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はじめに
対象読者と目的
「 SigmaSystemCenter リフ ァレン スガ イド 概要 編」 は 、SigmaSystemCenter の 管理 者を 対象 に、
SigmaSystemCenter の構築時、運用時に理解しておくべき製品の各機能の説明について記載していま
す。「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」を補完する役割を持ちます。SigmaSystemCenter
の構築時、運用時に必要な情報を参照してください。

本書の構成
セクション I SigmaSystemCenter 機能リファレンス
1
2
3
4
5
6

「SigmaSystemCenter の機能」: SigmaSystemCenter の機能について説明します。
「ポリシー制御と監視機能」: ポリシー制御と監視機能について説明します。
「仮想環境の管理機能について」: 仮想環境の管理機能について説明します。
「ネットワークの管理機能について」: ネットワークの管理機能について説明します。
「ストレージの管理機能について」: ストレージの管理機能について説明します。
「物理環境の管理機能について」: 物理環境の管理機能について説明します。

付録 A 「用語集」
付録 B 「改版履歴」
付録 C 「ライセンス情報」
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SigmaSystemCenter マニュアル体系
SigmaSystemCenter のマニュアルは、各製品、およびコンポーネントごとに以下のように構成されていま
す。
また、本書内では、各マニュアルは「本書での呼び方」の名称で記載します。
製品 / コンポーネント名

マニュアル名

本書での呼び方

SigmaSystemCenter 3.3

SigmaSystemCenter 3.3 ファーストステップ
ガイド

SigmaSystemCenter
ファーストステップガイド

SigmaSystemCenter 3.3 インストレーション
ガイド

SigmaSystemCenter
インストレーションガイド

SigmaSystemCenter 3.3 コンフィグレーショ
ンガイド

SigmaSystemCenter
コンフィグレーションガイド

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド

SigmaSystemCenter
リファレンスガイド

ESMPRO/ServerManager
5.75

ESMPRO/ServerManager Ver.5.7 インスト
レーションガイド

ESMPRO/ServerManager

WebSAM
DeploymentManager 6.3

WebSAM DeploymentManager Ver6.3 ファ
ーストステップガイド

DeploymentManager
ファーストステップガイド

WebSAM DeploymentManager Ver6.3 イン
ストレーションガイド

DeploymentManager
インストレーションガイド

WebSAM DeploymentManager Ver6.3 オペ
レーションガイド

DeploymentManager
オペレーションガイド

WebSAM DeploymentManager Ver6.3 リフ
ァレンスガイド

DeploymentManager
リファレンスガイド

SystemMonitor性能監視 5.5 ユーザーズガ
イド

SystemMonitor性能監視
ユーザーズガイド

SigmaSystemCenter 3.3 仮想マシンサーバ
(ESX) プロビジョニングソリューションガイド

SigmaSystemCenter
仮想マシンサーバプロビジョニングソリ
ューションガイド

SigmaSystemCenter sscコマンドリファレンス

sscコマンドリファレンス

SigmaSystemCenter クラスタ構築手順

SigmaSystemCenterクラスタ構築手
順

SigmaSystemCenter ネットワークアダプタ冗
長化構築資料

SigmaSystemCenterネットワーク
アダプタ冗長化構築資料

SigmaSystemCenter ブートコンフィグ運用ガ
イド

SigmaSystemCenterブートコンフィグ
運用ガイド

SystemMonitor性能監視
5.5

インストレーションガイド

関連情報: SigmaSystemCenter のすべての最新のマニュアルは、以下の URL から入手できます。
http://jpn.nec.com/websam/sigmasystemcenter/
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SigmaSystemCenter の製品概要、インストール、設定、運用、保守に関する情報は、以下の 4 つのマニュ
アルに含みます。各マニュアルの役割を以下に示します。
「SigmaSystemCenter ファーストステップガイド」
SigmaSystemCenter を使用するユーザを対象読者とし、製品概要、システム設計方法、動作環境などに
ついて記載します。
「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」
SigmaSystemCenter のインストール、アップグレードインストール、およびアンインストールを行うシステム
管理者を対象読者とし、それぞれの方法について説明します。
「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」
インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その後の運用・保守を行うシステム管理者を対象読
者とし、インストール後の設定から運用に関する操作手順を実際の流れに則して説明します。また、保守
の操作についても説明します。
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」
SigmaSystemCenter の管理者を対象読者とし、「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」、および
「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」を補完する役割を持ちます。
SigmaSystemCenter リファレンスガイドは、以下の 4 冊で構成されています。
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」
SigmaSystemCenter のメンテナンス関連情報などを記載します。
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド 注意事項、トラブルシューティング編」
SigmaSystemCenter の注意事項、およびトラブルシューティング情報などを記載します。
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド 概要編」
SigmaSystemCenter の機能説明などを記載します。
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」
SigmaSystemCenter の操作画面一覧、および操作方法などを記載します。
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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。
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[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 SigmaSystemCenter 機 能
リ フ ァ レン ス

このセクションでは、SigmaSystemCenter の機能の説明について記載します。

•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6

SigmaSystemCenter の機能
ポリシー制御と監視機能
仮想環境の管理機能について
ネットワークの管理機能について
ストレージの管理機能について
物理環境の管理機能について

1

1.

SigmaSystemCenter の機能

本章では、SigmaSystemCenter の機能の概要から内部の処理など詳細な情報まで説明します。
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
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ユーザとロール .............................................................................................................4
管理対象マシンの登録 ............................................................................................... 37
ソフトウェア配布 ......................................................................................................... 64
イメージ展開について ................................................................................................. 87
イメージ復元について ............................................................................................... 127
アプリケーション / パッチ配布とローカルスクリプト ................................................... 140
マシンの構成変更時の処理 ...................................................................................... 150
電源制御について .................................................................................................... 205
依存関係による起動 / 停止順序の制御について ..................................................... 224
スマートグループの活用 ........................................................................................... 228
保守操作について .................................................................................................... 229
管理対象マシンのマシン操作履歴 ............................................................................ 231
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1 SigmaSystemCenter の機能

1.1. ユーザとロール
1.1.1.

概要
ユ ー ザ ア カ ウ ン ト は 、 SigmaSystemCenter の 利 用 者 を 識 別 す る た め の も の で す 。
SigmaSystemCenter の利用者は、ユーザアカウントの構成要素であるユーザ名とパスワー
ドを指定して、SigmaSystemCenter にログインすることで、SigmaSystemCenter の操作が
できるようになります。
SigmaSystemCenter では、ユーザアカウントのことを "ユーザ" と省略して表現しています。
以降、ユーザアカウントのことを "ユーザ" として説明します。
ユーザは、以下の情報で構成されます。


ユーザ名
ユーザの名前です。



パスワード
ユーザのパスワードです。ログイン時、パスワードの指定を間違えると、ログインに失敗
します。ログインの連続失敗回数上限の設定を 0 より大きくすることで、連続失敗の数
が設定値を超えたユーザをロックアウト状態にして使用できなくすることが可能です。ユ
ーザのロックアウトの詳細は、「1.1.14 ユーザのロックアウトについて」を参照してくださ
い。



ロール
SigmaSystemCenter の機能や管理リソースの使用可能範囲を定義します。詳細は後
述します。



認証識別
ユーザの認証方法の種別です。SigmaSystemCenter の独自の認証方法である Local
と、LDAP のプロトコルに対応した外部の認証サーバで認証を行う System LDAP があ
ります。



通報先メールアドレス
本バージョンでは利用できません。



ユーザ状態
ユーザが使用可能かどうか、無効の理由を示す情報です。次の 3 種類の状態がありま
す。
状態の種類

説明

有効

ユーザは使用できる状態です。

無効

無効状態のユーザは使用することができません。無効状態のユーザを使用して、
ログインするとエラーになります。有効状態を変更することで使用可能になります。
ユーザの状態の無効 / 有効の変更は、システム管理者が割り当てられたユー
ザ、またはユーザ編集の権限を持つユーザのみが実行可能です。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
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状態の種類

説明

ロックアウト

ログインの連続失敗回数が上限の設定値を超えると、ロックアウト状態になりま
す。ロックアウト状態のユーザを使用して、ログインするとエラーになります。システ
ム管理者が割り当てられたユーザ、またはユーザ編集の権限を持つユーザによ
り、有効状態に戻すことができます。ユーザのロックアウトの設定はデフォルトでは
無効になっています。

最終ログイン日時
ユーザの最終ログイン日時の情報です。

ロールとは、SigmaSystemCenter の機能や管理リソースに対して、ユーザが使用可能な範
囲を定める設定です。ユーザは、割り当てられているロールに使用可能と設定されている範
囲の機能を使用することができます。割り当てられているロールに使用不可と設定されてい
る機能は使用できません。
ロールに設定可能なユーザの権限には、システム向けの権限とリソース向けの権限の 2 種
類があります。2 種類の権限の設定を両方持つロールを作成することはできません。ただし、
2 種類の権限の両方を持つ一部の組み込みのロールを利用することはできます。


システム向けの権限 (ロール (システム))
各ビューの表示やユーザ管理、ロール管理、権限設定、ポリシー管理について操作可
能な範囲を定義します。ユーザには必ず 1 つのシステム向けの権限のロールを割り当
てる必要があります。



リソース向けの権限 (ロール (リソース))
[運用] ビュー上の設定操作や物理マシン、仮想マシン、仮想マシンサーバに対する操
作の権限の範囲を定義します。リソース向けの権限のロールは、ユーザとの組み合わ
せを運用グループ / リソースグループ / データセンタ / 仮想マシンサーバのリソース
に対して割り当てることで使用します。各リソースは、ロールが割り当てられたユーザの
みが操作対象として扱うことができます。リソースに割り当てられていないユーザには、
そのリソースは表示されません。

作成したロールは、削除やコピーをすることができます。また、編集で設定を変更することも
できます。
ロールの設定を簡易に実施したい場合や、特殊な権限の設定が必要な場合、組み込みのロ
ールを使用します。
システム管理者、操作者、参照者の組み込みロールは、簡易に利用できるように、システム
向けの権限と全リソースを対象としたリソース向けの権限の両方が割り当てられているため、
ロール (リソース) とユーザの組み合わせをリソースに割り当てる作業を必要としません。ま
た、システム管理者は、ロールの対象外の機能も含む SigmaSystemCenter のすべての機
能を利用することができます。
読み取り専用やアクセス不可の組み込みロールは、任意のリソースに対して、情報閲覧の
みが可能な設定やアクセス不可の設定が可能です。
セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
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システム管理者 (Administrator)



操作者 (Operator)



参照者 (Observer)



運用リソース管理者



読み取り専用



アクセス不可



運用管理者

複数のユーザに対して、共通のロールとリソースの設定を行う必要がある場合は、ユーザグ
ループの利用により簡易に設定することができます。ユーザグループにロールとリソースの
設定をすることで、ユーザグループに所属する複数のユーザに対して一括してこれらを適用
することができます。
ユーザとロールの機能は、SigmaSystemCenter 2.0 と 2.1 のユーザとロールの機能と内容
が大きく異なるため、SigmaSystemCenter 2.0、2.1 からアップグレードを行った場合、一部
の従来の設定を引き継ぐことができません。アップグレード後に一部の設定をやり直す必要
があります。
「1.1.16 SigmaSystemCenter 2.0、2.1 からのアップグレード後の設定について」を参照して
ください。
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組み込みのロール

組み込みのロールにより、ユーザ

運用リソース管理者

/ユーザグループとロールの設定

運用管理者

システム管理者

を簡易に行うこともできる。

読み取り専用

アクセス不可

参照者

操作者

ユーザは単独で使用するか、ユー

リソース向け権限

ザグループに追加して使用する。

・グループ設定(グループ作成、ホスト作成)
・マシン操作(リソース割り当てなど)

ユーザ

・物理マシン操作(マシンの起動など)

グループ

システム向け権限
・ビュー表示（各ビューの表示）

・VM操作(VMの起動など)

ユーザ

追加

・ユーザ管理（ユーザ作成など）
・ロール管理（ロール作成など）
・ポリシー管理（ポリシー作成など）

・VMサーバ操作(VMサーバの起動など)

リ ソー ス向 け権 限の

ロール(リソース)

ロールは、ユーザ/ユ

ロール(システム)

ー ザグ ルー プと の組

システム向け権限
のロールは、ユーザ

み合わせで、各ビュー

/ユーザグループに

の リソ ース に割 り当

割り当てる。

てる。

[運用] ビュー

[リソース] ビュー

[仮想] ビュー
仮想

システムリソース

運用
カテゴリ/テナント

グループ

データセンタ

マシン
グループ

ホスト

マシン

VMサーバ
VM

ストレージ
ネットワーク
ソフトウェア

1.1.2.

ロール (システム) ‐説明‐
システム向け権限のロールは、SigmaSystemCenter のシステム機能について、ユーザが
使用可能な範囲を定義するためのものです。ユーザ管理やポリシー管理などリソース単位
での設定を必要としない機能を対象とします。以降、システム向け権限のロールを "ロール
(システム)" として説明します。
ロール (システム) の作成・削除・編集の操作は、システム管理者の組み込みのロールが割
り当てられたユーザのみが行うことができます。システム管理者以外のユーザは、ロール
(システム) の作成・削除・編集を行うことができません。
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1 SigmaSystemCenter の機能
ロール (システム) は、ユーザ / ユーザグループに割り当てて使用します。ロール (システ
ム) が割り当てられたユーザ、またはロール (システム) が割り当てられたユーザグループ
に所属するユーザは、次回ログインから割り当てられたロール (システム) で設定された機
能を利用できるようになります。
ユーザ / ユーザグループに対してロール (システム) の割り当ては必須ではありませんが、
ユーザを実際に使用する際、使用するユーザ、または使用するユーザが所属するユーザグ
ループのいずれかに、ロール (システム) が少なくとも 1 つ割り当てられている必要がありま
す。
ユーザに対して、所属するユーザグループの設定も含めて複数のロール (システム) が割り
当てられている場合、ユーザの権限は割り当てられているロール (システム) すべてを合わ
せたものとなります。
ロール (システム) のユーザ / ユーザグループへの割り当て設定は、システム管理者の組
み込みのロールが割り当てられたユーザのみが行うことができます。
システム管理者は、ユーザに対して、割り当て済みのロール (システム) を解除したり、未割
当のロール (システム) に追加したり、権限変更で他のロール (システム) に割り当てを変
更したりすることができます。ユーザグループに対しては、ロール (システム) の追加と解除
のみが可能です。ユーザグループに対しては権限変更の操作はありません。
ロール (システム) では、以下の種類の権限設定を行うことができます。


ビューの表示
[ポータル] ビュー、[運用] ビュー、[リソース] ビュー、[仮想] ビュー、[監視] ビュー、[管
理] ビューの各ビューの表示を有効にするかどうかを設定します。ビューの表示権限が
ない場合、Web コンソールで該当するビューが表示されなくなります。



ユーザ管理
ユーザの作成や削除などユーザ管理の機能についての権限を設定します。ユーザ管
理の権限がない場合、[管理] ビューのユーザ配下のユーザ管理関連の部分の表示や
操作が実行できなくなります。



ロール管理
ロールの作成や削除などユーザ管理の機能についての権限を設定します。ロール管理
の権限がない場合、[管理] ビューのユーザ配下のロール管理関連の部分の表示や操
作が実行できなくなります。



リソースに対する権限設定
リソースに対する権限設定の権限を設定します。権限設定の権限がない場合、運用グ
ループ / リソースグループ / DataCenter / 仮想マシンサーバの各リソースの権限設
定を一律行うことができなくなります。リソース別に権限設定の権限を設定することはで
きません。
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ユーザグループ管理
ユーザグループの作成や削除などユーザグループ管理の機能についての権限を設定
します。ユーザグループの管理の権限がない場合、[管理] ビューのユーザ配下のユー
ザグループ管理関連の部分の表示や操作が実行できなくなります。



ポリシー管理
ポリシーの追加や削除などポリシー管理の機能についての権限を設定します。ポリシー
管理の権限がない場合、[管理] ビューのポリシー配下の操作が実行できなくなります。



[監視] ビューの操作
ジョブキャンセルの操作の権限を設定します。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
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1 SigmaSystemCenter の機能
システム向け権限のロール
・ビュー

ユーザ

ユーザ

6つのビューの使用可否(表示可否)を設定する。

グループ

・ユーザ
ユーザの作成や削除などのユーザ管理の設定可否を設定する。
・ロール
ロール設定：ロール作成や削除などのロール管理の設定可否を設定する。
権限設定：各リソースの権限設定の設定可否を設定する。
・ユーザグループ
ユーザグループの作成・削除などユーザグループ管理の設定可否を設定する。

・ポリシー
ポリシーの作成や削除などのポリシー管理の設定可否を設定する。
・監視
ジョブキャンセルの操作可否を設定する。

[ポータル] [運用] ビュー
ビュー

運用

[リソース] ビュー
システムリソース

カテゴリ/テナント

[仮想] ビュー
仮想

監視

データセンタ

マシン

[監視] ビュー

ダッシュボード

[管理] ビュー
管理
ライセンス
ユーザ

グループ
ホスト

グループ

VMサーバ

マシン

ユーザ一覧

VM

ロール一覧
ユーザ一グループ

ストレージ

一覧

ポリシー

ネットワーク

サブシステム

ソフトウェア

1.1.3.

環境設定

ロール (システム) ‐設定項目の詳細‐
システム向け権限のロールの各設定項目の説明は、以下の表の通りです。
カテゴリ

権限

説明

ビュー

[ポータル] ビュー表示

[ポータル] ビューの表示可否を設定します。

[運用] ビュー表示

[運用] ビューの表示可否を設定します。

[リソース] ビュー表示

[リソース] ビューの表示可否を設定します。

[仮想] ビュー表示

[仮想] ビューの表示可否を設定します。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
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カテゴリ

ユーザ

ロール

ユーザグループ

ポリシー

監視

1.1.4.

権限

説明

[監視] ビュー表示

[監視] ビューの表示可否を設定します。

[管理] ビュー表示

[管理] ビューの表示可否を設定します。

ユーザ一覧表示

ユーザ一覧の表示可否を設定します。

ユーザ詳細情報表示

ユーザの詳細情報の表示可否を設定します。

ユーザ作成

ユーザ作成の可否を設定します。

ユーザ削除

ユーザ削除の可否を設定します。

ユーザ編集

ユーザ編集の可否を設定します。

LDAPサーバとの同期

LDAPサーバとの同期の可否を設定します。

ロール一覧表示

ロール一覧の表示可否を設定します。

ロール作成 (リソース
向け)

ロール (リソース) の作成可否を設定します。

ロール削除 (リソース
向け)

ロール (リソース) の削除可否を設定します。

ロール編集 (リソース
向け)

ロール (リソース) の編集可否を設定します。

ロールコピー

ロールコピーの可否を設定します。

権限追加

リソースへロールの割り当て可否を設定します。

権限解除

リソースへのロールの割り当てを解除の可否を設定
します。

権限変更

リソースに割り当てられたロールの変更可否を設定
します。

ユーザグループ一覧表
示

ユーザグループ一覧の表示可否を設定します。

ユーザグループ作成

ユーザグループ作成の可否を設定します。

ユーザグループ削除

ユーザグループ削除の可否を設定します。

ユーザグループ編集

ユーザグループ編集の可否を設定します。

ポリシー作成

ポリシー作成の可否を設定します。

ポリシー削除

ポリシー削除の可否を設定します。

ポリシーコピー

ポリシーコピーの可否を設定します。

ポリシープロパティ設
定

ポリシーのプロパティ設定情報の編集可否を設定し
ます。

ジョブキャンセル

ジョブキャンセルの実行可否を設定します。

ロール (リソース) ‐説明‐
リソース向け権限のロールは、[運用] ビューのグループやホスト、物理マシン、仮想マシン、
仮想マシンサーバといった SigmaSystemCenter が管理や制御を行う対象に対して、個別に
操作の権限を設定するためのものです。以降、リソース向け権限のロールを "ロール (リソ
ース)" として説明します。
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1 SigmaSystemCenter の機能
ロール (リソース) は、ユーザ、またはユーザグループとの組み合わせを運用グループやリ
ソースグループなどの各リソースに対して適用することで使用します。ユーザは、割り当てら
れているリソースに対してのみ、組みで割り当てられたロール (リソース) で設定された操作
を行うことができます。ユーザは、ロール (リソース) を割り当てられていないリソースを閲覧
することができません。また、設定や操作も実行することができません。
ユーザは所属するユーザグループに割り当てられたロール (リソース) の設定も適用されま
す。同一のリソースに対して、所属するユーザグループの設定も含めてユーザに複数のロー
ル (リソース) が割り当てられている場合、そのリソースに対するユーザの権限は割り当て
られているロール (リソース) すべてを合わせたものになります。
ロール (リソース) の割り当て対象となるリソースは、以下の種類があります。ロール (リソ
ース) の権限の指定は、ロール (リソース) を割り当てたリソースとその配下のリソースと他
ビュー上の同一リソースに対して有効となります。割り当てたリソースのみの権限の設定を
行う場合は、子リソースに設定を引き継ぐ設定を無効にする必要があります。


すべてのリソース (下記の種類のすべてのリソースを対象とする)



[運用] ビュー上のカテゴリ / テナント、グループ



[リソース] ビュー上のグループ、ラック、スマートグループ



[仮想] ビュー上の DataCenter、仮想マシンサーバ

ロール (リソース) とユーザ / ユーザグループの組み合わせで行うリソースへの割り当ては、
割り当て対象のリソースの権限設定で行います。すべてのリソースを対象とする場合は、ユ
ーザ編集の保持ロール一覧で行います。
リソースに割り当てられたロール (リソース) とユーザ / ユーザグループは、割り当て対象
となったリソースの権限一覧で確認することができます。また、ユーザ編集の保持ロール一
覧で、割り当てに使用したロールと対象のリソースの組み合わせの一覧をユーザ単位で確
認することもできます。
ロール (リソース) では、以下の種類の権限設定を行うことができます。


グループ運用
[運用] ビューのカテゴリ、テナント、グループ、モデル、ホストで行う設定の権限につい
て設定します。



マシン操作
マシンの種類に関係なく共通に権限設定が可能なマシン操作の権限について設定しま
す。



仮想マシン操作
仮想マシンに対する操作の権限について設定します。



仮想マシンサーバ操作
仮想マシンサーバに対する操作の権限について設定します。
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物理マシン操作
物理マシンに対する操作の権限について設定します。

ストレージやネットワーク、ソフトウェアのリソースについては、ロール (リソース) の権限設
定の対象ではありません。システム向け権限のロールで [リソース] ビューの表示を無効に
することで、[リソース] ビュー上でこれらのリソースに対する操作の制限を行うことが可能で
す。ただし、[リソース] ビュー上のマシンリソースの操作も実行不可となります。また、[リソー
ス] ビュー以外のビューにおいて、これらのリソースの表示が抑制されるわけではありませ
ん。

リソース向け権限のロール
・グループ運用
グループ作成、ホスト作成など、[運用]ビュー上の設定操作の実行可否を設定する。

・マシン操作
リソース割り当てなど、各種マシン共通のマシン操作の実行可否を設定する。

・VM操作
VMの起動など、VMに対する操作の実行可否を設定する。

・VMサーバ操作
VMサーバの起動などの、VMサーバに対する操作の実行可否を設定する。

・物理マシン操作
マシンの起動など、物理マシンに対する操作の実行可否を設定する。

ユーザ

ユーザ

グループ

[ポータル]ビュー

[運用]ビュー
運用

ポータル
カテゴリ/テナント

グループ
マシン

[リソース]ビュー
システムリソース

カテゴリ/テナント

グループ
ホスト

ストレージやネットワーク
リソースの使用を制限した
いユーザがある場合、リソー
ス向け権限では設定できな
い。システム向け権限で、[リ

[仮想]ビュー
仮想
データセンタ

マシン
グループ
マシン

VMサーバ
VM

ストレージ
ネットワーク
ソフトウェア

ソース] ビュー全体を使用
不可に指定する必要がある。
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1.1.5.

