
注: 仮想マシン、XenServer、スタンドアロン ESXi、および Hyper-V はサポート対象外となり
ます。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーから用途変更するマシンが所属しているグループのアイコンをクリックしま
す。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[ホスト一覧] グループボックスから用途変更するマシンのチェックボックスをオンにしま
す。

5.

[アクション] メニューから [マシンの用途変更] をクリックします。
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6.

「マシンの用途変更」ダイアログボックスが表示されます。移動先グループを選択します。

7.

[OK] をクリックします。

以上でマシンの用途変更は完了です。
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6.6. マシンを置換する
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。以下の手順に従って置換して
ください。
注: 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。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーから置換するマシンが所属しているグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[ホスト一覧] グループボックスから置換するマシンのチェックボックスをオンにします。

5.

[アクション] メニューから [マシンの置換] をクリックします。
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6.

メインウィンドウに「選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します。」が表
示されます。
マシンの置換方法を選択します。

7.

[次へ] をクリックします。

8.

マシンの置換方法を自動選択した場合、手順 12 に進みます。マシンの置換方法を手動
選択した場合、メインウィンドウに「選択されたホストに割り当てられているマシンを置換
します。」が表示されます。

9.

置換するマシンが所属するモデルを選択します。前のウィンドウで [グループプールか
ら選択] を選択している場合、モデルを選択することはできません。
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10. 置換元のマシンを選択します。
11. [次へ] をクリックします。
12. メインウィンドウにマシンを置換する確認情報が表示されます。

13. [完了] をクリックします。
以上でマシンの置換は完了です。
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6.7. 仮想マシンの再構成を行う
Differential Clone 仮想マシンを再構成 (Revert / Reconstruct) します。以下の手順に従っ
て変更してください。
注:
▪ 再構成により拡張ディスクのドライブレターが変更される場合があります。再構成を行う場
合は、あらかじめ仮想マシンの CD デバイスのドライブレターを拡張ディスクより後になるよう
に変更してください。
▪ 仮想マシンの電源状態がサスペンドの場合は、再構成が失敗します。

関連情報: 再構成 (Revert / Reconstruct) の機能については、「SigmaSystemCenter リフ
ァレンスガイド」の「2.5.2 再構成 (Revert)」、「2.5.3 再構成 (Reconstruct)」を参照してくだ
さい。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーから仮想マシンの再構成を行う対象のグループのアイコンをクリックしま
す。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[ホスト一覧] グループボックスから再構成を行うホストのチェックボックスをオンにしま
す。

5.

[アクション] メニューから [再構成] をクリックします。

SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
258

仮想マシンの再構成を行う

6.

メインウィンドウに「再構成」ウィンドウが表示されます。

7.

実行する再構成の種別 [Reconstruct]、もしくは [Revert] からどちらか選択します。

8.

[最大同時実行数] テキストボックスに同時に再構成を行う仮想マシンの数を入力しま
す。

9.

[実行間隔] テキストボックスに再構成を連続で実行する場合に、次に実行するまでの
待ち時間を入力します。

10. [実行条件] グループボックスから再構成を実行する仮想マシンの条件を選択します。
11. [OK] をクリックします。
以上で仮想マシンの再構成は完了です。
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6.8. マシンへ指定したソフトウェアを配布する
任意のタイミングでマシンへ指定したソフトウェアを配布します (指定ソフトウェア配布)。以下
の手順に従って配布してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからソフトウェアを配布するグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[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マシンのチェックボックスをオ
ンにします。

5.

[アクション] メニューから [ソフトウェア配布] をクリックします。
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6.

「ソフトウェア配布」ダイアログボックスが表示されます。[指定ソフトウェア配布] を選択
し、[OK] をクリックします。

7.

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。

8.

[ソフトウェア種別] プルダウンボックスから表示するソフトウェアを絞り込みます。

9.

[ソフトウェア一覧] グループボックスから配布するソフトウェアのチェックボックスをオン
にします。

10. 複数のソフトウェアを配布する場合、ソフトウェアの配布順序を入れ替えることができま
す。ソフトウェアの配布順序を入れ替える場合、順序を入れ替えるソフトウェアのチェッ
クボックスをオンにし、[↑] もしくは、[↓] をクリックします。
11. [OK] をクリックします。
以上で指定ソフトウェアの配布は完了です。
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6.9. ソフトウェアの再配布をする
ソフトウェアの再配布を行います。以下の手順に従って再配布を行ってください。
注: テンプレート、および指定ソフトウェア配布したソフトウェアは、再配布することはできま
せん。

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからソフトウェアを再配布するグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[操作] メニューから [ソフトウェア再配布] をクリックします。
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5.

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。

6.

グループへの配布方法を選択します。

7.

ソフトウェアのインストール方法の選択を行います。

8.

[OK] をクリックします。

以上でソフトウェアの再配布は完了です。
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7.

ー)

本章では、SigmaSystemCenter でマシンを運用するための操作 ([仮想] ビュー) 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
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

仮想マシンサーバを移動するには ............................................................................ 266
[仮想] ビューで仮想マシンを作成する ...................................................................... 267
仮想マシンを移動するには ....................................................................................... 268
仮想マシンコンソールに接続するには ....................................................................... 275
仮想マシンコンソールのスクリーンショットを取得するには ......................................... 279
ESXi の管理、および運用するための設定 ................................................................ 280
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7.1. 仮想マシンサーバを移動するには
SystemProvisioning では、仮想マシンサーバを DataCenter 間で移動をすることができます。
以下の手順に従って移動してください。
注: 仮想マシンサーバ移動は、ESXi、および Hyper-V 単体の仮想マネージャのみサポート
しています。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから移動する仮想マシンサーバの 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。

3.

[VM サーバ一覧] グループボックスから移動する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 [移動] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「VM サーバ移動」が表示されます。移動先の DataCenter のアイコン
をクリックします。

5.

[OK] をクリックします。

以上で仮想マシンサーバの移動は完了です。
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7.2. [仮想] ビューで仮想マシンを作成する
仮想ビューで仮想マシンを作成します。以下の手順に従って作成してください。

注:
▪ 仮想マシンの作成は、Full Clone 用のテンプレートのみ作成が可能です。
▪ 仮想マシンは、以下の仮想マシンサーバに対してのみ作成することができます。
•

VMware vCenter Server から管理されている ESX、および ESXi

•

XenServer

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから仮想マシンを作成する仮想マシンサーバをクリックします。

3.

[設定] メニューから [VM 作成 (テンプレート)] をクリックします。

4.

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。

5.

[VM 名] テキストボックスに作成する仮想マシン名を入力します。

6.

[作成先データストア] プルダウンボックスから仮想マシンを作成するデータストアを選択
します。

7.

[テンプレート] プルダウンボックスから仮想マシンを作成するのに使用するテンプレート
を選択します。

8.

[OK] をクリックします。

関連情報: グループで稼動する方法については、「6.2.1 マスタマシンを登録するには」を参
照してください。
以上で仮想ビューでの仮想マシンの作成は完了です。
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7.3. 仮想マシンを移動するには
仮想マシンを別の仮想マシンサーバへ移動します。
仮想マシンを指定して移動する手順と、仮想マシンサーバを指定して移動する手順の 2 種類
があります。同じ仮想マシンサーバ上の仮想マシンを複数台同時に移動する場合には、仮
想マシンサーバを指定して仮想マシンを移動してください。
まず、仮想マシンを指定して移動する手順を説明します。以下の手順に従って操作してくださ
い。
注:
▪ 単体の Hyper-V の仮想マシンは、移動できません。
▪ クラスタ構成の Hyper-V の仮想マシンは、CSV 上に配置されて、高可用化されている場合
にのみ、Hot Migration / Cold Migration が可能です。
▪ スタンドアロン ESXi は、共有ストレージ上の仮想マシンのみ、Move と Failover をサポート
しています。ただし、Failover は、ウィンドウからの操作はサポートしていません。ポリシー契
機、および ssc コマンドの evacuate machine コマンドを利用して、対象のマシンに仮想マシ
ンを指定した場合のみサポートしています。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから移動する仮想マシンのグループのアイコンをクリックします。
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3.

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。

4.

[操作] メニューから [VM 移動] をクリックします。
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5.

メインウィンドウに「VM 移動」が表示されます。

注: [移動先 VM サーバ一覧] グループボックスには、指定した仮想マシンと同じ
DataCenter 内の仮想マシンサーバが表示されます。

6.

[移動先 VM サーバ一覧] グループボックスから移動先の仮想マシンサーバを選択しま
す (選択必須)。

7.

[VM 移動方法の指定] グループボックスから仮想マシンの移動方法を指定します。[Hot
Migration / Cold Migration を行います] チェックボックスをオンにすると、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。
[Move を行います] チェックボックスをオンにすると、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] チェックボックスをオンにすると、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 。 Hot
Migration / Cold Migration、および Failover は、仮想マシンが共有ディスク上に存在す
る場合に有効です。
注: Hyper-V の場合、あらかじめ [Hot Migration / Cold Migration を行います] チェック
ボックスがオンになっています。Hot Migration は、Live Migration、Cold Migration は移
動を表します。
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8.

[VM 移動方法の指定] グループボックスで [Move を行います] チェックボックスのみオ
ンにした場合、[移動先データストア] プルダウンボックスから移動先のデータストアを選
択します。

9.

電源オフの仮想マシンを移動した後、自動で電源をオンにする場合、[自動起動] チェッ
クボックスをオンにします。

10. [OK] をクリックします。
以上で VM 移動は完了です。
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次に仮想マシンサーバを指定して移動する手順を説明します。
1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから移動する仮想マシンを管理する仮想マシンサーバのアイコンをクリッ
クします。

3.

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。

4.

[稼動中 VM 一覧] グループボックス、または [未使用 VM 一覧] グループボックスから
移動する仮想マシンを選択します。

5.

[アクション] メニューから [VM 移動] をクリックします。手順 6 以降は仮想マシンを指定
して移動する方法と同様です。
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6.

メインウィンドウに「VM 移動」が表示されます。

注: [移動先 VM サーバ一覧] グループボックスには、指定した仮想マシンと同じ
DataCenter 内の仮想マシンサーバが表示されます。

7.

[移動先 VM サーバ一覧] グループボックスから移動先の仮想マシンサーバを選択しま
す (選択必須)。

8.

[VM 移動方法の指定] グループボックスから仮想マシンの移動方法を指定します。[Hot
Migration / Cold Migration を行います] チェックボックスをオンにすると、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。
[Move を行います] チェックボックスをオンにすると、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] チェックボックスをオンにすると、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 。 Hot
Migration / Cold Migration、および Failover は、仮想マシンが共有ディスク上に存在す
る場合に有効です。
注: Hyper-V の場合、あらかじめ [Hot Migration / Cold Migration を行います] チェック
ボックスがオンになっています。Hot Migration は、Live Migration、Cold Migration は移
動を表します。
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9.

[VM 移動方法の指定] グループボックスで [Move を行います] チェックボックスのみオ
ンにした場合、[移動先データストア] プルダウンボックスから移動先のデータストアを選
択します。

10. 電源オフの仮想マシンを移動した後、自動で電源をオンにする場合、[自動起動] チェッ
クボックスをオンにします。
11. [OK] をクリックします。
以上で VM 移動は完了です。
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7.4. 仮想マシンコンソールに接続するには
Web コンソールから仮想マシンのコンソール画面に接続し、仮想マシンを操作することがで
きます。以下の手順に従って接続してください。


動作環境
以下の仮想マシンサーバ上の仮想マシンを対象とします。
•

VMware ESX 3.5

•

VMware ESXi 3.5

•

VMware ESX 4.0

以下のブラウザを対象とします。
•

Internet Explorer 6

•

Internet Explorer 7

•

Firefox 3.0

ブラウザから直接 ESX / ESXi に接続できる必要があります (ポート : 902)。


事前準備
仮想マシンコンソールに接続するためには、ブラウザにプラグインをインストールする必
要があります。
ESX3.5 以前の場合、仮想マシンのコンソール画面接続時に自動でプラグインがインス
トールされます。コンソール画面が表示されない場合などは、下記の手順で ESX 自身
の Web コンソールに接続します。プラグインのインストール後に、再度仮想マシンのコ
ンソール画面が正しく表示できるか確認してください。
なお、ESX4.0 の場合、ESX インストール直後は Web Access が有効ではないため、以
下の手順で Web Access を有効にしてください。プラグインがインストールされた後は、
Web Access を無効にしても構いません。
1.

root 権限を使用して ESX ホストにログインします。

2.

Web Access サービスが実行されているかどうかを確認するため、以下のコマンド
を入力します。
service vmware-webAccess status

セクション II SigmaSystemCenterの運用を開始する
275

7 SigmaSystemCenter へリソースを登録する

3.

Web Access サービスが実行されていない場合は、コマンドを入力して Web
Access サービスを起動します。
service vmware-webAccess start

関連情報: 詳細については、VMware 社発行の vSphere Web Access システム
管理者ガイドを参照してください。
http://www.vmware.com/files/jp/pdf/vsp_40_web_access_ja.pdf
以下の手順に従って、ブラウザにプラグインをインストールします。
1.

ブラウザから ESX の Web コンソールに接続
https://esx の IP アドレス、またはホスト名/ui/
注: ホスト名で ESX に接続する場合は、接続元のマシンから名前解決できるよう
にしてください。



2.

ESX のユーザ名 (root) とパスワードを使用し、ログインします。

3.

プラグインをインストールするプロンプトが表示されます。クリックしてプラグインを
インストールします。

コンソールに接続するには
以下の手順に従って接続してください。
注:
▪ 仮想マシンコンソールに接続する前に仮想マシンの電源をオンにしてください。
▪ 仮想マシンコンソールに接続するためには、ユーザの権限が Administrator である必
要があります。

1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから接続する仮想マシンのアイコンをクリックします。

3.

[設定] メニューから [コンソール] をクリックします。

4.

選択した仮想マシンのコンソールが表示されます。ESX 3.5 の場合は、メインウィン
ドウ内に表示されます。ESX 4.0 の場合は、VMware Remote Console が別のア
プリケーションとして起動されます。
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ESX3.5 の場合、以下のような画面が表示されます。

注: ESX3.5 の場合、以下の点に注意してください。
▪ コンソールのサイズは、仮想マシンの解像度と同じになります。
▪ [全画面表示] をクリックすると、仮想マシンコンソールが全画面表示されます。Web コ
ンソールの表示に戻すには、Ctrl+Alt キーを押します。
▪ [Ctrl+Alt+Del を送信] をクリックすると、接続している仮想マシンに Ctrl+Alt+Del を送
信します。
以上で仮想マシンコンソールへの接続は完了です。
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コンソール機能を有効 / 無効にするには
コンソール機能の有効 / 無効は、以下のファイルで指定することができます。指定を変
更後、インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャでアプリケーションプ
ール (ProvisioningPool) のリサイクル、または停止と再開を実行してください。
SystemProvisioning インストールフォルダ¥Provisioning¥App_Data¥Config¥
CustomizationConfig.xml
注: 既定値は、(%ProgramFiles%¥NEC¥PVM) です。
true : 仮想マシンコンソール機能を有効にする
false : 仮想マシンコンソール機能を無効にする
<Configuration>
<Common>
<Console >
<EnableConsole>true</EnableConsole>
</Console>
</Common>
</Configuration>
既定値は true です。



注意事項
•

仮想マシンコンソールからシャットダウンを行った場合、SystemProvisioning に電
源状態が反映されません。Web コンソールから仮想マシンの情報の収集を実行し
てください。

•

仮想マシンコンソールに接続したまま、仮想マシンの移動、シャットダウン、再起動
を行うと接続が切断されます。処理が完了してから、再接続してください。

•

コンソール接続の排他機能はありません。

•

コンソールが表示されない場合があります。表示されない場合には再試行してくだ
さい。
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7.5. 仮想マシンコンソールのスクリーンショットを取
得するには
Web コンソールから仮想マシンコンソールのスクリーンショットを取得することができます。以
下の手順に従って接続してください。


コンソールのスクリーンショットを表示するには
注: 仮想マシンコンソールのスクリーンショットを表示するためには、ユーザの権限が
Administrator である必要があります。



1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[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します。

3.

[スクリーン] メニューにコンソールのスクリーンショットが表示されます。

スクリーンショット機能を有効 / 無効にするには
コンソール機能の有効 / 無効は、以下のファイルで指定することができます。指定を変
更後、インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャでアプリケーションプ
ール (ProvisioningPool) のリサイクル、または停止と再開を実行してください。
SystemProvisioning インストールフォルダ¥Provisioning¥App_Data¥Config¥
CustomizationConfig.xml
注: 既定値は、(%ProgramFiles%¥NEC¥PVM) です。

<Configuration>
<Common>
<Console>
<EnableScreenshot>true</EnableScreenshot>
</Console>
</Common>
</Configuration>
true : 仮想マシンコンソールのスクリーンショット機能を有効にします (既定値)。
false : 仮想マシンコンソールのスクリーンショット機能を無効にします。


注意事項
•

仮想マシンコンソールのスクリーンショットが表示されますが、Web コンソールでは
電源オフと表示される場合は仮想マシン情報の収集を実行してください。

•

コンソールのスクリーンショットが表示されない場合があります。表示されない場合
には再試行してください。
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7.6. ESXi の管理、および運用するための設定
ESXi はスタンドアロン環境、もしくは vCenter Server 環境のどちらか一方で運用を行うこと
ができます。下記では、スタンドアロン環境での運用から vCenter Server 環境での運用へ移
行する場合、および vCenter Server 環境での運用からスタンドアロン環境での運用へ移行
する場合に必要となる設定について説明します。以下の手順の流れに沿って移行してくださ
い。
注: 1 台の ESXi を、スタンドアロン環境と vCenter Server 環境の両方で同時に管理して運
用することはできません。

7.6.1.

ESXi をスタンドアロン環境から vCenter Server に移行するには
ESXi をスタンドアロン環境から vCenter Server に移行する場合、以下の手順に従って移行
してください。
1.

移行する ESXi が管理中の場合、Web コンソールから対象 ESXi のメンテナンスモード
をオンにします。メンテナンスモードをオンにするには「8.1.3 メンテナンスモードをオン
/ オフするには」を参照してください。

2.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

3.

[仮想] ツリーから移行先 vCenter Server の DataCenter を選択し、移行する ESXi を
追加します。ESXi の追加については、「3.7.2 仮想マシンサーバを追加する」を参照し
てください。

4.

ESXi の追加が [監視] ビューの「ジョブ」ウィンドウで正常に終了していることを確認し
てください。

5.

ESXi の追加後、[操作] メニューから [画面更新] を行います。

6.

移行先 vCenter Server の DataCenter に移行する ESXi が登録されたことを確認しま
す。

7.

[仮想] ツリーから移行する ESXi が存在する ESXi 仮想マネージャ配下の DataCenter
のアイコンをクリックします。
注: DataCenter 配下のツリーに表示されている ESXi、および ESXi 上の仮想マシンは、
選択しないでください。ESXi、および仮想マシンを選択すると、vCenter Server 配下の
マシンが選択されます。

8.

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。

9.