ロール (リソース) ‐設定の有効範囲‐
ロール (リソース) が有効となるリソースは、以下の通りです。ロール (リソース) を直接割り
当てたリソース以外のリソースに対しても、ロールの設定は有効となります。


ロールが割り当てられたリソース



ロールが割り当てられたリソースの配下のリソース
リソースの権限設定に子リソースへ設定を引き継ぐ指定がある場合、ロール (リソース)
が割り当てられたリソースの配下のリソースに対しても、ロール (リソース) の設定内容
が有効となります。子リソースへ設定を引き継ぐ指定は、既定で有効な状態となってい
ます。なお、[運用] ビューのプール上のマシンリソースに対して、[運用] ビューのカテ
ゴリ、テナント、グループに割り当てたロールの設定は有効になりません。プールでの
操作について権限設定を行いたい場合は、[リソース] ビューか [仮想] ビューでマシン
リソースにロールが割り当てられるようにしてください。



ロールが有効なマシンリソースの他ビュー上の同一リソース
ロール (リソース) が有効となるマシンリソースと同一のリソースが他ビュー上にもある
場合、他ビュー上のリソースについてもロール (リソース) の設定内容が有効となりま
す。例えば、[リソース] ビューのグループに対してロール (リソース) を割り当てたとき、
グループ配下のマシンリソースが仮想マシンの場合、[仮想] ビュー上の該当する仮想
マシンのリソースについても、[リソース] ビュー上のグループに対して割り当てたロール
(リソース) の設定内容が有効となります。

上記の動作により、次の図のように、ロール (リソース) を [運用] ビューのカテゴリ、テナン
ト、グループに対して割り当てることで、[リソース] ビュー、[仮想] ビュー上の操作について
も同一のロールで権限設定を行うことができます。
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ユーザとロール
ユーザ

ロール(リソース)
権限設定
子リソースに引き継ぎ指定あり

[ポータル] ビュー

[運用] ビュー
運用

ポータル

カテゴリ/テナント

グループ
マシン

[リソース] ビュー
システムリソース

[仮想] ビュー
仮想
データセンタ

マシン

カテゴリ/テナント

グループ

グループ
ホスト

VMサーバ

マシン

VM

ロール(リソース)とユー

マシンがホストに割り

稼動中のマシンの種類

ザの組み合わせが適用さ

当てられている場合、

がVMサーバ、または、

れたカテゴリ配下のホス

[リソース]ビュー上の

VMの場合、[仮想]ビュ

トに対して、指定ユーザの

該当リソースにもロー

ー上の該当リソースに

指定の権限が適用される。

ルの権限が適用され

もロールの権限が適用

る。

される。

プール上のマシンに対して、[運
用]ビュー上のロール(リソース)
の指定は有効にならない。[リソー
ス]ビューか[仮想]ビュー上でロ
ールを割り当てる必要がある。

1.1.6.

ロール (リソース) ‐複数階層間の設定の関係‐
次の図のように、同一のユーザ / ユーザグループに対して、複数のロール (リソース) が複
数の階層のリソースで割り当てられている場合、より下位のリソースに割り当てられているロ
ールの優先度が高くなります。最も優先度が高いロールが、そのリソースに対するロールと
して使用されます。
広範囲に適用したいロールは、上位層のリソースに割り当てて、個別のリソースに対して適
用したいロールは、下位層のリソースに割り当てて使用します。
次の図では、ユーザ A について、操作者のロールを全リソースに割り当てて、アクセス不可
のロールをグループ 1 に割り当てています。これにより、ユーザ A はグループ 1 のみ表示が
制限され、他のリソースについては表示制限なしで使用できるようになります。
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優先度:3位

優先度:2位

ユーザA

ユーザA

操作者

ユーザA

読み取り専用

引き継ぎ指定あり

全リソース

優先度:1位

アクセス不可

引き継ぎ指定あり

引き継ぎ指定あり

ユーザA

ロール
引き継ぎ指定あり

同一ユーザでの同一リ
ソースへのロールの複

[運用] ビュー

数割り当ては不可。

運用
ユーザAは、グループ1配

カテゴリ1

下の情報が見えないよう

グループ1

読み取り専用の有効範囲

にする。

アクセス不可の有効範囲

グループ2
グループ3

グループ1以外のカテゴ
リ1配下は、参照は可能だ
が、操作を不可とする。

カテゴリ2
カテゴリ3
カテゴリ4

カテゴリ1以外は、ユーザ
Aに操作者の権限を持た
せる。

操作者の有効範囲

1.1.7.

ロール (リソース) ‐複数ビュー間の設定の関係‐
ロール (リソース) は、通常、[運用] ビューのカテゴリ、テナント、グループに対して割り当て
て使用します。稼動していないマシンに対して操作権限の設定を行いたい場合は、[運用] ビ
ュー上でのロールの設定は有効にならないため、[リソース] ビューや [仮想] ビュー上のリ
ソースに対してロール (リソース) を割り当てます。
各ビュー間のロールの関係は、次の図のように、[運用] ビュー、[仮想] ビュー、[リソース]
ビュー、全リソースの順の優先度になっています。同一ユーザ / ユーザグループで同一マ
シンリソースに対して、複数のビューで異なるロールが割り当てられている場合、優先度の
高いビューに割り当てられているロールが有効になります。
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ユーザとロール
優先度:4位

優先度:1位

ユーザA

引き継ぎ指定あり

ユーザA

ユーザA

ユーザA

ロールA

優先度:2位

優先度:3位

ロールB

ロールD

ロールC

引き継ぎ指定あり

引き継ぎ指定あり

引き継ぎ指定あり

全リソース
[運用] ビュー

[リソース] ビュー

[仮想] ビュー
仮想

システムリソース

運用
カテゴリ/テナント

グループ

データセンタ

マシン
ロールCの有効範囲

ホスト

ロールDの有効範囲

グループ

VMサーバ

マシン

VM

ロールBの有効範囲

1.1.8.

ロール (リソース) ‐設定項目の詳細‐
リソース向け権限のロールの各設定項目の説明は、以下の表の通りです。
カテゴリ (大)

権限

説明

グループ

グループ作成

カテゴリ / テナント / グループ / モデルの作成可否を設定し
ます。

グループ削除

カテゴリ / テナント / グループ / モデルの削除可否を設定し
ます。

グループ編集

カテゴリ / テナント / グループの編集可否を設定します。

グループ移動

カテゴリ / テナント / グループの移動可否を設定します。

依存関係の操作

依存関係の設定可否を設定します。

ホストの作成

ホスト設定の設定可否を設定します。

ホストの削除

ホストの削除の可否を設定します。

プロパティ設定 / 全
般設定

グループ / モデル / ホストのプロパティ設定 (全般設定) の
設定可否を設定します。

プロパティ設定 / ソ
フトウェア設定

グループ / モデル / ホストのソフトウェア設定の設定可否を
設定します。

プロパティ設定 / ネ
ットワーク設定 (ホス
ト)

ホストのネットワーク設定の設定可否を設定します。

プロパティ設定 / ネ
ットワーク設定 (グル
ープ / モデル)

グループとモデルのネットワーク設定の設定可否を設定しま
す。

運用

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
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カテゴリ (大)

マシン操作

権限

説明

プロパティ設定 / スト
レージ設定

グループ / モデル / ホストのストレージ設定の設定可否を設
定します。

プロパティ設定 / LB
設定

グループのLB設定の設定可否を設定します。

プロパティ設定 / ホ
ストプロファイル設定

グループ / モデル / ホストのホストプロファイル設定の設定
可否を設定します。

プロパティ設定 / マ
シンプロファイル設定

グループ / モデル / ホストのマシンプロファイル設定の設定
可否を設定します。

プロパティ設定 / VM
最適配置

グループ / モデルの最適配置設定の設定可否を設定しま
す。

プロパティ設定 / デ
ータストア設定

グループ / モデル / ホストのデータストア設定の設定可否を
設定します。

プロパティ設定 / 死
活監視設定

グループ / モデル / ホストの死活監視設定の設定可否を設
定します。

プロパティ設定 / 性
能監視設定

グループ / モデル / ホストの性能監視設定の設定可否を設
定します。

プロパティ設定 / カ
スタム設定

グループ / ホストのカスタム設定の設定可否を設定します。

マシン収集

マシン収集の操作の実行可否を設定します。

リソース割り当て

リソース割り当ての操作の実行可否を設定します。

マスタマシン登録

マスタマシン登録の操作の実行可否を設定します。

バックアップ

バックアップの操作の実行可否を設定します。

リストア

リストアの操作の実行可否を設定します。

割り当て解除

割り当て解除の操作の実行可否を設定します。

置換

置換の操作の実行可否を設定します。

構成変更

構成変更の操作の実行可否を設定します。

用途変更

用途変更の操作の実行可否を設定します。

スケールイン

スケールインの操作の実行可否を設定します。

スケールアウト

スケールアウトの操作の実行可否を設定します。

プールに追加

プールに追加の操作の実行可否を設定します。

プールから削除

プールから削除の操作の実行可否を設定します。

指定ソフトウェア配布

指定ソフトウェア配布の操作の実行可否を設定します。

ソフトウェア再配布

ソフトウェア再配布の操作の実行可否を設定します。

ソフトウェア再配布
(グループの全マシン)

ソフトウェア再配布 (グループの全マシン) の操作の実行可
否を設定します。

ジョブ実行結果のリセ
ット

ジョブ実行結果のリセットの操作の実行可否を設定します。

故障状態の解除

故障状態の解除の操作の実行可否を設定します。

メンテナンスモード切
り替え

メンテナンスモード切り替えの操作の実行可否を設定します。
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ユーザとロール
カテゴリ (大)

権限

説明

コンソール

コンソールの操作の実行可否を設定します。

起動

起動の操作の実行可否を設定します。

シャットダウン

シャットダウンの操作の実行可否を設定します。

再起動

再起動の操作の実行可否を設定します。

サスペンド

サスペンドの操作の実行可否を設定します。

リセット

リセットの操作の実行可否を設定します。

VM作成 (運用 / ポ
ータル)

[運用] ビュー上の新規リソース割り当てとマスタマシン登録
(VMインポートの指定あり) の操作と [ポータル] ビュー上の
VM作成の操作の実行可否を設定します。また、[仮想] ビュー
のVMインポートの実行可否についても本設定が有効となりま
す。ただし、VM作成やVMクローンなどの他の [仮想] ビュー
のVM作成が行われる操作については対象外です。

VM編集

VM編集の操作の実行可否を設定します。

再構成

再構成の操作の実行可否を設定します。

VM移動

VM移動の操作の実行可否を設定します。

VM削除

VM削除の操作の実行可否を設定します。

スクリーンショット

コンソールスクリーンショットの操作の実行可否を設定します。

VMエクスポート

VMエクスポートの操作の実行可否を設定します。

スナップショット / ス
ナップショット作成

スナップショット作成の操作の実行可否を設定します。

スナップショット / ス
ナップショット編集

スナップショット編集の操作の実行可否を設定します。

スナップショット / ス
ナップショット復元

スナップショット復元の操作の実行可否を設定します。

スナップショット / ス
ナップショット削除

スナップショット削除の操作の実行可否を設定します。

仮想マシン

起動

起動の操作の実行可否を設定します。

サーバ

シャットダウン

シャットダウンの操作の実行可否を設定します。

再起動

再起動の操作の実行可否を設定します。

起動

起動の操作の実行可否を設定します。

シャットダウン

シャットダウンの操作の実行可否を設定します。

再起動

再起動の操作の実行可否を設定します。

仮想マシン

物理マシン

1.1.9.

組み込みのロール
標準で利用可能な組み込みのロールは、次の 7 種類があります。SigmaSystemCenter をイ
ンストールした後にすぐに利用できます。組み込みのロールは、特殊な役割を持つため、運
用管理者を除き、ロールの設定で同一のロールを作成することはできません。


システム管理者 (Administrator)
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操作者 (Operator)



参照者 (Observer)



運用リソース管理者



読み取り専用



アクセス不可



運用管理者

組み込みの各ロールの具体的な権限については、「1.1.12 各ロールの権限について」を参
照してください。
組み込みロール

割り当て対象

説明

システム管理者

全リソース /

(Administrator)

システム

システム管理者は、SigmaSystemCenterのすべての機能と操
作を実行することができます。システム管理者は、ロール設定で
設定ができない操作の権限についてもすべて有しています。
ユーザ作成時に初期ロールとしてのみ設定することができま
す。権限設定で、別ロールからシステム管理者に変更すること
ができません。また、システム管理者のロールの削除、編集、コ
ピーを行うことはできません。システム管理者が割り当てられた
ユーザに対して、下位層のリソースに別ロールを割り当てること
は可能です。
SigmaSystemCenter 2.0、2.1からアップグレードした場合、既
存バージョンでAdministrator権限を持つユーザは、システム管
理者のロールを持つユーザとして変換されます。

操作者

全リソース /

(Operator)

システム

マシンの起動・停止などの管理対象マシンの操作を行うことが
できます。グループの作成などの設定変更の操作は行うことが
できません。
ユーザ作成時に初期ロールとしてのみ設定することができま
す。権限設定で、別ロールから操作者に変更することはできま
せん。また、操作者のロールの削除、編集、コピーを行うことは
できません。操作者が割り当てられたユーザに対して、下位層
のリソースに別ロールを割り当てることは可能です。
SigmaSystemCenter 2.0、2.1からアップグレードした場合、既
存バージョンでOperator権限を持つユーザは、操作者のロール
を持つユーザとして変換されます。

参照者

全リソース /

(Observer)

システム

画面の参照操作のみ実行することができます。マシンの起動・
停止などの管理対象マシンの操作やグループの作成などの設
定変更の操作は行うことができません。
ユーザ作成時に初期ロールとしてのみ設定することができま
す。権限設定で、別ロールから操作者に変更することができま
せん。また、操作者のロールの削除、編集、コピーを行うことは
できません。参照者が割り当てられたユーザに対して、下位層
のリソースに別ロールを割り当てることは可能です。
SigmaSystemCenter 2.0、2.1からアップグレードした場合、既
存バージョンでObserver権限を持つユーザは、参照者のロール
を持つユーザとして変換されます。
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ユーザとロール
組み込みロール

割り当て対象

説明

運用リソース

リソース

運用リソース管理者は、リソース向け権限のすべての権限を持
つロールです。

管理者

特定ユーザに対して、特定のリソースの設定・操作をすべて許
可したい場合に、運用リソース管理者のロールを使用します。
運用リソース管理者のロールの削除、編集、コピーを行うことは
できません。

読み取り専用

リソース

読み取り専用のロールが割り当てられたリソースに対して、情
報を閲覧することはできますが、設定・操作を行うことができなく
なります。
特定ユーザに対して、特定のリソースの設定・操作を制限したい
場合に読み取り専用のロールを使用します。
読み取り専用のロールの削除、編集、コピーを行うことはできま
せん。

アクセス不可

リソース

他のリソース向け権限を持つロールと逆の機能を持ちます。ア
クセス不可のロールが割り当てられた場合、リソースが表示さ
れなくなります。
特定ユーザに対して、特定のリソースの表示を制限したい場合
にアクセス不可のロールを使用します。
アクセス不可のロールの削除、編集、コピーを行うことはできま
せん。

運用管理者

システム

[運用] ビューのみ表示可能なシステム向け権限を持つロール
です。
運用管理者のロールは、ロールの設定のサンプルとして用意さ
れています。
運用管理者のロールは、削除、編集、コピーを行うことができま
す。

1.1.10. ユーザグループについて
ユーザグループは、複数のユーザに対してロールとリソースの設定を簡易に行うための設定
です。
ユーザグループを利用することで、複数のユーザに対して、一括して共通のロールとリソー
スの設定を行うことが可能になります。
ユーザグループは、ユーザと同様の方法でロールの設定を行うことができます。ロール (シ
ステム) とロール (リソース) の 2 種類のロールの設定を行い、システム内の各リソースに
対しては、ロール (リソース) との組み合わせで、割り当てを行います。ユーザと異なり、ユ
ーザグループは 2 種類のロールの設定を両方とも行う必要はありません。
ユーザグループに設定されたロールは、ユーザグループに追加された複数のユーザに対し
て、適用されます。ユーザグループの所属ユーザに対して、個別にロールの設定を行うこと
も可能です。ユーザグループとユーザの両方にロールが設定されている場合は、両方の設
定が有効となります。
次の図のように、複数ユーザの共通の設定をユーザグループで行い、ユーザ別の権限の設
定が必要な部分については、個々のユーザに対して設定する使い方が可能です。
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1 SigmaSystemCenter の機能

追加
追加
ユーザB

ユーザグループA

ロール1

ユーザC

ロール3

ロール2

[運用] ビュー
運用
カテゴリ1

ユーザに対して設定さ

グループ1
グループ2
グループ3

れたロールとリソース
は、ユーザ別の設定とな
る。
ユーザグループに追加
されユーザはユーザグ

カテゴリ2

ループに割り当てられ
たロールとリソースの

カテゴリ3

設定を引き継ぐ

ユーザグループとユーザの間で、同じリソースに対して、ロールの読み取り専用とアクセス不
可の組み込みロールと通常のロール (リソース) が重複する場合、次の順番で、より権限を
許可する設定が優先されます。
1.

通常のロール (リソース)。通常のロール (リソース) どうしの場合は、設定がマージさ
れます。

2.

読み取り専用

3.

アクセス不可

1.1.11. ロールに設定項目がない機能や操作の権限について
システム向けの権限、リソース向けの権限の各ロールで設定できない機能や操作について
は、以下の扱いとなります。


システム管理者は、すべての権限を有しています。ロールに設定がない項目についても、
すべての操作ができます。



操作者は、管理対象に対する操作のみの権限があります。設定操作はできません。



参照者は、閲覧の権限のみを有します。



ユーザが任意に作成するロールについては、基本的に参照者と同じ扱いになります。
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ユーザとロール
具体的な実行可否については、「1.1.12 各ロールの権限について」の「(3) ロールに設定項
目がない権限」を参照してください。

1.1.12. 各ロールの権限について
SigmaSystemCenter の各機能の権限について、ロール別に説明します。
(1) システム向けの権限
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

ユーザ作成の

操作者

参照者

運用管理者

ロール

管理者
[ポータル] ビュー表示

○

○

○

× 設定可

設定可

[運用] ビュー表示

○

○

○

○ 設定可

設定可

[リソース] ビュー表示

○

○

○

× 設定可

設定可

[仮想] ビュー表示

○

○

○

× 設定可

設定可

[監視] ビュー表示

○

○

○

× 設定可

設定可

[管理] ビュー表示

○

○

○

× 設定可

設定可

ユーザ一覧表示

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザ詳細情報表示

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザ作成

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザ削除

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザ編集

○

×

×

× 設定可

設定可

LDAPサーバとの同期

○

×

×

× 設定可

設定可

ロール一覧表示

○

×

×

× 設定可

設定可

ロール作成

○

×

×

× 設定可

設定可

ロール削除

○

×

×

× 設定可

設定可

ロール編集

○

×

×

× 設定可

設定可

ロールコピー

○

×

×

× 設定可

設定可

権限追加

○

×

×

× 設定可

設定可

権限解除

○

×

×

× 設定可

設定可

権限変更

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザグルー

ユーザグループ一覧表示

○

×

×

× 設定可

設定可

プ

ユーザグループ作成

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザグループ削除

○

×

×

× 設定可

設定可

ユーザグループ編集

○

×

×

× 設定可

設定可

ポリシー作成

○

×

×

× 設定可

設定可

ポリシー削除

○

×

×

× 設定可

設定可

ビュー

ユーザ

ロール

ポリシー
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1 SigmaSystemCenter の機能
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

ユーザ作成の

操作者

参照者

運用管理者

ロール

管理者

監視

ポリシーコピー

○

×

×

× 設定可

設定可

ポリシープロパティ設定

○

×

×

× 設定可

設定可

ジョブキャンセル

○

○

×

× 設定可

設定可

○ : 操作できます。
× : 操作できません。
(2) リソース向けの権限
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

操作者

ユーザ作成
参照者

管理者

運用リソース

読み取り

アクセス

管理者

専用

不可

のロール

グループ

グループ作成

○

×

×

○

×

×

設定可

運用

グループ削除

○

×

×

○

×

×

設定可

グループ編集

○

×

×

○

×

×

設定可

グループ移動

○

×

×

○

×

×

設定可

依存関係の
操作

○

×

×

○

×

×

設定可

ホストの作成

○

×

×

○

×

×

設定可

ホストの削除

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / 全般設
定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / ソフトウ
ェア設定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / ネットワ
ーク設定 (ホ
スト)

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / ネットワ
ーク設定 (グ
ループ / モデ
ル)

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / ストレー
ジ設定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / LB設定

○

×

×

○

×

×

設定可
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ユーザとロール
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

操作者

ユーザ作成
参照者

管理者

運用リソース

読み取り

アクセス

管理者

専用

不可

のロール

プロパティ設
定 / ホストプ
ロファイル設
定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / マシンプ
ロファイル設
定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / VM最適
配置

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / データス
トア設定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / 死活監
視設定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / 性能監
視設定

○

×

×

○

×

×

設定可

プロパティ設
定 / カスタム
設定

○

×

×

○

×

×

設定可

マシン

マシン収集

○

○

×

○

×

×

設定可

操作

リソース割り
当て

○

○

×

○

×

×

設定可

マスタマシン
登録

○

○

×

○

×

×

設定可

バックアップ

○

○

×

○

×

×

設定可

リストア

○

○

×

○

×

×

設定可

割り当て解除

○

○

×

○

×

×

設定可

置換

○

○

×

○

×

×

設定可

構成変更

○

○

×

○

×

×

設定可

用途変更

○

○

×

○

×

×

設定可

スケールイン

○

○

×

○

×

×

設定可

スケールアウ
ト

○

○

×

○

×

×

設定可

プールに追加

○

○

×

○

×

×

設定可

プールから削
除

○

○

×

○

×

×

設定可

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
25

1 SigmaSystemCenter の機能
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

操作者

ユーザ作成
参照者

管理者

運用リソース

読み取り

アクセス

管理者

専用

不可

のロール

指定ソフトウェ
ア配布

○

○

×

○

×

×

設定可

ソフトウェア再
配布

○

○

×

○

×

×

設定可

ソフトウェア再
配布 (グルー
プの全マシン)

○

○

×

○

×

×

設定可

ジョブ実行結
果リセット

○

○

×

○

×

×

設定可

故障状態の
解除

○

○

×

○

×

×

設定可

メンテナンス
モード切り替
え

○

○

×

○

×

×

設定可

コンソール

○

○

×

○

×

×

設定可

仮想

起動

○

○

×

○

×

×

設定可

マシン

シャットダウン

○

○

×

○

×

×

設定可

再起動

○

○

×

○

×

×

設定可

サスペンド

○

○

×

○

×

×

設定可

リセット

○

○

×

○

×

×

設定可

VM作成 (運
用 / ポータ
ル)