[VM サーバ一覧] グループボックスから移行する ESXi 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] をクリックします。

10. ESXi の削除が、[監視] ビューの「ジョブ」ウィンドウで正常に終了していることを確認し
てください。
11. [仮想] ツリーから [仮想] アイコンをクリックします。
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12. 対象 ESXi 削除完了後、[操作] メニューから [画面更新] を行い、スタンドアロン環境か
ら対象 ESXi が削除されていることを確認します。
13. ESXi のメンテナンスモードがオンの場合、メンテナンスモードをオフにしてください。メン
テナンスモードの切り替えについては、「8.1.3 メンテナンスモードをオン / オフするに
は」を参照してください。
注:
▪ 移行する ESXi を仮想マシンサーバモデルのグループで運用している場合は、移行後に仮
想マシンサーバのモデルプロパティ設定の [データセンタ] プルダウンボックスの設定を確
認します。設定している場合は、移行した DataCenter に合わせて変更してください。
▪ vCenter Server に移行後は、Full Clone 用のテンプレートを利用して仮想マシンを作成す
ることができます。Full Clone 用のテンプレートを作成するには、「5.2 テンプレートを作成す
る」を参照してください。
以上で ESXi のスタンドアロン環境から vCenter Server への移行は完了です。

7.6.2.

ESXi を vCenter Server からスタンドアロン環境に移行するには
ESXi を vCenter Server から、スタンドアロン環境に移行します。以下の手順に従って移行し
てください。
1.

タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに切り替えます。

2.

[仮想] ツリーから移行先スタンドアロン環境の DataCenter を選択し、vCenter Server
に管理されているすべての ESXi を追加します。ESXi の追加については、「3.7.2 仮想
マシンサーバを追加するには」を参照してください。

3.

ESXi の追加が [監視] ビューの「ジョブ」ウィンドウで正常に終了していることを確認し
ます。

4.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

5.

[管理] ツリーから、[サブシステム] アイコンをクリックします。

6.

移行元の vCenter Server を削除します。

7.

「5.2.2 HW Profile Clone 用のテンプレートを作成するには」を参照し、HW Profile
Clone 用のテンプレートを用意します。

8.

新規リソース割り当てを行う運用グループを登録します。
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注:
▪ 移行する ESXi を仮想マシンサーバモデルのグループで運用している場合は、移行後に仮
想マシンサーバのモデルプロパティ設定の [データセンタ] プルダウンボックスの設定を確
認します。設定している場合は、移行した DataCenter に合わせて変更してください。
▪ スタンドアロン環境に移行後は、Full Clone 用のテンプレートは使用できません。仮想マシ
ンを作成する場合には、HW Profile Clone 用のテンプレートを用意してください。HW Profile
Clone 用のテンプレートを作成するには、「5.2.2 HW Profile Clone 用のテンプレートを作成
するには」を参照してください。
▪ スタンドアロン環境に移行操作を行った場合に、ESXi のアカウント名とパスワードがクリア
されている場合があります。[管理] ビューのサブシステムの編集ウィンドウでアカウント名と
パスワードが入力されているか確認してください。入力されていない場合は、サブシステムの
編集を行ってください。
以上で ESXi の vCenter Server からスタンドアロン環境への移行は完了です。
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7.6.3.

スタンドアロン ESXi 環境での Failover の後処理
スタンドアロン ESXi 環境をご使用の場合は、復旧処理 (Failover) 後、障害が発生した仮想
マシンサーバを回復して起動する際に、以下の手順を実施してください。本手順を実施する
ことにより、障害が発生した仮想マシンサーバの情報を更新します。
本手順を実施しないと、障害が発生した仮想マシンサーバは、仮想マシンが別の仮想マシン
サーバに移動されたということを認識できず、移動済みの仮想マシンがまだ移動されていな
い状態に見える現象が発生します。
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから対象の ESX のアイコンを選択し、[操作] メニューから [メ
ンテナンスオン] をクリックします。

3.

[操作] メニューから [起動] をクリックし、仮想マシンサーバを起動します。

4.

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [アクセサリ] － [コマンド プロンプト]
をクリックし、コマンド プロンプトを起動します。

5.

下記の ssc コマンドを実行し、仮想マシンサーバが管理している仮想マシンの情報を正
常な状態にします。
ssc recover machine SourceName

6.

[操作] メニューから [故障状態の解除] をクリックし、ハードウェアステータスを正常に
戻します。

7.

[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックし、メンテナンスモードをオフにしま
す。

8.

[操作] メニューから [収集] をクリックし、マシンなどの情報を収集します。

注:
▪ 復旧させる ESXi と同じ DataCenter にある ESXi が、ネットワーク障害など接続できない、
または接続状態が切断の場合は、その ESXi は処理対象から除かれます。処理対象から除
かれた仮想マシンサーバは、運用ログに警告メッセージが記録されます。
▪ 復旧させる ESXi の接続状態が切断以外、またはネットワーク障害などで接続できない場
合は、処理が失敗することがあります。また、復旧処理中に ESXi から移動した仮想マシンの
電源操作が行なわれた場合も、復旧処理に失敗することがあります。
▪ 復旧処理が失敗した場合は、復旧処理を再実行するか、vSphere Client から多重登録さ
れている仮想マシンを削除してください。
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このセクションでは、SigmaSystemCenterの保守の操作、およびバックアップ方法について記載します。

•
•

8
9

保守
バックアップ・リストア
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8.

本章では、SigmaSystemCenter のメンテナンス方法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。

•
•
•
•
•
•
•

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

保守の操作 .............................................................................................................. 288
管理対象マシンを追加登録する ................................................................................ 300
マシンへ追加 AP の配布・パッチを適用する .............................................................. 304
障害状態の確認方法 ............................................................................................... 309
ハードウェアを交換する ............................................................................................ 317
ログの採取 ............................................................................................................... 340
管理サーバの IP アドレスを変更するには ................................................................. 346
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8.1. 保守の操作
8.1.1.

SystemProvisioning を起動 / 再起動 / 停止するには
OS のパッチ適用、管理サーバの保守などを行う場合、SystemProvisioning を起動 / 再起
動 / 停止します。以下の手順に従って操作してください。
1.

タイトルバーの [監視] をクリックし、[監視] ビューに切り替えます。

2.

[ダッシュボード] 、または [ジョブ] ウィンドウを参照し、実行中のジョブがないことを確
認します。

3.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。

4.

サービス一覧から "PVMService" を選択し、[サービスの開始]、[サービスの再起動]、
もしくは、[サービスの停止] をクリックします。

以上で SystemProvisioning を起動 / 再起動 / 停止は完了です。

8.1.2.

マシンを起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドするには
管理対象マシンで直接マシンの電源を操作すると、イベント通報などが発生するため、
SigmaSystemCenter 上からマシンの起動、再起動、シャットダウン、またはサスペンドを行
います。以下の手順に従って操作してください。
マシンの電源操作は、[リソース] ビュー、および [運用] ビューから行うことができます。


[リソース] ビューからマシンの電源操作を行う場合
•

電源操作を行うマシンのグループを指定する場合
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えま
す。

2.

[リソース] ツリーからマシンの起動、再起動、シャットダウン、もしくはサス
ペンドを行うマシンのグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。
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•

4.

[マシン一覧] グループボックスから電源操作を行う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。

5.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

電源操作を行うマシンを指定する場合
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えま
す。

2.

[リソース] ツリーからマシンの起動、再起動、シャットダウン、もしくはサス
ペンドを行うマシンのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにマシンの詳細情報が表示されます。

4.

[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] をクリックします。

5.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。
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[運用] ビューからマシンの電源操作を行う場合
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからマシンを起動、再起動、シャットダウンもしくは、サスペンドを行う
マシンのグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[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
ホストのチェックボックスをオンにします。
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5.

[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。
注:
▪ [操作] メニューから起動、再起動、シャットダウンもしくは、サスペンドを行う場合、
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に処理が行われます。
▪ [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、サスペンドを行う
場合、[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
から選択したマシンのみに処理が行われます。
▪ 管理サーバ for DPM と SIGMABLADE controller を同一マシンにインストールし、
SigmaSystemCenter から SIGMABLADE controller で管理している管理対象マ
シンの再起動を行った場合、マシンの再起動は行われますが、
SigmaSystemCenter での再起動操作がタイムアウトエラーとなります。
上記に該当するマシンを SigmaSystemCenter から再起動する場合は、シャットダ
ウン操作を行った後、起動操作を行うか、レジストリによる設定変更を行ってくださ
い。
詳細、およびレジストリの設定については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイ
ド」の「7.2.14 物理マシンの再起動操作がタイムアウトエラーになる」を参照してく
ださい。

6.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

以上でマシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドは完了です。
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8.1.3.

メンテナンスモードをオン / オフするには
メンテナンスモードをオン / オフに切り替えます。メンテナンスモードは、マシンのメンテナン
ス作業中などの障害通報を無視するときに使用します。メンテナンスモードに設定したマシン
で障害通報が発生してもポリシーによる復旧処理は行いません。また、リソースプールで稼
働していないマシンをメンテナンスモードにした場合、ポリシーによる復旧処理で置換対象の
マシンには選択されなくなります。以下の手順に従って切り替えてください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからメンテナンスモードをオンもしくは、オフにするマシンのグループのアイ
コンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[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
ンスモードをオンもしくは、オフにするマシンのチェックボックスをオンにします。

5.

メンテナンスモードをオンにする場合、[アクション] メニューから [メンテナンスオン] を
クリックし、メンテナンスモードをオフにする場合、[アクション] メニューから [メンテナン
スオフ] をクリックします。

6.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

以上でメンテナンスのオン / オフは完了です。
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8.1.4.

マシンのハードウェア状態を故障から正常に解除するには
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。SystemProvisioning は、
マシンのハードウェアに障害を検出すると、マシンの状態欄に "異常 (故障)"、または "異常
(一部故障)" と表示します。マシンの障害原因を取り除き復旧したら、以下の手順に従って
マシンのハードウェア状態を正常に解除してください。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからマシンのハードウェア状態を故障から正常に解除するマシンのグルー
プのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[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、マシン
のハードウェア状態を故障から正常に解除するマシンのチェックボックスをオンにしま
す。

5.

[アクション] メニューから [故障状態の解除] を選択します。

6.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

以上でマシンのハードウェア状態を故障から正常に解除は完了です。
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8.1.5.

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 (異常終了)" に設定します。"異常 (異常終了)" 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、以下の手順に従って対象マシンの管理状態をリセットしてくださ
い。
1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからジョブ実行結果のリセットを行うグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[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、ジョブ
実行結果のリセットを行うマシンのチェックボックスをオンにします。

5.

[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。

6.

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

以上でジョブ実行結果リセットは完了です。
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8.1.6.

マシンの保守操作をするには
マシンの保守操作 (電源 ON、強制電源 OFF、リセット、パワーサイクル、ダンプ、LED 点灯、
LED 消灯、もしくは ACPI シャットダウン) を行う場合に使用します。以下の手順に従って実
行してください。
この保守操作を実行するには、あらかじめマシンの Out-of-Band Management のための設
定を事前に行っておく必要があります。
関連情報: Out-of-Band Management を利用する方法については、「2.15 Out-of-Band
(OOB) Management を利用するための事前設定を行う」、「3.8 Out-of-Band (OOB)
Management による管理機能を有効にする」、または「3.11.6 [アカウント情報] タブを設定
するには」を参照してください。

注:
▪ Administrator 権限でない場合は、[設定] メニューに [保守操作を表示] は表示されませ
ん。
▪ 強制 OFF、リセット、パワーサイクルは、マシン上の処理状態に関係なく、強制的にマシン
を終了させます。
また、ダンプについても OS の設定によっては強制的にマシンを終了させます。強制的にマ
シンを終了させた場合、データ破壊などのシステムへの影響が発生する可能性があることを
認識したうえで使用してください。
▪ 電源 ON は、マシンの電源操作を行ない、マシンが電源 ON の状態になることを確認しま
す。ただし、そのマシン上で動作する OS などのソフトウェアの起動を保障するものではあり
ません。
▪ リセット、ダンプ、LED 点灯、LED 消灯は、マシンに対して各操作を行うための命令を実行
しますが、実際にマシンの操作が正しく完了するかは確認しません。
▪ LED 点灯を行った場合、対象のマシンの LED は点滅 (点灯) し続けますが、一部の機種
では、一定時間 (約 4 分 30 秒) で LED が消灯します。

1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。

2.

[システムリソース] ツリーから保守操作を行う対象のマシンのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにマシンの詳細情報が表示されます。

4.

対象のマシンが運用グループに所属している場合、[操作] メニューから [メンテナンス
オン] をクリックし、メンテナンスモードをオンにします。
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5.

[設定] メニューから [保守操作を表示] をクリックします。[操作] メニューに[電源 ON]、
[強制 OFF]などの各保守操作が表示されます。

6.

[操作] メニューから 実行したい保守操作をクリックします。

7.

手順 4 でメンテナンスモードをオンにしていた場合、[操作] メニューから [メンテナンス
オフ] をクリックし、メンテナンスモードをオフにします。

8.

[操作] メニューから [収集] をクリックし、マシンなどの情報を収集します。(LED 点灯 /
消灯ではこの操作は必要ありません。)
関連情報: 収集については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソー
ル編」の「3.22.8 収集」を参照してください。

以上でマシンの保守操作は完了です。
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8.1.7.

ホストのグループ変更 (仮想グループのみ) するには
ホストを別のグループに移動します。以下の手順に従って移動してください。
ホストの設定情報 (IP アドレス情報など)、稼動しているリソース情報などを引き継ぎます。
注:
▪ Administrator 権限でない場合は、[設定] メニューに [保守操作を表示] は表示されませ
ん。また、対象の運用グループにモデルの種別が [VM] の場合のみ表示されます。
▪ 下記の設定条件に一致する場合は、グループ変更はできません。
▪ 移動元と移動先の運用グループの OS 種別が異なる場合
▪ 移動元と移動先のモデルのネットワーク接続情報が異なる場合
▪ 選択されたホストと同一のホスト名のホストが移動先に登録されている場合
▪ 選択されたホストで稼働中のリソースが移動先の運用グループのプールで共有されて
いる場合
▪ 選択されたホストに対し、処理 (ジョブ実行、構成変更) が実行中の場合

1.

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。

2.

[運用] ツリーからグループ変更を行う対象のグループのアイコンをクリックします。

3.

メインウィンドウにグループの詳細情報が表示されます。

4.

[設定] メニューから [保守操作を表示] をクリックします。[ホスト一覧] グループボック
スの [アクション] メニューに [グループ変更] が表示されます。
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5.

[ホスト一覧] グループボックスからグループを変更するホストのチェックボックスをオン
にします。

6.

[アクション] メニューから [グループ変更] をクリックします。メインウィンドウに「グルー
プ変更」が表示されます。

7.

移動先モデルを選択し、[OK] をクリックします。

以上でホストのグループ変更 (仮想グループのみ) は完了です。

8.1.8.

ディスクボリュームの構成を変更するには
SigmaSystemCenter で接続中のディスクボリュームの構成を変更します。以下の手順に従
って変更してください。
注:
共有ディスクボリュームの構成変更を行う場合は、関連付けしているすべてのマシンに以下
の手順を行ってください。
▪ iStorage の場合、手順 1、7 は省略可能です。その場合、手順 3 を行った後、
iStorageManager で LD と LD セットの割り当てまで行う必要があります。LD と LD セットの
割り当てについては、iStorageManager のマニュアルを参照してください。また、リソース割
り当ての際、ディスクを割り当てる順番は、「4.8.3 [ストレージ] タブを設定するには」で設定
した順番ではなく、iStorageManager で割り当てた順番になります。

1.

対象マシンの割り当て解除
対象マシンがグループで稼動している場合、リソースの割り当てを解除してマシンをプ
ールで待機させます。Web コンソールの [運用] ツリーから対象の運用グループのアイ
コンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一
覧] グループボックスから、操作対象のディスクボリュームを使用しているホストのチェ
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。
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2.

接続中のディスクボリュームを削除
Web コンソールの [運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メイ
ンウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス
から、操作対象のディスクボリュームを使用中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。[設定] メニューから [プロパティ] をクリックし、「ホ
スト設定」ウィンドウを表示し、[ストレージ] タブを選択します。[ストレージ一覧] から操
作対象のディスクボリュー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] をクリックします。

3.

ディスクボリュームの構成変更
ディスクボリュームの構成変更の詳細な手順については、iStorageManager の場合は、
iStorageManager のマニュアルを参照してください。CLARiX の場合は、Navisphere の
マニュアルを参照してください。Symmetrix の場合、ディスクボリュームの構成変更につ
いての情報は公開されていません。構成を変更する場合は、Symmetrix のサポート窓
口にお問い合わせください。

4.

ストレージ情報の収集
Web コンソールの [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。[操作] メニューから [ストレージ
収集] をクリックし、ストレージの収集を行います。

5.

ディスクボリューム追加
Web コンソールの [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
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
クボリューム登録] をクリックし、「ディスクボリューム登録」ウィンドウを表示します。変
更したディスクボリュームを選択し、[OK] をクリックします。

6.

ホストにディスクボリュームを追加
Web コンソールの [運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メイ
ンウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス
から対象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。[設
定] メニューから [プロパティ] をクリックし、[ホスト設定] ウィンドウを表示し、[ストレー
ジ] タブを選択します。[アクション] メニューの [追加] をクリックし、[ディスクボリューム
設定] グループボックスを表示させます。編集したディスクボリュームのチェックボックス
をオンにし、[OK] をクリックします。

7.

リソース割り当て
Web コンソールの [運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メイ
ンウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[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] をクリックします。

以上で、ディスクボリュームの構成変更は完了です。
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8.2. 管理対象マシンを追加登録する
SigmaSystemCenter の運用開始後、管理対象マシンを追加登録する手順を説明します。
誤って同一マシンが別マシンとして SystemProvisioning に登録されることがないように注意
が必要です。

8.2.1.

物理マシンを追加登録するには
物理マシンを管理対象マシンとして追加登録します。以下の手順に従って登録してください。
物理マシンを仮想マシンサーバとして使用する場合、「8.2.2 仮想マシンサーバを追加登録
するには」を参照してください。
1.

SystemProvisioning のサブシステムとして登録されている DPM に、管理対象マシンを
登録します。

2.

マシンを登録した DPM に対して、SystemProvisioning からマシン情報の収集を行いま
す。タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

3.

[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックします。

4.

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] グル
ープボックスから該当する DPM 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
[収集] をクリックします。

5.

収集したマシンの確認を行います。タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース]
ビューに切り替え、[マシン] アイコンをクリックします。

6.

[設定] メニューから [マシン登録] をクリックし、[管理外のマシン一覧] グループボック
スを確認します。DPM に登録したマシンの情報が正しく反映されていることを確認しま
す。
注: 追加登録されたマシンは、この時点では SystemProvisioning の管理対象となって
いないため、[管理外のマシン一覧] グループボックスに表示されます。

管理対象として追加するマシンを選択して追加登録してください。
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8.2.2.

仮想マシンサーバを追加登録するには
仮想マシンサーバを管理対象マシンとして追加登録します。VMware 環境 (スタンドアロン
ESXi を除く)、および Xen 環境が SigmaSystemCenter に追加登録できる対象の仮想マシ
ンサーバとなります。以下の手順に従って登録してください。
1.

仮想マシンサーバの起動操作を伴う運用を行う場合には、SystemProvisioning のサブ
システムとして登録されている DPM に、仮想マシンサーバを登録する、または仮想マシ
ンサーバに対して、OOB Management による電源制御機能を有効にすることで起動操
作を行うことができます。
SystemProvisioning は、上記、両方の設定を行うことを推奨します。
関連情報:
▪ 仮想マシンサーバを DPM に登録する方法については、「2.7.3 DPM に管理対象マシ
ンを登録するには」を参照してください。DPM の Web コンソールの「コンピュータの追
加」ウィンドウで UUID が登録されていることを確認してください。
▪ OOB Management による電源制御機能を有効にする設定については、「3.8
Out-of-Band (OOB) Management による管理機能を有効にする」を参照してください。

2.

マシンを登録した DPM に対して SystemProvisioning からマシン情報の収集を行いま
す。タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

3.

[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックします。

4.

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] グル
ープボックスから該当する DPM 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
[収集] をクリックします。

5.

収集したマシンの確認を行います。タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース]
ビューに切り替え、[マシン] アイコンをクリックします。

6.

[設定] メニューから [マシン登録] をクリックし、[管理外のマシン一覧] グループボック
スを確認します。DPM に登録したマシンの情報が正しく反映されていることを確認しま
す。
注: 追加登録されたマシンは、この時点では SystemProvisioning の管理対象となって
いないため、[管理外のマシン一覧] グループボックスに表示されます。

7.

SystemProvisioning のサブシステムとして登録されている仮想環境管理ソフトウェアに
仮想マシンサーバを追加します。タイトルバーの [仮想] をクリックし、[仮想] ビューに
切り替えます。

8.

[仮想] ツリーから仮想マシンサーバを追加する DataCenter のアイコンをクリックしま
す。

9.

[設定] メニューから [VM サーバ追加] をクリックし、仮想マシンサーバを追加します。
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10. 仮想マシンサーバは、SystemProvisioning の管理対象として追加されます。マシンの
情報が正しく反映されていることを確認します。タイトルバーの [リソース] をクリックし、
[リソース] ビューに切り替えて、[マシン] アイコンをクリックします。
11. 登録された仮想マシンサーバの名前が複数登録されていないこと、MAC アドレス、
UUID が登録されていることを確認します。
以上で仮想マシンサーバの追加登録は完了です。

8.2.3.

仮想マシンを追加登録するには
SystemProvisioning から仮想マシンを登録した場合、作成された仮想マシンは自動的に
SystemProvisioning の管理対象として登録されます。また、[仮想] ビューの [データセンタ
ー編集] で [管理対象にする] チェックボックスをオンにすると、対象の DataCenter に存在
する仮想マシンが管理対象となります。
作成済みの仮想マシンを個別に管理対象マシンとして追加登録する場合は、以下の手順に
従って登録してください。
1.

仮想マシンが存在する仮想マシンサーバに対して、SystemProvisioning からマシン情
報の収集を行います。タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えま
す。

2.

[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックします。

3.

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] グル
ープボックスから該当する仮想環境管理ソフトウェア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 [収集] をクリックします。

4.

収集したマシンの確認を行います。タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース]
ビューに切り替え、[マシン] アイコンをクリックします。

5.

[設定] メニューから [マシン登録] をクリックし、[管理外のマシン一覧] グループボック
スを確認します。仮想環境管理ソフトウェアに登録したマシンの情報が正しく反映されて
いることを確認します。
注: 追加登録されたマシンは、この時点では SystemProvisioning の管理対象となって
いないため、[管理外のマシン一覧] グループボックスに表示されます。

6.

仮想マシンに対して、アプリケーション、パッチなどのインストールを行う場合には、仮想
マシンを DPM に登録する必要があります。SystemProvisioning のサブシステムとして
登録されている DPM にマシンを登録してください。
注: DPM の Web コンソールの「コンピュータの追加」ウィンドウで UUID が登録されてい
ることを確認してください。登録されていない場合には手動で入力してください。

7.

マシンを登録した DPM に対して SystemProvisioning からマシン情報の収集を行いま
す。タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

8.

[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックします。
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9.

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] グル
ープボックスから該当する DPM 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
[収集] をクリックします。

10. 収集したマシンの確認を行います。タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース]
ビューに切り替え、[マシン] アイコンをクリックします。
11. DPM に登録したマシンの情報が正しく反映されていることを確認します。[設定] メニュ
ーから [マシン登録] をクリックします。[管理外のマシン一覧] グループボックスをクリッ
クし、登録された仮想マシンの名前が複数登録されていないこと、MAC アドレス、UUID
が登録されていることを確認します。
注: 追加登録されたマシンは、この時点では SystemProvisioning の管理対象となって
いないため、[管理外のマシン一覧] グループボックスに表示されます。
管理対象として追加する仮想マシンを選択して追加登録してください。
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8.3. マシンへ追加 AP の配布・パッチを適用する
マシンへ追加のアプリケーションを配布、パッチを適用するために DPM のイメージビルダー
でパッケージを登録し、シナリオファイルを作成します。以下の手順に沿って登録してくださ
い。
関連情報: DPM (HP-UX 版) 上でのイメージ作成、シナリオ作成の詳細は、
「DeploymentManager (HP-UX 版) ユーザーズガイド機能編」の「3.5 パッチイメージの作
成、適用と削除」、「3.6 ソフトウェアイメージの作成、適用と削除」を参照してください。

8.3.1.

マシンへ追加 AP の配布をするには
マシンへ追加のアプリケーションを配布するには、DPM のイメージビルダーでアプリケーショ
ンのパッケージを登録し、アプリケーション配布用のシナリオファイルを作成します。
関連情報:
▪ アプリケーションの登録については、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作
編」の「3.2 サービスパック / HotFix / Linux パッチファイル、アプリケーションの登録」を参照
してください。
▪ シナリオの作成については、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作編」の
「3.3.2 アプリケーションインストールのシナリオファイル作成」を参照してください。

1.

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [DeploymentManager] － [イメー
ジビルダー] を選択し、イメージビルダーを起動します。

2.

「イメージビルダー」画面の [パッケージの登録 / 修正] をクリックします。
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3.

「パッケージの登録 / 修正」画面が表示されます。[ファイル] －パッケージを使用する
OS の [パッケージ作成] をクリックし、パッケージを作成します。

4.

DPM の Web コンソールを起動します。

5.

DPM の Web コンソールの [シナリオ] メニューから [シナリオファイルの作成] をクリッ
クします。

6.

[アプリケーション] タブを選択し、[アプリケーション名] グループボックス内のプルダウ
ンボックスから登録したアプリケーションを選択し、各項目を選択 / 入力します。

セクション III メンテナンスを行う
305

8 保守
7.

シナリオ実行時のシナリオ実行条件を設定する場合は、[オプション] タブを選択します。
シナリオ実行後にマシンの電源をオフにする場合は、[実行後に電源を切断する] チェッ
クボックスをオンにします。

8.

[シナリオ名] テキストボックスにシナリオ名を入力し、[OK] をクリックします。

以上でマシンへ追加 AP の配布は完了です。

8.3.2.

マシンへパッチを適用するには
マシンへパッチの適用を行う場合、DPM のイメージビルダーでパッチのサービスパックを登
録し、パッチ適用のシナリオファイルを作成します。
関連情報:
▪ パッチファイルの登録については、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作編」
の「3.2 サービスパック / HotFix / Linux パッチファイル、アプリケーションの登録」を参照し
てください。
▪ シナリオの作成については、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作編」の
「3.3.1 サービスパック / HotFix / Linux パッチファイル適用のシナリオファイル作成」を参照
してください。

1.

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [DeploymentManager] － [イメー
ジビルダー] を選択し、イメージビルダーを起動します。

2.

「イメージビルダー」画面の [パッケージの登録 / 修正] をクリックします。
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3.

「パッケージの登録 / 修正」画面が表示されます。[ファイル] －パッケージを使用する
OS の [パッケージ作成] をクリックし、パッケージを作成します。

4.

DPM の Web コンソールを起動します。

5.

DPM の Web コンソールの[シナリオ] メニューから [シナリオファイルの作成] をクリック
します。

6.

[アップデート] タブを選択し、[サービスパック/HotFix] グループボックス内のプルダウ
ンボックスから登録したパッチファイルを選択し、各項目を入力します。
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7.

シナリオ実行時のシナリオ実行条件を設定する場合は、[オプション] タブを選択します。
シナリオ実行後にマシンの電源をオフにする場合は、[実行後に電源を切断する] チェッ
クボックスをオンにします。

8.

[シナリオ名] テキストボックスにシナリオ名を入力し、[OK] をクリックします。

以上でパッチの適用は完了です。
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8.4. 障害状態の確認方法
本節では、管理対象マシンの障害状況やジョブの実行情報、ポリシーの実行契機となるイベ
ントの確認方法について説明します。

8.4.1.

ダッシュボード
管理対象のリソースやジョブの実行状況について、現在の状況を把握することができます。



[障害リソース] グループボックス
障害状態の管理対象マシンが一覧表示されます。運用グループで稼動状態のマシンだ
けでなく、管理対象外のマシンについても表示されます。[マシン名] をクリックすると、
[リソース] ビューに移動し、対象のマシンの詳細情報を確認することができます。グル
ープ、またはホストをクリックすると、[運用] ビューに移動し、運用グループ、またはホス
トの状況を確認することができます。



[障害マネージャ] グループボックス
接続不可状態のサブシステムを一覧表示します。
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[ジョブリソース] グループボックス
実行中のジョブ、および環境設定の [表示] タブの [ジョブ結果表示期間] テキストボッ
クスに設定された表示期間内に完了したジョブを表示します。実行中のジョブをキャンセ
ルすることもできます。異常終了したジョブはピンク色で、警告のジョブは黄色で表示さ
れます。
アイコンをクリックすると、進捗率など、アクションの状況を参照することができます。
ジョブの完了後、環境設定の [表示] タブに設定されたジョブ結果表示期間以上経過し
たジョブを確認するには、「ジョブ」ウィンドウを参照してください。

8.4.2.

イベントビューア
イベントビューアからイベントログを確認することができます。SystemProvisioning は"PVM"、
および "SystemMonitorEvent" というソース名でイベントログを記録します。
イベントログの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」の「8.2. イベントログ」を
参照してください。
SystemMonitor 性能監視では、"SystemMonitor 性能監視" というログ名でエラーや運用の
イベント情報を管理サーバのイベントログに記録しており、エラー情報はアプリケーションロ
グ、またはシステムログに記録されます。SystemMonitor 性能監視のイベントログについて
は、「SystemMonitor 性能監視ユーザーズガイド」の「8.1 イベントログ」を参照してください。

8.4.3.

管理対象マシンの障害状況の確認方法
管理対象マシンの障害状況は、「ダッシュボード」ウィンドウ、および [運用]、[リソース]、[仮
想] の各ビューから確認することができます。
管理対象マシンが障害状態となった場合、ツリービューに表示されるマシンのアイコンに障
害マークが付加されます。障害マシンが所属するグループやカテゴリにも障害マークが付加
されますので、グループ階層の上位レベルからも障害マシンの有無が確認できます。
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障害マシンが所属する運用グループ、カテゴリ、仮想マシンサーバ (仮想マシンの場合) な
どのアイコンのツールチップから、所属する障害マシンの合計数を確認できます。

ツリービューからカテゴリのアイコンをクリックすると、カテゴリ / グループ一覧が表示され、
障害マシンのサマリ情報を参照することができます。

注: [運用] ビューの [カテゴリ / グループ一覧] グループボックスにて表示される障害マシ
ンのサマリ情報には、各グループのプールに所属するマシンの障害情報は含まれません。
ツリービューからグループのアイコンをクリックすると、グループの詳細情報が表示され、グ
ループに所属するマシンの情報を参照することができます。[状態] をクリックしてソートする
と、障害状態のマシンを先頭にリストすることができます。
障害マシンの状態により、以下の手順で障害の原因を確認してください。
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異常終了
ポリシーによるアクション、または Web コンソールからの操作 (マシンの起動・停止、構
成変更など) が異常終了しています。「ジョブ」ウィンドウから実行が失敗したジョブを確
認してください。
[ジョブ実行結果のリセット] を実行することにより、対象マシンの状態を "異常終了" か
ら "正常" に戻すことができます。



故障 / 一部故障
SystemProvisioning は、ESMPRO/ServerManager や VMware vCenter Server など
から監視対象マシンの障害イベントが通報された場合に、ポリシーで設定された内容に
従い、対象のマシンの状態を "故障"、もしくは "一部故障" とします。「運用ログ」ウィン
ドウから "故障"、もしくは "一部故障" 設定の契機となった障害イベントを確認してくだ
さい。

8.4.4.

管理対象マシンのセンサー状態の確認方法
管理対象マシンのセンサーに問題が生じた場合、[リソース] ビューのツリーに表示される既
定のスマートグループである [Sensor Alert] に分類されます。
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マシンのセンサー状態の詳細を調べるには、マシンの詳細情報の [設定] メニューから
[IPMI 情報] をクリックします。メインウィンドウに IPMI 情報が表示されます。[センサー] タブ
を開きます。
問題のあるセンサーは黄色 (注意)、および赤色 (危険) で行が表示されますので、問題に
応じて保守員に問い合わせてください。

注: センサー情報はポリシーの "HW センサー状態解析、故障ステータス設定" アクション
が設定され、有効になっているマシンに関してはアクションが実行されるたびに動的に更新さ
れます。
また、[センサー] タブから[情報再取得] をクリックすると、最新の状態がウィンドウに表示さ
れます。
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8.4.5.

ジョブの実行状態の確認方法
ジョブの実行状況は、「ダッシュボード」、および「ジョブ」ウィンドウから確認することができま
す。
異常終了したジョブはピンク色で、警告のジョブは黄色で表示されます。

アイコンをクリックすると、詳細を確認することができます。
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ジョブのイベント番号をクリックすると、該当ジョブに関連するイベント、ジョブ、運用ログの情
報が一覧表示されます。

[運用ログ] グループボックスに表示されるログは、[ジョブ] グループボックスに表示されてい
るジョブに関連したものです。
[ジョブ] グループボックスに表示されているジョブを絞り込むことで、[運用] ログに表示され
ているログも、そのジョブに関連したものだけに絞られます。対象ジョブのチェックボックスを
オンにし、[条件] プルダウンボックスから "選択したジョブ" を選択してください。
[運用ログ] グループボックスの [レベル] プルダウンボックスで "詳細"、"トレース" を選択
すると、更に詳細な運用ログを表示することができます。
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8.4.6.

イベントの確認方法
関連製品から受信したポリシーの対象となるイベントの発生履歴は「イベント履歴」ウィンドウ
から確認することができます。
「イベント履歴」ウィンドウでは、イベント発生契機で実行されたジョブの状態も確認できます。
イベント契機で実行されたジョブは番号の前に

マークが表示されます。

ジョブが異常終了したイベントはピンク色、警告となったイベントは黄色で表示されます。
番号列のリンクをクリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報が表示されます。イ
ベント発生契機で実行されたジョブの情報と、イベント / ジョブで記録された運用ログを総合
して確認することができます。
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8.5. ハードウェアを交換する
SigmaSystemCenter では、管理対象マシンの UUID、MAC アドレス、WWN の情報を構成
情報として登録し管理しているため、ハードウェアの交換によりこれらの情報が変更された場
合、SigmaSystemCenter の登録情報を変更する作業が必要です。
また、その他のハードウェアの設定の変更の影響も考慮する必要があります。
基本的に、ハードウェアを交換する際に、メンテナンスモードに移行する必要があります。作
業中に何らかのイベントが発生し、そのイベントに対応するポリシーアクションが自動実行さ
れないようにするためです。

8.5.1.

プライマリ NIC 以外の NIC を交換するには
NIC 番号が 1 以外の NIC の交換を行った場合の手順について説明します。
NIC 番号が 1 の NIC の交換については、「8.5.2 プライマリ NIC、マザーボード (UUID が変
更されない場合) を交換するには」を参照してください。
本手順では、NIC の交換により変更される MAC アドレスの登録情報を更新する方法につい
て説明します。
SigmaSystemCenter で、ディスク複製 OS インストールの機能で該当 NIC を IP アドレス情
報の設定対象としている場合は、NIC の登録情報を変更する必要があります。
本機能を利用していない場合は、更新を実施しなくても表示以外の影響はありません。
以下の手順に従って、作業を実施してください。
1.

メンテナンスオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換するマシンのアイコンを選
択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。マシンを稼動していな
い場合は次の手順へ進んでください。

2.

マシンをシャットダウン
交換対象のマシンが起動中の場合は、マシンをシャットダウンします。

3.

NIC を交換

4.

マシンを起動
交換前、マシンを起動していた場合、マシンを起動します。

5.

NIC 情報の更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。
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6.

交換前の NIC 情報を削除
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換したマシンを選択し、[設
定] メニューから [プロパティ] をクリックします。マシンプロパティ設定の [ネットワーク]
タブを選択し、NIC 情報を表示します。交換前の NIC 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] をクリックします。

7.

交換後の NIC 情報を追加
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換したマシンを選択し、[設
定] メニューから [プロパティ] をクリックします。マシンプロパティ設定の [ネットワーク]
タブを選択し、NIC 情報を表示します。[アクション] メニューから [追加] をクリックしま
す。NIC 情報の設定については、「3.11.2 [ネットワーク] タブを設定するには」を参照し
てください。
VLAN 制御を行っている場合は、スイッチとポートの設定が必要です。

8.

メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換したマシンのアイコンを選
択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。

以上でプライマリ NIC 以外の NIC を交換は完了です。

8.5.2.

プライマリ NIC、マザーボード (UUID が変更されない場合) を交
換するには
プライマリ NIC と呼ばれる NIC 番号が 1 の NIC の交換を行う場合や、プライマリ NIC が搭
載されたマザーボードの交換を行う場合の手順について、説明します。
マザーボードの交換については、交換後にマシンの UUID が交換前の ID に戻される状況の
みが本手順の対象となります。UUID が変更される場合は、「8.5.3 マシン、マザーボード
(UUID が変更される場合) を交換するには」を参照してください。
マザーボードの交換時、マシンの UUID が交換前の ID に戻されるかどうかについては、ハー
ドウェアの保守作業担当者に確認してください。
また、マザーボード交換時に HBA の交換も実施する場合は、本手順と合わせて「8.5.5 HBA
を交換するには」の手順も実施してください。
本手順では、NIC、またはマザーボード交換による、ハードウェアの次の情報や設定の変更
に対応するための作業方法を説明します。


プライマリ NIC に割り当てられている MAC アドレスの情報
プライマリ NIC に割り当てられている MAC アドレスが変更されるため、本手順により
DeploymentManager に登録されているプライマリ NIC の MAC アドレスの登録情報を
更新する必要があります。
SigmaSystemCenter の登録情報については、ディスク複製 OS インストールの機能で
該当 NIC を IP アドレス情報の設定対象としている場合、更新が必要です。
本機能を利用していない場合は、更新を実施しなくても表示以外の影響はありません。
SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド
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なお、DeploymentManager のパラメータファイル (ディスク複製用パラメータファイル)
の利用や DHCP サーバで MAC アドレスの予約設定を行っている場合、MAC アドレス
変更の影響があるため、これらの設定変更も必要です。
また、DeploymentManager で機種対応モジュールを管理対象の MAC アドレスをキー
に し て 使 用 し て い る 場 合 、 DeploymentManager 管 理 サ ー バ 上 の 設 定 フ ァ イ ル
KernelID.lst の変更が必要です。


交換後に元に戻らないハードウェアの設定
マザーボード交換後、設定作業が必要な項目があるか、ハードウェアの保守作業担当
者に確認してください。
本手順では、以下の設定について、元に戻らない前提で説明します。
•

BMC の設定
交換前、BMC (OOB Management) を利用して電源管理や障害監視を行ってい
た場合、BMC の設定作業が必要です。
設定作業後、SigmaSystemCenter から OOB アカウントの接続確認が必要です。

•

BIOS のブート順位の設定

交換対象のマシンの NIC に対してチーミングの構成を行っている場合、交換によりチーミン
グへの影響は通常発生しないため、手順実行中にチーミングの構成を解除する必要はあり
ません。
以下の手順に従って、作業を実施してください。
1.