○

○

×

○

×

×

設定可

VM編集

○

○

×

○

×

×

設定可

再構成

○

○

×

○

×

×

設定可

VM移動

○

○

×

○

×

×

設定可

VM削除

○

○

×

○

×

×

設定可

スクリーンショ
ット

○

○

×

○

×

×

設定可

VMエクスポ
ート

○

○

×

○

×

×

設定可

スナップショッ
ト / スナップ
ショット作成

○

○

×

○

×

×

設定可

スナップショッ
ト / スナップ
ショット編集

○

○

×

○

×

×

設定可

スナップショッ
ト / スナップ
ショット復元

○

○

×

○

×

×

設定可
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ユーザとロール
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

操作者

ユーザ作成
参照者

管理者

運用リソース

読み取り

アクセス

管理者

専用

不可

のロール

スナップショッ
ト / スナップ
ショット削除

○

○

×

○

×

×

設定可

仮想

起動

○

○

×

○

×

×

設定可

マシン

シャットダウン

○

○

×

○

×

×

設定可

サーバ

再起動

○

○

×

○

×

×

設定可

物理

起動

○

○

×

○

×

×

設定可

マシン

シャットダウン

○

○

×

○

×

×

設定可

再起動

○

○

×

○

×

×

設定可

○ : 操作できます。
× : 操作できません。
(3) ロールに設定項目がない権限
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

ユーザ作成の

操作者

参照者

運用管理者

ロール

管理者
画面更新

○

○

○

○

○ ※2

マシン性能サマリ / マシン性能
比較 / 性能情報比較

○

○

○

○

○ ※2

性能状況 / 性能サマリ

○

○

○

○

○ ※2

設定一覧

○

○

○

○

○ ※2

保守操作

○

×

×

×

×

リソースプール関連操作

○

×

×

×

×

[リソース] ビ

収集

○

○

×

×

×

ュー

画面更新

○

○

○

○ ※1

○ ※2

グループ / ラック / スマートグ
ループの追加 / 編集 / 移動 /
削除

○

×

×

×

×

マシン登録

○

×

×

×

×

マシン移動 / 管理外 / プロパテ
ィ / コンソール / IPMI情報

○

×

×

×

×

運用ログ / ジョブ

○

○

○

○ ※1

○ ※2

保守操作

○

×

×

×

×

収集を除くネットワーク関連の操
作

○

×

×

×

×

収集を除くストレージ関連の操作

○

×

×

×

×

[運用]ビュー
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1 SigmaSystemCenter の機能
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

ユーザ作成の

操作者

参照者

運用管理者

ロール

管理者

[仮想] ビュー

[監視] ビュー

[管理] ビュー

収集を除くソフトウェア関連の操
作

○

×

×

×

×

各プロファイルの設定

○

×

×

×

×

収集

○

○

×

×

×

画面更新

○

○

○

○ ※1

○ ※2

ESXi / Hyper-V / KVMを管理す
る

○

×

×

×

×

DataCenterの追加 / 編集 / 削
除

○

×

×

×

×

仮想マシンサーバの追加 / 編集
/ 削除

○

×

×

×

×

VM作成

○

○

×

×

×

性能情報

○

○

○

○ ※1

○ ※2

VMS再接続 / 移動

○

○

×

×

×

テンプレート作成 / 削除

○

○

×

×

×

テンプレート編集

○

×

×

×

×

イメージ作成 / 削除

○

○

×

×

×

VM電源ON / 強制OFF

○

○

×

×

×

VMクローン

○

○

×

×

×

データストア編集

○

×

×

×

×

LUN編集

○

×

×

×

×

ポートグループ追加 / 編集 / 削
除

○

×

×

×

×

管理外

○

×

×

×

×

[監視] ビューの操作

○

○

○

○ ※1

○ ※2

ダッシュボード

○

○

○

○ ※1

○ ※2

運用ログ

○

○

○

○ ※1

○ ※2

ジョブ

○

○

○

○ ※1

○ ※2

イベント履歴

○

○

○

×

×

無効化イベント一覧

○

○

○

○ ※1

○ ※2

イベントの監視状態変更

○

×

×

×

×

管理サーバ群一覧

○

○

○

×

×

管理サーバ群追加 / 削除 / 編
集

○

×

×

×

×

収集

○

○

×

×

×

ライセンス関連の設定

○

×

×

×

×
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ユーザとロール
カテゴリ

権限

組み込みロール
システム

ユーザ作成の

操作者

参照者

運用管理者

ロール

管理者

その他

サブシステム関連の設定

○

×

×

×

×

環境設定関連の設定

○

×

×

×

×

ログインユーザのパスワードの変
更

○

○

○

○

○

Webコンソール下部のジョブ /
ログ閲覧

○

○

○

○

○

○ : 操作できます。
× : 操作できません。
※1 : デフォルトでは操作できません。操作可能にするためには、該当するビューの表示可否のロール設定
を表示が有効になるように変更する必要があります。
※2 : 操作可能にするためには、該当するビューの表示可否のロール設定を表示が有効になるように変更
する必要があります。

1.1.13. 初期ユーザ
SigmaSystemCenter のインストール後、最初に SigmaSystemCenter にログインするときに
次のアカウントを使用します。


ユーザ名 : admin



パスワード : admin

初期ユーザ "admin" には、システム管理者の組み込みロールが割り当てられています。ロ
グイン後、他のシステム管理者のユーザを作成してください。ユーザが登録されると、初期ユ
ーザ (admin) は利用できなくなります。

1.1.14. ユーザのロックアウトについて
ログインの連続失敗回数上限の設定を 0 より大きくすることで、パスワードの指定の間違い
によるログインの連続失敗の回数がログインの連続失敗回数上限の設定値を超えた場合、
ログインに失敗したユーザをロックアウト状態にして使用できなくすることが可能です。
ユーザがロックアウト状態になると、ユーザ編集の権限を持つユーザにより有効状態に戻さ
れるまで、使用できなくなります。
ログインの連続失敗回数上限の設定は、ssc update environment コマンドを実行し、key
name の MaxLoginAttempts の値を指定することで可能です。ログインの連続失敗回数上限
(MaxLoginAttempts) の設定の既定値は 0 です。設定値が 0 の場合は、ユーザのロックア
ウト機能は無効となります。また、ユーザ別にログインの連続失敗回数上限の値を設定する
ことはできません。
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次のユーザについては、ユーザのロックアウトの機能が有効な時もロックアウトの対象とは
なりません。ロックアウトの対象外のユーザは、ログインの連続失敗回数の上限値を超えた
場合でも、ロックアウト状態になりません。


初期ユーザ (admin)。明示的に作成したユーザ名が admin のユーザはロックアウトの
対象となります。



下記の条件を満たすシステム管理者のユーザが 1 つしか登録されていない場合は、そ
のユーザはロックアウトの対象になりません。
•

ユーザ状態が有効である

•

認証種別が Local である

1.1.15. LDAP サーバの利用
LDAP サーバとは、ネットワーク上に複数存在するユーザ認証のシステムを統合するために
使用されるサーバで、LDAP プロトコルに対応したディレクトリ・サービスの製品で構築されま
す。SigmaSystemCenter は、この LDAP サーバをユーザ認証のエンジンとして使用すること
ができます。
SigmaSystemCenter で LDAP サーバを利用するためには、LDAP サーバのユーザアカウ
ントを SigmaSystemCenter に登録し、LDAP サーバの情報を LdapConfig.xml に設定する
必要があります。
SigmaSystemCenter で利用可能な LDAP に対応したディレクトリ・サービスの製品は以下
の 2 つです。


Windows Active Directory



OpenLDAP

SigmaSystemCenter 内の製品では、DeploymentManager でも LDAP サーバのユーザア
カ ウ ン ト を 使 用 す る こ と が で き ま す 。 DeploymentManager の 詳 細 に つ い て は 、
「DeploymentManager リファレンスガイド」を参照してください。
(1) 利用の概要
まず、SigmaSystemCenter が使用する LDAP サーバの情報を LdapConfig.xml に設
定します。詳細は、後述の「(3) LDAP サーバの設定」を参照してください。
次に、LDAP サーバのユーザアカウントを SigmaSystemCenter に登録します。登録の
操作として、ユーザ追加と LDAP サーバとの同期の 2 つがあります。登録するユーザの
認証種別は、System LDAP です。ユーザの登録の詳細は、後述の「(2) ユーザアカウ
ントの登録方法」を参照してください。
DeploymentManager の場合、DeploymentManager 上に同一名のユーザを追加する
必要はありません。
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SigmaSystemCenter に登録したユーザに対して、ロールの設定やユーザグループへ
の追加などが必要な場合は、ユーザの登録後に行う必要があります。
登録した認証種別が System LDAP のユーザでログインを行うと、LDAP サーバ上でユ
ーザの認証が行われます。ログインが成功した場合、2 回目以降のログインでは、
LDAP サーバへのアクセスは行われず、SigmaSystemCenter 上で認証が行われます。
SigmaSystemCenter は、キャッシュ上にある 1 回目のログイン情報を使用して認証を
行います。
前回の LDAP サーバ上での認証から 24 時間以上経った場合、次のログイン時に再度
LDAP サーバ上でユーザ認証が実行され、キャッシュの更新が行われます。キャッシュ
更新の間隔を変更する必要がある場合は、後述の「(4) 認証時に使用するキャッシュ
の更新間隔の変更方法について」を参照してください。
DeploymentManager で は キ ャ ッ シ ュ が な い た め 、 ロ グ イ ン が 行 わ れ た ユ ー ザが
DeploymentManager 本体に登録されたユーザでない場合、毎回 LDAP サーバでユー
ザ認証が実行されます。

利用するLDAPサーバ上に
LDAPサーバとの同期の

登録されているユーザを

操作では、グループも含め

SigmaSystemCenterに

ユーザA

も登録する必要がある。

ユーザグループ1

てSigmaSystemCenter
に反映可能

LDAPサーバ

管理者
LDAPサーバ

ユーザ追加

の設定

or

2つの操作で

LDAP サ ー バ

ユーザを登録

ユーザ認証

グインでは、LDAPサーバで認証が
行われる。

LdapConfig.xml

との同期

System LDAPのユーザの初回のロ

ユーザ認証

前回のLDAPサーバの認証が24時間

することがで

以内の場合、LDAPサーバにアクセス

きる。

が行われずに認証が行われる。
SigmaSystemCenter管理サーバ
ログイン

ログイン

System LDAP

ユーザ認証

ロール1

ユーザA

ユーザグループ２

ユーザA

ユーザB

Local

ユーザB

ロール2

ユーザグループ1

Localのユーザと同様にロ
ールの設定やユーザグル
ープへの追加が可能。
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(2) ユーザアカウントの登録方法
LDAP サーバ上で管理されているユーザアカウントを SigmaSystemCenter に登録する
ための方法として、以下の 2 つがあります。
•

ユーザ追加
通常のユーザ追加の操作です。
使用する LDAP サーバ上のユーザアカウントと同一のユーザ名を指定して登録し
ます。ログイン時 LDAP サーバ上で認証処理が行われるように、認証識別は
System LDAP を指定する必要があります。

•

LDAP サーバとの同期
LDAP サーバ上の指定のグループとその配下のユーザアカウントを一括して登録
する方法です。
操作を実行すると、SigmaSystemCenter は LDAP サーバに接続し、指定のグル
ープ / ユーザアカウントの情報を取得して、登録を行います。操作実行の際、
LDAP サーバに接続するために必要な LDAP サーバ上のユーザアカウントとパス
ワードを指定する必要があります。接続に使用するユーザアカウントとパスワード
の指定は、操作ごとに必要です。
接続対象の LDAP サーバの情報は、LdapConfig.xml に設定します。本操作で登
録する対象の LDAP サーバ上のグループは、LdapConfig.xml の Group タグで設
定します。連携する LDAP サーバが OpenLDAP の場合、登録対象範囲の指定と
して、UserDnPattern タグの設定も必要です。
操作を行った後、LDAP サーバ上でグループやユーザアカウントの追加や変更を
行った場合、再度、LDAP サーバとの同期の操作を実行すると、差分の情報を
SigmaSystemCenter に反映することができます。
しかし、削除の場合は反映されないため注意してください。LDAP サーバ上でグル
ープやユーザアカウントの削除を行った場合、SigmaSystemCenter でも個別にユ
ーザグループとユーザの削除を行う必要があります。
なお、操作の処理時間は、実行環境に依存しますが、対象のグループ、ユーザア
カウントの数が 5000 くらいの場合、約 1 分半の時間がかかります。

上記の操作で、SigmaSystemCenter に登録したユーザやユーザグループに対して、ロ
ールの割り当てやユーザグループへの追加などの設定が必要な場合は、上記操作で
登録後に実施してください。通常の追加操作で追加したユーザグループとユーザと同じ
ように設定ができます。
なお、LDAP サーバとの同期の操作を行うためには、事前に SigmaSystemCenter に
SigmaSystemCenter の本体製品ライセンス (Edition License) が登録されている必
要がありますので、利用の際は注意してください。
(3) LDAP サーバの設定
SigmaSystemCenter で LDAP サーバを利用するためには、<SystemProvisioning イ
ン ス ト ー ル デ ィ レ ク ト リ >¥conf 上 に 、 LDAP サ ー バ の 情 報 を 設 定 す る フ ァ イ ル
LdapConfig.xml を置く必要があります。
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LdapConfig.xml は、<SystemProvisioning インストールディレクトリ>¥opt¥ldap 配下に
インストールされるサンプルファイルを参考に作成することができます。
設定可能な LDAP サーバの台数は 1 台のみです。複数の LDAP サーバを接続先とし
て設定することはできません。
DeploymentManager で LDAP サーバを利用するためには、<DeploymentManager
のインストールディレクトリ>¥WebServer¥App_Data¥Config 配下の LdapConfig.xml
を編集する必要があります。
設定項目は、以下の通りです。

項目

説明

Enable

LdapConfig.xmlの設定が有効かどうかを設定します。
有効=true、無効=false

AccountAuthentication

SigmaSystemCenterでは使用しません。DeploymentManager専用
の設定です。
LDAPサーバのユーザアカウントの権限を設定します。
1=参照者、3=操作者、7=管理者

LDAPType

LDAPサーバの製品の種類を指定します。
0=Windows Active Directory
1=OpenLDAP

Host

LDAPサーバのホスト名 or IPアドレスを設定します。

Port

LDAPサーバの接続ポートを設定します。
389 or 636 (SSL/TLS)
上記はデフォルトのポート番号です。LDAPサーバ側で使用するポート
を変更している場合は変更後のポート番号を指定してください。

UserDnPattern

LDAPサーバ上でユーザ認証するために使用する文字列を設定しま
す。ユーザ名以外のドメイン名などの情報が必要となります。Active
Directoryの場合、ドメイン名は省略しないでください。
下記例のように設定します。{0}の部分は、ログインするユーザ名に置
き換えられて、LDAPサーバに送信されます。
Active Directoryの場合、"ドメイン名¥{0}"
OpenLDAPの場合、"uid={0},ou=部署名,dc=ドメイン構成要素"
本タグで設定可能なドメインは1つのみです。認証先として複数のドメイ
ン名を設定することはできません。
また、OpenLDAPの場合、LDAPサーバとの同期の操作で
UserDnPatternの設定が使用されます。"uid={0}," 以降で指定する識
別名のオブジェクト配下のグループとユーザアカウントが登録可能で
す。指定の範囲外のグループとユーザアカウントは登録できません。
ActiveDirectoryの場合は、LDAPサーバとの同期の操作で本設定は
使用されません。

MaxLimit

登録対象となるグループ、ユーザアカウントの最大数です。この値を超
えた数のグループ、ユーザアカウントを登録することはできません。
複数のグループに所属するユーザアカウントは、個別に数えます。
LDAPサーバとの同期の操作を行わない場合は、本タグの設定は必要
ありません。
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項目

説明
最小値=1、最大値=100000、デフォルト値=1000
なお、LDAPサーバ側にも同様の設定があります。LDAPサーバ側の
設定値より、取得するグループとユーザアカウントの数が多い場合、
LDAPサーバから正しく取得できないため注意してください。
この場合は、LDAPサーバ側の設定を変更する必要があります。設定
方法は、LDAPサーバの各製品が提供するマニュアルを参照してくださ
い。

Group

登録対象のグループ名を指定します。
複数のグループを登録する場合、Groupのタグを複数記載してくださ
い。
LDAPサーバとの同期の操作を行わない場合は、本タグの設定は必要
ありません。
例: Group1

(4) 認証時に使用するキャッシュの更新間隔の変更方法について
LDAP サーバを使用した認証が実行される前回の LDAP サーバ上での認証からの経
過時間の設定は、レジストリキー: HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥
Wow6432Node¥NEC¥PVM¥base¥LDAP の値: CacheExpiration (REG_DWORD)
で変更可能です。キーや値がない場合、既定値の 24 が設定されます。0 を設定した場
合は、ログインごとに LDAP サーバを使用したユーザ認証が実行されます。レジストリ
変更後、PVM サービスの再起動は必要ありません。
上述の動作のため、LDAP サーバ上でユーザアカウントのパスワードの変更を行った
場合、SigmaSystemCenter のキャッシュ上のパスワードはすぐに更新されない場合が
あるので、注意してください。
SigmaSystemCenter 側のパスワードの情報更新は、LDAP サーバ上での認証の時に
行われます。前述の条件の通り、LDAP サーバ上の認証は、前回認証からの経過時間
が CacheExpiration の設定値を超えないと行われないため、すぐに更新が必要な場合
は、CacheExpiration の設定を変更してください。

1.1.16. SigmaSystemCenter 2.0、2.1 からのアップグレード後の設定に
ついて
ユーザとロールの機能は、SigmaSystemCenter 2.0 と 2.1 のユーザとロールの機能と内容
が大きく異なるため、SigmaSystemCenter 2.0、2.1 からアップグレードを行った場合、一部
の従来の設定を引き継ぐことができません。以下の通り、アップグレード後に一部の設定をし
直す必要があります。


ユーザの設定は組み込みのロールが割り当てられた状態で引き継がれます。
SigmaSystemCenter 2.0、2.1 でユーザに設定されていた権限の設定を元に、アップグ
レード後、システム管理者 (Administrator) と操作者 (Operator) と参照者
(Observer) のいずれかが割り当てられます。
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SigmaSystemCenter 2.0、2.1 で [運用] ビュー上のカテゴリに割り当てられていたロ
ールの設定は引き継がれません。また、アップグレード後にユーザに割り当てられる組
み込みのロールの割り当て対象範囲はすべてのリソースのため、
SigmaSystemCenter 2.0、2.1 でユーザに対して使用を制限していたリソースが利用可
能な状態で引き継がれます。

上記を考慮して、アップグレード後に以下のような設定を行うことで、SigmaSystemCenter
2.0、2.1 と同様に利用することができます。


SigmaSystemCenter 2.0、2.1 にてユーザに対して使用制限を行っていたカテゴリに、
アクセス不可の組み込みロールをそのユーザとの組みで割り当てます。これにより、
SigmaSystemCenter 2.0、2.1 と同様に、そのカテゴリ配下のリソースを対象のユーザ
が利用できなくなります。



ただし、本バージョンの場合、上記設定により [リソース] ビュー、[仮想] ビュー上でも、
[運用] ビュー上で制限を行ったリソースに対して操作ができなくなります。
SigmaSystemCenter 2.0、2.1 の場合、[リソース] ビュー、[仮想] ビュー上では [運用]
ビュー上で制限を行っている同一リソースに対して操作を行うことが可能でした。
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SigmaSystemCenter 2.0, 2.1のユーザとロールの設定

[運用] ビュー
運用
カテゴリ1

ユーザAの操作可能な範囲

割り当て

カテゴリ2
ユーザAの操作不可の範囲

カテゴリ3

RoleA:操作者
割り当て

ユーザA：Operator

アップグレード後のユーザとロールの設定

引き継がれない

引き継がれる

全リソース
[運用] ビュー

割り当て

操作者

運用
カテゴリ1

ユーザAの操作可能な範囲

ユーザA

カテゴリ2
カテゴリ3

アクセス不可の組み込みロール利用による設定復元
全リソース
[運用] ビュー

割り当て

操作者

運用
ユーザAの操作可能な範囲

カテゴリ1
カテゴリ2

ユーザAの操作不可の範囲

カテゴリ3

ユーザA
割り当て

アクセス不可
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1.2. 管理対象マシンの登録
SigmaSystemCenter が提供する機能を利用して、管理対象マシンを管理するためには、管
理対象マシンを [運用] ビューと [リソース] ビューの 2 つのビューに登録する必要がありま
す。各ビューへの登録の目的、手段はそれぞれ異なります。また、2 つのビュー以外に、[仮
想] ビューや関連製品への登録が必要な場合もあります。
1.

[リソース] ビュー
SigmaSystemCenter 上で管理対象マシンをマシンリソースとして利用できるようにする
ために、[リソース] ビューに登録を行います。通常の業務で利用するマシンだけでなく、
予備機として待機運用するマシンも登録する必要があります。[リソース] ビューでは、
SigmaSystemCenter で使用するマシン、ストレージ、ネットワークデバイス、ソフトウェ
アなどの各種リソースの登録、管理を行います。
[リソース] ビューへの管理対象マシンの登録は、DeploymentManager や vCenter
Server などの関連製品を利用したり、RegisterMachinevIO.bat のような登録スクリプト
を利用したりして行います。その方法は、システムの運用方法や利用環境によって異な
ります。

2.

[運用] ビュー
N+1 リカバリや VM 最適配置などの SigmaSystemCenter の主要な機能を利用するた
めには、[運用] ビューに管理対象マシンを登録する必要があります。[運用] ビューは、
SigmaSystemCenter の利用の中心となるビューです。
[運用] ビューに管理対象マシンの登録を行う前に、グループ、モデル (省略可)、ホスト
の定義とプールの設定を行う必要があります。これらの定義は、管理対象マシンの運用
方法や構築方法を指定する設定となります。
[運用] ビューへの管理対象マシンの登録は、作成済みのホストの定義に対して、マシ
ンリソースとして登録されている [リソース] ビュー上の管理対象マシンを割り当てるリ
ソース割り当て、マスタマシン登録、あるいは新規リソース割り当ての操作で行います。
これらの操作を稼動の操作とも呼びます。
上記の稼動の操作を実行すると、管理対象マシン上で業務が利用できるようにするた
めに、電源制御、ソフトウェア配布、ストレージ / ネットワーク制御などの様々なプロビ
ジョニング処理が自動実行されます。

その他、[仮想] ビューでは VMware や Hyper-V などの仮想化基盤製品で管理されている
管理対象マシンの操作を行うことができます。
[仮想] ビューの役割は、連携している仮想化基盤製品の情報閲覧・操作にあります。[仮想]
ビュー上で管理対象マシンを表示するためには、以下の 2 つの方法があります。


仮想マネージャの種別が、VMware vCenter Server / Citrix XenServer Pool Master /
Hyper-V Cluster の場合、[管理] ビューで仮想化基盤製品のマネージャをサブシステ
ムとして登録します。サブシステム登録が行われると、仮想化基盤製品のマネージャで
管理されている管理対象マシンの情報は、収集の操作で取り込むことができるようにな
ります。収集で取り込んだ管理対象マシンの情報は、[仮想] ビューで表示され、操作で
きるようになります。
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仮想マネージャの種別が、KVM Management / VMware ESXi / Hyper-V
Management の場合、SigmaSystemCenter が仮想マネージャとして動作します。[仮
想] ビュー上で [VM サーバ追加] を実行し、仮想マシンサーバを登録する必要があり
ます。

以上の説明について、図にすると次のようになります。

利用する機能/運用により、必要となる関連製品

関連製品群

への管理対象マシンの登録方法は異なる。

SystemMonitor性能監視

DeploymentManager
ESMPRO/ServerManager

関連製品から先に登録が必要だったり、SSCから

vCenter Server

etc

自動登録が必要であったり等、関連製品の種類に
よっても異なる。
SigmaSystemCenter Webコンソール
リソースの割り

[運用]ビュー

当てを管理する
ため、プールの

[リソース]ビュー

定義が必要。

運用
グループ

システムリソース

仮想

マシン

プール

データセンタ

グループ

モデル(省略可)
ホスト

[仮想]ビュー

仮想マシンサーバ

マシン

仮想マシン

プロビジョニング

[リソース]ビューのマシン
を[運用]ビューのホスト定

管理対象マシンは、マシンリソースとして[リソ

仮想環境のマシンは[仮

義に割り当てる(稼動)と、

ース]ビューに登録する必要がある。

想]ビュー上で表示され、

[運用]ビュー上で操作が可

[リソース]ビューでは、主に、マシンリソース

連携仮想化基盤製品と同

能となる。(※新規作成の仮

の保守操作が可能。

様の管理が可能。

想マシンは方法が異なる。)
管理対象マシンは必ず[運
用]ビュー上で稼動させな
くてはならない。

1.2.1.

物理マシン

仮想マシンサーバ

仮想マシン

[リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐概要‐
[リソース] ビューへの登録方法は、管理対象マシンの種類や使用するハードウェアや関連
製品、運用方法によって異なります。
管理対象マシンの種類は、物理マシン、仮想マシンサーバ、仮想マシンの 3 種類がありま
す。
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物理マシン
ベアメタルのマシンに Windows や Linux をインストールし、運用する場合の管理対象マ
シンを "物理マシン" と呼びます。
[リソース] ビュー上では、種別は Unitary として表示されます。[仮想] ビューは使用しま
せん。
ブートコンフィグ (vIO) 運用の場合、SigmaSystemCenter では実体が 1 つの管理対
象マシンが物理マシンと論理マシンの種類が異なる 2 台のマシンとして管理されます。
ブートコンフィグ (vIO) 運用の場合は、それぞれ以下の種別となります。



•

物理マシン ： Unitary

•

論理マシン ： LogicalMachine

仮想マシンサーバ
ベアメタルのマシンに VMware ESX などの仮想化ソフトウェアをインストールし、運用す
る場合の管理対象マシンを "仮想マシンサーバ" と呼びます。一般的には、"ハイパー
バイザ" とも呼ばれます。仮想マシンサーバ上では、仮想マシンが動作することができ
ます。
[リソース] ビュー上では、種別は VM Server として表示されます。
ブートコンフィグ (vIO) 運用の場合、上記物理マシンと同様に実体が 1 つの管理対象
マシンが物理マシンと論理マシンの種類が異なる 2 台のマシンとして管理されます。ブ
ートコンフィグ (vIO) 運用の場合は、それぞれ以下の種別となります。



•

物理マシン ： Unitary

•

論理マシン ： LogicalMachine、VM Server

仮想マシン
仮想マシンは、コンピュータの動作をエミュレートするソフトウェアで動作する仮想のコン
ピュータです。仮想マシンは、上記仮想マシンサーバ上で動作します。
[リソース] ビュー上では、種別は Virtual Machine として表示されます。

管理対象マシンの種類、運用方法別の [リソース] ビューへの登録方法の違いは、次のよう
になります。表中のブートコンフィグ (vIO) 運用とは、SIGMABLADE の vIO コントロール機
能を利用し、マシンの MAC アドレス、WWN、UUID などを仮想化して運用する方法です。

管理対象マシンの種類

運用方法

管理対象マシンの登録方法の要点

物理マシン

ブートコンフィグ (vIO)

DeploymentManagerに物理マシンを登録した後、収集で
SigmaSystemCenterに情報を取り込み、マシン登録を行う。

運用でない場合
ブートコンフィグ (vIO)
運用の場合

SIGMABLADEのブレードに対して、マシン登録スクリプト
(RegisterMachinevIO.bat) を利用して登録を行う。
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管理対象マシンの種類

運用方法

管理対象マシンの登録方法の要点

仮想マシンサーバ

ブートコンフィグ (vIO)

以下のいずれかの方法で [仮想] ビュー上で登録した後、マシン
登録を行う。

運用でない場合

▪ 仮想マネージャの種別がVMware vCenter Server / Citrix
XenServer Pool Master / Hyper-V Clusterの場合、仮想化基盤
製品のマネージャに仮想マシンサーバを登録した後、収集で
SigmaSystemCenterに情報を取り込む。
▪ 仮想マネージャの種別がKVM Management / VMware ESXi /
Hyper-V Managementの場合は、直接 [仮想] ビューに登録す
る。
ブートコンフィグ (vIO)
運用の場合

SIGMABLADEのブレードに対して、マシン登録スクリプト
(RegisterMachinevIO.bat) を利用して登録を行う。その後に [仮
想] ビューへの登録も必要。以下のいずれかの方法で登録する。
▪ 仮想マネージャの種別がVMware vCenter Server / Citrix
XenServer Pool Master / Hyper-V Clusterの場合、仮想化基盤
製品のマネージャに仮想マシンサーバを登録した後、収集で
SigmaSystemCenterに情報を取り込む。
▪ 仮想マネージャの種別がKVM Management / VMware ESXi /
Hyper-V Managementの場合は、直接 [仮想] ビューに登録す
る。

仮想マシン

1.2.2.

新規リソース割り当て
で仮想マシンを作成す
る場合

新規リソース割り当てで仮想マシンを作成する場合、自動で登録
されるため、[リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録作業は必
要ない。

作成済みの仮想マシン
を登録する場合

仮想化基盤製品のコンソールなどで仮想マシンを作成した後、仮
想化基盤製品から収集でSigmaSystemCenterに情報を取り込
み、マシン登録を行う。

[リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブートコンフィグ (vIO)
運用でない場合)‐
管理対象マシンが物理マシンでブートコンフィグ運用でない場合は、以下の図のように
DeploymentManager を利用した登録を行います。登録対象の管理対象マシンが未構築か
構築済みかで、DeploymentManager で利用可能とするための登録方法が異なったり、登
録に必要となるマシンの情報が異なったりします。
物理マシンの場合は、登録先は [リソース] ビューのみです。[仮想] ビューは使用しませ
ん。
本利用方法では DeploymentManager を利用するために、SigmaSystemCenter の [管理]
ビューの [サブシステム] に DeploymentManager が登録されている必要があります。
登録対象の管理対象マシンは、登録の前に以下のように準備しておく必要があります。構築
の状況により、実施すべき内容が異なります。


未構築のマシン
OS はインストールされておらず、DeploymentManager 管理サーバからアクセスするた
めの IP アドレスはまだ割り当てられていない状況のマシンです。
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
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SigmaSystemCenter から、N+1 リカバリの切り替え先の予備機や構築対象のマシンと
して利用できるように、登録の前に、以下の準備が必要です。



•

起動の電源制御が実行できるように、管理サーバから管理用 LAN を経由して物理
的には接続された状態になっている。

•

マシンや HBA の BIOS 設定など、ハードウェアの設定は適切に設定されている。

構築済みのマシン
業務で利用できる状態にまで構築されたマシンです。
SigmaSystemCenter に登録を行って、すぐに利用できるように、上記の未構築のマシ
ンの条件に加え、以下が必要となります。
•

OS がインストールされ、利用できる状態になっている。

•

DPM クライアントがインストールされている。

•

管理サーバから管理用 LAN を経由してアクセスできる IP アドレスが OS に設定さ
れている。

予備機として利用するマシンや
未構築のマシンはIPアドレス
の指定なしで登録。UUIDと
SigmaSystemCenter

DeploymentManager

[リソース]ビュー

[運用]ビュー

システムリソース

リソース

マシン
グループ
マシン1

MACアドレスの指定は必須。

マシン追加

マシン
収集、

グループ

マシン登録

マシン2

マシン1
マシン2

マシン1

IPアドレス:192.168.50.1
DPMクライアント
マシン追加

OS

収集の操作でDeploymentManagerの管理対

マシン2

象マシンの情報を取り込んだ後、マシン登録で

構築済みのマシンはマシン名、

[リソース]ビューに登録する。

UUID、MACアドレス以外にIP
アドレスも指定して登録する。

DeploymentManager に管理対象マシンを登録する主な手段として、PXE ブートによる自動
登録、手動登録、DPM クライアントによる自動登録の 3 つがあります。


PXE ブートによる自動登録
未登録の管理対象マシンが PXE ブートすると、DeploymentManager は自動的に新規
マシン配下に PXE ブートが行われた管理対象マシンの登録を行います。この後、[マシ
ン追加] の操作で新規マシン下から任意のグループに移動することで管理対象マシン
の登録が完了します。
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PXE ブートとは、NIC の PXE (Preboot eXecution Environment) 機能を利用してネッ
トワークブートするブート方法の 1 つです。PXE ブートを行った NIC の MAC アドレスは、
起動処理 (WOL) で使用する MAC アドレスとして登録されます。
PXE ブートを利用するためには、DHCP サーバの構築と DeploymentManager の [管
理] ビュー / [DPM サーバ] / [詳細設定] / [DHCP サーバ] タブの設定で [DHCP サー
バを使用する] を有効にする必要があります。


手動登録
[マシンの追加] の操作で任意のグループに管理対象マシンの登録を行います。MAC
アドレスと UUID の設定は、SigmaSystemCenter が管理対象マシンを管理するために
必要な情報のため、必ず両方とも指定してください。



DPM クライアントによる自動登録
管理対象マシン上で DPM クライアントが起動したとき、管理サーバ側と通信を行い、新
規マシン配下に管理対象マシンの情報を DeploymentManager に自動的に登録します。
この後、[マシン追加] の操作で新規マシン下から任意のグループに移動することで管
理対象マシンの登録が完了します。
未構築のマシンでは、この方法を実施することができません。

方法②(手動登録)
マシン追加の操作で直接手動登
録することが可能。UUIDと

DeploymentManager

[運用]ビュー

MACアドレスの指定は必須。
マシン追加

マシン2

リソース

管理対象マシンのPXEブートが行われ

マシン

た時に新規マシン配下にマシンが自動

グループ
マシン2
マシン1

登録される。その後、マシン追加により

PXEブート、自動登録

マシン1

DPMクライアント

方法③(DPMクライアントによる自動登録)
DPMクライアントを起動/インストー

新規マシン

OS

マシン1
マシン3

任意のグループへの登録が必要。

マシン追加

マシン3

マシン追加

方法①(PXEブートによる自動登録)

マシン3

DPMクライアントインス
トール、自動登録

ルした時に新規マシン下に自動登録さ
れる。その後、マシン追加で任意のグル
ープへの登録が必要。

管理対象マシンの登録では、構築の有無に関わらず、マシン名と UUID と MAC アドレスの
設定が必要です。


マシン名
管理対象マシンの名前です。
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[マシン追加] 実行時、任意の名前を指定することができますが、管理対象マシン上の
OS が起動したときに、OS のコンピュータ名が反映されます。OS のコンピュータ名に影
響を受けない名前を使用したい場合は、後述の識別名を使用してください。


UUID
UUID は、管理対象マシンを一意に識別するために使用されます。
管理対象マシンの手動登録を行う場合は、登録前に UUID の情報を確認しておく必要
があります。
管理対象マシンの自動登録を行う場合、管理対象マシンから自動的に取得が行われる
ために、事前の確認は必要ありません。



MAC アドレス
マシン登録時に設定する MAC アドレスは、起動処理 (WOL) で使用されます。そのた
め、DeploymentManager から WOL が可能な NIC の MAC アドレスを確認し、設定す
る必要があります。
ただし、DPM クライアントによる自動登録を行った場合は、WOL が可能な NIC 以外の
MAC アドレスが設定される可能性があります。その場合は、管理対象マシンを新規マ
シンから削除し、上述の PXE ブートによる自動登録、または手動登録を行ってください。
起動処理 (WOL) を行うための MAC アドレスは、プライマリ NIC の MAC アドレスとし
て登録されます。プライマリ NIC は、SigmaSystemCenter の [リソース] ビューでは、
NIC 番号が 1 の NIC として登録されます。
DeploymentManager では、プライマリの MAC アドレスの表示の横に*が表示され、他
の MAC アドレスと区別することができます。
DeploymentManager による起動処理 (WOL) を利用しない場合は、搭載されている
NIC の MAC アドレスであれば、どれを設定しても構いません。SigmaSystemCenter
の [リソース] ビュー、DeploymentManager では、管理対象マシンに搭載された NIC
の MAC アドレスの情報を複数登録することが可能です。

その他、識別名、IP アドレス、Deploy-OS の設定の考慮も必要です。


識別名
[マシン追加] の操作では、識別名の指定を行うことを推奨します。識別名は、N+1 リカ
バリの機能を利用した運用を行う際、リソースの識別が容易になります。マシン名のみ
の場合、N+1 リカバリによる切り替え時に名前が自動変更されるため管理対象マシン
の識別が困難になる場合がありますが、識別名を指定している場合、名前は変更され
ません。
SigmaSystemCenter の [リソース] ビューでは、DeploymentManager 側で識別名が
設定されている場合、識別名がマシン名として設定されます。識別名が設定されていな
い場合は、マシン名が設定されます。



IP アドレス
登録対象の管理対象マシンが、構築済みのマシンの場合は、手動登録時に IP アドレス
の指定を明示的に行うか、自動登録による登録を行ってください。
DeploymentManager は、IP アドレスにより、管理対象マシンの OS と ping による疎通
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確認が可能になります。管理対象マシンと疎通していることを確認できた場合は、[電源]
ステータスがオンになります。
IP アドレスの設定がない場合、管理対象マシンのシャットダウンやシナリオの実行など
DeploymentManager の機能を利用することができません。
管理対象マシンが未構築のマシンの場合は、管理対象マシンの登録のとき、IP アドレ
スの設定を行う必要はありません。
なお、SigmaSystemCenter の [リソース] ビューには IP アドレスの設定はないため、
DeploymentManager 上の IP アドレスの設定は SigmaSystemCenter には、反映され
ません。


Deploy-OS
バックアップ・リストア・ディスク構成チェックの処理を行う際、管理対象マシンが使用す
る Deploy-OS を設定します。管理対象マシンの機種に応じて、適切な設定にしておく必
要があります。各機種で設定する値については、DeploymentManager の製品サイトに
掲載されている「対応装置一覧」の情報から確認することができます。

識別名の指定は推奨。SSCでは識別名がある場
合、識別名がマシン名として登録される。
SigmaSystemCenter上の登録詳細

DeploymentManager上の登録詳細

マシン2

マシン1

マシン2(構築済み)

マシン1(未構築)

マシン名：Machine1

マシン名：Machine2

マシン名：orgMachine1

マシン名：orgMachine2

UUID: DA4 ～ 55CC65C07

UUID: DA4 ～ 55CC65C08

識別名：Machine1

識別名：Machine2

MACアドレス: 00: ～ :5C:08

MACアドレス: 00: ～ :5C:09

UUID: DA4 ～ 255CC65C07

UUID: DA4 ～ 55CC65C08

MACアドレス: 00: ～ :5C:08

MACアドレス: 00: ～ :5C:09

IPアドレス:192.168.50.1

IPアドレス:なし

1.2.3.

[リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブートコンフィグ (vIO)
運用の場合) ‐
管理対象マシンが物理マシンでブートコンフィグ運用の場合は、マシン登録用のスクリプト
RegisterMachinevIO.bat を利用した登録を行います。RegisterMachinevIO.bat の実行に
より、管理対象マシンは論理マシンと物理マシンの 2 種類のマシンリソースとして [リソース]
ビュー上に登録され、DeploymentManager にも登録されます。
RegisterMachinevIO.bat は、<SystemProvisioning のインストールフォルダ>¥opt¥vio 配下
にインストールされます。
ブートコンフィグ運用では、[リソース] ビュー上で管理対象マシンを論理マシンと物理マシン
の 2 種類のマシンで区別して管理します。論理マシンと物理マシンは、ブートコンフィグ
(vIO) 運用において、管理対象マシンに対するブートコンフィグの適用前後の状態を管理す
るための概念です。
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物理マシン
ブートコンフィグ適用前の状態を管理するための概念です。ブートコンフィグの適用前の
仮想化されていない物理情報を持つマシンとして管理されます。



論理マシン
ブートコンフィグ適用後の状態を管理するための概念です。ブートコンフィグの適用後の
仮想化された情報を持つマシンとして管理されます。

SIGMABLADE

物理マシン

物理マシンのID情報
UUID: DA4C0700-D2A4-11E0-8001-00255CC65C07
MACアドレス: 00:25:5C:C6:5C:08
WWN: 1000:0000:C9BB:22CC

ブートコンフィグの適用により、
仮想化されたID情報を持つマシ
ンとして利用できるようになる。

ブートコンフィグ

論理マシンのID情報
UUID: 30381C00-D797-11DD-0100-001697A70400
MACアドレス: 00:16:97:A7:04:00

論理マシン

WWN: 2003:0030:130F:4020

本利用方法では、SIGMABLADE に搭載されるブレードを管理対象マシンとする場合に限定
し ま す 。 登 録 を 行 う 前 に 、 対 象 の SIGMABLADE の 制 御 が で き る よ う に 、
SigmaSystemCenter の管理サーバから SIGMABLADE に搭載される EM カードに、ネット
ワーク経由で接続された状態になっている必要があります。
また、DeploymentManager の利用が必要なため、SigmaSystemCenter の [管理] ビュー
の [サブシステム] に DeploymentManager が登録されている必要があります。
登 録 対 象 の ブ レ ー ド が 格 納 さ れ る SIGMABLADE 筐 体 を 指 定 し て 、
RegisterMachinevIO.bat を実行すると、次のイメージ図のように、指定の SIGMABLADE 筐
体内の全ブレードについて、ブートコンフィグの適用状況に応じて論理マシンと物理マシンの
2 種類のマシンが [リソース] ビューと DeploymentManager に登録されます。対象の
SIGMABLADE 筐体は、SIGMABLADE に搭載される EM カードのフローティング IP アドレ
スにより指定します。
ブートコンフィグが適用された管理対象マシンについては、物理マシンと論理マシンの 2 種類
のマシンが登録されます。ブートコンフィグが適用されていない管理対象マシンは、物理マシ
ンのみが登録されます。自動的に登録される管理対象マシンの情報は、マシン名、UUID、
MAC アドレスなどです。
DeploymentManager への登録については、RegisterMachinevIO.bat により自動登録する
管理対象マシンが構築済みのマシンの場合、登録済みの論理マシンに対して IP アドレスの
設定が別途必要です。「1.2.2 [リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブートコンフィグ
(vIO) 運用でない場合)」を参照してください。また、DeploymentManager に既に同一の
UUID の管理対象マシンが登録されている場合は、新規に追加登録されません。
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[リソース割り当て] の操作で [運用] ビュー上のホスト定義に物理マシンの割り当てを実行
すると、物理マシンに対してブートコンフィグの適用の処理が行われます。このとき、論理マ
シンは自動的に [リソース] ビュー上に登録され、DeploymentManager にも自動登録され
ます。
なお、利用中に、SigmaSystemCenter の物理マシン、論理マシンの管理情報と実体の情報
に差異が発生してしまった場合、RegisterMachinevIO.bat ではなく RepairMachinevIO.bat
を使用すると実体との不整合を正す作業が簡易に行えます。
SigmaSystemCenter の管理情報と実体情報との差異は、SigmaSystemCenter から操作
を行わずに直接ブートコンフィグの適用変更を行った場合や、障害発生後にマシンの交換を
行った場合に発生する可能性があります。

RegisterMachinevIO.batで[リ
SigmaSystemCenter

[リソース]ビュー
システムリソース

ソース]ビューに登録されたマシン

DeploymentManager

はDeploymentManagerにも自

[運用]ビュー

動的に登録される。構築済みのマシ

リソース

ンの場合、論理マシンに対し、IP

マシン
グループ

マシン

アドレス登録が別途必要。

グループ

物理マシン1

物理マシン1

論理マシン1

論理マシン1

物理マシン2

物理マシン2

論理マシン2
物理マシン3

論理マシン2

物理マシン１

物理マシン２

物理マシン3
SIGMABLADE

RegisterMachinevIO

ブートコンフィグの適用前の

.bat
ブートコンフィグ2

SIGMABLADEに搭載され
るEM カードのフローティ

物理マシン3

ブートコンフィグ1

DPMクライアント

ングIPを指定して実行。

OS

SIGMABLADE筐体内の全

論理マシン２

理マシンとして登録される。
ブートコンフィグの適用に
より仮想化された情報は論

論理マシン1

ブレードのマシン登録が自動

予備機は物理マ

的に行われる。

構築済みのマシンはIPア

シンのみを登録

ドレスの登録が必要。

1.2.4.