定期収集の無効化
定期的な構成情報の収集を有効にしている場合は、無効にしてください。
Web コンソールの [管理] ツリーから [環境設定] アイコンをクリックします。「環境設
定」 ウィンドウの [全般] タブを選択し、[情報収集を行う] チェックボックスをオフにして
[適用] をクリックします。
注: NIC の交換の手順がすべて完了するまで、収集を実行する手順以外で手動による
収集も行わないでください。

2.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換するマシンのアイコンを選
択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

3.

マシンをシャットダウン
交換対象のマシンが起動中の場合は、マシンをシャットダウンします。

4.

プライマリ NIC、またはマザーボードを交換
マザーボード交換の場合、ハードウェアの保守作業担当者により、交換の前後で設定
のバックアップとリストアが行われます。設定が元に戻らない部分については、ハードウ
ェアのマニュアルを参照して、以下の設定を行ってください。
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5.

•

管理対象マシンのブート順位の設定を交換前と同じ設定にしてください。

•

交換前、BMC (OOB Management) を利用して電源管理や障害監視を行ってい
た場合、「2.15 Out-of-Band (OOB) Management を利用するための事前設定を
行う」の手順に従って、交換前と同様の設定を BMC に対して行ってください。

DHCP サーバの設定
交換前の MAC アドレスで DHCP サーバが払い出す IP アドレスの予約設定を行ってい
る場合、交換後の MAC アドレスに変更してください。
DHCP サーバは DeploymentManager で利用されるため、DeploymentManager の登
録情報を更新する作業の前に実施してください。

6.

マシンを起動 (DeploymentManager の登録情報の更新)
マシンを起動します。このとき、DeploymentManager に登録されているマシンの MAC
アドレスの登録情報が自動的に更新されます。
DeploymentManager の Web コンソールのメインウィンドウのツリービューから対象マ
シンを選択します。[コンピュータ] メニューから [プロパティ] を選択し、[MAC アドレス]
に交換した MAC アドレスが反映されていることを確認します。

7.

交換後の NIC の情報反映
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作] メニューから [収集] をクリックします。収集完了後、新しい NIC の情報が
SigmaSystemCenter に登録されます。

8.

NIC 情報の表示
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換したマシンを選択し、[設
定] メニューから [プロパティ] をクリックします。マシンプロパティ設定の [ネットワーク]
タブを選択し、NIC 情報を表示します。

9.

交換前の NIC の情報を削除
交換前の NIC の NIC 番号が 1 となっていることを確認し、[編集] アイコンをクリックしま
す。[NIC 設定] グループボックスで NIC 番号を 1 から空白に変更し、[OK] をクリックし
ます。
[NIC 一覧] グループボックスで交換前の NIC 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] をクリックします。

10. 交換後の NIC の情報を編集
交換後の MAC アドレスの NIC に対して、[編集] アイコンをクリックし、[NIC 設定] で
NIC 番号を 1 に設定します。VLAN 制御を行っている場合は、スイッチとポートも設定し
てください。
NIC 情報の設定については、「3.11.2 [ネットワーク] タブを設定するには」を参照してく
ださい。
11. OOB 接続確認の実施
マザーボード交換で、交換前に BMC (OOB Management) を利用して電源管理や障
害監視を行っていた場合、手順 4 で実施した BMC のユーザ設定が正しく行われたこと
を確認するために、Web コンソールで対象マシンを選択し、マシンプロパティ設定の [ア
カウント情報] タブにて OOB アカウントの接続確認を行ってください。
詳細については、「3.11.6 [アカウント情報] タブを設定するには」を参照してください。
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12. メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから NIC を交換したマシンのアイコンを選
択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。
13. 手順 1 で定期収集を無効にした場合は、定期収集の有効化
手順 1 で定期的な構成情報の収集を無効にした場合は、有効にしてください。
Web コンソールの [管理] ツリーから [環境設定] アイコンをクリックします。「環境設
定」 ウィンドウの [全般] タブを選択し、[情報収集を行う] チェックボックスをオンにして
[適用] をクリックします。
14. パラメータファイル (ディスク複製用パラメータファイル) の再作成
バックアップ・リストアなどで DeploymentManager のパラメータファイルを使用している
場合、交換後の MAC アドレスのファイル名を持つパラメータファイルを新規に作成して
ください。
交換前にバックアップしたイメージファイルが残っている場合、交換前の MAC アドレス
のファイル名を持つパラメータファイルは使用される可能性があるので、残しておいてく
ださい。
パラメータファイルの作成方法は、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本操作
編」の「1.1.3 マスタコンピュータ用ディスク複製用情報ファイルの準備」を参照してくだ
さい。
15. 機種対応モジュールの設定ファイル更新
DeploymentManager で機種対応モジュールを管理対象の MAC アドレスをキーにして
使用している場合、DeploymentManager 管理サーバ上の設定ファイル KernelID.lst
の内容を変更してください。
具体的な設定方法は、使用する機種対応モジュールに添付されている手順を参照して
ください。
機種対応モジュールについては、DeploymentManager の製品サイトの「Top ページ→
動作環境→Ver5.1～5.2 の動作環境→対応装置一覧」のページを参照してください。
以上でプライマリ NIC の交換は完了です。

8.5.3.

マシン、マザーボード (UUID が変更される場合) を交換するには
マシンやマザーボードを交換する場合、またマシン / マザーボード交換に付随して管理対
象マシンに搭載される NIC や HBA の交換を同時に行う場合の手順について説明します。
マザーボード交換後に、UUID が交換前の ID に戻される場合は、本手順の実施は必要あり
ません。「8.5.2 プライマリ NIC、マザーボード (UUID が変更されない場合) を交換するに
は」を参照してください。
マザーボードの交換時、マシンの UUID が交換前の ID に戻されるかどうかについては、ハー
ドウェアの保守作業担当者に確認してください。
本手順では、マシン / マザーボード交換による、ハードウェアの次の情報や設定の変更に
対応するための作業方法を説明します。
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マシンの UUID の情報
マ シ ン / マ ザ ー ボ ー ド 交 換 に よ り 、 マ シ ン の UUID が 変 更 さ れ ま す 。
SigmaSystemCenter、DeploymentManager、ESMPRO/ServerManager の UUID の
登録を更新するためには、一旦交換前の情報を持つマシンの登録を削除し、新しい
UUID や MAC アドレスの情報を持つマシンを新規に登録し直す必要があります。対象
のマシンが稼動中の状態の場合は、稼動中の状態のまま削除することはできないため、
削除の前に割り当て解除を行う必要があります。
ESMPRO/ServerManager 上の登録については、SigmaSystemCenter から割り当て
解除を実行した時に自動的に削除され、マスタマシン登録を行った時自動的に登録さ
れます。
また、マシンの登録を一旦削除するため、交換前、SigmaSystemCenter に対して行っ
ていたマシンの設定を、新規登録後に再度設定し直す必要があります。
DeploymentManager で機種対応モジュールを管理対象マシンの UUID をキーにして
使用している場合、DeploymentManager 管理サーバ上の設定ファイル KernelID.lst
の変更が必要です。



各 NIC に割り当てられている MAC アドレスの情報
上記 UUID の更新のためにマシンの登録を一旦削除するため、SigmaSystemCenter
上で行っていた NIC に関連する設定は、再度設定する必要があります。
DeploymentManager のパラメータファイル (ディスク複製用パラメータファイル) の利
用や DHCP サーバで MAC アドレスの予約設定を行っている場合、MAC アドレス変更
の影響があるためこれらの設定変更も必要です。
また、DeploymentManager で機種対応モジュールを管理対象マシンの MAC アドレス
をキーにして使用している場合、DeploymentManager 管理サーバ上の設定ファイル
KernelID.lst の変更が必要です。



ハードウェアの設定
マシンの BIOS の再設定の作業が必要です。
交換前、BMC (OOB Management) を利用して電源管理や障害監視を行っていた場
合、BMC の設定作業も必要です。また、SigmaSystemCenter 上の OOB 関連の設定
について再設定が必要です。
HBA 交換を実施し、SAN ブートを行っている場合、交換により HBA BIOS の設定が初
期状態に戻るため、ブートディスクの再設定も行う必要があります。



HBA に割り当てられている WWN の情報
HBA の WWN が変更されるため、iStorageManager や SigmaSystemCenter の WWN
の登録情報を更新します。交換前の HBA を使用し続ける場合も、UUID 更新の目的で
マシンの登録を一旦削除するため、再設定が必要です。

本手順では、メンテナンスモードに移行する必要はありません。
また、交換対象のマシンの NIC に対してチーミングの構成を行っている場合、交換によるチ
ーミングの影響は通常発生しないため、手順実行中にチーミングの構成を解除する必要は
ありません。
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以下の手順に従って、作業を実施してください。
1.

交換マシンを運用グループから削除
1.

割り当て解除を実行
交換対象のマシンが稼動中の場合、Web コンソールの運用グループから交換対
象マシンを選択し、[アクション] メニュー － [割り当て解除] を実行します。
このとき、戻り先のプールは共通プールを選択します。割り当て解除の実行が完了
すると交換対象のマシンは、電源オフの状態で共通プールに移動します。
交換対象のマシンがグループプールに登録されている場合は、グループプールか
ら交換対象のマシンを選択し、[アクション] メニュー － [プールから削除] を実行
して、グループプールから交換対象のマシンを削除し共通プールに移動します。
なお、交換対象の管理対象マシン、および関連の装置の状況が以下の場合は、割
り当て解除が失敗する可能性があります。本手順を実行せずに、「2 割り当て解除
が失敗した場合の対処手順」を実行してください。

2.

-

交換対象の管理対象マシンのマザーボード障害により、管理対象マシンが制
御できない状況になっている。

-

交換対象の管理対象マシンのブレードが搭載されている筺体の EM カードで
障害が発生している

-

交換対象の管理対象マシンのブレードが既に筺体から抜かれている。

-

交換対象の管理対象マシンの管理 LAN の NIC や BMC に障害が発生してい
る。

-

管理サーバと交換対象の管理対象マシン間のネットワークケーブル、ネットワ
ーク装置に障害が発生している。

割り当て解除が失敗した場合の対処手順
割り当て解除が失敗した場合は、次の手順を実行してください。下記の「2. 強制オ
プションを指定した割り当て解除」では、構成情報データベース上の更新しか行わ
れないため、通常の割り当て解除実行時に、SigmaSystemCenter が自動的に行
う下記の処理を手動で実施します。
1.

マシンのシャットダウンを行う
交換対象のマシンをシャットダウンし、電源オフ状態にします。
SigmaSystemCenter からシャットダウンできない可能性がありますので、OS
上でシャットダウンを実行したり、マシンの電源ボタンを操作したりして実施し
てください。

2.

強制オプションを指定した割り当て解除
ssc release machine -sharedpool -force コマンドを実行し、強制的に割り当
て解除状態にして、共通プールに戻します。
【実行例】
グループ Group1 のホスト host001 に対して、強制オプション、共通プールオ
プションを指定した割り当て解除を実行する。
ssc release machine Group1 host001 -sharedpool -force

3.

ストレージのディスクボリュームの割り当て解除
ディスクボリュームの接続を行っている場合は、ストレージ管理ソフトウェアを
使用して、接続されていたディスクボリュームの割り当てを解除します。割り当
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て解除の方法は、ストレージ管理ソフトウェアのマニュアルを参照してくださ
い。
4.

ESMPRO/ServerManager 上の管理対象マシンの登録削除
オペレーションウィンドウ上で管理対象マシンのアイコンを選択し、Delete キ
ーを押します。

2.

連携製品から交換マシンの登録を削除
1.

DeploymentManager の Web コンソールにて、[管理サーバ] － [アクセスモード
変更] － [更新モード] をクリックし、更新モードを有効にします。
次にメインウィンドウのツリービューから交換対象の障害マシンを選択します。
[コンピュータ] メニューから [コンピュータの削除] を選択し、確認ウィンドウで、
[OK] をクリックします。
削除後は、[管理サーバ] － [アクセスモード変更] － [参照モード] をクリックし、
必ず参照モードに戻してください。

2.
3.

vCenter Server 上に登録がある場合、vCenter Server から削除します。vSphere
Client を使用して交換対象マシンの登録を削除します。

交換マシンの情報反映
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。収集完了後、交換対象の障害マシンが
[リソース] ビューのマシン一覧から見えなくなります。

4.

マシン、またはマザーボードを交換
交換対象のマシン、またはマザーボードを交換します。交換が必要なその他の部品に
ついてもここで交換を行います。
HBA を交換している場合は、以下を実施してください。また、BIOS の設定もここで行い
ます。
1.

ストレージ連携製品の設定
iStorage と接続された HBA の交換の場合、iStorageManager に交換後の HBA
の情報を登録する必要があります。「8.5.5 HBA を交換するには」の「4
iStorageManager の設定」を実施してください。

2.

BIOS の設定
ハードウェアのマニュアルを参照して、以下の設定を行ってください。

5.

-

管理対象マシンのブート順位の設定を交換前と同じ設定にしてください。

-

SAN ブートの構成の場合、HBA の BIOS 設定のブートディスクの設定を行っ
てください。

-

交換前、BMC (OOB Management) を利用して電源管理や障害監視を行っ
ていた場合、「2.15 Out-of-Band (OOB) Management を利用するための事
前設定を行う」の手順に従って、交換前と同様の設定を BMC に対して行ってく
ださい。

新規交換マシンを連携製品に登録
•

DHCP サーバの設定
交換前の MAC アドレスで DHCP サーバが払い出す IP アドレスの予約設定を行っ
ている場合、交換後の MAC アドレスに変更してください。
DHCP サーバは DeploymentManager で利用されるため、下記の新規交換マシン
を DeploymentManager に登録する作業の前に実施してください。
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•

DeploymentManager への新規交換マシンの登録
DeploymentManager の Web コンソールにて、[管理サーバ] － [アクセスモード
変更] － [更新モード] をクリックし、更新モードを有効にします。
新規交換マシンを起動して、DeploymentManager に新規交換マシンを自動登録
後、DeploymentManager の Web コンソールで後設定を行います。詳細について
は、「2.7.3 DPM に管理対象マシンを登録するには」を参照してください。
作業後は、[管理サーバ] － [アクセスモード変更] － [参照モード] をクリックし、
必ず参照モードに戻してください。

•

VMware (vCenter Server 管 理 ) の 場 合 、 vCenter Server に 追 加 し ま す 。
vSphere Client を使用して交換対象マシンの登録を追加します。

•

DeploymentManager のパラメータファイル (ディスク複製用パラメータファイル)
バックアップ・リストアなどで DeploymentManager のパラメータファイルを使用して
いる場合、交換後の MAC アドレスのファイル名を持つパラメータファイルを新規に
作成してください。
交換前の MAC アドレスのファイル名を持つパラメータファイルは、交換前にバック
アップしたイメージファイルが残っている場合、使用される可能性があるので、残し
ておいてください。
パラメータファイルの作成方法は、「DeploymentManager ユーザーズガイド基本
操作編」の「1.1.3 マスタコンピュータ用ディスク複製用情報ファイルの準備」を参
照してください。

•

DeploymentManager で機種対応モジュールを管理対象マシンの UUID、または
MAC アドレスをキーにして使用している場合、DeploymentManager 管理サーバ
上の設定ファイル KernelID.lst の内容を変更してください。
具体的な設定方法は、使用する機種対応モジュールに添付されている手順を参照
してください。
機種対応モジュールについては、DeploymentManager の製品サイトの「Top ペー
ジ→動作環境→Ver5.1～5.2 の動作環境→対応装置一覧」のページを参照してく
ださい。

6.

新規交換マシンの情報反映
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。収集完了後、新規マシンが管理外のマシ
ンとして見えるようになります。

7.

新規交換マシンの登録
Web コンソールの [システムリソース] ツリーで登録先のグループを選択して、[アクショ
ン] メニューから [マシン登録] を実行して、新規マシンを登録します。

8.

マシン情報を設定
新規に登録した管理対象マシンのプロパティを再設定します。
1.

マシン全般の設定
「3.11.1 [全般] タブを設定するには」の手順に従って、交換前のマシンと同様の設
定を行ってください。
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2.

NIC 関連の設定
「3.11.2 [ネットワーク] タブを設定するには」の手順に従って、交換前の NIC と同
様の設定を行ってください。
VLAN 制御を行っている場合は、スイッチとポートの設定が必要です。

3.

HBA 関連の設定
交換前、HBA の設定を行っていた場合は、「3.11.3 [ストレージ] タブを設定するに
は」の手順に従って、交換前と同様の設定を行ってください。

4.

配布ソフトウェアの設定
交換前、マシンにソフトウェア配布の設定を行っていた場合は、「3.11.4 [ソフトウェ
ア] タブを設定するには」の手順に従って、交換前と同様の設定を行ってください。

5.

OOB 関連の設定
交換前、BMC (OOB Management) を利用して電源管理や障害監視を行ってい
た場合、「3.11.6 [アカウント情報] タブを設定するには」の手順に従って、交換前と
同様の設定を行ってください。

9.

新規マシンをグループで稼動
Web コンソールの運用グループ上で、[アクション] メニューから [マスタマシン登録] を
実行して新規マシンを稼動させます。[マスタマシン登録] を実行した場合は、電源 OFF
のマシンの場合は電源 ON が実行されます。既に電源 ON の場合、電源操作は行われ
ません。
予備機として利用する場合、[プールに追加] を実行し、新規マシンを運用グループのプ
ールに追加します。[プールに追加] を実行した場合は、電源 ON のマシンの場合はシャ
ットダウンが実行されます。既に電源 OFF の場合、電源操作は行われません。

以上でマシンの交換は完了です。

8.5.4.

ディスクを交換するには
ディスク交換の場合、マシンは同一マシンとして管理されています。ディスクを交換するには、
以下の手順に従って交換してください。
注: HP-UX マシンのディスク交換時にハードウェアパスが変更される場合は、DPM (HP-UX
版) のコンピュータ情報のブートパスを変更する必要があります。
詳細は「DeploymentManager (HP-UX 版) ユーザーズガイド導入編」の「4.5 構成変更時
のリソースファイルの変更手順」を参照してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから交換するディスクを使用しているマシ
ンのアイコンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

2.

交換するマシンのシャットダウン
Web コンソールからディスクを交換するマシンをシャットダウンします。
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3.

ディスク交換

4.

マシンを起動
Web コンソールからマシンを起動します。

5.

メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーからディスクを交換したマシンのアイコン
を選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。

6.

ソフトウェアの再配布
Web コンソールの運用リソースからソフトウェアの再配布を実行します。

7.

ハードウェア状態をリセット
ソフトウェアの再配布完了後、マシンが正常状態に戻ったことを確認します。

以上でディスクの交換は完了です。

8.5.5.

HBA を交換するには
各ストレージ機器と接続された HBA の交換を行います。
本手順では、HBA 交換による、ハードウェアの次の情報や設定の変更に対応するための作
業方法を説明します。


HBA に割り当てられている WWN の情報
HBA の WWN が変更されるため、iStorageManager や SigmaSystemCenter の WWN
の登録情報を更新します。



ハードウェアの設定
SAN ブートを行っている場合は、交換により HBA BIOS の設定が初期状態に戻るため、
ブートディスクの再設定を行う必要があります。

以下の手順に従って、作業を実施してください。


iStorage と接続された HBA の交換
注: 交換前の WWN と交換後の WWN を忘れないように注意してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから交換する HBA を使用しているマ
シンのアイコンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックしま
す。

2.

マシンをシャットダウン
交換対象のマシンが起動中の場合は、マシンをシャットダウンします。
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3.

HBA を交換
SAN ブートの構成の場合、HBA の BIOS 設定のブートディスクの設定を行ってくだ
さい。

4.

iStorageManager の設定
iStorageManager で WWN の設定を変更します。以下に iStorageManager クライ
アント (Web GUI) を使用した場合の手順の概要を説明します。詳細については、
「iStorage シリーズ構成設定の手引き (GUI)」をご確認ください。
1.

iStorageManager クライアントを起動します。

2.

HBA の交換対象のディスクアレイを選択します。

3.

[ファイル] メニューから [構成設定 / 参照] － [構成設定] を選択し、
「構成設定」ウィンドウを表示します。

4.

「構成設定」ウィンドウの [アクセスコントロール設定] をクリックします。

5.

交換前の WWN を持つ LD セットをオンにし、[パス情報とのリンク] をクリ
ックします。「パス情報とのリンク選択」ウィンドウが表示されます。

6.

[WWPN] をクリックし、「パス情報とのリンク」ウィンドウを表示し、交換前
の WWN を交換後の WWN で置換します。

注: 「構成設定」ウィンドウの [アクセスコントロール設定] は、プロダクトの購入状
況によりボタン名と説明内容が切り替わります。詳細は、「iStorage シリーズ構成
設定の手引き (GUI)」の「構成設定」を参照してください。

5.

ストレージ情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを
選択し、[操作]メニューから [収集] をクリックします。

6.

HBA 情報を更新
Web コンソールの [リソース] ビューのマシンプロパティ設定の [ストレージ] タブ
から交換前の HBA を削除し、交換後の HBA を追加します。

7.

マシンを起動
交換前、マシンを起動していた場合、マシンを起動します。

8.

メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから HBA を交換したマシンのアイコ
ンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。



Symmetrix、または CLARiX と接続された HBA の交換
注: 交換前の WWPN / WWNN と交換後の WWPN / WWNN を忘れないように注意し
てください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから交換する HBA を使用しているマ
シンのアイコンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックしま
す。
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2.

交換前のマシン設定から HBA を削除
Web コンソールの [リソース] ビューのマシンプロパティ設定の [ストレージ] タブ
から交換前の HBA を削除します。

3.

マシンをシャットダウン
交換対象のマシンが起動中の場合は、マシンをシャットダウンします。

4.

ディスクボリュームの接続解除
ストレージ管理ソフトウェアを使用して、交換元 HBA と接続されているディスクボリ
ュームの接続を解除します。

5.

交換するマシンの HBA を交換
SAN ブートの構成の場合、HBA の BIOS 設定のブートディスクの設定を行ってくだ
さい。

6.

ディスクボリュームの接続
ストレージ管理ソフトウェアを使用して、交換元 HBA と接続されていたディスクボリ
ュームを再度接続します。手順 3 で接続されていた状態と同じように設定してくださ
い。

7.

新しい HBA の関連付け
ssc コマンドの HBA の関連付けコマンドを使用して、HBA とディスクアレイのパスを
関連付けます。HBA の関連付けの詳細については、「ssc コマンドリファレンス」を
参照してください。

8.

使用しなくなった HBA 情報を削除
ssc コマンドの HBA の関連削除コマンドを使用して、HBA とディスクアレイのパス
の関連を削除します。HBA の関連削除の詳細については、「ssc コマンドリファレン
ス」を参照してください。

9.

ストレージ情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを
選択し、[操作]メニューから [収集] をクリックします。

10. HBA 情報を更新
Web コンソールの [リソース] ビューのマシンプロパティ設定の [ストレージ] タブ
から交換後の HBA を追加します。
11. マシンを起動
交換前、マシンを起動していた場合、マシンを起動します。
12. メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから HBA を交換したマシンのアイコ
ンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。
以上で HBA の交換は完了です。

8.5.6.

スイッチブレードを追加するには
スイッチブレードを追加します。以下の手順に従って追加してください。
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1.

スイッチブレードを挿入

2.

SystemProvisioning にスイッチブレードを登録
Web コンソールの [管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、[設定] メニューの
[サブシステム追加] をクリックします。サブシステムとして、スイッチブレードを登録しま
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、[設定]
メニューから [スイッチブレード登録] をクリックして、管理対象に登録します。

3.

VLAN を追加
必要があれば VLAN 設定を追加します。
Web コンソールの [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、登録したスイッチブレードを選択します。[設定] メニューから [VLAN 追加] を
クリックし、VLAN を追加します。

4.

スイッチブレードを関連付け
マシンにスイッチブレードを関連付けます。
運用グループで稼動しているマシンに設定する場合、[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、[ホスト一覧] グループボックスから稼働しているマシンの
チェックボックスをオンにします。[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックしま
す。
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから関連付けを行うマシンを選択し、マシ
ンプロパティ設定の [ネットワーク] タブからスイッチブレードと関連付けを行います。

5.

運用グループへの登録
VLAN 制御を行う場合、運用グループにスイッチブレード上の VLAN を設定します。
Web コンソールの [運用] ツリーから対象のグループをクリックし、[設定] メニューから
[プロパティ] をクリックし、グループプロパティ設定の [VLAN 設定] タブからスイッチブ
レードに追加した VLAN を設定します。
運用グループで稼動しているマシンは、新規スイッチブレード上の VLAN 登録時に、
VLAN 制御ができません。
既に運用を開始した運用グループで新規スイッチブレード上の VLAN 制御を行う場合、
運用グループで稼動しているマシンをすべてグループから削除してから、[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、[ホスト一覧] グループボックスからマ
スタマシンに登録するホスト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 [マスタマシン登録] をクリックし、グループに追加します。

以上でスイッチブレードの追加は完了です。

8.5.7.

スイッチブレードを交換するには
スイッチブレードを交換します。以下の手順に従って交換してください。
1.

メンテナンスモードオン
同一筐体内にグループで稼動しているマシンがある場合、Web コンソールの [運用] ツ
リーから関連付けを行うマシンのアイコンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンス
オン] をクリックします。マシンを稼動していない場合は次の手順へ進んでください。
SigmaSystemCenter 2.1 コンフィグレーションガイド

330

ハードウェアを交換する

2.

スイッチブレードの交換
スイッチブレードを抜きます。
交換前のスイッチブレードの CF (コンパクトフラッシュ) カードを交換後のスイッチブレー
ドに挿入します。
新しいスイッチブレードを挿入します。
CF カードの交換ができなかった場合、シリアル接続などにより、交換前のスイッチブレ
ードと同じ設定状態にします。

3.

スイッチブレード情報の更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。

4.

メンテナンスモードオフ
手順 1 でメンテナンスモードをオンにしたマシンがある場合、Web コンソールの [運用]
ツリーから NIC を交換したマシンのアイコンを選択し、[操作] メニューから [メンテナン
スオフ] をクリックします。

以上でスイッチブレードの交換は完了です。

8.5.8.

スイッチブレードを削除するには
スイッチブレードを削除します。以下の手順に従って削除してください。
注: CPU ブレードへの接続がなくなるため、完全に削除する運用はありません。
また、SystemProvisioning が管理するネットワークに接続する、プライマリ NIC に接続され
ているスイッチブレードの削除は行わないでください。

1.

サブシステムの削除
Web コンソールの [管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、サブシステムの詳
細情報を表示します。[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] をクリックします。

2.

スイッチブレードを抜く

以上でスイッチブレードの削除は完了です。

8.5.9.

NetvisorPro スイッチを追加するには
NetvisorPro スイッチを追加するには、NetvisorPro でのスイッチ登録が必要です。
以下の手順に従って追加してください。
1.

SystemProvisioning に NetvisorPro を登録

Web コンソールの [管理] ツリーから [サブシステム] をクリックし、[設定] メニューの
[サブシステム追加] をクリックします。サブシステムとして、NetvisorPro として登録しま
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す。すでにサブシステムとして登録されている場合は次の手順に進んでください。[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、[設定] メニューから [マシン登
録] をクリックして、管理対象マシンに登録します。
2.

VLAN を追加
必要があれば VLAN 設定を追加します。
Web コンソールの [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、登録したスイッチを選択します。[設定] メニューから [VLAN 追加] をクリックし、
VLAN を追加します。

3.

スイッチを関連付け
マシンにスイッチを関連付けます。
運用グループで稼動しているマシンに設定する場合、[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、[ホスト一覧] グループボックスから稼動しているマシンの
チェックボックスをオンにします。[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックしま
す。
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから関連付けを行うマシンを選択し、[ネッ
トワーク] タブからスイッチの関連付けを行います。

4.

運用グループへの登録
VLAN 制御を行う場合、Web コンソールの [運用] ツリーから対象のグループをクリック
し、[設定] メニューから [プロパティ] をクリックし、グループプロパティ設定の [VLAN
設定] タブからスイッチに追加した VLAN を設定します。
運用グループで稼動しているマシンは、新規スイッチ上の VLAN 登録時に、VLAN 制御
ができません。
既に運用を開始した運用グループで新規スイッチブレード上の VLAN 制御を行う場合、
運用グループで稼動しているマシンをすべてグループから削除してから、[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、[ホスト一覧] グループボックスからマ
スタマシンに登録するホスト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 [マスタマシン登録] をクリックし、グループに追加します。

以上で NetvisorPro スイッチの追加は完了です。

8.5.10. NetvisorPro スイッチを交換する
NetvisorPro スイッチを交換するには、スイッチに接続されているマシンがグループで稼動し
ているマシンがある場合とない場合で交換の条件が異なります。以下にそれぞれについて
説明します。


マシンが稼動している場合の交換
シリアル接続、NetvisorPro の管理画面で、交換前のスイッチと同じ設定状態にします。
SigmaSystemCenter での設定変更はありません。
•

同一機種のスイッチ交換のみ可能です。

•

スロット交換の場合、同一スロットの交換のみ可能です。

•

稼動しているマシンがある場合、交換処理中はメンテナンスモードをオンに移行す
ることを推奨します。
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マシンが稼動していない場合の交換
稼動しているマシンがある場合の交換と同様に、交換前のスイッチと同じ設定状態にす
ることで SigmaSystemCenter での設定変更はありません。別のスイッチとして登録す
る場合、スイッチを新規に管理対象とし、Web コンソールの [リソース] ビューのマシン
プロパティ設定の [ネットワーク] タブで、NIC とスイッチポートとの関連付けを設定しま
す。

以上で NetvisorPro スイッチの交換は完了です。

8.5.11. NetvisorPro スイッチを削除するには
NetvisorPro スイッチを削除します。以下の手順に従って削除してください。
注: VLAN 設定を削除せずに NetvisorPro を削除すると、NetvisorPro 側に VLAN 設定が残
ったままとなります。今後、設定が必要にならない場合は、NetvisorPro を削除する前に
SigmaSystemCenter で VLAN 設定を削除してください。

1.

マシンを運用グループのホストから割り当て解除
Web コンソールの [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、[ホスト一
覧] グループボックスから稼動しているマシンのチェックボックスをオンにします。[ホスト
一覧] グループボックスの [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。
マシンは、電源オフの状態で運用グループのリソースプール、またはシステムプールに
移動します。

2.

運用グループから VLAN 設定を削除
Web コンソールの [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、[設定] メ
ニューから [プロパティ] をクリックし、グループプロパティ設定の [VLAN 設定] タブか
ら削除する対象のスイッチに、追加した VLAN 設定を削除します。

3.

スイッチを削除
Web コンソールの [システムリソース] ツリーからスイッチの関連付けを解除するマシン
のアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンプロパティ設定を表示します。[ネットワ
ーク] タブの [NIC 一覧] グループボックスからスイッチの関連付けを解除する NIC に
対して [編集] をクリックし、スイッチの欄を設定なしに変更します。

4.

スイッチを管理外に変更
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから管理外にする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 [管
理外] をクリックし、スイッチを管理外にします。

以上で NetvisorPro スイッチの削除は完了です。

8.5.12. ESX のディスクを交換するには
ESX のディスクを交換する場合、以下の方法があります。
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ESX をバックアップする場合



仮想マシンを別の ESX へ移動する場合

それぞれの方法でディスクを交換するには、以下の手順に従ってください。
注: ESX の運用停止を行う場合、必ず事前に該当 ESX 上で仮想マシンが稼動していないこ
とを確認し、その後に操作を行ってください。ESX 上で仮想マシンが稼動している場合、仮想
マシンが停止状態となるため、操作後は仮想マシンの運用が行えなくなります。


ESX をバックアップする場合
ESX をバックアップしてディスクを交換するには、以下の手順に従ってください。
関連情報: vCenter Server の操作の詳細については、VMware 社発行の各製品マニュ
アルを参照してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 ESX 上の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

2.

ESX 上の仮想マシンをシャットダウン
Web コンソールから対象 ESX 上の仮想マシンをシャットダウンします。

3.

vCenter Server から対象の ESX の接続を削除
vCenter Server から対象の ESX の接続削除については、VMware 社発行の各製
品マニュアルを参照してください。

4.

ESX をバックアップ
ESX のバックアップ方法については、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照
してください。

5.

ESX をシャットダウン
Web コンソールから ESX をシャットダウンします。

6.

ESX のディスクを交換
ESX のシャットダウン後、ディスクの交換を行います。

7.

ESX をインストール
ESX のインストールについては、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してく
ださい。
ESX のネットワーク設定、およびパスワードは既存の ESX と同じ設定を行ってくだ
さい。

8.

ESX をリストア
ESX のリストア方法については、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してく
ださい。

9.

vCenter Server で ESX を接続

10. メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 ESX 上の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。
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11. 登録された情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを
選択し、[操作]メニューから [収集] をクリックします。登録された情報の更新を行
います。


仮想マシンを別の ESX へ移動させる場合
仮想マシンを別の ESX へ移動させてディスクを交換するには、以下の手順に従ってくだ
さい。
注: ディスク交換作業前に移動元の ESX と移動先の ESX が同一の DataCenter に登
録されていることを確認してください。

関連情報: vCenter Server の操作の詳細については、VMware 社発行の各製品マニュ
アルを参照してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 ESX 上の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

2.

仮想マシンを別の ESX へ移動
Web コンソールで、同一 DataCenter 上に登録されている別の ESX へ仮想マシン
の移動を行います。

3.

ESX をシャットダウン
Web コンソールから ESX をシャットダウンします。

4.

ESX のディスクを交換
ESX のシャットダウン後、ディスクの交換を行います。

5.

ESX をインストール
ESX のインストールについては、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照してく
ださい。
ESX のネットワーク設定、およびパスワードは既存の ESX と同じ設定を行ってくだ
さい。

6.

vCenter Server で ESX を接続
vCenter Server から ESX に正しく接続されていることを確認してください。

7.

仮想マシンをディスク交換後の ESX に移動
Web コンソールでディスク交換を行った ESX に仮想マシンの移動を行います。

8.

メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 ESX 上の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。
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9.

登録された情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを
選択し、[操作]メニューから [収集] をクリックします。登録された情報の更新を行
います。

以上で ESX のディスク交換は完了です。

8.5.13. ESX のハードディスク以外のデバイスを交換するには
ESX のハードディスク以外のデバイスを交換します。以下の手順に従って交換してください。
注: マザーボードの交換の場合は、交換後のマシンが別マシンとして認識されますので、マ
シンの交換の作業に相当します。「8.5.3 マシン、マザーボード (UUID が変更される場合)
を交換するには」を参照してください。

関連情報: vCenter Server の操作の詳細については、VMware 社発行の各製品マニュアル
を参照してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 ESX 上の仮想マシンのアイコン
を選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

2.

ESX をシャットダウン
Web コンソールから ESX をシャットダウンします。

3.

ESX のデバイスを交換
ESX のシャットダウン後、デバイスの交換を行います。
ESX のデバイスの交換方法については、VMware 社発行の各製品マニュアルを参照し
てください。

4.

vCenter Server で ESX を接続
vCenter Server から ESX に正しく接続されていることを確認してください。

5.

メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 ESX 上の仮想マシンのアイコン
を選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。

6.

登録された情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。登録された情報の更新を行います。

以上で ESX のハードディスク以外のデバイス交換は完了です。
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8.5.14. XenServer のディスクを交換するには
XenServer のディスクを交換します。以下の手順に従って交換してください。
関連情報: XenCenter の操作の詳細については、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照
してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 XenServer の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

2.

XenServer の仮想マシンをシャットダウン
XenCenter から対象 XenServer の仮想マシンをシャットダウンします。

3.

プールから XenServer を削除
XenServer がプールに登録されている場合は、プールから XenServer を削除します。

4.

XenCenter で XenServer の接続を削除
XenCenter から XenServer の接続を削除します。

5.

XenServer をバックアップ
XenServer のバックアップ方法については、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照し
てください。

6.

XenServer のディスクを交換
XenServer のシャットダウン後、ディスクの交換を行います。

7.

XenServer をインストール
XenServer のインストールについては、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照してく
ださい。XenServer のネットワーク設定、およびパスワードは既存の XenServer と同じ
設定を行ってください。

8.

XenServer のリストア
XenServer のリストアについては、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照してくださ
い。

9.

XenCenter で XenServer を接続
XenCenter から XenServer を接続します。

10. メンテナンスモードオフ
Web コンソール [システムリソース] ツリーから対象 XenServer の仮想マシンのアイコ
ンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。
11. 登録された情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。登録された情報の更新を行います。
以上で XenServer のディスク交換は完了です。

8.5.15. XenServer のハードディスク以外のデバイスを交換するには
XenServer のハードディスク以外のデバイスを交換するには、以下の手順に従ってくださ
い。
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注: マザーボードの交換の場合は、交換後のマシンが別マシンとして認識されますので、マ
シンの交換の作業に相当します。「8.5.3 マシン、マザーボード (UUID が変更される場合)
を交換するには」を参照してください。

関連情報: XenCenter の操作の詳細については、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照
してください。

1.

メンテナンスモードオン
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 XenServer の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオン] をクリックします。

2.

XenServer をシャットダウン
XenCenter から XenServer をシャットダウンします。

3.

XenServer のデバイスを交換
XenServer のシャットダウン後、デバイスの交換を行います。XenServer のデバイス交
換方法については、Citrix 社発行の各製品マニュアルを参照してください。

4.

XenCenter で XenServer を接続
XenCenter から XenServer を接続します。

5.

メンテナンスモードオフ
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから対象 XenServer の仮想マシンのアイ
コンを選択し、[操作] メニューから [メンテナンスオフ] をクリックします。

6.

登録された情報を更新
Web コンソールの [システムリソース] ツリーから [システムリソース] アイコンを選択し、
[操作]メニューから [収集] をクリックします。登録された情報の更新を行います。

以上で XenServer のハードディスク以外のデバイス交換は完了です。

8.5.16. NIC–NetvisorPro 管理スイッチポートの接続を変更するには
稼動しているマシンは、メンテナンスモードをオンにしても、構成情報への VLAN の反映が不
可能のため、接続を変更できません。
メンテナンス状態での NIC の交換 (MAC アドレスの変更) は可能です。NIC の交換方法に
ついては、「8.5.1 プライマリ NIC 以外の NIC を交換するには」、あるいは「8.5.2 プライマリ
NIC、マザーボード (UUID が変更されない場合) を交換するには」を参照してください。
また、同一筐体内に稼動しているマシンが存在する場合でも、稼動していないマシンの接続
設定、および稼動していないマシンにスイッチの接続設定を追加あるいは削除することは可
能です。
稼動していないマシンの接続設定を変更するには、以下の手順に従ってください。
1.

物理的に NIC とスイッチポートとの結線を変更

2.

SystemProvisioning のスイッチの関連付け
1.

タイトルバーの [リソース] をクリックし、[リソース] ビューに切り替えます。
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2.

[システムリソース] ツリーからマシンプロパティ設定を行うマシンのアイコンをクリッ
クします。

3.

[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに「マシンプロパティ設定」が表示されます。

5.

[ネットワーク] タブを選択します。[NIC 一覧] グループボックスから関連付けを行う
NIC の [編集] アイコンをクリックします。

6.