仮想化されていない情報は物

理マシンとして登録される。

[リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシンサーバ
(ブートコンフィグ (vIO) 運用でない場合)‐
管理対象マシンが仮想マシンサーバでブートコンフィグ運用でない場合、仮想マネージャを
利用して登録を行います。
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仮想マネージャは、仮想環境の管理の主体となる製品やコンポーネントです。次のように、
管理の主体が外部にあるか内部にあるかの違いで 2 種類に分けることができます。管理対
象マシンの登録方法も異なります。


仮想化基盤製品のマネージャ
SigmaSystemCenter は、仮想化基盤製品のマネージャと連携して、仮想環境の管理
を行います。本方式で利用するためには、[管理] ビュー / [サブシステム] にて、仮想
化基盤製品のマネージャをサブシステムとして登録しておく必要があります。
管理対象マシンの登録は、最初に、仮想化基盤製品のマネージャ上で管理対象マシン
の登録を行います。その後、収集の操作で SigmaSystemCenter に情報を取り込み、
[マシン登録] で [リソース] ビューに登録します。Hyper-V Cluster 以外は、[仮想] ビュ
ー上で [VM サーバ追加] を行った後、[マシン登録] で [リソース] ビューに登録するこ
とも可能です。
[データセンター編集] の [管理対象にする] の設定がオンの場合 (本方式ではデフォ
ルトでオフ)、[仮想] ビュー上に仮想マシンサーバが追加されたときに、配下の仮想マシ
ンと一緒に [リソース] ビューにも自動登録されます。
本方式では、以下の種別の仮想マネージャがあります。
•

VMware vCenter Server
VMware の仮想環境を管理する場合は、通常、後述の VMware ESXi ではなく、
vCenter Server を利用します。利用するためには、サブシステムとして VMware
vCenter Server を登録する必要があります。
vCenter Server は、複数のマネージャを登録することが可能です。

•

Citrix XenServer Pool Master
XenServer の仮想環境を管理する場合は、XenServer Pool Master を使用します。
XenServer Pool Master は複数のマネージャを登録することが可能です。

•

Hyper-V Cluster
クラスタ化された Hyper-V の仮想環境を管理する場合は、通常、後述の Hyper-V
Management ではなく、Hyper-V Cluster を利用します。利用するためには、サブ
システムとして Hyper-V Cluster を登録する必要があります。Hyper-V Cluster は
複数のマネージャを登録することが可能です。



SigmaSystemCenter
仮想化基盤製品のマネージャが利用できない環境では、SigmaSystemCenter をマネ
ージャとして使用します。
本方式で利用するためには、[仮想] ビュー上で各仮想マネージャによる管理を有効に
しておく必要があります。
管理対象マシンの登録は、[仮想] ビュー上で [VM サーバ追加] の操作で登録します。
[データセンター編集] の [管理対象にする] の設定がオンの場合 (本方式ではデフォ
ルトでオン)、[仮想] ビュー上に仮想マシンサーバが追加されたときに、配下の仮想マシ
ンと一緒に [リソース] ビューにも自動登録されます。
本方式では、以下の種別の仮想マネージャがあります。
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•

KVM Management
KVM の仮想環境を管理する場合に使用します。[仮想] ビュー上で [KVM を管理
する] を実行することにより、管理を有効化できます。

•

VMware ESXi
vCenter Server が利用できない環境にて、VMware ESXi を単独のホストとして管
理する場合に使用します。本環境はスタンドアロン ESXi 環境とも呼びます。
vCenter Server を利用する機能を使用できません。[仮想] ビュー上で [ESXi を管
理する] を実行することにより、管理を有効化できます。

•

Hyper-V Management
Hyper-V Cluster を利用できない環境で、Hyper-V のホストを単独のホストとして管
理する場合に使用します。Hyper-V Cluster を利用する機能を使用できません。[仮
想] ビュー上で [Hyper-V を管理する] を実行することにより、管理を有効化できま
す。

登録対象の仮想マシンサーバは、事前に各仮想化基盤製品の OS がインストールされてい
て、構築済みである必要があります。登録を行う際、仮想マシンサーバは起動し、仮想マネ
ージャと通信できる状態になっている必要があります。
仮想マネージャに仮想マシンサーバの登録を行うとき、IP アドレスや FQDN 名など登録対象
の仮想マシンサーバの OS に接続するための情報が必要となります。管理対象マシンのマ
シン名、UUID、MAC アドレスなどのその他の情報は、仮想マシンサーバ上の OS から自動
的に取得されて登録されます。
仮想マシンサーバプロビジョニングの対象となる未構築の管理対象マシンについては、仮想
マネージャに登録することはできないため、物理マシンと同様の方法で登録する必要があり
ます。「1.2.2 [リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブートコンフィグ (vIO) 運用でない
場合)」を参照してください。
[データセンター編集] の [管理対象にする] の設定をオンにすることによる自動登録先は、
[リソース] ビューのマシン直下です。[リソース] ビューのグループ配下に登録が必要な場合
は、自動でマシン登録が行われた後に任意のグループに管理対象マシンを移動してくださ
い。
また、DeploymentManager に登録が必要な場合は、PXE ブートによる自動登録か手動登
録の方法で別途登録が必要です。
ブートコンフィグ (vIO) 運用でない場合の仮想マシンサーバの登録イメージは次の通りで
す。
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仮想マネージャがVMware vCenter Server/XenServer Pool
Master/Hyper-V Clusterの場合、仮想マシンサーバをホストとして登録後、収集
を実行しマシン登録により、[リソース]ビューに登録する。
Hyper-V Cluster 以外は、VMサーバ追加で[仮想]ビューに登録後、マシン登録に
より、[リソース]ビューに登録することも可能。
SigmaSystemCenter

[リソース]ビュー
システムリソース

仮想化基盤製品(VMwareの場合)

[仮想]ビュー

vSphere Client

仮想

マシン

vCenter Server

データセンタ

グループ

データセンタ

仮想マシンサーバ1

仮想マシンサーバ1

仮想マシンサーバ1
収集

マシン登録

VMサーバ追加

[データセンター編集]の[管理対象にする]の設定が
オンの場合、自動登録される。仮想マネージャがK
VM/ESXi/Hyper-Vの場合、デフォルトでオン。

仮想マネージャがKVM/
ESXi/Hyper-Vの場合、
VMサーバ追加で登録。

DeploymentManager

[運用]ビュー

(VMwareの場合)
VMware ESXi

仮想マシンサーバ1

リソース
マシン

DeploymentManagerへの登録は

グループ
仮想マシンサーバ1
新規マシン
仮想マシンサーバ1

1.2.5.

ホストの追加

必須ではない(利用内容による)。

マシン追加

登録が必要・可能な場合は、PXEブ
ートによる自動登録か、直接UUID

マシン追加

PXEブート、

とMACアドレス指定による手動登録

自動登録

のどちらかの方法で登録する。

[リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシンサーバ
(ブートコンフィグ (vIO) 運用の場合)‐
管理対象マシンが仮想マシンサーバでブートコンフィグ運用の場合、マシン登録用のスクリ
プト RegisterMachinevIO.bat と仮想マネージャを利用して登録を行います。
本利用方法では、SIGMABLADE に搭載されるブレードを管理対象マシンとする場合に限定
します。
管理対象マシンの登録の流れは、以下の通りです。
1.

RegisterMachinevIO.bat を使用して、管理対象マシンを [リソース] ビューに登録しま
す。「1.2.3 [リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブートコンフィグ (vIO) 運用の場
合)」を参照してください。DeploymentManager にも管理対象マシンが登録されます。
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2.

仮想マネージャを利用して、論理マシンの管理対象マシンを [仮想] ビュー上に登録し
ます。「1.2.4 [リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシンサーバ (ブートコ
ンフィグ (vIO) 運用でない場合)」を参照してください。
[仮想] ビューでは、仮想マシンサーバ上で動作する各仮想化基盤製品の OS が取得で
きる情報のみが登録できるため、ブートコンフィグが適用される以前の仮想化されてい
ない物理マシンの情報は登録されません。

登録対象の仮想マシンサーバは、事前にブートコンフィグが適用された論理マシン上に各仮
想化基盤製品の OS がインストールされ、構築済みである必要があります。また、登録を行う
際、仮想マシンサーバは起動し、仮想マネージャと通信できる状態になっている必要があり
ます。
未構築の管理対象マシンについては、仮想マネージャに登録することはできないため、上記
2 は実施できません。
管理対象マシンの登録イメージは、次の図を参照してください。

[リソース]ビューに登録後、いずれかの方法で[仮想]ビューに登録。
①仮想マネージャがVMware vCenter Server/XenServer Pool Master/Hyper-V
Clusterの場合、仮想マシンサーバをホストとして登録後、収集を実行する。

②仮想マネージャがKVM/ESXi/Hyper-Vの場合、VMサーバ追加で登録する。
仮想化基盤製品に仮想マシンサーバの登録を行う。登録後、収集を実行し、[仮想]
ビュー上で表示されるようにする。
仮想化基盤製品(VMwareの場合)

SigmaSystemCenter

[リソース]ビュー
システムリソース
マシン

[仮想]ビュー

vSphere Client

仮想

vCenter Server

データセンタ

グループ
VMS物理マシン1

データセンタ

VMS論理マシン1

VMS論理マシン1
収集

VMサーバ追加

VMS論理マシン1

ホストの追加

VMS論理マシン1

VMS物理マシン2
VMware ESXi (VMwareの場合)

DeploymentManager

[運用]ビュー
リソース
マシン

ブートコンフィグ1

SIGMABLADE

N+1リ

RegisterMachinevIO

カバリの

.bat

予備機

まず、RegisterMachine

グループ
VMS物理マシン1
VMS論理マシン1
VMS物理マシン2

VMS物理マシン2

VMS物理マシン１

DeploymentManagerが利用可能な場
合は、RegisterMachinevIO.bat実行時
に同時に登録が行われる。

vIO.batを実行し、SIGM
ABLADE筐体内の全ブレ
ードの[リソース]ビュー
への自動登録を行う。
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1.2.6.

[リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシン (新規
リソース割り当てで仮想マシンを作成する場合)‐
[運用] ビュー上で [新規リソース割り当て] の操作を行った場合、SigmaSystemCenter は
新規の仮想マシンの作成を行い、[運用] ビューと [リソース] ビューと [仮想] ビューへの登
録を自動で行います。[仮想マシンをインポートする] の指定を行って、[マスタマシン登録]
の操作を行った場合も同様の動作となります。
また、[運用] ビューのテナント編集 / カテゴリ編集 / グループプロパティ設定 / モデルプ
ロパティ設定の [DPM サーバ] の設定で、DeploymentManager の管理サーバの指定を行
っている場合は、仮想マシン作成時に DeploymentManager にも仮想マシンの登録が行わ
れます。
SigmaSystemCenter の仮想マシンの作成方法については、「3.2 VM 作成」などを参照して
ください。

SigmaSystemCenter

[リソース]ビュー

仮想化基盤製品(VMwareの場合)

[仮想]ビュー

vSphere Client
vCenter Server

仮想

システムリソース

データセンタ

データセンタ

マシン

仮想マシンサーバ

仮想マシンサーバ

仮想マシン1
仮想マシン2

新規リソース割り当てで

仮想マシン1

仮想マシン1

仮想マシン2

仮想マシン2

新規に作成する仮想マシ
ンは、[リソース]ビューに

DeploymentManager

[運用]ビュー

自動的に登録される。

リソース
DPMクライアント

新 規 リソ ース
割り当て

空

仮想マシン2

マシン

OS

グループ

仮想マシン1

構築途中の空の

構築済みの仮

仮想マシンも作

想マシンの作

成可能。

成も可能。

DeploymentManagerへ
の登録の指定がある場合

仮想マシン1
仮想マシン2

は、DeploymentManage
rにも自動登録が行われる。
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1.2.7.

[リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシン (作成
済みの仮想マシンを登録する場合)‐
仮想化基盤製品上で作成した仮想マシンを SigmaSystemCenter に登録する場合は、仮想
マシン作成後に [収集] の操作で [仮想] ビュー上に登録します。
次に、[マシン登録] の操作で [リソース] ビュー上に管理対象マシンを登録します。
[データセンター編集] の [管理対象にする] の設定がオンの場合、[仮想] ビュー上に仮想
マシンが追加されたときに、[リソース] ビューにも自動登録されます。仮想マネージャの種別
が KVM Management / VMware ESXi / Hyper-V Management の場合、[管理対象にする]
の設定はデフォルトでオンです。
[仮想] ビュー上で、[VM 作成]、[VM インポート]、[VM クローン] の操作を実行した場合は、
SigmaSystemCenter から仮想マシンの作成が行われ、[リソース] ビューと [仮想] ビュー
に自動で登録されます。[運用] ビューへの登録は行われないため、[マスタマシン登録] の
操作による登録が必要です。SigmaSystemCenter の仮想マシンの作成方法については、
「3.2 VM 作成」などを参照してください。
DeploymentManager への登録が必要な場合は、以下のいずれかの方法で登録します。
Deploy-OS の設定は、DeploymentManager の製品サイトに掲載されている「対応装置一
覧」の情報から、使用する仮想化基盤製品のバージョンに応じて、適切に設定する必要があ
ります。


手動登録
UUID、MAC アドレスの指定は必須です。



DPM クライアントインストールによる自動登録
仮想マシンに DPM クライアントをインストールすると、DPM クライアントは、起動時に管
理サーバ側と通信を行い、管理対象マシンの情報を DeploymentManager に自動的に
登録します。
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仮想化基盤製品のコンソール等で作成した
仮想マシンは、収集を実行しマシン登録に
より、[リソース]ビューに登録する。
仮想化基盤製品(VMwareの場合)

SigmaSystemCenter

[リソース]ビュー

vSphere Client

[仮想]ビュー

システムリソース

vCenter Server

仮想

マシン

データセンタ

データセンタ

仮想マシン1

仮想マシンサーバ

仮想マシンサーバ
マシン登録

仮想マシン1

[データセンター編集]の[管理対象に

仮想マシン1
収集

する]の設定がオンの場合、自動登録さ

DeploymentManager

れる。仮想マネージャがKVM/ESXi/

への登録が必要な場合は、

Hyper-Vの場合、デフォルトでオン。

登録作業が必要。

DPMクライアント
OS

仮想マシン1

DeploymentManager

[運用]ビュー

手動での登録も可能。UUID
とMACアドレス指定は必須。

リソース

仮想化基盤製品で作成

マシン
グループ

マシン追加

仮想マシン1
新規マシン

ストールした時に新規マシ
ン下に自動登録される。そ

マシン追加

仮想マシン1

1.2.8.

DPMクライアントをイン

DPMクライアントインス
トール、自動登録

の後、マシン追加で任意の
グループへの登録が必要。

[運用] ビューへの登録
管理対象マシンの [運用] ビューへの登録は、[運用] ビュー上のホストの定義に対して、マ
シンリソースとして登録されている [リソース] ビュー上の管理対象マシンを割り当てる操作
を実行することで行います。
[運用] ビュー上に管理対象マシンを登録することで、N+1 リカバリ、障害時の VM 自動
Failover、VM 最適配置といった SigmaSystemCenter の主要な機能を利用することができ
るようになります。
[運用] ビューへの登録の前に、リソースの登録、ホストの定義、プールの定義が必要です。


リソースの登録
ホスト定義に割り当てるマシンリソースを始めとして、管理対象マシンを構成する各種リ
ソースの登録を行います。登録されたリソースは、ホストの定義における運用管理や構
築に関する設定に使用されたり、割り当ての操作の対象となったりします。
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•

マシン
管理対象マシンの実体を管理するためのリソースで、[運用] ビューに管理対象マ
シンを登録するためにホスト定義に割り当てる対象として必要です。管理対象マシ
ンを [リソース] ビューに登録すると、マシンリソースとして管理されます。運用方法
や利用環境により、割り当て前に [リソース] ビューに登録が必要な場合と割り当
て時にマシンの実体が新規に作成されるため、事前の登録が必要ない場合があり
ます。管理対象マシンの [リソース] ビューへの登録方法の詳細は、「1.2.1 [リソー
ス] ビューと [仮想] ビューへの登録」を参照してください。

•

仮想リソース
仮想マシンに割り当てる仮想的なリソースとして、後述のリソースプール上で管理
されます。SigmaSystemCenter から仮想マシンの作成を行う運用を実施する場合
に、管理が必要となるリソースです。仮想リソースは、仮想マシンサーバの運用グ
ループからリソースプールを作成することで登録されます。

•

ストレージ
FC SAN などリモートのストレージ装置を使用して、管理対象マシンのディスクボリ
ュームを構成する場合に、[リソース] ビュー上にストレージリソースの登録が必要
です。ストレージの利用に関する詳細説明については、「5 ストレージの管理機能
について」を参照してください。

•

ネットワーク
管理対象マシンのネットワークへの追加・削除や、ロードバランサのトラフィック振り
分け先の管理対象マシンの追加と削除の処理が必要な場合、[リソース] ビュー上
にネットワークリソースの登録が必要です。ネットワークの利用に関する詳細説明
については、「4 ネットワークの管理機能について」を参照してください。

•

ソフトウェア
管理対象マシンに対して、OS やアプリケーションのインストールやスクリプトの実
行やファイル配信が必要な場合、ソフトウェアリソースの登録が必要です。ソフトウ
ェアの利用に関する詳細説明については、「1.3 ソフトウェア配布」を参照してくださ
い。



ホストの定義
管理対象マシンの割り当て先となるホストを定義するために、[運用] ビュー上で、テナ
ント、カテゴリ、グループ、モデル、ホストの各階層の設定を行います。これらの設定は、
管理対象マシンに対する運用管理や構築に関する設定となります。[運用] ビューの各
階層は、テナント / カテゴリ、グループ、モデル、ホストの順で構成され、上位側の階層
の設定は、所属する下位の階層で共通の設定として扱われます。
•

テナント / カテゴリ
カテゴリは、主にグループの数が多く分類が必要な場合に利用します。カテゴリの
作成は必須ではありません。
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テナントは、仮想環境でテナント運用を行う場合のみに作成が必要です。作成時に
テナント運用で必要となるリソース管理 ID の設定が必要です。テナント運用を行わ
ない場合は、作成しないでください。
テナント / カテゴリでは、リソースプール (カテゴリのみ) や DPM サーバ、最適起
動などの設定を行うことができます。
他の階層と異なり、カテゴリのみ、複数の階層を作成することができます。テナント
は最上位の階層のみ作成可能です。テナント配下にカテゴリを作成することは可
能です。
•

グループ
グループは、複数マシンをグループ化するための基本の階層です。複数ホストの
共通の設定を行う場合、基本的にグループで設定を行います。グループを作成す
るときにマシン種別と OS 種別の指定が必要です。
マシン種別は物理、VM、VM サーバの中から選択します。グループ作成後に、稼
動中のマシンやモデルの設定がない場合は変更可能です。グループに設定したマ
シン種別と異なるマシン種別の管理対象マシンをグループに登録することはできま
せん。
OS 種別は、Windows Server、Linux、Windows Client の中から選択します。グル
ープ作成後にホストプロファイルの設定で変更が可能です。グループ配下のモデ
ルやホストのホストプロファイルでは、グループの設定と異なる OS 種別の設定が
可能です。
グループで設定可能な項目は、全般 / ストレージ / ソフトウェア / ネットワーク設
定 / LB 設定 / マシンプロファイル / ホストプロファイル / VM 最適配置 / VM 配
置制約 / データストア設定 / 死活監視 / 性能監視があります。管理対象マシン
のマシン種別によって、設定可能な項目は異なります。

•

モデル
モデルは、グループ配下で更に複数のグループ化が必要な場合に使用する階層
です。モデルは省略可能です。
モデルで設定可能な項目は、全般 / ストレージ / ソフトウェア / VM 最適配置 /
VM 配置制約 / データストア設定 / ネットワーク設定 / マシンプロファイル / ホ
ストプロファイル / 死活監視 / 性能監視があります。管理対象マシンのマシン種
別によって、設定可能な項目は異なります。

•

ホスト
ホストは、管理対象マシンの割り当て先となる階層です。基本的に、管理対象マシ
ン別に異なる設定が必要な項目についてはホストで定義します。
ホストで設定可能な項目は、全般 / ネットワーク / ストレージ / ソフトウェア / マ
シンプロファイル / ホストプロファイル / データストア設定 / 死活監視があります。
管理対象マシンのマシン種別によって、設定可能な項目は異なります。



プールの定義
[運用] ビュー上のホスト定義に割り当てるリソースの利用範囲を制限したり、使用状況
を管理するために、プールを使用します。
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プールには、主にマシンリソースの割り当ての管理を行うために使用するグループプー
ル / 共通プールと仮想マシンに割り当てる仮想リソースの管理を行うために使用する
リソースプールの 2 種類があります。利用が可能なプールは管理対象マシンのマシン種
別により異なります。
•

共通プール
割り当て範囲を制限しないマシンリソースは、共通プールに置いて利用します。[リ
ソース] ビュー上に管理対象マシンが登録されると共通プールのマシンとして扱わ
れるため、共通プールは明示的に定義を行う必要はありません。マシンリソースの
管理目的でも使用されるため、グループプールに追加されているマシンも、共通プ
ール上のマシンとして管理されます。

•

グループプール
マシンリソースの使用範囲を任意のグループに限定する必要がある場合、そのグ
ループのグループプールに追加します。グループプールに追加されたマシンは、他
グループから割り当て対象として使用できなくなります。グループプールへの管理
対象マシンの追加は、運用グループに対して [プールに追加] の操作で共通プー
ル上のマシンを追加することで行います。

•

リソースプール
仮想マシンサーバの運用グループからリソースグループを作成すると、仮想マシン
に割り当てる仮想リソースを管理できるようになります。リソースプールは、仮想リ
ソースを使用する仮想マシンが所属するカテゴリやグループに割り当てて使用しま
す。

上記の準備が終わった後、ホストの定義に対する割り当ての操作を行い、管理対象マシンを
[運用] ビューに登録します。割り当ての操作は、"稼動の操作" とも呼びます。
ホストの定義に対する割り当ての操作は、運用目的や利用環境により異なります。


リソース割り当て / マスタマシン登録
[運用] ビュー上のホストの定義に対して、[リソース] ビュー上のマシンリソースとなって
いる管理対象マシンを割り当てる操作です。
本操作により、管理対象マシンが業務で利用できるように電源操作、ストレージ・ネット
ワーク制御、ソフトウェア配布など、様々なプロビジョニング処理が行われます。
リソース割り当てとマスタマシン登録との主な相違点は、ソフトウェア配布が実行される
か、されないかです。マスタマシン登録では、構築済みのマシンの登録を想定している
ため、OS のインストール、および固有情報の反映などは実行されません。
共通プール上の管理対象マシンをリソース割り当てする場合、マシンに対してシャットダ
ウンが行われるので注意してください。既に起動済みのマシンをシャットダウンしたくな
い場合は、マスタマシン登録の操作を実行してください。
また、ブートコンフィグ運用の場合は、論理マシンを割り当てる場合はマスタマシン登録、
物理マシンを割り当てる場合はリソース割り当ての操作を行う必要があります。「1.2.10
ブートコンフィグ (vIO) 運用における [運用] ビューへの登録」を参照してください。
なお、仮想マシンの場合、マスタマシン登録のときにインポートの指定を行った場合、下
記の新規リソース割り当てと同様に新規に仮想マシンの作成が行われます。
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新規リソース割り当て
新規リソース割り当ては、仮想マシン専用の操作です。上記の操作と異なり、事前に
[リソース] ビュー上に管理対象マシンが登録されている必要はありません。ホスト定義
へ割り当てする管理対象マシン (仮想マシン) は、操作実行時に新規に作成され、[リソ
ース] ビューへの登録処理も同時に行われます。

その他、ホストの定義へマシンの割り当てが伴う操作として、以下の操作があります。


スケールアウト
スケールアウトは、グループ内の稼動台数を増やす操作です。基本的にリソース割り当
てと同じ処理が実行されます。割り当てられるマシンだけでなく割り当て先のホスト定義
も自動的に選択されます。



マシンの置換
マシンの置換は、処理対象のホスト定義に割り当て済みのマシンをプール上の未使用
のマシンと割り当てを置き換える操作です。



用途変更
用途変更は、処理対象のホスト定義に割り当て済みのマシンを別グループ上のホスト
定義に割り当てを移動する操作です。
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[運用]ビューに管理対象マシンを登録するためには、
リソースの登録、ホストの定義、プールの定義が必要。
SigmaSystemCenter

[運用]ビュー
運用

仮想マシンサーバのグループ

ホストの定義

システムリソース

リソースプール

マシン

プールに追加

テナント/カテゴリ(省略可)
グループ

グループ
マシン

グループプール
マシン

モデル(省略可)
新規リソース割り当て

[リソース]ビュー

プールの定義

ホスト

共通プール

ストレージ
ネットワーク

リソース割り当て、
マスタマシン登録

ソフトウェア

リソースの登録
登録を行うとホスト定義へ割り当てる管理対象マシンの実体に対して、テナント(テナント運用以外は省略
可)、カテゴリ(省略可)、ホスト、グループ、モデル(省略可)の設定に従って、様々な制御が自動実行される。
OS、アプリケーション

グループ設定

ソフトウェア配布

ホスト設定
ソフトウェア配布

起動

電源制御

1.2.9.

仮想リソース
リソースプール

プロビジョニング

ネットワーク設定

ストレージ設定

ストレージ

接続

割り当て

接続 ネットワーク

管理対象マシン

プールについて
[運用] ビュー上のホスト定義に割り当てるリソースの利用範囲を制限したり、使用状況を管
理するために、プールを使用します。
プールには、主にマシンリソースの割り当ての管理に使用するグループプール / 共通プー
ルと仮想マシンに割り当てる仮想リソースの管理に使用するリソースプールの 2 種類があり
ます。
以下のように、プールの種類により利用が可能な管理対象マシンのマシン種別は、それぞ
れ異なります。


共通プール : 物理マシン、仮想マシンサーバ、仮想マシン



グループプール : 物理マシン、仮想マシンサーバ



リソースプール : 仮想マシン
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(1) グループプールと共通プール
運用グループ上のホスト定義に割りあてが可能な管理対象マシンの範囲を定義します。
グループプールと共通プールの 2 種類があります。
グループプールは、運用グループ単位で定義することができます。
共通プール([リソース]ビュー)

グループ1のグループプール
物理マシン1

物理マシン1

グループ1

1つのグループプールに追加
する場合、追加したグループ
のみで割り当て可能。

ホスト1

物理マシン2

物理マシン2

複数グループプールに追加
する場合、各グループで割り
当て可能。他グループで割り

物理マシン3

グループプールに追加しな

グループ2のグループプール

グループ2

当て済みの場合は使用不可。

物理マシン2

論理マシン

ホスト2

い場合、全グループに割り当
て可能。
論理マシンはグループプー

仮想マシン

!