[NIC 設定] が表示されます。NIC とスイッチポートとの関連付けを変更します。

以上で NIC–NetvisorPro 管理スイッチポートの接続変更は完了です。
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8.6. ログの採取
PP サポートサービスに障害調査を依頼される際には、本章に記載されている手順に従って
ログの採取を行ってください。また、ログの他にわかる範囲で以下の情報の提供をお願いし
ます。


障害の概要 (障害の具体的な内容、どのような現象が発生したかなどの情報)



障害の発生日時



障害の発生手順 (障害発生時にどのような操作・運用を行なったかの情報)



ウィンドウ上に表示されているエラーメッセージ



ネットワーク構成



管理対象のリソースのマシン名 / IP アドレス / MAC アドレス / 装置機種 (管理対象を
含めた問題の調査の場合)

注: ログにて障害の原因が調査できない場合、構成情報データベースを調査する必要があ
ります。構成情報データベースの採取方法については、「9.2.1 SystemProvisioning をバッ
クアップするには」を参照してください。

8.6.1.

SystemProvisioning のログを採取するには
SystemProvisioning のログファイルを取得します。以下の手順に従ってイベントログ、およ
びデバッグログを採取してください。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [イベントビューア]
を選択し、イベントビューアを起動します。

2.

「イベントビューア」画面が表示されます。[アプリケーション] をクリックし、イベントログを
採取します。

3.

次のフォルダに記録されているログファイルを採取します。
SystemProvisioning インストールフォルダ¥log
SystemProvisioning インストールフォルダ¥Provisioning¥Logs
注: 既定値は (C:¥Program files¥NEC¥PVM¥log)、および (C:¥Program
files¥NEC¥PVM¥ Provisioning¥Logs) です。

以上で SystemProvisioning のログ採取は完了です。
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8.6.2.

SystemMonitor 性能監視のログを採取するには
SystemMonitor 性能監視では、"SystemMonitor 性能監視" というログ名で、エラーや運用
のイベント情報を管理サーバのイベントログに記録しており、エラー情報はアプリケーション
ログ、またはシステムログに記録されます。
性能監視サービスの開始に失敗した場合などのエラー情報についても、アプリケーションロ
グ、またはシステムログに記録される場合があります。
SystemMonitor 性能監視で問題が発生した場合は、イベントビューアのアプリケーションロ
グ、システムログ、SystemMonitor 性能監視ログをテキスト形式で採取します。以下の手順
に従ってログを採取してください。
1.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [イベントビューア]
を選択し、イベントビューアを起動します。

2.

「イベントビューア」画面が表示されます。[SystemMonitor 性能監視] をクリックし、イベ
ントログを採取します。アプリケーションログ、システムログについても同様に採取しま
す。

3.

SystemMonitor 性能監視インストールフォルダ¥log に記録されている詳細ログを採取
します。
注: 既定値は (C:¥Program Files¥NEC¥SystemMonitorPerformance¥log) です。

以上で SystemMonitor 性能監視のログ採取は完了です。

8.6.3.

DPM のログを採取する
DPM のログを採取します。以下の手順に従ってログを採取してください。
ログ採取対象は、管理サーバ、および管理対象マシンです。


Windows (IA32 / EM64T) の場合
1.

DPM に関する処理をすべて終了します。
注: 以下の処理がすべて終了していることを確認してください。
▪ シナリオ実行中ではないこと (シナリオを実行中の場合は、シナリオが完了する
まで処理を行わないでください。)
▪ DPM の Web コンソール (DPM の各種ツール類) などを起動していないこと

2.

管理サーバとエラーが発生しているマシンに Administrator 権限を持つユーザでロ
グインし、SigmaSystemCenter の製品 CD-R 内の以下のフォルダを、任意の場所
にコピーします。(以下では C:¥Dpmlog にコピーする例を記載します)
(SigmaSystemCenter の製品 CD-R):¥DPM¥TOOLS¥DpmLog
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3.

コマンドプロンプトを起動します。
[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [アクセサリ] － [コマンド プロ
ンプト] をクリックし、コマンドプロンプトを起動します。

4.

ログファイルの保存場所を指定します。以下のコマンドを入力してください。
cd /d C:¥Dpmlog

5.

オプション「-A」を付けて、DpmLog.exe を実行します。
DpmLog.exe –A

注: DpmLog.exe の実行中は、DPM の操作を行わないでください。


Windows (IPF）の場合
DpmLog.exe は、IPF は未サポートとなります。以下の情報を手動で採取してください。
•

イベントログ （イベントログ形式(.evt)で採取してください）
アプリケーション
システム

•

ファイル （存在しない場合は採取の必要はありません）
%SystemRoot%¥Inst_Dpm_Win_Cli.log
%SystemRoot%¥system32¥DepAgent.csv
%SystemRoot%¥system32¥DepAgent.csv.n
%SystemRoot%¥system32¥rupdsvc.csv
%SystemRoot%¥system32¥rupdsvc.csv.n
%SystemRoot%¥DeploymentManager フォルダ配下の全ファイル
%SystemDrive%¥Sysprep フォルダ配下の全ファイル
（%SystemRoot%、%SystemDrive%は環境変数です）
※n は、1 から 4 の数値が入ります。

•

レジストリ （レジストリエディタよりエクスポートして採取してください。存在しない場
合は採取の必要はありません）
-

HKEY_LOCAL_MACHINE¥ SOFTWARE¥Microsoft 配下

Updates
Windows NT¥CurrentVersion¥Hotfix
Windows¥CurrentVersion¥Uninstall
Windows¥CurrentVersion¥Component Based Servicing¥Packages (Windows
Server 2008 のみ)
-

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet 配下

Services
Control
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•

以下のコマンドの実行結果
[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [アクセサリ] － [コマンド プロ
ンプト] をクリックし、コマンドプロンプトを起動します。
ipconfig /all
route -p print
net use
net share
net config WORKSTATION
net config server
netstat -a -o –n

•

システム情報
[スタート] メニューから [すべてのプログラム] － [アクセサリ] － [コマンド プロ
ンプト] をクリックし、コマンドプロンプトを起動します。
以下のコマンドを実行し、作成された msdrpt.txt を採取します。
-

Windows Server 2003 の場合

%CommonProgramFiles%¥Microsoft Shared¥MSInfo¥msinfo32.exe /report
msdrpt.txt
(%CommonProgramFiles% は環境変数です)
-

Windows Server 2008 の場合

%windir%¥system32¥msinfo32.exe /report msdrpt.txt
(%windir% は環境変数です)


Linux の場合
1.

cp コマンドの-p オプションなどを使用し、タイムスタンプが変更されないようにログ
ファイルを採取します。以下のファイルを採取してください。
▪ システム設定ファイル
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/clock
/etc/sysconfig/iptables
/etc/sysconfig/ipchains
/etc/rc.d/rc
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*ファイル
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▪ クライアントサービス for DPM 関連ファイル
/opt/dpmclient/フォルダ配下の全ファイル
/var/log/message フォルダ配下の全ファイル
2.

以下のコマンドを実行し、結果を採取します。
ifconfig –a
netstat -a | grep 560
route
ps -axm | grep depagtd
iptables -L

注: ファイルを送付する際は、zip や gzip などのコマンドを用いて Linux 上でファイ
ルを圧縮し、送付してください。
以上で DPM のログ採取は完了です。

8.6.4.

DPM (HP-UX 版) のログを採取するには
DPM (HP-UX 版) には、オペレーションエラーログ、エラーログがあります。障害が発生した
場合、各ログを採取し、原因を調べます。以下の手順に従ってログを採取してください。
関連情報: DPM (HP-UX 版) のログについては、「DeploymentManager (HP-UX 版) ユー
ザーズガイド機能編」の「6. トラブルシューティング」を参照してください。

1.

管理サーバ for DPM (HP-UX) インストールフォルダ¥dpm¥0001¥log に記憶されてい
るオペレーションエラーログ、エラーログファイルを採取します。
注: 管理サーバ for DPM (HP-UX) のインストールフォルダの既定値は
（C:¥Program Files¥dpm_hpux) です。

以上で DPM (HP-UX 版) のログ採取は完了です。
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8.6.5.

ESMPRO/ServerManager のログを採取するには
ESMPRO/ServerManager の運用・詳細ログ、アプリケーションログ、システムログを採取し
ます。以下の手順に従って各ログを採取してください。
注: ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダの既定値は、(C:¥Program
Files¥NEC¥SMM) です。

1.

コマンドプロンプトにて以下のコマンドを実行します。
ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダ
¥ESMSM¥collectm¥collectm.exe

2.

以下のフォルダの情報を採取します。
ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダ¥ESMSM¥collectm¥smlog

以上で ESMPRO/ServerManager のログの採取は完了です。
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8.7. 管理サーバの IP アドレスを変更するには
管理サーバの IP アドレス (ホスト名) の変更による影響、注意点について説明します。管理
サーバの IP アドレス (ホスト名) を変更する場合は、以下を参照して SigmaSystemCenter
の各コンポーネントの設定変更を行ってください。

8.7.1.

管理サーバの IP アドレスを変更する前に
管理サーバ for DPM、または DPM のデータベースを管理サーバにインストールしている場
合、管理サーバの IP アドレスを変更する前に DPM の設定変更になります。まず、「8.7.2
DeploymentManager での設定変更」を参照して、DPM の設定変更、および管理サーバの
IP アドレスの変更を行ってください。その後、「8.7.3 SystemProvisioning での設定変更」か
ら「8.7.5 ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent での設定変更」を参照して各
コンポーネントの設定変更を行ってください。

8.7.2.

DeploymentManager での設定変更
管理サーバ for DPM、または DPM のデータベースを管理サーバにインストールしている場
合、以下の手順に従って設定変更してください。
管理サーバのホスト名を変更する場合、DPM では特に設定は必要ありません。
1.

DPM に関する処理を終了してください。
注: 以下の処理がすべて終了していることを確認してください。
▪ シナリオ実行中ではないこと (シナリオを実行中の場合は、シナリオが完了するまで
処理を行わないでください。)
▪ DPM の Web コンソール (DPM の各種ツール類) などを起動していないこと

2.

管理サーバに管理サーバ for DPM をインストールしていない場合は、手順 4 へ進んで
ください。

3.

DPM の Web コンソールで「詳細設定」ウィンドウの [全般] タブの [IP アドレス] を確認
し、"ANY" 以外を選択している場合、[IP アドレス] の設定を "ANY" に変更します。

4.

管理サーバの IP アドレスを変更します。

5.

管理サーバに DPM のデータベースをインストールしていない場合は、手順 11 へ進んで
ください。

6.

管理サーバ上で [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択し、実行
するプログラムの名前に "regedit" を入力して、[OK] をクリックします。
注: 管理サーバ for DPM を SigmaSystemCenter の管理サーバ以外にインストールし
ている場合、手順 6 から 10 は管理サーバ for DPM をインストールしたマシンに管理者
権限を持つユーザでログオンして行ってください。
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7.

レジストリエディタが起動されますので、以下のレジストリの値データを確認します。
"127.0.0.1" が設定されている場合は、手順 11 へ進んでください。変更前の管理サー
バの IP アドレスが設定されている場合は、変更後の管理サーバの IP アドレスに変更し
ます。
注: 管理サーバ for DPM と DPM のデータベースを同じサーバにインストールしている
場合は、値データに "127.0.0.1" を指定することができます。

•

IA32 アーキテクチャマシンの場合：
レジストリパス:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager
値の名前:DBSrvIPAddress

•

EM64T アーキテクチャマシンの場合：
レジストリパス:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC
¥DeploymentManager
値の名前：DBSrvIPAddress

8.

[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] から、以
下のサービスを停止します。

サービス名
DeploymentManager API Service
DeploymentManager Backup/Restore Management
DeploymentManager Client Management
DeploymentManager client start
DeploymentManager Get Client Information
DeploymentManager PXE Management
DeploymentManager PXE Mtftp
DeploymentManager Remote Update Service
DeploymentManager Scenario Management
DeploymentManager Schedule Management
DeploymentManager Transfer Management
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9.

使用している OS のアーキテクチャに応じて、以下の操作を行ってください。
•

IA32 アーキテクチャマシンの場合 ： [スタート]メニューから [コントロールパネル]
－ [管理ツール] － [データソース（ODBC）] を選択します。

•

EM64T アーキテクチャマシンの場合 ： [スタート]メニューから [ファイル名を指定
し て 実 行 ] を 選 択 し 、 実 行 す る プ ロ グ ラ ム の 名 前 に
「%WINDIR%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」を入力して、[OK] をクリックします。

10. 「ODBC データソース アドミニストレータ」画面が起動しますので、[システム DNS] タ
ブを選択します。[システム データソース] の一覧から [DPM] を選択して、[構成] をク
リックします。

11. 以下の画面が表示されますので、[接続する SQL Server サーバー名を入力してくださ
い。] の [サーバー] から変更するデータベースサーバを選択後、IP アドレス部分を新
しい管理サーバの IP アドレスに変更して [完了] をクリックします。その後に表示される
「ODBC Microsoft SQL Server セットアップ」画面で [OK] をクリックします。
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12. 管理サーバを再起動します。
注: 管理サーバ for DPM を SigmaSystemCenter の管理サーバ以外にインストールし
ている場合、管理サーバ for DPM をインストールしたマシンも再起動を行ってください。
13. 管理サーバの再起動後、変更前の管理サーバの IP アドレスを使用して DPM の Web
コンソールに管理サーバ for DPM を登録していた場合、IP アドレスを変更した管理サ
ーバ for DPM を削除します。"127.0.0.1" を使用して DPM の Web コンソールに管理
サーバ for DPM を登録していた場合、手順 15 へ進んでください。
14. 削除後、DPM の Web コンソールで変更した IP アドレスで管理サーバ for DPM を追加
します。
15. DPM の Web コンソールで [詳細設定] ウィンドウの [全般] タブの [IP アドレス] の設
定を "ANY" に変更した場合は、必要に応じて管理サーバの IP アドレスを再設定しま
す。
16. DPM の Web コンソールから IP アドレスを変更した管理サーバに登録されているすべて
のマシンに対してシャットダウン、またはリモートアップデートのシナリオ実行を行いま
す。
以上で、DeploymentManager での設定変更は完了です。

8.7.3.

SystemProvisioning での設定変更
管理サーバの IP アドレスを変更した場合、SystemProvisioning では以下の設定が必要とな
ります。ホスト名を変更する場合は、IP アドレスをホスト名に読み替えてください。


SystemProvisioning のサブシステムを管理サーバにインストールしている場合、サブシ
ステムの設定を変更します。
1.

タイトルバーの [管理] をクリックし、[管理] ビューに切り替えます。

2.

[管理] ツリーから [サブシステム] アイコンをクリックします。

3.

[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
ンをクリックします。

4.

メインウィンドウに「サブシステム編集」が表示されます。IP アドレスを変更します。

5.

[OK] をクリックします。
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Out-of-Band (OOB) Management を利用している場合は、管理対象マシンの PET の
通報先の設定を変更します。
関連情報: PET の通報先の設定については、「2.15.3 BMC に PET の通報先と通報レ
ベルを設定するには」を参照してください。

以上で、SystemProvisioning での設定変更は完了です。

8.7.4.

SystemMonitor 性能監視での設定変更
管理サーバの IP アドレス変更に対する影響については、SystemMonitor 性能監視管理コン
ソールに設定されている管理サーバや監視対象マシンのホスト名として IP アドレスが設定さ
れている場合は、変更後の IP アドレスに設定変更を行う必要があります。以下の手順に従
って変更してください。
関連情報: SystemMonitor 性能監視の操作手順の詳細は、「SystemMonitor 性能監視ユー
ザーズガイド」を参照してください。


管理コンソールの設定
SystemMonitor 性能監視管理コンソールの設定で、管理コンソールの情報のホスト名
として管理サーバの IP アドレスで登録している場合は、設定変更を行ってください。
注: 管理サーバ、SystemMonitor 性能監視管理コンソールを利用していない場合は、
本指定は必要ありません。

1.

メインメニューから [ツール] － [管理コンソール情報] を選択します。

2.

[管理コンソール情報] ダイアログボックスの [ホスト名] を確認し、必要に応じて変
更します。

3.

[OK] をクリックします。
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管理サーバの接続設定
SystemMonitor 性能監視管理コンソールに登録されている管理サーバの IP アドレスが
変更される場合は、管理サーバの設定を一旦削除し、変更後の IP アドレスで管理サー
バを登録します。



1.

メインウィンドウのツリー上で古い IP アドレスで登録されている管理サーバを右クリ
ックし、[管理サーバ登録削除] を選択します。

2.

メインメニューから [ツール] － [管理サーバの追加登録] を選択します。

3.

[管理サーバ] ダイアログボックスが表示されますので、新しい IP アドレスを設定し
ます。

4.

[OK] をクリックします。

SystemProvisioning の接続設定
SystemMonitor 性能監視に登録されている SystemProvisioning 管理サーバ名として、
変更された管理サーバの IP アドレスを指定している場合、設定の変更が必要です。
注: SystemProvisioning 構成情報の反映機能や SystemProvisioning への性能異常
通報機能を利用しない場合は、本指定は必要ありません。



1.

メインウィンドウのツリー上で管理サーバを右クリックし、[環境設定] を選択しま
す。

2.

[環境設定] ダイアログボックスの [SystemProvisioning] タブの
[SystemProvisioning 管理サーバ名] を確認し、必要に応じて変更します。

3.

[OK] をクリックします。

サーバの接続設定
SystemMonitor 性能監視に登録されている監視対象マシンとして、管理サーバも登録
している場合には、設定の変更が必要です。
1.

メインウィンドウのツリー上でマシン名を右クリックし、[マシン設定] を選択します。

2.

[マシン設定] ダイアログボックスが表示されますので、[マシン名] と [IP アドレス]
を確認し、必要に応じて変更します。

3.

[OK] をクリックします。

以上で、SystemMonitor 性能監視での設定変更は完了です。
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8.7.5.

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent での設定
変更
管 理 サ ー バ の IP ア ド レ ス を 変 更 し た 場 合 、 ESMPRO/ServerManager 、
ESMPRO/ServerAgent では以下の設定が必要となります。以下の手順に従って変更してく
ださい。


ESMPRO/ServerManager の設定変更項目
マネージャ間通信を使用している場合、IP アドレスを変更した管理サーバとマネージャ
間通信を行っている、相手のマシン (隣接マネージャ) 上に設定している IP アドレスを
変更してください。



1.

オペレーションウィンドウのメニューから [オプション] － [カスタマイズ] － [マネ
ージャ間通信]を選択します。

2.

「マネージャ間通信」画面の [隣接マネージャ] タブに設定されている接続先アドレ
スを新しい IP アドレスに変更します。

ESMPRO/ServerAgent の設定変更項目
通報の送信設定 (高信頼性通報) に管理サーバの IP アドレス / ホスト名を指定してい
る場合、「2.6.1 Windows マシンから通報の送信設定を行うには」の「◆ マネージャ通
報 (TCP/IP In Band)」を参照して、再設定してください。
注: ホスト名を指定している場合でも、本手順を実施し、新しい IP アドレスとホスト名を
連携させます。
通報の送信設定 (SNMP トラップ) の下記設定で管理サーバの IP アドレスを設定して
いる場合、「2.6.1 Windows マシンから通報の送信設定を行うには」の「◆ SNMP
Trap」を参照して再設定してください。



•

SNMP Trap 送信先にマシンの IP アドレスを指定している場合

•

SNMP Service のセキュリティ設定にて「これらのホストから SNMP パケットを受け
付ける」にマシンの IP アドレスを指定している場合

ESMPRO/ServerAgent (VMware) の設定変更
SNMP 通報手段を使用している場合は、「通報基本設定」画面の通報手段一覧から「マ
ネージャ通報(SNMP)」を選択して表示される、「SNMP トラップ設定」画面にてトラップ
送信先を変更してください。SNMP 通報手段以外を使用している場合は、[通報先リスト
の設定] を選択して表示される「通報先リストの設定」画面にて通報先を変更してくださ
い。
注: 通報設定変更は、コントロールパネル (ESMamsadm) から行ってください。
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＜コントロールパネル (ESMamsadm) の起動方法＞
1.

root 権限のあるユーザでログインします。

2.

ESMPRO/ServerAgent がインストールされているディレクトリに移動します。
# cd /opt/nec/esmpro_sa

3.

ESMamsadm が格納されているディレクトリに移動します。
# cd bin

4.

コントロールパネル (ESMamsadm) を起動します。
# ./ESMamsadm

5.

以下のファイルにて、snmpd に対して IP アドレスによるアクセス制限を行っている
場合は、IP アドレス変更などの設定変更をします。
/etc/snmp/snmpd.conf
/etc/hosts.allow, hosts.deny

以上で、ESMPRO/ServerManager での設定変更は完了です。
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9.

本章では、SigmaSystemCenter 運用時のバックアップ方法、およびリストア方法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。

•
•
•
•
•
•

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

バックアップ計画 ...................................................................................................... 356
SystemProvisioning をバックアップ / リストアする ................................................... 358
SystemMonitor 性能監視をバックアップ / リストアする ............................................ 361
DPM をバックアップ / リストアする ........................................................................... 364
DPM (HP-UX 版) をバックアップ / リストアする ....................................................... 370
ESMPRO/ServerManager をバックアップ / リストアする ......................................... 373
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9.1. バックアップ計画
管理サーバコンポーネントの設定情報は、必要に応じてバックアップを行ってください。ハー
ドウェア障害などの理由により、管理サーバが故障しても、バックアップを行っていれば復旧
できます。管理対象マシンでは、アップデートが行われたときなど、こまめにバックアップを取
っておくことにより、配信イメージ (リストアイメージ) を最新の状態にしておきます。仮に障
害が起きた場合でも復旧することができます。本節では、各マシンでのバックアップの概要や
方法について説明します。

9.1.1.

管理サーバ


SystemProvisioning の設定情報
SystemProvisioning の設定情報のバックアップは、定期的に行うことを推奨します。
設定情報のバックアップ / リストアの方法は、「9.2 SystemProvisioning をバックアップ
/ リストアする」を参照してください。



SystemMonitor 性能監視の設定情報
SystemMonitor の設定情報、および収集した性能情報のバックアップは、定期的に行う
ことを推奨します。
設定情報のバックアップ / リストアの方法は、「9.3 SystemMonitor 性能監視をバック
アップ / リストアする」を参照してください。



DPM の設定情報
DPM の設定情報のバックアップは、定期的に行うことを推奨します。
設定情報のバックアップ / リストアの方法は、「9.4 DPM をバックアップ / リストアす
る」を参照してください。



DPM (HP-UX) の設定情報
DPM (HP-UX) の設定情報のバックアップは、定期的に行うことを推奨します。
設定情報のバックアップ / リストアの方法は、「9.5 DPM (HP-UX 版) をバックアップ /
リストアする」を参照してください。



ESMPRO/ServerManager の設定情報
ESMPRO/ServerManager の設定情報のバックアップは、定期的に行うことを推奨しま
す。
設定情報のバックアップ / リストアの方法は、「9.6 ESMPRO/ServerManager をバッ
クアップ / リストアする」を参照してください。
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9.1.2.

管理対象マシン
SigmaSystemCenter の配信を最新の状態に維持するためには、アップデートが行われるた
びに DPM によるバックアップを行い、配信イメージ (リストアイメージ) を最新の状態にする
必要があります。DPM を利用してバックアップを行う場合、マシンを停止状態にしてバックア
ップを行う必要があります。容量やネットワーク状態によってバックアップにかかる時間が異
なります。
管理対象マシンでアップデートが頻繁に行われる場合、以下の方法でバックアップを行ってく
ださい。


業務負荷の低い時間帯を利用してバックアップを行う



マニュアル操作によりオンラインでバックアップを行う
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9.2. SystemProvisioning をバックアップ / リスト
アする
構成情報データベース、設定ファイル、およびレジストリは、必要に応じてバックアップを行っ
てください。ハードウェア障害などの理由により、管理サーバが故障しても、バックアップを行
っていれば構成情報データベースを復旧できます。
構成情報データベースのバックアップとリストアは、SQL Server 2005 が提供する sqlcmd コ
マンドを使用して行います。
関連情報: sqlcmd コマンドの詳細については Microsoft 社から提供されている以下の URL
などを参照してください。
http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms170207.aspx

注:
▪ SystemProvisioning でインストールされる SQL Server 2005 の初期 sa パスワードは
(rc76duvg) になっています。システム管理者の方は sqlcmd コマンドを使用して sa パスワー
ドの変更を行ってください。
▪ インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、"(local)¥インスタンス名" とし
てください。また、インストール後にネットワーク上の別のサーバに構築された SQL Server
2005 に構成情報データベースを移行した場合は、"サーバ名¥インスタンス名" としてくださ
い。
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9.2.1.

SystemProvisioning をバックアップするには
SystemProvisioning をバックアップします。以下の手順に従ってバックアップしてください。
1.

Web コンソールを停止
Web コンソールを開いている場合は、閉じます。

2.

SystemProvisioning を停止
SystemProvisioning を停止するには、「8.1.1 SystemProvisioning を起動 / 再起動 /
停止するには」を参照してください。

3.

ファイルをバックアップ
SystemProvisioning インストールディレクトリ配下のファイルをバックアップします。ファ
イルのパーミッションを保存し、バックアップします。
注: 既定値は (%ProgramFiles%¥NEC¥PVM) です。

4.

レジストリをバックアップ
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥PVM 配下をバックアップします。
レジストリエディタよりエクスポートしてバックアップします。

5.

データベースをバックアップ
コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。ここでは C ドライブの¥temp に
backup.dat というバックアップファイルを作成する例を示します。
> sqlcmd –E –S (local)¥SSCCMDB
1> backup database pvminf to disk = 'c:¥temp¥backup.dat'
with init
2> go

注: インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、
"(local)¥インスタンス名" としてください。

6.

SystemProvisioning を起動
バックアップが終了したら、SystemProvisioning を起動します。SystemProvisioning を
起動するには、「8.1.1 SystemProvisioning を起動 / 再起動 / 停止するには」を参照
してください。

以上で SystemProvisioning のバックアップは完了です。
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9.2.2.

SystemProvisioning をリストアするには
構成情報データベースの内容を初期化した後にバックアップファイルの内容をリストアしま
す。
SystemProvisioning をリストアするには、以下の手順に従ってください。
1.

Web コンソールを停止
Web コンソールを開いている場合は、閉じます。

2.

SystemProvisioning を停止
SystemProvisioning を停止するには、「8.1.1 SystemProvisioning を起動 / 再起動 /
停止するには」を参照してください。

3.

バックアップファイルを上書き
バックアップを取った SystemProvisioning インストールディレクトリ配下のファイルを上
書きします。
注: 既定値は (%ProgramFiles%¥NEC¥PVM) です。

4.

レジストリをリストア
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥PVM 配下をリストアします。
レジストリエディタよりインポートしてリストアします。

5.

データベースをリストア
コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。ここでは C ドライブの¥temp に
backup.dat というバックアップファイルから復元する例を示します。
> sqlcmd –E –S (local)¥SSCCMDB
1> restore database pvminf from disk =
'c:¥temp¥backup.dat' with replace
2> go

注: インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、
"(local)¥インスタンス名" としてください。

6.

SystemProvisioning を起動
リストアが終了したら、SystemProvisioning を起動してください。SystemProvisioning
を起動するには、「8.1.1 SystemProvisioning を起動 / 再起動 / 停止するには」を参
照してください。

以上で SystemProvisioning のリストアは完了です。
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9.3. SystemMonitor 性能監視をバックアップ / リ
ストアする
SystemMonitor 性能監視のデータベースのバックアップとリストアは、SQL Server 2005 が
提供する sqlcmd コマンドを使用して行います。

9.3.1.

SystemMonitor 性能監視をバックアップするには
SystemMonitor 性能監視をバックアップします。以下の手順に従ってバックアップしてくださ
い。
1.

SystemMonitor 性能監視管理コンソールを停止
SystemMonitor 性能監視の管理コンソールメインウィンドウの ［ファイル] メニューから、
［終了］ を選択すると、管理コンソールが終了されます。

2.

性能監視のサービスを停止
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール］ － ［サービス］ を選択
し 、 サ ー ビ ス ス ナ ッ プ イ ン を 起 動 し ま す 。 サ ー ビ ス 一 覧 か ら "System Monitor
Performance Monitoring Service" を選択し、[サービスの停止] をクリックします。

3.

ファイルをバックアップ
以下の 2 つのファイルをバックアップします。
SystemMonitor 性能監視インストールディレクトリ配下
注: 既定値は (%ProgramFiles%¥NEC¥SystemMonitorPerformance) です。

bin¥rm_client.xml
bin¥rm_service_init.xml
4.

データベースをバックアップ
コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。ここでは C ドライブの¥temp に
sysmonbk.dat というバックアップファイルを作成する例を示します。
> sqlcmd -E -S (local)¥SSCCMDB -Q "backup database
RM_PerformanceDataBase2 to disk = 'c:¥temp¥sysmonbk.dat'
with init"

注: インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、"(local)¥インスタンス名
" としてください。
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5.

性能監視サービスの開始
性能監視サービスを開始します。
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール］ － ［サービス］ を選択
し 、 サ ー ビ ス ス ナ ッ プ イ ン を 起 動 し ま す 。 サ ー ビ ス 一 覧 か ら "System Monitor
Performance Monitoring Service" を選択し、[サービスの開始] をクリックします。

以上で SystemMonitor 性能監視のバックアップは完了です。

9.3.2.

SystemMonitor 性能監視をリストアするには
SystemMonitor 性能監視をリストアします。以下の手順に従ってリストアしてください。
1.

SystemMonitor 性能監視管理コンソールを停止
SystemMonitor 性能監視の管理コンソールメインウィンドウの ［ファイル] メニューから、
［終了］ を選択すると、管理コンソールが終了されます。

2.

性能監視のサービスを停止
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール］ － ［サービス］ を選択
し 、 サ ー ビ ス ス ナ ッ プ イ ン を 起 動 し ま す 。 サ ー ビ ス 一 覧 か ら "System Monitor
Performance Monitoring Service" を選択し、[サービスの停止] をクリックします。

3.

バックアップファイルを上書き
バックアップを取った以下の 2 つのファイルを上書きします。
SystemMonitor 性能監視インストールディレクトリ配下
注: 既定値は (%ProgramFiles%¥NEC¥SystemMonitorPerformance) です。

bin¥rm_client.xml
bin¥rm_service_init.xml
4.

データベースリストアコマンドを実行
コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。ここでは C ドライブの¥temp に
sysmonbk.dat というバックアップファイルをリストアする例を示します。
> sqlcmd -E -S (local)¥SSCCMDB -Q " restore database
RM_PerformanceDataBase2 from disk =
'c:¥temp¥sysmonbk.dat' with replace"

注: インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、"(local)¥インスタンス名
" としてください。
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5.

性能監視サービスの開始
性能監視サービスを開始します。
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール］ － ［サービス］ を選択
し 、 サ ー ビ ス ス ナ ッ プ イ ン を 起 動 し ま す 。 サ ー ビ ス 一 覧 か ら "System Monitor
Performance Monitoring Service" を選択し、[サービスの開始] をクリックします。

以上で SystemMonitor 性能監視のリストアは完了です。
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9.4. DPM をバックアップ / リストアする
9.4.1.

DPM の初期セットアップ / 設定項目変更時にデータをバックアッ
プするには
Web サーバ for DPM に管理サーバ for DPM やデータベースを登録した場合、もしくは、
DPM の Web コンソールのメニューから設定変更を行った場合に、以下のデータを控えてお
いてください。


Web コンソール設定値
DPM の Web コンソールの [Web コンソール] メニューから [環境設定] を選択し、表示
される「Web コンソール設定画面」ウィンドウの各設定値



共有フォルダパス
DPM の Web コンソールの [設定] メニューから [詳細設定] を選択し、表示される「詳
細設定」ウィンドウの [全般] タブを選択します。[サーバ情報] グループボックスの [共
有フォルダ] に指定した内容



管理サーバの設定値
DPM の Web コンソール上に表示されている管理サーバのアイコンを右クリックし、[プロ
パティ] をクリックし、表示される「管理サーバのプロパティ」ウィンドウの [サーバ名]、
[IP アドレス]、[ポート番号] に指定した内容



DPM の管理者パスワード



データベースサーバの IP アドレス
以下のレジストリのデータ (データベースサーバの IP アドレス)
•

IA32 アーキテクチャマシンの場合：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager¥DBSrvI
PAddress(REG_SZ)
・

•

EM64T アーキテクチャマシンの場合：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥Deployment
Manager¥DBSrvIPAddress(REG_SZ)



その他
手作業で変更したファイルやレジストリがある場合、設定項目
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9.4.2.

DPM の運用時に更新されるデータをバックアップするには
DPM の運用時、コンピュータの登録 / 削除、イメージビルダー / PackageDescriber からの
パッケージ作成、シナリオ作成 / 変更 / 実行などの操作を行った際に更新されるデータを
バックアップします。これらの操作を行った場合、以下の手順に従って管理サーバ for DPM、
およびデータベースがインストールされたマシン上でバックアップを行ってください。
注: 管理者権限のあるユーザでログインして実行してください。

1.

DPM に関する処理をすべて終了
注: 以下の処理がすべて終了していることを確認してください。
▪ シナリオ実行中ではないこと (シナリオを実行中の場合は、シナリオが完了するまで
処理を行わないでください。)
▪ DPM の Web コンソール (DPM の各種ツール類) などを起動していないこと

2.

DPM のサービスを停止
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から "DeploymentManager" で
始まる名前のサービスをすべて停止します。サービス名を選択し、[サービスの停止] を
クリックします。

3.

データのバックアップ
以下のデータをバックアップします。
•

DPM インストールフォルダ¥Datafile フォルダ配下すべて

•

DPM インストールフォルダ¥PXE¥Images フォルダ配下すべて

•

DPM インストールフォルダ¥linux フォルダ配下すべて

•

DPM インストールフォルダ¥Log フォルダ配下すべて

注:
▪ DPM インストールフォルダの既定値は (C:¥Program
Files¥NEC¥DeploymentManager) です。
▪ DPM インストールフォルダのパスは、リストア時に必要になりますので控えておいてく
ださい。
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共有フォルダ配下すべてのデータ

•
注:

▪ 共有フォルダは、DPM の Web コンソールの [設定] メニューから [詳細設定] を選択
し、表示される「詳細設定」ウィンドウの [全般] タブを選択して、[サーバ情報] グルー
プボックスの [共有フォルダ] を確認してください。共有フォルダの既定値は
(C:¥Deploy) です。
▪ 共有フォルダには、登録したパッケージデータ、インストール用の OS イメージファイル
が格納されているため、フォルダサイズが非常に大きくなる場合がありますので、これら
のデータの追加、変更、削除を行った場合には、バックアップを行ってください。
バックアップイメージファイル (拡張子 ".lbr"、".nvr" )

•
注:

▪ 前回のバックアップ時からバックアップイメージに変更がある場合に限り、バックアップ
してください。
▪ .nvr ファイルは、存在する場合のみバックアップしてください。

4.

データベースのバックアップ
コマンドプロンプトで以下のバックアップコマンドを入力し、バックアップファイル
(DPM.bak) を採取します。
注: データベースが管理サーバ for DPM と別のサーバにインストールされている場合
は、手順 6 の後に実施してください。

osql.exe -E -S localhost¥DPMDBI
BACKUP DATABASE DPM
TO DISK='DPM.bak'
WITH INIT
GO

注:
▪ データベースは以下のパラメータを固定で使用しています。
インスタンス名: DPMDBI
データベース名: DPM
▪ バックアップファイルは、以下のフォルダに作成されます。
Microsoft SQL Server のインストールフォルダ¥Backup
Microsoft SQL Server のインストールフォルダの既定値は (C:¥Program
Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL.n¥MSSQL) です。MSSQL.ｎの "n" は、SQL
Server のインスタンス数の数値が入ります。ご利用の環境に読み替えてください。
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5.

レジストリに記録されているデータのバックアップ
管理サーバ for DPM のインストールされているマシン上のコマンドプロンプトで以下の
コマンドを実行し、バックアップファイル (RegExportDPM.reg) を採取します。
•

IA32 アーキテクチャマシンの場合：
regedit /e RegExportDPM.reg
"HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager"

•

EM64T アーキテクチャマシンの場合：
regedit /e RegExportDPM.reg
"HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC
¥DeploymentManager"

注: バックアップファイルは、コマンドを実行したカレントディレクトリに作成されます。

6.

DPM のサービスを開始
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から "DeploymentManager" で
始まる名前のサービスをすべて開始します。サービス名を選択し、[サービスの開始] を
クリックします。

以上で DPM の運用時に更新されるデータのバックアップは完了です。

9.4.3.

DPM をリストアするには
DPM を再セットアップした後、バックアップしたデータをリストアします。以下の手順に従って
リストアしてください。
注:
▪ リストアは、バックアップを取ったマシンと同じアーキテクチャ (IA32 / EM64T) のみ可能で
す。
▪ 管理者権限のあるユーザでログインして実行してください。

1.

DPM をインストール
注: DPM のインストールパスは、「9.4.2 DPM の運用時に更新されるデータをバックアッ
プするには」の手順 3 で控えたパスを指定してください。

2.

管理サーバを登録
DPM の Web コンソールを起動し、「9.4.1 DPM の初期セットアップ / 設定項目変更時
にデータをバックアップするには」の「◆ 管理サーバの設定値」で控えた内容を管理
サーバに登録します。
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3.

共有フォルダを設定
DPM の Web コンソールの [設定] メニューから [詳細設定] を選択し、表示される「詳
細設定」ウィンドウの [全般] タブを選択します。[サーバ情報] グループボックスの [共
有フォルダ] に「9.4.1 DPM の初期セットアップ / 設定項目変更時にデータをバックアッ
プするには」の｢◆
共有フォルダパス｣で控えた内容を設定してください。

4.

DPM のサービスを停止
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から "DeploymentManager" で
始まる名前のサービスをすべて停止します。サービス名を選択し、[サービスの停止] を
クリックします。

5.

データのコピー
「9.4.2 DPM の運用時に更新されるデータをバックアップするには」の手順 3 でバックア
ップした内容を、バックアップ時と同じフォルダパスに上書きします。

6.

データベースのコピー
「9.4.2 DPM の運用時に更新されるデータをバックアップするには」の手順 4 でバックア
ップした内容を、バックアップ時と同じフォルダパスに上書きします。
注: バックアップファイルは、以下のフォルダに作成されます。
Microsoft SQL Server のインストールフォルダ¥Backup
Microsoft SQL Server のインストールフォルダの既定値は (C:¥Program
Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL.n¥MSSQL) です。MSSQL.ｎの "n" は、SQL
Server のインスタンス数の数値が入ります。ご利用の環境に読み替えてください。

7.

フォルダへコピーされたバックアップファイルの設定を確認
1.

バックアップファイルのプロパティを確認します。バックアップファイルを右クリックし、
[プロパティ] をクリックします。

2.