ルに追加不可。
仮想マシンは仮想環境用の
リソースプールを使用する
ので、通常グループプールは
使用しない。

ホスト定義に管理対象マシンの割り当ての操作を行う際、ホスト定義に割り当てが可能
なマシンは、以下の表のように、設定や操作の指定内容により決まります。
N+1 リカバリのように、障害が発生したとき、予備のマシンを障害発生マシンと置換して
復旧を行う運用を行う場合、置換先のマシンが明示的に決まるように、[プールマシン使
用方法] の指定は、[グループプールのマシンを使用する] を選択し、予備マシンはグ
ループプールに追加して運用してください。

グループプロパティ設定の [プールマ
シン使用方法] の指定

割り当ての操作実行時の割り当て対象の選択方法の指定
▪ Web コンソールから [自動選択] を

▪ Web コンソールから [手動選択]

指定して実行する場合

で選択し、対象のマシンを指定し実行

▪ ssc コマンドで対象マシンの指定を

する場合

省略する場合

▪ ssc コマンドで対象のマシンを指定

▪ 割り当ての処理が伴うポリシーアク

する場合

ションが実行される場合

▪ マスタマシン登録を実行する場合
(マスタマシン登録は対象マシンの指
定が必須)
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[グループプールのマシンを使用する]

グループプール上の未使用マシンが
自動的に選択されます。共通プール
のマシンは選択されません。

[グループプールに有効なマシンがな

グループプール上の未使用マシンが
自動的に選択されます。グループプー
ルにない場合は、共通プール上の未
使用マシンが自動的に選択されま
す。

い場合、未使用のマシンの中からマ
シンを選択する]

グループプールと共通プールの両方
の未使用マシンを選択可能です。

[グループプールのマシンを使用する]設定が有効な場合
グループ1のグループプール

グループ1

マシン1

ホスト1

稼動中

マシン2

ホスト2

稼動中

自動選択の場合、グルー
ププール上に未使用マシ
ンがない場合は、リソー

グループ2のグループプール

マシン2
稼動中

マシン3

マシン2

グループ2
ホスト3

マシン1

稼動中

稼動中

ス割り当て不可

共通プール([リソース]ビュー)

稼動中

マシン4

稼動中

手動で割り当て対象の選択
を行う場合は、共通プール上
の未使用マシンを指定可能。
[グループプールに有効なマ
シンがない場合、未使用のマ
シンの中からマシンを選択
する]を選択している場合は
共通プールも自動選択の対
象となる。

マシン4

手動で選択する場合でも、他
グループのグループプールに
追加されている未使用マシン
は使用不可。

(2) リソースプール
リソースプールは、仮想マシンに割り当てる仮想リソースを管理するためのプールです。
リソースプールでは、仮想リソースの使用状況を確認したり、グループ内で使用される
仮想リソースの使用量を制限したりすることができます。リソースプールは、使用対象の
仮想マシンが所属するカテゴリやグループに割り当てて使用します。
仮想マシンの作成や仮想リソースの使用方法については、「3.2 VM 作成」を参照してく
ださい。リソースプールの使用方法については、「3.11 リソースプール」を参照してくだ
さい。
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新規リソース割り当てを実行した場合、
リソースプール内の仮想リソースが割り

仮想リソースの使用上限が決められたサブリソース

当てられた仮想マシンが新規に作成さ

プールをグループに割り当てることで、グループ内の

れ、ホスト定義に割り当てられる。

仮想リソースの使用量を制限することができる。

リソースプール

仮想マシン1 仮想マシン2
サブリソースプールA
切り出し

リソースプール

新規リソース
割り当て

作成

新規リソース

仮想マシンサーバの
運用グループ

割り当て

CPU

メモリ ディスク

ホスト2

グループ1

仮想マシン3
ホスト3

外部で作成された仮想マシンや割り当て解除時
削除されなかった仮想マシンは、共通プールから

グループ2

マスタマシン登録でホスト定義に割り当てるこ

リソースプールか

マスタマシン登録

ら作成された仮想

とが可能。

マシンは、マシンリ

この場合、通常グループプールは使用しない。
仮想化基盤製品で作成

ホスト1

ソース管理用に共
収集、
マシン登録

通プールに登録さ
仮想マシン3

仮想マシン1

仮想マシン2

れる。

共通プール([リソース]ビュー)

1.2.10. ブートコンフィグ (vIO) 運用における [運用] ビューへの登録
ブートコンフィグ (vIO) 運用では、管理対象マシンの割り当て先となる [運用] ビューのホス
ト定義に対して、以下の準備が必要です。詳細については、「SigmaSystemCenter ブートコ
ンフィグ運用ガイド」の「4. 導入/構築」を参照してください。


マシンプロファイルの構築
ホストに関連付ける論理マシンのハードウェア情報 (適用するブートコンフィグや仮想化
された ID (UUID / MAC / WWN) 情報) を管理するためのマシンプロファイルを構築し
ておく必要があります。マシンプロファイルの構築には、SetProfilevIO.bat を使用しま
す。



ブートコンフィグの適用と適用解除のためのスクリプト登録
物理マシンへのブートコンフィグの適用などを行う 3 つのスクリプト
(ApplyBootConfig.bat、ReleaseBootConfig.bat、CheckApplyingState.bat) をホスト
設定の [ソフトウェア] タブに登録します。スクリプトは<SigmaSystemCenter のインス
トールフォルダ>¥opt¥vio 下にサンプルがあるので、ローカルスクリプトとして実行する
ために<SigmaSystemCenter のインストールフォルダ>¥script 下にコピーする必要が
あります。
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各スクリプトを上記フォルダに置いたあと、収集を実行し、[ソフトウェア] タブに下記の配
布タイミングで登録します。
•

ApplyBootConfig.bat：構築時

•

ReleaseBootConfig.bat：解体時

•

CheckApplyingState.bat：稼動時

上記の準備を行ったあと、[リソース] ビュー上の管理対象マシンの登録状況や利用目的に
合わせて、[運用] ビューへの登録の操作を行います。
ブートコンフィグ (vIO) 運用では、[リソース] ビュー上で管理対象マシンを論理マシンと物理
マシンの 2 種類のマシンとして管理するため、[リソース] ビューの登録状況によって、[運用]
ビューへの登録の方法が異なります。管理対象マシンの [リソース] ビューへの登録につい
ては、「1.2.3 [リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブートコンフィグ (vIO) 運用の場合)
‐」、「1.2.5 [リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシンサーバ (ブートコンフィ
グ (vIO) 運用の場合)‐」を参照してください。


論理マシンが既に登録済みの場合
マスタマシン登録の操作で論理マシンをホストに割り当てることで、[運用] ビューに登録
します。物理マシンに対する操作は不要です。割り当て先のホストに登録されているマ
シンプロファイルに関連付けられているブートコンフィグと割り当てる論理マシンを構成
するブートコンフィグは同一である必要があります。



物理マシンのみの場合
リソース割り当ての操作で物理マシンをホストに割り当てることで、[運用] ビューに登録
します。マシンプロファイルの情報やスクリプトにより、ブートコンフィグが適用され、論理
マシンが作成されます。リソース割り当ての処理が完了すると、対象のホストには、指定
の物理マシンではなく、作成された論理マシンが割り当てられます。



予備マシンとして使用する場合
N+1 リカバリ (ブートコンフィグ (vIO) 置換) の機能を利用する場合は、グループプー
ルに予備マシンを追加しておく必要があります。プールに追加の操作で、物理マシンを
グループプールに追加します。論理マシンはグループプールに追加することはできませ
ん。なお、N+1 リカバリの機能を利用する場合は、ポリシーや監視の設定も必要です。
ポリシーや監視の機能については、「2 ポリシー制御と監視機能」を参照してください。
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管理対象マシンの登録

[リソース]ビュー

[運用]ビュー

システムリソース

運用
グループ

システムリソース

運用

マシン

グループプール

グループ

プールに追加

物理マシン2

ホスト2

論理マシン2

論理マシン2

論理マシン3

ホスト3

物理マシン3

リソース割り当て

物理マシン1

論理マシン2

物理マシン2

ホスト3

グループ

物理マシン1

物理マシン1

マスタマシン登録

マシン

グループプール

グループ
ホスト2

[リソース]ビュー

[運用]ビュー

物理マシン3
論理マシン3

物理マシン1

物理マシン2

物理マシン3
SIGMABLADE

予備マシンは物理マ

物理マシン1

物理マシン2

物理マシン3
SIGMABLADE

シンの状態でグルー
ププールに追加
リソース割り当て

ブートコンフィグ2

ブートコンフィグ2

ブートコンフィグ3

ブートコンフィグ3

ホスト3

ホスト2

マシンプロファイル3

マシンプロファイル2

ApplyBootConfig.bat
ReleaseBootConfig.bat
CheckApplyingState.bat

ApplyBootConfig.bat
ReleaseBootConfig.bat
CheckApplyingState.bat

論理マシン2
マスタマシン登録

ホスト2

論理マシン2 論理マシン3

SetProfilevIO.bat

構築

ホスト3

マシンプロファイル2

マシンプロファイル3

ApplyBootConfig.bat
ReleaseBootConfig.bat
CheckApplyingState.bat

ApplyBootConfig.bat
ReleaseBootConfig.bat
CheckApplyingState.bat

マスタマシン登録により、ホス

リソース割り当ての操作で、対

ト定義への作成済み論理マシン

象のホスト設定のマシンプロフ

の割り当てが可能である。

ァイルに関連付けられたブート

論理マシンを構成するブートコ

コンフィグが指定の物理マシン

ンフィグと対象のホストのマシ

に自動的に適用され、論理マシ

ンプロファイルに関連付けられ

ンが作成される。

たブートコンフィグは同一のも

自動作成された論理マシンは対

のである必要がある。

象のホストに割り当てられる。
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1.3. ソフトウェア配布
1.3.1.

ソフトウェア配布とは
ソフトウェア配布とは、管理対象マシンに対する一連のプロビジョニング処理中に行われる
OS やアプリケーションのインストール処理のことをいいます。SigmaSystemCenter が配布
対象とするソフトウェアには、配布するソフトウェアの定義方法により、以下の 4 つの種類が
あります。


シナリオ
DeploymentManager が行うバックアップ・リストアや OS、アプリケーションのインストー
ルに関する設定のことをシナリオといいます。シナリオは、イメージファイルと処理実行
時のオプションなどの設定の情報で構成されます。
DeploymentManager では、管理対象マシンのバックアップイメージやインストールする
パッチ、アプリケーションの情報をイメージファイルとして扱います。



テンプレート
テンプレートとは、仮想マシンのハードウェア設定や OS イメージなどの情報で構成され
る、仮想マシンを作成するための雛形です。SigmaSystemCenter で使用できるテンプ
レートには、以下の 4 種類があります。Full Clone 用のテンプレートは、仮想化基盤製
品上に、それ以外の種類のテンプレートは、SystemProvisioning のデータベース上に
登録されます。



•

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

ローカルスクリプト
ローカルスクリプトは、SystemProvisioning 管理サーバの OS 上で実行する.bat 形式
の 実 行 可 能 フ ァ イ ル で す 。 ロ ー カ ル ス ク リ プ ト は 、 Windows OS の コ マ ン ド や
SigmaSystemCenter 以外の製品のコマンドを利用し、SigmaSystemCenter が提供し
ていない処理を実行するために使用します。



ファイル
管理対象マシンに配信するファイルです。SystemProvisioning 管理サーバ上のファイ
ルを、管理対象マシンの指定フォルダに配信することができます。

ソフトウェア配布を使用して、管理対象マシンに対して OS のインストールを行う際に、管理
対象マシンに対して設定するホスト名や IP アドレスなどの固有情報は、ホストプロファイルの
設定が使用されます。
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ソフトウェア配布
SystemProvisioning

仮想化基盤製品

DeploymentManager

テンプレート

テンプレート

シナリオ

（Full Clone）

ソフトウェア

1.3.2.

イメージ

管理サーバOS
ローカル
スクリプト

イメージ

ホスト

パラメータ

プロファイル

ファイル

ファイル

ソフトウェア配布の機能概要
SigmaSystemCenter では、ソフトウェア配布を利用した以下のような機能があります。


イメージ展開



イメージ復元



アプリケーション / パッチ配布



ローカルスクリプト実行



ファイル配信

1.

イメージ展開
特定のマシンのイメージを他の複数のマシンへ展開するために利用する機能です。
イメージ展開機能は、物理マシンの構築や仮想マシンの作成の際に使用されます。1 つ
のイメージから複数のマシンの構築を行うため、マシンの構築作業が効率よく実施でき
るメリットがあります。SigmaSystemCenter のマシンの構築機能は、イメージ展開機能
とネットワークやストレージの設定といったプロビジョニング機能の組み合わせで実現し
ています。物理マシンを構築する場合には、DeploymentManager のディスク複製 OS
インストール機能を使用します。
まず、展開元のマスタマシンのイメージを取得し、管理サーバに保存します。管理サー
バには、マスタマシンのイメージの他にホスト名や IP アドレスなどの展開先のマシンの
固有情報を用意します。用意したマスタマシンのイメージと固有情報を使用して、展開
先のマシンにイメージ展開を行います。
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マスタマシン
管理サーバ
イメージ取得
固有

展開先マシン群

情報固有
情報固有
情報

固有

固有

固有

情報

情報

情報

イメージ展開

2.

イメージ復元
対象マシンのイメージを取得した時点の状態へ復元するために利用する機能です。
DeploymentManager のバックアップ / リストアの機能を使用します。
ディスク障害などにより毀損したイメージを元に戻すために利用したり、マシン障害時に
他のマシンに保存したイメージを展開することによる業務の復旧に利用したりします。
SigmaSystemCenter の N+1 リカバリ (バックアップ・リストア) の機能は、イメージ復元
機能とネットワークやストレージの設定といったプロビジョニング機能の組み合わせで実
現しています。
まず、対象マシンのイメージを取得し、管理サーバに保存します。イメージ取得元のマシ
ン上で障害が発生した場合、正常なマシン上で取得イメージを使用して復元作業を行い、
イメージ取得時の状態に戻します。

稼動マシン

管理サーバ

イメージ取得

予備マシン

障害発生
稼動マシン

予備マシン

復旧
稼動マシン

予備マシン

イメージ復元
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3.

アプリケーション / パッチ配布
アプリケーションやパッチの管理対象マシンへのインストールに利用する機能です。
DeploymentManager のアプリケーションのインストールの機能を使用します。
まず、アプリケーションやパッチのインストーラで構成されるパッケージを管理サーバ上
に用意します。用意したパッケージを使用して、インストール先のマシン上でインストー
ルを行います。

管理対象マシン

管理サーバ

パッケージ

アプリケーシ

パッケージ

ョン/パッチ

インストール

転送・実行

4.

ローカルスクリプト実行
管理対象のプロビジョニングに SigmaSystemCenter が提供していない処理を付加す
るために利用する機能です。
まず、管理サーバ上にローカルスクリプトを用意し、SigmaSystemCenter に登録します。
SigmaSystemCenter のプロビジョニング処理が実行されると、登録したローカルスクリ
プトが実行されます。ローカルスクリプトでは、OS のコマンドや SigmaSystemCenter
以外の製品のコマンドを実行することができます。

管理サーバ

スクリ
プト

管理対象マシン

処理実行
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5.

ファイル配信
管理対象マシンに任意のファイルを配信する機能です。DeploymentManager のファイ
ル配信の機能を使用します。
まず、管理サーバ上に配信するファイルを用意し、SigmaSystemCenter に登録します。
用意したファイルを使用して、管理対象マシンの指定のフォルダにファイルを配信しま
す。

管理サーバ

ファイル

1.3.3.

管理対象マシン

配信

ソフトウェア配布に関連する設定の場所
SigmaSystemCenter は、サブシステムとして登録されている DeploymentManager や仮想
化基盤からソフトウェアの情報を収集します。SystemProvisioning から使用できるソフトウェ
アは、以下のビューから確認することができます。
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ソフトウェア配布
SigmaSystemCenter

[運用] ビュー

[仮想] ビュー

[リソース] ビュー

運用

仮想

システムリソース
マシン

グループ
モデル

データセンタ

マシン

ホスト

仮想マシンサーバ

ソフトウェア
シナリオ
テンプレート
スクリプト
ファイル
プロファイル
ホストプロファイル

SystemProvisioning

仮想化基盤製品

テンプレート

テンプレート

DeploymentManager
シナリオ

ローカル
スクリプト

（Full Clone）

イメージ

管理サーバOS

イメージ

ファイル

ソフトウェア
ホスト

パラメータ

プロファイル

ファイル

DeploymentManager

[運用] ビュー
リソース
シナリオ
イメージ
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ソフトウェアは、マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、グループプロパ
ティ設定に登録することができます。フルバックアップ型ディスクイメージ (個々のマシンの完
全なバックアップイメージ) をイメージ復元する運用などでは、グループにモデルを複数作成
し、各モデルに 1 台のマシンのみ登録します。モデルにソフトウェアを登録することにより、マ
シンごとに配布するソフトウェアを指定することができます。また、マシンプロパティ設定への
ソフトウェア登録は、マシン機種によるドライバの差異などを考慮した設定をしたい場合など
に利用することができます。
ホスト名や IP アドレスなどの固有情報を設定するホストプロファイルは、ホスト設定、グルー
ププロパティ設定、ホストプロファイルに登録することができます。

SigmaSystemCenter

[運用] ビュー
運用

[仮想] ビュー

[リソース] ビュー

仮想

システムリソース
マシン

グループ

マシン

モデル
ホスト

データセンタ
仮想マシンサーバ

ソフトウェア
シナリオ
テンプレート
スクリプト
ファイル
プロファイル
ホストプロファイル

SystemProvisioning

仮想化基盤製品

テンプレート

テンプレート

DeploymentManager
シナリオ

ローカル
スクリプト

（Full Clone）

イメージ

管理サーバOS

イメージ

ファイル

ソフトウェア

1.3.4.

ホスト

パラメータ

プロファイル

ファイル

プロビジョニング中のソフトウェア配布
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設定に登録
したソフトウェア (テンプレートを除く) は、管理対象マシンに対するプロビジョニング処理の
1 つとして行われるソフトウェア配布のときに、配布されます。
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種別がテンプレートのソフトウェアについては、ソフトウェア配布のときに配布されません。仮
想マシンの作成や仮想マシン用の固有情報反映処理など、ソフトウェア配布以外の処理で
使用されます。
グループプロパティ設定などに登録したソフトウェアの配布が行われる操作は、次の通りで
す。マスタマシン登録ではソフトウェア配布は実行されません。また、ソフトウェア配布単独の
操作については、後述の節で説明します。


リソース割り当て / スケールアウト



割り当て解除 / スケールイン



マシンの用途変更



マシンの置換



新規リソース割り当て



VM 削除



再構成 (Reconstruct、Revert)



バックアップ



リストア



テンプレート作成 / イメージ作成

ソフトウェアは、登録時に設定する配布タイミングの指定により、上記操作の一部のみで配
布されるようにしたり、任意のタイミングで配布されるようにしたりすることができます。設定
が可能なソフトウェア配布の配布タイミングには、以下の種類があります。各タイミングの配
布順序の関係について、「1.3.7 登録ソフトウェアの配布順序」を参照してください。

配布タイミング

説明

稼動時

管理対象マシンに対して以下の稼動の操作を実行したときに、ソフトウェア配布が行われます。稼
動の操作の1つであるマスタマシン登録では実行されません。
▪ リソース割り当て
▪ スケールアウト
▪ マシンの用途変更 (用途変更先のマシン)
▪ マシンの置換 (置換先のマシン)
▪ 新規リソース割り当て
▪ 再構成 (Reconstruct、Revert)
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録
することが可能です。
マシンプロパティ設定とホスト設定では、グループプロパティ設定に登録されているソフトウェアに
対する実行順序を指定できるように以下のタイミングの指定を行うことが可能です。
▪ グループに設定されているソフトウェア配布前に配布
▪ 稼動時・グループ配布前
▪ グループに設定されているソフトウェア配布後に配布
▪ 稼動時 (ホスト設定のみ)
▪ 稼動時・グループ配布後
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配布タイミング

説明

待機時

管理対象マシンに対して、ホストへの割り当てを解除する次の操作を実行したときに、ソフトウェア
配布が実行されます。
▪ 割り当て解除
Webコンソールから実行したときは、選択するオプションにより待機時のソフトウェア配布の
実行可否が変わります。
- [マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択した場合
ソフトウェア配布が実行される
- [マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択しなかった場合
ソフトウェア配布が実行される
- [マシンを解体しないで未稼働にする] を選択した場合
ソフトウェア配布が実行されない
▪ スケールイン
ただし、グループプロパティ設定の [全般] タブでの [スケールイン時、稼働中のマシンを
シャットダウンする] が有効になっている場合、ホストの割り当ては解除されないため、
ソフトウェア配布は実行されません。
▪ マシンの用途変更 (用途変更元のマシン)
▪ マシンの置換 (置換元のマシン)
▪ VM削除
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録
することが可能です。
マシンプロパティ設定とホスト設定では、グループプロパティ設定に登録されているソフトウェアに
対する実行順序を指定できるように以下のタイミングの指定を行うことが可能です。
▪ グループに設定されているソフトウェア配布前に配布
▪ 待機時・グループ配布前
▪ グループに設定されているソフトウェア配布後に配布
▪ 待機時 (ホスト設定のみ)
▪ 待機時・グループ配布後
なお、SetDHCPシナリオの実行が必要な場合は、以下のレジストリに登録が必要です。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥ActionSequence¥
Scenario¥SetDHCP

待機時・
シャットダウン後

管理対象マシンに対して、ホストへの割り当てを解除する次の操作を実行したときに、ソフトウェア
配布が実行されます。
▪ 割り当て解除
Webコンソールから実行したときは、選択するオプションにより待機時・シャットダウン後の
ソフトウェア配布の実行可否が変わります。
- [マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択した場合
ソフトウェア配布が実行される
- [マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択しなかった場合
ソフトウェア配布が実行される
- [マシンを解体しないで未稼働にする] を選択した場合
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配布タイミング

説明
ソフトウェア配布が実行されない
▪ スケールイン
ただし、グループプロパティ設定の [全般] タブでの [スケールイン時、稼働中のマシンを
シャットダウンする] が有効になっている場合、ホストの割り当ては解除されないため、
ソフトウェア配布は実行されません。
▪ マシンの用途変更 (用途変更元のマシン)
▪ マシンの置換 (置換元のマシン)
▪ VM削除
待機時の場合、管理対象マシンのシャットダウン前に実行されるのに対し、待機時シャットダウン
後の場合、管理対象マシンのシャットダウンが完了した後にソフトウェア配布が実行されます。
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録
することが可能です。

レプリカ作成時

テンプレート作成、イメージ作成時に、ソフトウェア配布が実行されます。
DeploymentManagerによる固有情報反映が行われるDifferential Clone、Disk Clone用に、
Sysprep / LinuxRepSetUpを実行するための設定です。
マシンをグループで稼動状態にする際やマシンをグループから待機状態にする際には、実行され
ません。
マシンプロパティ設定に登録することが可能です。
設定を省略した場合は、DeploymentManagerにBuilt-inとして登録されている3種類のマスタマシ
ンセットアップシナリオから適切なシナリオが選択され実行されます。Windows 2000、Windows
Server 2003、Windows XPの場合は、マスタマシンセットアップシナリオを利用できないため、任
意のシナリオを作成し登録する必要があります。

バックアップ実行時

バックアップ操作実行時に、ソフトウェア配布が実行されます。
マシンをグループで稼動状態にする際やマシンをグループから待機状態にする際には、実行され
ません。
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録
することが可能です。
設定を省略した場合は、レジストリに設定されているDeploymentManagerのシナリオが実行され
ます。(既定値のシナリオは、System_Backup)

リストア実行時

リストア操作実行時に、ソフトウェア配布が実行されます。
マシンをグループで稼動状態にする際やマシンをグループから待機状態にする際には、実行され
ません。
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録
することが可能です。
設定を省略した場合は、レジストリに設定されているDeploymentManagerのシナリオが実行され
ます。(既定値のシナリオは、System_Restore_Unicast)

構築時

稼動する論理マシンを構築する次の操作を実行したときに、ソフトウェア配布が実行されます。
▪ リソース割り当て
▪ スケールアウト
▪ マシンの用途変更 (用途変更先のマシン)
▪ マシンの置換 (置換先のマシン)
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配布タイミング

説明
稼動時のタイミングにもソフトウェアが登録されている場合、稼動時のソフトウェアより先に、構築
時のソフトウェア配布が実行されます。
ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録します。

解体時

稼動中の論理マシンがグループから削除され、解体する次の操作を実行したときに、ソフトウェア
配布が実行されます。
▪ 割り当て解除
Webコンソールから実行したときは、選択するオプションにより解体時のソフトウェア配布の
実行可否が変わります。
- [マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択した場合
ソフトウェア配布が実行される
- [マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択しなかった場合
ソフトウェア配布が実行されない
- [マシンを解体しないで未稼働にする] を選択した場合
ソフトウェア配布が実行されない
▪ スケールイン
ただし、グループプロパティ設定の [全般] タブでの [スケールイン時、稼働中のマシンを
シャットダウン] が有効になっている場合、ホストの割り当ては解除されないため、ソフト
ウェア配布は実行されません。
▪ マシンの用途変更 (用途変更元のマシン)
▪ マシンの置換 (置換元のマシン)
待機時のタイミングにもソフトウェアが登録されている場合、待機時のソフトウェアの後に、解体時
のソフトウェア配布が実行されます。
ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録します。

置換時

マシン置換中に、置換先の管理対象マシンに対して、ソフトウェア配布が実行されます。
ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録することが可能です。

リソース割り当て時

リソース割り当て時、ソフトウェア配布が実行されます。
ホスト設定、モデルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録することが可能です。

1.3.5.

指定ソフトウェア配布
任意のタイミングでマシンへソフトウェアを配布します。ソフトウェア配布時に、配布するソフト
ウェアを指定します。ソフトウェアを事前にグループやホストに登録しておく必要はありませ
ん。
Web コンソールでは、[運用] ビュー上で配布対象の管理対象マシンを選択後、ソフトウェア
配布を実行したときに配布方法の指定を指定ソフトウェア配布にすることもできます。また、
ssc deploy software コマンドを-s オプションを指定して実行することもできます。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
74

ソフトウェア配布
指定ソフトウェア配布は、ソフトウェア配布が終了した後、開始時の電源状態を保持するよう
に管理対象マシンの電源操作を行います。開始時に電源オンの場合、ソフトウェア配布終了
後に電源オンの制御を行います。また、開始時に電源オフの場合、ソフトウェア配布終了後
に電源オフの制御を行います。
運用グループの [ホスト一覧] 上で稼動中のホストを選択して、個別操作でソフトウェア配布
を実行した場合、複数のホストに対して、一括してソフトウェア配布を実行することが可能で
す。
上記操作で複数のホストに対して一括して実行した場合、ホストに割り当てられたマシンの
マシン名順 (昇順) でソフトウェア配布が実行されます。2 番目以降のソフトウェアについて
は、1 つ前のソフトウェア配布の完了を待たずにソフトウェア配布が実行されます。
種類が「アプリケーションとアップデート」のソフトウェア配布を実行する場合、登録されている
パッケージを管理対象マシン上で実行するときに渡すコマンドオプションを指定することが可
能です。また、パッケージの実行結果をシナリオのジョブ実行結果に反映するかどうかを指
定することが可能です。詳細については、「1.6.1 アプリケーション / パッチ配布」を参照して
ください。

1.3.6.

ソフトウェア再配布
ソフトウェアの再配布とは、管理対象マシンに対して、マシンプロパティ設定、ホスト設定、モ
デルプロパティ設定、およびグループプロパティ設定に登録している稼動時の配布タイミング
のソフトウェアの配布を実行する機能です。
次のように、すべてを配布するか、未配布のソフトウェアのみを配布するかを選択することが
できます。


全ソフトウェア配布
稼動時の配布タイミングで設定されているすべてのソフトウェアの配布を実行します。
全ソフトウェア配布対象のソフトウェアの種別は、テンプレート以外です。



差分ソフトウェア配布
OS イメージ、テンプレート配布後に配布記録がない稼動時の配布タイミングで設定され
ているソフトウェアの配布を実行します。後述の図や条件の説明を参照してください。
差分ソフトウェア配布対象のソフトウェアの種別は、テンプレート、スクリプト以外です。

配布対象の管理対象マシンの選択方法は、次の 2 通りの方法があります。


個別のホストを選択 (複数可)
運用グループの [ホスト一覧] 上で稼動中のホストを選択して、個別操作でソフトウェア
配布を実行します。特定のホストのみのソフトウェア配布を実行する場合に使用しま
す。
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配布対象のホストが複数ある場合は、ホストに割り当てられたマシンのマシン名順 (昇
順) でソフトウェア配布が実行されます。2 番目以降のソフトウェアについては、1 つ前
のソフトウェア配布の完了を待たずにソフトウェア配布が実行されます。


グループのホストすべてを対象
運用グループを選択して、[全てのマシン操作] － [ソフトウェア再配布] を実行します。
運用グループ内のすべてのホストに対してソフトウェア再配布を実行する場合に使用し
ます。
実行時に、一斉配布かシーケンシャル配布のどちらかを選択することができます。
•

一斉配布の場合、後述の順番でソフトウェア配布が実行されますが、2 番目以降
のソフトウェアについては、1 つ前のソフトウェア配布の完了を待たずにソフトウェア
配布が実行されます。

•

シーケンシャル配布の場合、後述の 1 の順番で実行する電源状態やサマリステー
タスが「電源オンかつ正常」のホストに対しては、1 つずつソフトウェア配布が実行さ
れます。それ以外のホストについては、一斉配布が実行されます。

上記の操作で配布対象のホストが複数ある場合、以下の順番で、ソフトウェア再配布が実行
されます。
1.

電源状態やサマリステータスが「電源オンかつ正常」のホストについて、ホストに割り当
てられたマシンのマシン名順 (昇順)

2.

上記以外のホストについて、ホストに割り当てられたマシンのマシン名順 (昇順)。上記
1 の条件を満たすホストのソフトウェア配布が完了した後、一斉に配布されます。
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上図では、差分配布で配布されるソフトウェアの対象は、以下の条件を満たしている場合と
なります。


差分配布予定のソフトウェアが、最新ソフトウェア配布履歴に含まれていない
(図 稼動マシン#2 の AP1、アップデート、AP3 が該当)
差分配布予定のソフトウェア差分配布予定のソフトウェアが、最新のソフトウェア配布履
歴に含まれているが、差分配布予定のソフトウェアのイメージが、最新のソフトウェア配
布履歴に含まれているイメージより新しい。
(図 稼動マシン#3 の OS (イメージの日付が古い) が該当)



差分配布予定のソフトウェアは、最新のソフトウェア配布履歴に含まれているが、差分
配布予定のソフトウェアの前に、差分配布の対象となる OS が存在する。



差分配布予定のソフトウェアのタイプが、スクリプトではない。

上記の条件を満たさなかった場合は、差分配布は行われません。
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1.3.7.

登録ソフトウェアの配布順序
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設定で登録
するソフトウェアの配布タイミングの設定により、運用操作に対するソフトウェアの実行可否
や実行タイミングを指定することができます。
配布タイミングの指定の対象となる運用操作は、稼動の処理用か待機の処理用かで大きく
分けることができます。
稼動とは、管理対象マシンを利用できる状態にするために、ホストの定義に対してマシンを
割り当てる処理のことを言います。
稼動の処理用の配布タイミングには、構築時、稼動時、リソース割り当て時、置換時がありま
す。
ソフトウェア配布の実行を含む稼動が行われる操作は、以下の通りです。稼動の操作の 1 つ
であるマスタマシン登録ではソフトウェア配布は実行されません。


リソース割り当て



スケールアウト



マシンの用途変更 (用途変更先のマシン)



マシンの置換 (置換先のマシン)



新規リソース割り当て



再構成 (Reconstruct、Revert)

待機とは、稼動の逆で、ホストの定義からマシンの割り当てを解除する処理のことを言いま
す。
待機の処理用の配布タイミングには、解体時、待機時、待機時・シャットダウン後がありま
す。
ソフトウェア配布の実行を含む待機が行われる操作は、以下の通りです。


割り当て解除



スケールイン



マシンの用途変更 (用途変更元のマシン)



マシンの置換 (置換元のマシン)



VM 削除

その他、以下の設定により、ソフトウェアの実行可否や実行タイミングが決まります。


ソフトウェアの登録先の場所
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設定で
登録できます。登録先の場所により優先順位が異なります。
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ソフトウェアの種別
OS イメージ、テンプレート、Backup タスク、アプリケーションとアップデート、スクリプト、
ファイルがあります。
OS イメージについては、ディスクボリュームの接続タイミングとの実行順序の関係をデ
ィスクボリュームの設定で指定可能です。
また、テンプレートは仮想マシンの雛型であるため、仮想マシン作成などの他のプロビ
ジョニング処理で参照されます。指定の配布タイミングではソフトウェア配布は実行され
ません。



ディスクボリュームの [配布後に接続する] の指定
ディスクボリュームの接続タイミングの設定です。
OS イメージと設定の組み合わせにより、ソフトウェア配布とディスクボリュームの接続の
実行順序が変わります。
ホスト設定、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設定の [ストレージ] タブ－ [デ
ィスクボリューム設定] で設定します。



割り当て解除操作実行時のオプションの選択
Web コンソールから割り当て解除を実行したときに選択するオプションにより、解体時、
待機時、待機時・シャットダウン後のソフトウェア配布の実行可否が決まります。
•

[マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択した場合
解体時、待機時、待機時・シャットダウン後のソフトウェア配布が実行されます。

•

[マシンを解体する] を選択し、[論理マシンを解体する] を選択しなかった場合
待機時、待機時・シャットダウン後のソフトウェア配布が実行されます。

•

[マシンを解体しないで未稼働にする] を選択した場合
すべての配布タイミングのソフトウェア配布が実行されません。

次に、稼動と待機の処理における詳細な動作について説明します。
(1) 稼動の操作実行時のソフトウェア配布順
稼動の処理において、ソフトウェア配布と他のプロビジョニング処理は、以下の通り行わ
れます。

配布順

ディスクボリュー

配布タイミングの設定

説明

ムの接続設定 /
ソフトウェア種別
他のプロビジョニング処理
1

－

設定内容や対象環境の状況チェックなどの処理の準備作
業などが実行されます。
構築時

論理マシンの構築のためのソフトウェア配布が実行されま
す。登録先の場所により、以下の順番で実行されます。
1. ホスト設定
2. モデルプロパティ設定
3. グループプロパティ設定
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配布順

ディスクボリュー

配布タイミングの設定

説明

ムの接続設定 /
ソフトウェア種別
他のプロビジョニング処理
仮想マシンの場合は、種別がテンプレートのソフトウェア
の設定がこの処理で使用されます。

物理マシン / 仮想マシンサーバの場合、次の配布順のOS
のインストールが実行できる状態になるように、プロビジョニ
ングの処理が実行されます。
仮想マシンの場合は、この段階で仮想マシンは作成され、
OSはセットアップされた状態まで処理が行われます。
▪ 仮想マシン
仮想マシンの作成やDeploymentManagerへの登録、
固有情報反映の処理などが実行されます。このとき、種
別がテンプレートのソフトウェアの設定が使用されます。
▪ 物理マシン / 仮想マシンサーバ
ディスクボリュームの接続 ([配布後に接続] がオフ) や
VLANの割り当て制御などが実行されます。
ディスクボリュームの接続では、以下の順序で実行され
ます。
1. ホスト設定 ([配布後に接続] がオフ)
2. モデルプロパティ設定 ([配布後に接続] がオフ)
3. グループプロパティ設定 ([配布後接続] がオフ)

2

▪ [配布後に接続]
オンがある場合 /
OSイメージ
▪ [配布後に接続]
オンがない場合 /
該当種別なし

稼動時、
リソース割り当て時、
置換時

ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続] がオン
の設定がある場合、種別のOSイメージのソフトウェア配布
が実行されます。
ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続] がオン
の設定がない場合は、本タイミングでソフトウェア配布は実
行されません。
OSイメージを複数の登録先に登録した場合、以下の順番
で先頭の登録が有効になります。2番目以降の登録は無効
になります。
1. マシンプロパティ設定、稼動時・グループ配布前
2. ホスト設定、リソース割り当て時 / 置換時
3. ホスト設定、稼動時、グループ配布前
4. モデルプロパティ設定、リソース割り当て時 / 置換時
5. モデルプロパティ設定、稼動時
6. グループプロパティ設定、リソース割り当て時 / 置換時
7. グループプロパティ設定、稼動時
8. ホスト設定、稼動時
9. ホスト設定、稼動時・グループ配布後
10. マシンプロパティ設定、稼動時・グループ配布後

他のプロビジョニング処理

次の配布順では、アプリケーションとアップデート、スクリプ
トの配布などを行う必要があるため、残りのディスクボリュ
ームの制御などの処理が実行されます。
▪ 仮想マシン
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配布順

ディスクボリュー

配布タイミングの設定

説明

ムの接続設定 /
ソフトウェア種別
なし
▪ 物理マシン / 仮想マシンサーバ
ディスクボリュームの接続 ([配布後に接続] がオン) や
マシンの起動 ([配布後に接続] がオンの設定がある場
合) の処理が実行されます。ディスクボリュームの接続で
は、以下の順序で実行されます。
1. グループプロパティ設定 ([配布後に接続] がオン)
2. モデルプロパティ設定 ([配布後に接続] がオン)
3. ホスト設定 ([配布後に接続] がオン)
3

▪ [配布後に接続]
オンがある場合 /
OSイメージ、テン
プレート以外

稼動時、
リソース割り当て時、
置換時

▪ [配布後に接続]
オンがない場合 /
テンプレート以外

アプリケーションとアップデート、Backupタスク、スクリプト、
ファイルの配布が実行されます。ディスクボリュームの接続
設定に [配布後に接続] がオンの設定がない場合は、OS
イメージの配布も実行されます。
登録先の場所や配布タイミングの指定により、以下の順序
で実行されます。ただし、リソース割り当て時の配布タイミン
グについては、リソース割り当て操作実行時のみ実行され
ます。置換時の配布タイミングについては、置換操作実行
時のみ実行されます。
OSイメージを複数の登録先に登録した場合、以下の順番
で先頭の登録が有効になります。2番目以降の登録は無効
になります。
1. マシンプロパティ設定、稼動時・グループ配布前
2. ホスト設定、リソース割り当て時 / 置換時
3. ホスト設定、稼動時・グループ配布前
4. モデルプロパティ設定、リソース割り当て時 / 置換時
5. モデルプロパティ設定、稼動時
6. グループプロパティ設定、リソース割り当て時 / 置換時
7. グループプロパティ設定、稼動時
8. ホスト設定、稼動時
9. ホスト設定、稼動時・グループ配布後
10. マシンプロパティ設定、稼動時・グループ配布後

他のプロビジョニング処理

ほぼ、管理対象マシンは利用できる状態になったため、
ESMPRO/ServerManagerへの登録やロードバランサへの
振り分け先の追加やマシン起動など、後処理が実行されま
す。

(2) 待機の操作実行時のソフトウェア配布順
待機の処理において、ソフトウェア配布と他のプロビジョニング処理は、以下の通り行わ
れます。
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配布順

ソフトウェア種別

配布タイミングの設定

他のプロビジョニング処理

1

－

説明
ロードバランサグループから振り分け先の削除、
ESMPRO/ServerManagerの登録の削除などの処理が実
行されます。管理対象マシンはまだ利用できる状態です。

待機時

管理対象マシンが使用できる状態のときに実行する必要が
あるソフトウェアは、このタイミングで配布されるように設定
します。
割り当て解除操作実行時、[マシンを解体しないで未稼働に
する] を選択した場合は、配布は実行されません。
登録先の場所や配布タイミングの指定により、以下の順序
で実行されます。
1. マシンプロパティ設定、待機時・グループ配布前
2. ホスト設定、待機時・グループ配布前
3. モデルプロパティ設定、待機時
4. グループプロパティ設定、待機時
5. ホスト設定、待機時
6. ホスト設定、待機時・グループ配布後
7. レジストリ、DPMに登録されているSetDHCPシナリオ
8. マシンプロパティ設定、待機時・グループ配布後

他のプロビジョニング処理

管理対象マシンが物理マシン / 仮想マシンサーバの場
合、以下の処理により利用できない状態になります。
▪ 仮想マシン
なし
▪ 物理マシン / 仮想マシンサーバ
マシンのシャットダウン、VLANの割り当て解除、ディスク
ボリュームの切断などが実行されます。

2

－

待機時シャットダウン後

管理対象マシンが使用できなくなった後、あるいはシャット
ダウンを行った後に実行する必要があるソフトウェアは、こ
のタイミングで配布されるように設定します。
割り当て解除操作実行時、[マシンを解体しないで未稼働に
する] を選択した場合は、配布は実行されません。
登録先の場所や配布タイミングの指定により、以下の順序
で実行されます。
1. マシンプロパティ設定、待機時・シャットダウン後
2. ホスト設定、待機時・シャットダウン後
3. モデルプロパティ設定、待機時・シャットダウン後
4. グループプロパティ設定、待機時・シャットダウン後

3

－

解体時

論理マシンの解体のためのソフトウェア配布を実行します。
割り当て解除操作実行時、[論理マシンを解体する] を指定
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配布順

ソフトウェア種別

配布タイミングの設定

説明
した場合のみ、この配布タイミングのソフトウェア配布は実
行されます。
登録先の場所や配布タイミングの指定により、以下の順序
で実行されます。
1. ホスト設定、解体時
2. モデルプロパティ設定、解体時
3. グループプロパティ設定、解体時

他のプロビジョニング処理

▪ 仮想マシン
DeploymentManagerへの登録の削除や仮想マシンの
削除が実行されます。
▪ 物理マシン / 仮想マシンサーバ
論理マシン削除などが実行されます。

1.3.8.

バックアップ / リストア
事前にソフトウェアを登録しておくことで、[運用] ビューの [アクション] メニューからバックア
ップ、もしくはリストアを選択した場合に、登録したソフトウェアの配布を行います。バックアッ
プとリストアの利用方法については、「1.5 イメージ復元について」を参照してください。
注: 仮想マシンサーバのバックアップ / リストアはサポートしません。


バックアップ
配布のタイミングを「バックアップ実行時」で設定したソフトウェアを実行します。
以下から設定できます (上から順番にソフトウェアの配布が優先されます)。
•

マシンプロパティ設定

•

ホスト設定

•

モデルプロパティ設定

•

グループプロパティ設定

上記から複数のソフトウェアを登録した場合、マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデ
ルプロパティ設定、グループプロパティ設定の順で設定が優先され、他の設定に登録さ
れているソフトウェアの配布は行いません。
上記にソフトウェアを登録せずに実行した場合は、下記レジストリに設定されているシナ
リオによりバックアップが実行されます。既定値は、DeploymentManager に登録されて
いる Built-in シナリオです。
キー名:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMP
rovider
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値名 (型): DefaultBackupScenarioName
値 (既定値): System_Backup
バックアップシナリオを設定する場合は、設定するシナリオを作成する際に、[バックアッ
プ / リストア] タブのイメージファイルにマシンを特定可能な名前を自動で付加する設
定を行ってください。設定に関する詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド
注意事項、トラブルシューティング編」の「1.1.11 イメージ展開で使用するリストアシナリ
オについて」を参照してください。


リストア
配布のタイミングを「リストア実行時に配布」で設定したソフトウェアを実行します。
以下から設定できます (上から順番にソフトウェアの配布が優先されます)。
•

マシンプロパティ設定

•

ホスト設定

•

モデルプロパティ設定

•

グループプロパティ設定

上記から複数のソフトウェアを登録した場合、マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデ
ルプロパティ設定、グループプロパティ設定の順で設定が優先され、他の設定に登録さ
れているソフトウェアの配布は行いません。
上記にソフトウェアを登録せずに実行した場合は、下記レジストリに設定されているシナ
リオによりリストアが実行されます。既定値は、DeploymentManager に登録されている
Built-in シナリオです。
キー名:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMP
rovider
値名 (型): DefaultRestoreScenarioName
値 (既定値): System_Restore_Unicast
リストアシナリオを設定する場合は、設定するシナリオを作成する際に、[バックアップ /
リストア] タブのイメージファイルにバックアップと同じマシンを特定可能な名前を自動で
付加する設定を行ってください。設定に関する詳細は、「SigmaSystemCenter リファレ
ンスガイド 注意事項、トラブルシューティング編」の「1.1.11 イメージ展開で使用するリ
ストアシナリオについて」を参照してください。

1.3.9.