[セキュリティ] タブのユーザリストに "SQL Server 2005 MSSQL" で始まるユー
ザが存在するかを確認します。

3.

[詳細設定] をクリックし、手順 2 でユーザが存在した場合、[親からの継承可能なア
クセス許可をこのオブジェクトと子オブジェクトすべてに伝達できるようにし、それら
をここで明示的に定義されているものに含める(A)] チェックボックスがオンになっ
ているか確認します。ユーザが存在しない場合、[親からの継承可能なアクセス許
可をこのオブジェクトと子オブジェクトすべてに伝達できるようにし、それらをここで
明示的に定義されているものに含める(A)] チェックボックスをオンにします。
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8.

リストアコマンドの実行
コマンドプロンプトを起動し、以下のリストアコマンドを入力します。
注: データベースが管理サーバ for DPM と別のサーバにインストールされている場合
は、管理サーバ for DPM のリストア後に実施してください。

osql -E -S localhost¥DPMDBI
RESTORE DATABASE DPM
FROM DISK = 'DPM.bak'
WITH REPLACE
GO

注: データベースは以下のパラメータを固定で使用します。
インスタンス名 : DPMDBI
データベース名 : DPM

9.

バックアップファイルの適用
「9.4.2 DPM の運用時に更新されるデータをバックアップするには」の手順 5 でバックア
ップした RegExportDPM.reg を適用 (エクスプローラからダブルクリックなど) します。

10. ファイルやレジストリをリストア
その他、手作業で変更したファイルやレジストリがある場合は、控えておいた内容を反
映してください。
11. DPM のサービスを開始
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から "DeploymentManager" で
始まる名前のサービスをすべて開始します。サービス名を選択し、[サービスの開始] を
クリックします。
12. DPM の管理者パスワードを設定
DPM の Web コンソールを起動し、[設定] メニューから [管理者パスワードの設定] を
選択し、DPM の管理者パスワードを設定します。
以上で DPM のリストアは完了です。
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9.5. DPM (HP-UX 版) をバックアップ / リストアす
る
9.5.1.

DPM (HP-UX 版) の初期セットアップ / 設定項目変更時にデー
タをバックアップするには
管理サーバ for DPM (HP-UX) を登録した場合、もしくは DPM (HP-UX 版) の Web コンソ
ールのメニューから設定変更を行った場合、以下のデータを控えておいてください。

9.5.2.



DPM (HP-UX 版) の管理者ユーザ名



DPM (HP-UX 版) の管理者パスワード



DPM (HP-UX 版) のポート番号 (コンソール用)

DPM (HP-UX 版) の運用時に更新されるデータをバックアップす
るには
DPM (HP-UX 版) の運用時、コンピュータの登録 / 削除、シナリオ作成 / 変更 / 実行な
どの操作を行った際に更新されるデータをバックアップします。これらの操作を行った場合、
以下の手順に従って管理サーバ for DPM (HP-UX) がインストールされたマシン上でバック
アップを行ってください。
注: 管理者権限のあるユーザでログインして実行してください。

1.

DPM (HP-UX 版) の Web コンソールの終了
シナリオが実行されていないことを確認し、DPM (HP-UX 版) の Web コンソールを終了
します。

2.

DPM (HP-UX 版) のサービスを停止
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から以下のサービスをすべて停
止します。サービス名を選択し、[サービスの停止] をクリックします。
1.

DeploymentManager (HP-UX)

2.

DeploymentManager (HP-UX) Constructor

3.

DeploymentManager (HP-UX) Watcher

注: DPM (HP-UX 版) のサービスを停止する場合は、必ず「3→2→1」の順番で停止し
てください。
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3.

データのバックアップ
以下のデータをバックアップします。
•

管理サーバ for DPM (HP-UX) インストールフォルダ¥dpm¥0000 フォルダ配下す
べて

•

管理サーバ for DPM (HP-UX) インストールフォルダ¥dpm¥0001 フォルダ配下す
べて

•

管理サーバ for DPM (HP-UX) インストールフォルダ¥dpm¥0011 フォルダ配下す
べて

注:
▪ 管理サーバ for DPM (HP-UX) インストールフォルダの既定値は (C:¥Program
Files¥dpm_hpux) です。
▪ インストールフォルダパスはリストア時に必要となります。インストールフォルダを控え
ておいてください。
以上で DPM (HP-UX 版) の運用時に更新されるデータのバックアップは完了です。

9.5.3.

DPM (HP-UX 版) をリストアするには
DPM (HP-UX 版) を再セットアップした後、バックアップしたデータをリストアします。以下の
手順に従ってリストアしてください。
注: 管理者権限のあるユーザでログインして実行してください。

1.

DPM (HP-UX 版) をインストール
注: インストールパスはバックアップ時に控えておいたフォルダパスを指定してくださ
い。

2.

DPM (HP-UX 版) のサービスを停止
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から以下のサービスをすべて停
止します。サービス名を選択し、[サービスの停止] をクリックします。

1.

DeploymentManager (HP-UX)

2.

DeploymentManager (HP-UX) Constructor

3.

DeploymentManager (HP-UX) Watcher

注: DPM (HP-UX 版) のサービスを停止する場合は、必ず「3→2→1」の順番で停止し
てください。
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3.

データのコピー
「9.5.2 DPM (HP-UX 版) の運用時に更新されるデータをバックアップするには」の手順
3 でバックアップしておいたフォルダを、バックアップしたときと同じフォルダパスに上書き
コピーします。

4.

DPM (HP-UX 版) のサービスを開始
[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール] － [サービス] を選択
し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から以下のサービスをすべて開
始します。サービス名を選択し、[サービスの開始] をクリックします。
1.

DeploymentManager (HP-UX)

2.

DeploymentManager (HP-UX) Constructor

3.

DeploymentManager (HP-UX) Watcher

注: DPM (HP-UX 版) のサービスを開始する場合は、必ず「1→2→3」の順番で開始し
てください。
以上で DPM (HP-UX 版) のリストアは完了です。
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9.6. ESMPRO/ServerManager をバックアップ /
リストアする
9.6.1.

ESMPRO/ServerManager をバックアップするには
ESMPRO/ServerManager のバックアップを行ないます。以下の手順に従ってバックアップ
してください。
1.

ESMPRO/ServerManager にログイン
Administrators 権限を持つユーザで ESMPRO/ServerManager にログインします。

2.

自マネージャ画面の起動
オペレーションウィンドウの [オプション] – [カスタマイズ] – [自マネージャ] をクリックし、
自マネージャ画面を開きます。

3.

SNMP トラップ受信方式の設定変更
SNMP トラップ受信方式が "SNMP トラップサービスを使用する" に設定されている場
合、"独自方式を使用する" に変更します。

4.

アプリケーションの終了
ESMPRO 関連のアプリケーションが起動している場合、すべてのアプリケーションを終
了します。

5.

ESMPRO のサービスを停止
以下の関連製品がインストールされている場合、製品のサービスを停止します。
•

ESMPRO/ServerAgent

•

WebSAM ClientManager

•

WebSAM Netvisor

•

WebSAM UXServerManager

•

WebSAM SystemManager

•

WebSAM AlertManager

注: 関連製品のバックアップについては、各製品の手順を確認してください。
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次に、[スタート] メニューから [コントロールパネル] － [管理ツール］ － ［サービス］
を選択し、サービススナップインを起動します。サービス一覧から以下のサービスを選
択し、[サービスの停止] をクリックします。
•

"ESM Base Service"、およびそれに依存するサービス

•

Alert Manager Main Service

•

Alert Manager Socket(S) Service

•

Alert Manager Socket(R) Service

•

Alert Manager ALIVE(S) Service

•

Alert Manager ALIVE(R) Service

注: 関連製品のインストール状況により、サービスが存在しない場合があります。

6.

データベース (ファイル) のバックアップ
以下のデータベース (ファイル) をバックアップします。
•

NVWORK ディレクトリのバックアップ
ESMPRO/ServerManager インストールフォルダ¥NVWORK ディレクトリ配下
注:
▪ ¥NVWORK¥DATA¥Alert フォルダのバックアップは、除外してください。
▪ ESMPRO/ServerManager インストールフォルダの既定値は (C:¥Program
Files¥NEC¥SMM) です。

•

AlertMan ディレクトリのバックアップ
-

ESMPRO/ServerManager インストールフォルダ¥AlertMan¥Security フォル
ダ配下

-

ESMPRO/ServerManager インストールフォルダ¥AlertMan¥WORK¥SCK フ
ォルダ配下

-

ESMPRO/ServerManager インストールフォルダ¥AlertMan¥WORK¥ALV フ
ォルダ配下

-

ESMPRO/ServerManager インストールフォルダ¥AlertMan¥WORK¥DATA
フォルダ配下

-

ESMPRO/ServerManager
イ ン ス
¥AlertMan¥Program¥AMRLIGHT.INI

ト

ー

ル

フ

ォ

ル

ダ
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注:
▪ 上記フォルダ、ファイルは通報機能の関連製品のインストール状況によっては存
在しない場合があります。
▪ AlertMan フォルダは、通報機能の関連製品の中で最初にインストールされた製
品の配下に作成されます。例えば、ESMPRO/ServerManager をインストールする
前に ESMPRO/ServerAgent が既定値でインストールされていた場合は
C:¥ESM¥AlertMan となります。

7.

レジストリをバックアップ
以下のレジストリをバックアップします。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥ESMAlertMan キー配下
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥ESMSM キー配下
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥NVBASE キー配下

8.

データベースファイル、およびレジストリのアクセス権を控える
データベースファイル、およびレジストリのアクセス権を控えます。ESMPRO ユーザグ
ループとして既定値 (Administrators) を指定してインストールした場合は、以下の設
定になります。

9.

Administrators

フルコントロール

Everyone

読み取り

SYSTEM

フルコントロール

マシンを再起動
手順 3 で SNMP トラップ受信方式を "SNMP トラップサービスを使用する" から "独自
方式を使用する" に変更している場合は、マシンを再起動後、設定を元に戻して更にマ
シンを再起動します。

以上で ESMPRO/ServerManager のバックアップは完了です。
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9.6.2.

ESMPRO/ServerManager をリストアするには
ESMPRO/ServerManager のリストアを行ないます。以下の手順に従ってリストアしてくださ
い。
1.

ESMPRO/ServerManager にログイン
Administrators 権限を持つユーザで ESMPRO/ServerManager にログインします。

2.

アプリケーションの終了
ESMPRO 関連のアプリケーションが起動している場合、すべてのアプリケーションを終
了します。

3.

ESMPRO のサービスを停止
「9.6.1 ESMPRO/ServerManager をバックアップするには」の手順 5 に従ってサービス
を停止します。

4.

データベース (ファイル) をリストア
「9.6.1 ESMPRO/ServerManager をバックアップするには」の手順 6 でバックアップした
内容をデータベース (ファイル) にリストアします。

5.

レジストリをリストア
「9.6.1 ESMPRO/ServerManager をバックアップするには」の手順 7 でバックアップした
レジストリをリストアします。

6.

アクセス権を設定する
「9.6.1 ESMPRO/ServerManager をバックアップするには」の手順 8 で控えたアクセス
権に設定を変更します。

7.

マシンを再起動
「9.6.1 ESMPRO/ServerManager をバックアップするには」の手順 3 で SNMP トラップ
受信方式を "SNMP トラップサービスを使用する" から "独自方式を使用する" に変更
していた場合は、マシン再起動後、設定を元に戻して更にマシンを再起動します。

注: リストア後は、動作に問題がないことを十分に確認してから運用を開始してください。
以上で ESMPRO/ServerManager のリストアは完了です。
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第 5.5 版 (2014.4): マシン、マザーボード、NIC の交換手順の記載を見直し、修正して
改版



第 5.4 版 (2013.10): マシン、マザーボードの交換手順の記載を見直し、修正して改版



第 5.3 版 (2013.9): マシン、マザーボードの交換手順の記載を見直し、修正して改版



第 5.2 版 (2013.8): マシン、マザーボードの交換手順の記載を見直し、修正して改版



第 5.1 版 (2012.6): マシン、マザーボードの交換手順の記載を見直し、修正して改版



第 5 版 (2010.7): アップデートモジュール (SSC0201-0017) での機能強化に関する
記載を追加して改版



第 4 版 (2010.3): Update 3 での機能強化に関する記載を追加して改版

Differential Clone (旧称 Linked Clone) 正式対応による記載追加
2章

「2.10.1 vCenter ServerでマスタVMを作成するには」
「2.12.1 XenCenterでマスタVMを作成するには」
「2.13.1 ESXiでマスタVMを作成するには」

3章

「3.11.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」

4章

「4.4.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」
「4.5.2 [ソフトウェア] タブを設定するには」
「4.8.4 [ソフトウェア] タブを設定するには」

5章

「5.1 仮想マシンを作成する」
「5.1.4 Differential Clone方式を使用して仮想マシンを作成するには」
「5.2 テンプレートを作成する」
「5.2.3 Differential Clone用のテンプレートを作成するには」
「5.2.5 スナップショットを作成するには」

6章

「6.2.2 ホストにリソースを割り当てるには」

仮想マシン管理機能強化による記載追加
4章

「4.4.11 [マシンプロファイル] タブを設定するには」
「4.6.3 [マシンプロファイル] タブを設定するには」
「4.8.5 [マシンプロファイル] タブを設定するには」

5章

「5.1.4 Differential Clone方式を使用して仮想マシンを作成するには」
「5.1.5 Disk Clone方式を使用して仮想マシンを作成するには」
「5.2.5 スナップショットを作成するには」
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「5.2.6 スナップショットを復元するには」
「5.2.7 スナップショットを削除するには」
7章

「7.5 仮想マシンコンソールのスクリーンショットを取得するには」

Hyper-V クラスタ環境サポートによる記載追加
3章

「3.2.3 Hyper-V クラスタをサブシステムに追加するには」
「3.6.1 マシンの登録について」

5章

「5.1.4 Differential Clone方式を使用して仮想マシンを作成するには」
「5.1.5 Disk Clone方式を使用して仮想マシンを作成するには」

BMC を利用した物理マシン管理機能強化による記載追加、および修正
2章

「2.15 Out-of-Band (OOB) Managementを利用するための事前設定を行う」
「2.15.3 BMCにPETの通報先と通報レベルを設定するには」
「2.15.4 管理サーバでPETを受信できるようにするには」
「2.15.5 ファイアウォールの設定を確認する」

8章

「8.1.6 マシンの保守操作をするには」

ポリシー設定の機能強化による記載追加、および修正
3章

「3.9.1 標準ポリシー」
「3.9.6 ポリシー監視イベントの対応処置詳細を設定するには」
「3.9.7 ポリシー監視イベントの設定を有効 / 無効にするには」

ストレージ管理強化による記載追加、および修正
2章

「2.4.1 各ストレージの事前設定を行う」

3章

「3.5.3 ディスクボリュームを登録するには」
「3.5.4 共有ディスクを設定するには」
「3.5.5 HBA、パス情報の登録 (CLARiX、Symmetrixの場合)」
「3.11.3 [ストレージ] タブを設定するには」

4章



「4.8.3 [ストレージ] タブを設定するには」

第 3 版 (2009.7): Update 2 での機能強化に関する記載を追加して改版
メール通報のポリシーアクション追加による記載追加
1章

「1.6.2 障害時のメール通報の設定を行うには」

ESMPRO/ServerManager へのリトライ回数、間隔設定機能追加による記載追加
1章

「1.6.9 ESMPRO/ServerManagerへのリトライ回数、間隔を変更するには」

ストレージ機能強化による記載追加
2章

「2.4.1 各ストレージの事前設定を行う」

3章

「3.5.1 ディスクアレイを登録するには (iStorage、Symmetrixの場合)」
「3.5.2 ディスクアレイを登録するには (CLARiXの場合)」
「3.11.3 [ストレージ] タブを設定するには」

4章

「4.8.3 [ストレージ] タブを設定するには」

SIGMABLADE controller 連携機能サポート終了による記載削除、および追加
2章

「SIGMABLADEを利用するための設定を行う」
「SIGMABLADE controllerを利用するための設定を行う」
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「DPMにCPUブレードを登録するには」
3章

「SIGMABLADE controllerをサブシステムに追加するには」

4章

「4.4.1 [全般] タブを設定するには」

8章

「SIGMABLADE controllerを使用する場合」

SIGMABLADE controller 連携機能サポート終了による注記追加、および削除
2章

「2.4.1 各ストレージの事前設定を行う」

6章

「6.6 マシンを置換する」

8章

「8.1.2 マシンを起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドするには」

スナップショットの有無によりエラーが発生する記載修正
2章

「2.10.1 VirtualCenterでマスタVMを作成するには」

5章

「5.2.3 Linked Clone用のテンプレートを作成するには」
「5.2.4 Disk Clone 用のテンプレートを作成するには」

VLAN 設定時にタグ情報の設定を追加する記載追加
3章

「3.3.3 VLANを追加するには」

4章

「4.4.5 [VLAN設定] タブを設定するには」

ポリシー機能強化による記載追加、および修正
3章

「3.9.3 ポリシーを追加するには」
「3.9.5 ポリシープロパティを設定するには」
「3.9.6 ポリシー監視イベントの対応処置詳細を設定するには」
「3.9.7 ポリシーのインポート / エクスポートをするには」

収集の機能強化による記載修正
3章

「3.10.1 SystemProvisioningから使用できるシナリオを確認するには」
「3.10.3 ローカルスクリプトを追加するには」

ロードバランサ情報の追加による記載追加
4章

「4.4.6 [LB設定] タブを設定するには」

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent を SigmaSystemCenter から設定する機
能追加による記載追加
4章

「4.4.10 [ESMPRO/SM] タブを設定するには」

OOB Management による電源管理機能に関する記載追加



2章

「2.15 Out-of-Band (OOB) Managementを利用するための事前設定を行う」

3章

「3.8 Out-of-Band (OOB) Managementによる電源制御機能を有効にする」

8章

「8.5.3 マシンを交換するには」

第 2 版 (2009.2): Update 1 での機能強化に関する記載を追加して改版
Cluster, EVC サポートによる記載追加
2章
6章

「2.10.1 VMware環境を構築する」
「6.1 仮想マシンサーバを追加するには」
「6.2 仮想マシンサーバを移動するには」
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XenServer における新規リソース作成のサポートによる記載追加
2章

「2.8.5 仮想マシンサーバ、または仮想マシンをDPMに登録するには」

5章

「5.6.1 [全般] タブを設定するには」
「5.12.2 ホストにリソースを割り当てるには」
「5.12.3 仮想マシンを作成してグループで稼動するには」

6章

「6.3.1 仮想マシンの作成方法について」

Linked Clone, Disk Clone 機能追加による章・記載追加
2章

「2.11.1 VirtualCenterでマスタVMを作成するには」
「2.13.1 XenCenterでマスタVMを作成するには」
「2.14.1 ESXiでマスタVMを作成するには」

5章

「5.9 仮想マシンを作成するための設定」
「5.12.2 ホストにリソースを割り当てるには」

6章

「6.4.3 Linked Clone用のテンプレートを作成するには」
「6.4.4 Disk Clone 用のテンプレートを作成するには」

ポリシーのコピー機能追加による章・記載追加
3章

「3.6 ポリシーを作成する」
「3.6.2 標準ポリシーを複製するには」
「3.6.3 作成済みのポリシーを複製するには」

VM 標準ポリシー追加による記載追加
3章

「3.6 ポリシーを作成する」

ストレージ設定の改善による章立て変更
3章

「3.5.1 ディスクアレイとディスクボリュームを登録するには」
「3.5.2 ディスクアレイを登録するには」
「3.5.3 ディスクボリュームを登録するには」



第 1 版 (2008.10): 新規作成
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