ファイル配信
ファイル配信の機能では、管理サーバの格納フォルダ上にある任意のファイルを管理対象
マシンの任意のフォルダ上に配信することが可能です。
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ソフトウェア配布
ファイル配信は、各プロビジョニング操作実行中のソフトウェア配布のタイミング、あるいは指
定ソフトウェアやソフトウェア再配布の操作を実行したときに行われます。プロビジョニング操
作実行中のソフトウェア配布のタイミングや設定方法については、「1.3.4 プロビジョニング
中のソフトウェア配布」を参照してください。
本機能は、DeploymentManager のファイル配信の機能を使用して、実現しています。ファイ
ル配信に使用する DeploymentManager の管理サーバが SigmaSystemCenter と別のサ
ーバの構成となっている場合は、ファイル配信時、SigmaSystemCenter の管理サーバから
DeploymentManager の管理サーバに配信対象のファイルがいったん転送された上で、ファ
イルが配信されます。
(1) 格納フォルダ
配信対象となるファイルは、格納フォルダ上に格納した後、スクリプト / ファイル収集や
全収集の操作で、[リソース] ビュー上のソフトウェア→ファイル配下に登録する必要が
あります。
格納フォルダは、<SystemProvisioning のインストールディレクトリ>¥deployfiles です。
格 納 先 フ ォ ル ダ の 場 所 の 設 定 は 、 レ ジ ス ト リ キ ー :
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMProvid
er の値: DeployFile の設定を変えることで変更可能です。
配信先マシンの OS ごとやマシンごとのサブフォルダを作成し、配信するファイルをそれ
ぞれのサブフォルダに格納して配信することが可能です。ただし、2 階層以上のサブフ
ォルダは無視されます。
(2) 配信先の管理対象マシン
以下の通り、配信先の管理対象マシン上の配信先フォルダを設定することが可能な箇
所は 2 つあります。両方に設定がある場合は、ソフトウェア配布の設定が優先されます。
指定ソフトウェア配布では、配信対象のファイルの設定でのみ可能です。
•

配信対象のファイルの設定
配信対象のファイルを格納フォルダに格納後、収集の操作で、[リソース] ビュー上
のソフトウェア→ファイル下に登録された後、設定することが可能になります。

•

ソフトウェア配布の設定
マシンプロパティ設定、ホスト設定、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設
定の [ソフトウェア] タブの設定で、配信対象のファイルを追加した後、配信先のフ
ォルダを設定することが可能になります。

上記の両方の設定がない場合、ファイルの配信先は、以下の通りとなります。
•

配信先マシンが Windows の場合：配信できません。

•

配信先マシンが Linux の場合：ルートディレクトリに配信します。
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配信先の管理対象マシンには、ディスクの空き容量がファイルサイズの 2 倍以上必要と
なります。空き容量が不足している場合、ファイルの配信は失敗になります。
配信されたファイルには配信元のファイルの属性やパーミッションは反映されず、以下
の通りとなります。
•

配信先が Windows の場合は、配信先フォルダのアクセス権が適用されます。
配信先フォルダが存在しない場合は、親フォルダのアクセス権が新規作成される
配信先フォルダ、およびファイルに適用されます。
配信されたファイルには、アーカイブ属性が設定されます。

•

配信先が Linux の場合は、owner が root でパーミッションは 644 となります。
配信先フォルダが存在しない場合は、新規作成される配信先フォルダのパーミッシ
ョンは 755 となります。

ファイルの配信先フォルダのパスに関してサイズの制限があります。配信先ファイルの
フルパス ("配信先フォルダのパス¥配信ファイル名") の文字列のサイズが 259 バイト
以下である必要があります。
OS が Windows XP、Windows 2000 のマシンにはファイルを配信できません。
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1.4. イメージ展開について
1.4.1.

イメージ展開の概要
イメージ展開の概要について説明します。対象環境別のイメージ展開の利用例については、
「1.4.12 イメージ展開の利用例 ‐物理マシン展開、HW Profile Clone (DPM)‐」、「1.4.13
イメージ展開の利用例 ‐Full Clone、Differential Clone、Disk Clone (Sysprep、vCenter
Server)‐」、「1.4.14 イメージ展開の利用例 ‐Differential Clone、Disk Clone (DPM)‐」、
「1.4.14 イメージ展開の利用例 ‐Differential Clone、Disk Clone (DPM)‐」を参照してくださ
い。
イメージ展開は、マスタマシンのイメージを複数のマシンにそれぞれの固有情報を適用して
展開するための機能です。イメージ展開の機能を利用することで、SigmaSystemCenter か
ら管理対象マシンに対して自動的な構築を行うことが可能になります。後述の図のように、マ
スタマシンのイメージの取得を行った後、取得したイメージと固有情報の設定を使用し、対象
マシンに対し展開を行います。
イメージ展開は、同一イメージに固有情報を付加して複数のマシンに対し展開を行うため、
大量のマシンの構築作業を行う時などに効率的に作業ができるメリットがあります。
その反面、固有情報の適用処理を行う分、トータルの処理時間が長くなったり、Sysprep の
準備が必要などの余分な作業が必要になったりなどのデメリットもあります。
物理環境における N+1 切り替えの障害復旧の用途では、通常、固有情報の適用の処理を
必要としないため、バックアップ・リストアのみのイメージ復元が利用されます。イメージ展開
は、通常利用されません。
イメージ展開を行うための作業は、展開のための準備、およびマスタマシンのイメージを取
得するフェーズと対象のマシンへ取得したイメージを展開するフェーズの 2 つのフェーズに分
かれます。
1.

イメージ展開の準備、マスタマシンのイメージ取得
固有情報を適用するためのツールの準備とマスタマシンからイメージの取得を行いま
す。
1.

固有情報を適用するためのツール準備や実行
固有情報の適用は、DeploymentManager と vCenter Server のどちらかの製品を
使用して行います。
物理環境では、固有情報の適用のために DeploymentManager を使用します。
仮想環境における固有情報の適用のために使用する製品が、
DeploymentManager と vCenter Server のどちらかになるかは、使用する仮想化
基盤製品とテンプレートの種類に依存します。テンプレートについては、「3.2.5 テ
ンプレート」の説明を参照してください。
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固有情報を適用するためのツールの種類や準備の方法は、次のように対象となる
環境や利用方法により異なります。
-

DeploymentManager による固有情報の適用を行う場合、条件により準備作
業が異なります。どちらの条件においても、マスタマシン上に DPM クライアン
トのインストールが必要です。
▪ 対象の OS が Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の
Windows か、Linux の場合、Built-in のマスタマシンセットアップシナリオを使
用して、準備を行います。マスタマシンセットアップシナリオにより、Sysprep や
LinuxRepSetUp 関連の準備作業が簡略化できます。
▪ 対象の OS が Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場
合、マスタマシン上に Sysprep 関連の準備作業を行います。

-

2.

対象環境が仮想環境で vCenter Server による固有情報の適用を行う場合は、
管理サーバ上に固有情報の適用のためのツールを置きます。準備が必要な
OS の種類は、Windows (Sysprep) のみです。

マスタマシンのイメージ取得
マスタマシンからのイメージ取得の方法は、次のように対象となる環境や利用方法
により異なります。

2.

-

対象環境が物理環境、または仮想環境で HW Profile Clone を使用する場合、
DeploymentManager を使用してマスタマシンのバックアップを行い、展開型
ディスクイメージを取得します。

-

対象環境が仮想環境の場合、テンプレート作成、イメージ作成の操作により、
イメージを取得します。HW Profile Clone については、テンプレートの作成で
イメージ取得が行われません。DeploymentManager を使用してバックアップ
によるイメージ取得を行う必要があります。

対象マシンへイメージ展開
対象のマシンに対し、イメージの展開を行います。イメージ展開では、対象マシンに対し、
手順 1 で取得したイメージを適用し、ホスト名や IP アドレスなどの固有情報を適用しま
す。
1.

イメージ展開の処理の設定
イメージ展開の処理の設定は、新規リソース割り当てやリソース割り当てなどの管
理対象マシンのプロビジョニングの処理の 1 つとして実行されるように、ソフトウェア
配布の設定で行います。イメージ展開で使用するソフトウェアの種類は、次のよう
に対象となる環境や利用方法により異なります。
-

対象環境が物理環境、または仮想環境で HW Profile Clone を使用する場合、
リストアのシナリオを使用します。シナリオで使用するイメージは、手順 1-2 で
作成した展開型ディスクイメージを使用します。

-

対象環境が、仮想環境の場合、手順 1-2 で作成したテンプレートやイメージを
使用します。
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イメージ展開について
指定可能なソフトウェアの配布のタイミングは次の通りです。

2.

-

稼動時

-

置換時 (物理環境のみ)

-

リソース割り当て時

管理対象マシンへ適用する固有情報の設定
イメージ展開で適用する管理対象マシンの固有情報は、SigmaSystemCenter の
次の設定で指定します。
-

ホスト名と IP アドレス
ホスト設定で指定します。

-

ホストプロファイル
グループとホスト設定で指定します。ホスト名と IP アドレス以外の固有情報は、
ホストプロファイルとして設定を行います。

-

IP アドレスプール
IP アドレスを指定します。ホスト設定で明示的な IP アドレスの指定がなく、IP
アドレスプールの設定がある場合は、ホスト設定に対して IP アドレスプールか
ら IP アドレスが払い出されます。IP アドレスプールの詳細については、「4.5.4
IP アドレスプール」を参照してください。

-

Sysprep 応答ファイル
Windows OS 標準の固有情報のカスタマイズを行うためのファイルです。
SigmaSystemCenter で設定できない固有情報について設定を行いたいとき
に利用します。

-

(マスタマシンのパラメータファイル (ディスク複製用情報ファイル))
パラメータファイルは、DeploymentManager を使用して固有情報の反映を行
うときに使用する固有情報が記述されたファイルです。ホストプロファイルの設
定によっては、イメージ展開の前にマスタマシンの固有情報が記述されたパラ
メータファイルの作成が必要な場合があります。
パラメータファイルは、イメージビルダを使用して作成します。

3.

イメージ展開が実行される操作を実行
手順 2-1、2-2 で行った設定を使用して、イメージ展開が行われる操作を実行します。
実行する操作は、次のように対象となる環境により異なります。
-

物理環境の場合
▪

リソース割り当て

▪

スケールアウト
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-

▪

置換

▪

用途変更

仮想環境 (仮想マシン) の場合
▪

新規リソース割り当て

※スタンドアロン ESXi、Hyper-V 環境でインポートありで行った場合、ホス
ト名、IP アドレス / DNS / WINS、管理者パスワードのみ固有情報の反映が
可能です。
▪

再構成 (Reconstruct、Revert)

▪

リソース割り当て

※仮想マシンに対するリソース割り当てでは、固有情報の適用の処理の
み動作します。イメージは使用されず、管理対象マシンに既に割り当てられて
いるイメージに対して、固有情報の適用が行われます。
(展開後) システムカスタマイズシナリオによる固有情報の変更
ホスト名、IP アドレス / DNS / WINS、管理者パスワードについては、システムカスタマ
イズシナリオにより、個別に変更を行うことが可能です。
上記の変更のみを行う場合は、イメージ展開の処理を行わずに変更を行うことができま
す。
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イメージ展開について

マスタマシン

(1-1)固有情報

DPMクライアント

適用のためのツ

マスタマシンセットアップシナリオ

ールを準備や実
行

Sysprep

管理サーバ
(2-1) ソ フ ト ウ

(1-2)イメージ取得

ェア配布の設定

(2-2)適用する
固有情報を指定

テンプレート

シナリオ

マスタマシンのパラメータファイル

IPアドレスプール

展開型ディスクイメージ

イメージ

ホスト設定
ホスト名
IPアドレス

(2-3)ソフトウェア配布

ホストプロファイル

展開されたイメー
ジに指定の固有情
(展開後の)カスタマイズ

報がセットされる

システムカスタマイズシナリオ

ホ ス ト 名 と IP ア ド レ ス

展開先マシン

/DNS/WINSと管理者パス

ホストプロファイル
OS種別

OS設定

・OS種別

・管理者パスワード

・OS名

・Owner名

DNS/WINS

・組織名

・DNS

・プロダクトキー

・WINS

・ワークグループ

拡張設定

・ドメイン

・コマンド

・パスワード
・Sysprep応答ファイル

ワードは、イメージ展開の

Sysprep応答ファイル

処理 を実行し ないで変 更
可能。



イメージ展開の実行環境の条件
次の表の通り、対象環境により、イメージ展開を行うために必要な環境が異なります。

対象環境、テンプレートの種類、対象

イメージ展開の実行環境の条件

の仮想環境の種類
▪ 物理環境
▪ 仮想環境、HW Profile Clone

左記条件のイメージ展開の動作にお
ける役割

DeploymentManagerが使用可能で
あること

▪ イメージのリストア、固有情報の反
映処理で使用される。

DeploymentManagerと同一のネット
ワーク内にDHCPサーバが使用可能
であること

▪ リストア処理中にDeploy-OS上で使
用するIPアドレスを払い出す。
▪ ネットワークブート中に使用するIP
アドレスを払い出す。
▪ 固有情報反映処理中、固有情報が
消去された対象マシンにIPアドレスを
払い出す。
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対象環境、テンプレートの種類、対象

イメージ展開の実行環境の条件

左記条件のイメージ展開の動作にお

の仮想環境の種類

ける役割
イメージ展開の対象マシンでPXEブー
トが有効になっていること。PXEブート
するNICは他のNICやハードディスク
より先に起動するように設定されてい
ること。

▪ ネットワークブートで使用される。

仮想環境、HW Profile Clone以外、
VMware (vCenter Server管理)

vCenter Serverが使用可能であるこ
と

▪ イメージのコピー、固有情報の反映
処理で使用される。

仮想環境、HW Profile Clone以外、
VMware (vCenter Server管理) 以外

DeploymentManagerが使用可能で
あること

▪ レプリカVM作成時の固有情報の削
除処理実行のために使用される。
▪ 固有情報の反映処理で使用され
る。
▪ 固有情報反映処理中、固有情報が
消去された対象マシンにIPアドレスを
払い出す。

DeploymentManagerと同一のネット
ワーク内にDHCPサーバが使用可能
であること

1.4.2.

イメージ展開で適用可能な固有情報について
SigmaSystemCenter のイメージ展開の機能を使用して、次の表の固有情報を管理対象マ
シンに対して適用することができます。
(1) ホストプロファイル以外で行う設定

項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
ホスト名

IPアドレス
(NIC設定)

管理対象マシンのOSに登録するホ
スト名 (コンピュータ名) を設定しま
す。グループプロパティ設定でホスト
を追加するときに設定します。

Windows、

管理対象マシンのOSに登録する
NIC関連の情報を設定します。

Windows,
Linux

IPアドレス以外にサブネットマスク、
デフォルトゲートウェイを設定できま
す。
ホスト設定、またはIPアドレスプール
で設定します。
ホスト設定に設定がある場合は、IP
アドレスプールからIPアドレスは払い
出されません。ホスト設定の設定が
なく、IPアドレスプールに設定がある
場合、リソース割り当てなどの稼動
の操作が実行されたときにIPアドレ
スプールからIPアドレスが払い出さ
れ、ホスト設定に設定されます。

DPM、VC

Linux

DPM、VC

▪ IPアドレスが設定可能なNICの
数の上限は、10です。
▪ DPMの固有情報反映を利用
し、対象のOSがWindows
Server 2008以降、Windows
Vista以降の場合は、IPアドレス
が設定可能なNICの数の上限は
8、対象のOSがWindows 2000、
Windows Server 2003、
Windows XPの場合の上限は、4
です。
▪ DPMの固有情報反映を利用
し、対象のOSがLinuxの場合は、
IPアドレスが設定可能なNICの数
の上限は7です。
▪ IPv4とIPv6の両方が設定可能
です。IPv6の場合、IPアドレスプ
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イメージ展開について
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
ールを使用できません。

(2) ホストプロファイル－OS 種別
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映方法(DPM

備考

/ VC)
OS種別

OSの種類を指定します。次の3つが
あります。

－

－

▪ Windows Server
▪ Linux
▪ Windows Client
ホストプロファイルで設定可能な固
有情報は、OS種別により異なりま
す。OS種別は、
SigmaSystemCenterが管理対象マ
シンに固有情報を割り当てるときに、
割り当て方法を区別するための情報
として使用されます。

(3) ホストプロファイル－OS 設定
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
OS名

OSの名前を設定します。

Windows、

DPM、VC

Linux
グループプロパティ設定などでテンプ
レートが設定されている場合は、テン
プレートから設定を引き継ぎます。

▪ DPMの固有情報反映を利用
する場合、OS名の設定をするこ
とによりマスタマシンのパラメー
タファイルを用意する必要がなく
なります。「1.4.4 パラメータファ
イル」を参照してください。
Windowsの場合、OSの種類ご
とに処理内容が異なるため、OS
名の指定は間違えないようにし
てください。
▪ VCの固有情報反映を利用す
る場合、設定は固有情報反映の
処理で使用されないため、設定
を省略可能です。

管理者ア
カウント

管理対象マシンのOSに登録する管
理者のアカウントです。OSの種類に
より、管理者のアカウントが異なりま
す。Windowsの場合は
Administrator、Linuxの場合はrootで

Windows、

DPM、VC

Linux
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項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
す。既定の設定を変更することはでき
ません。
管理者パ
スワード

管理対象マシンのOSに登録する管
理者のパスワードを設定します。OS
の種類により、パスワードを指定する
管理者のアカウントが異なります。
Windowsの場合は、Administrator、
Linuxの場合は、rootです。

Windows、

DPM、VC

Linux

VCの固有情報反映を利用する
ケースで、Linuxの場合、以下の
注意があります。
▪ vSphere 5以上の場合、テンプ
レート作成時にマスタVMのRoot
のパスワードの設定を行っておく
必要があります。

ホストプロファイル以外にホスト設定
の [全般] タブで設定することができ
ます。複数に設定がある場合、以下
の順番で設定が有効になります。

▪ vSphere 4.1以下の場合、設
定が無視され、テンプレート (マ
スタVM) の設定を引き継ぎま
す。

1. ホスト設定－ [ホストプロファイル]
タブ
2. ホスト設定－ [全般] タブ
3. グループプロパティ設定－ [ホスト
プロファイル] タブ

Owner名

管理対象マシンのOSに登録する
Owner名 (使用者名) を設定しま
す。

Windows

DPM、VC

Windows

DPM、VC

Windows

DPM、VC

グループプロパティ設定などでテンプ
レートが設定されている場合は、テン
プレートから設定を引き継ぎます。
組織名

管理対象マシンのOSに登録する組
織名 (会社名) を設定します。
グループプロパティ設定などでテンプ
レートが設定されている場合は、テン
プレートから設定を引き継ぎます。

タイムゾー
ン

管理対象マシンのOSに登録するタイ
ムゾーンを設定します。
グループプロパティ設定などでテンプ
レートが設定されている場合は、テン
プレートから設定を引き継ぎます。

DPMの固有情報反映を行う場
合、以下の通り、対象のOS種類
や使用方法により、利用できな
い場合があります。
▪ 対象のOSがWindows Server
2008以降、Windows Vista以降
の場合、Sysprep応答ファイルを
使用することで利用可能です。
使用するSysprep応答ファイル
中には、TimeZoneタグに
{TIME_ZONE_NAME} を記述
し、ホストプロファイルのタイムゾ
ーンの設定が有効になるように
します。または、TimeZoneタグ
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イメージ展開について
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
にタイムゾーンの設定を直接記
述します。
▪ 対象のOSがWindows 2000、
Windows Server 2003、
Windows XPの場合は、
Sysprep応答ファイルを利用でき
ないため、設定は無視されます。
Sysprep応答ファイルが利用で
きないときは、次の既定値が使
用されます。
▪ 対象のOSが日本語版の場
合 : JST
▪ 対象のOSが英語版の場合 :
GMT
上記既定値から変更が必要な場
合は、マスタマシン用のDPMの
パラメータファイルを作成し、パラ
メータファイル上のタイムゾーン
の設定を変更することで設定可
能です。
プロダクト
キー

管理対象マシンのOSに登録するプロ
ダクトキーを設定します。

Windows

DPM、VC

DPMの固有情報反映を利用す
るケースでプロダクトキーの設定
が空の場合、マスタマシンのパラ
メータファイルの設定が有効にな
ります。

Linux

VC

グループのマシン種別を [VMサ
ーバ] に設定している場合に設
定できます。

ホストプロファイル以外にホスト設定
の [全般] タブで設定することができ
ます。複数に設定がある場合、以下
の順番で設定が有効になります。
1. ホスト設定－ [ホストプロファイル]
タブ
2. ホスト設定－ [全般] タブ
3. グループプロパティ設定－ [ホスト
プロファイル] タブ
グループプロパティ設定などでテンプ
レートが設定されている場合は、テン
プレートから設定を引き継ぎます。
ライセンス

VMwareの仮想マシンサーバプロビ
ジョニングを実施するときの専用の設
定項目です。管理対象マシンのOSに
適用するライセンスを設定します。
複数に設定がある場合、以下の順番
で設定が有効になります。
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項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
1. ホスト設定－ [ホストプロファイル]
タブ
2. モデルプロパティ設定－ [ホストプ
ロファイル] タブ
3. グループプロパティ設定－ [ホスト
プロファイル] タブ
ライセンス
モード

管理対象マシンのOSに登録するライ
センスモードを設定します。ライセン
スモードには、同時接続サーバ数と
接続クライアントの2つを選択できま
す。同時接続サーバ数の場合は、同
時接続数を指定します。

Windows

VC

グループプロパティ設定などでテンプ
レートが設定されている場合は、テン
プレートから設定を引き継ぎます。
ワークグ
ループ or
ドメイン

管理対象マシンのOSがワークグル
ープに参加するか、ドメインに参加す
るかを設定します。

Windows

DPM、VC

参加グル
ープ / ド
メイン名

管理対象マシンのOSが参加するワ
ークグループ名、またはドメイン名を
設定します。

Windows

DPM、VC

ドメインア
カウント

管理対象マシンのOSがドメインに参
加する際に指定するドメインのアカウ
ントを設定します。

Windows

DPM、VC

ドメインパ
スワード

管理対象マシンのOSがドメインに参
加する際に指定するドメインのアカウ
ントのパスワードを設定します。

Windows

DPM、VC

ドメインサ
フィックス

管理対象マシンのOSが参加するドメ
インのドメインサフィックスを設定しま
す。

Linux

DPM、VC

Sysprep
応答ファイ
ル

固有情報の反映に使用するSysprep
応答ファイルを選択します。Sysprep
応答ファイルは、ホストプロファイルで
指定可能なもの以外の固有情報を設
定したいときに利用します。Sysprep
の応答ファイルについては、「1.4.9
Sysprep応答ファイル」を参照してくだ
さい。

Windows

DPM、VC

DPMの固有情報反映を使用す
る場合は、設定は無視され、同
時接続サーバ数 : 5の設定が使
用されます。上記の設定を変更
したい場合は、マスタマシン用の
DPMのパラメータファイルを作成
し、パラメータファイル上のライセ
ンスモードの設定を変更する必
要があります。

▪ DPMの固有情報反映を利用
する場合、対象のOSが
Windows Server 2008以降、
Windows Vista以降のみ利用可
能です。
▪ DPMの固有情報反映を利用
し、対象のOSがWindows
2000、Windows Server 2003、
Windows XPの場合は、設定は
無視されます。
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(4) ホストプロファイル－DNS / WINS 設定
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
優先 (プ
ライマリ)
DNS

管理対象マシンのOSに登録する優
先 (プライマリ) DNSを設定します。

Windows、

DPM、VC

Linux

▪ Windowsの場合、設定可能な
NICの数の上限は、下記の例外
を除き10です。
▪ DPMの固有情報反映を利用
し、対象のOSがWindows
Server 2008以降、Windows
Vista以降の場合は、設定可能
なNICの数の上限は8、対象の
OSがWindows 2000、Windows
Server 2003、Windows XPの場
合の上限は4です。
▪ Linuxの場合、設定可能なNIC
は1つです。複数のNICに設定が
ある場合は、最小番号のNICの
設定が使用されます。
▪ IPv4とIPv6の両方が設定可能
です。

代替 (セ
カンダリ)
DNS

管理対象マシンのOSに登録する代
替 (セカンダリ) DNSを設定します。

Windows、

ターシャリ
DNS

管理対象マシンのOSに登録するター
シャリDNSを設定します。

Linux

DPM、VC

上記 (優先 (プライマリ) DNSの
備考) 参照

DPM、VC

▪ 設定可能なNICは1つです。複
数のNICに設定がある場合は、
最小番号のNICの設定が使用さ
れます。

Linux

▪ IPv4とIPv6の両方が設定可能
です。
優先 (プ
ライマリ)
WINS

管理対象マシンのOSに登録する優
先WINSを設定します。

Windows

DPM、VC

▪ 設定可能なNICの数の上限
は、10です。
▪ DPMの固有情報反映を利用
し、対象のOSがWindows
Server 2008以降、Windows
Vista以降の場合は、設定可能
なNICの数の上限は8、対象の
OSがWindows 2000、Windows
Server 2003、Windows XPの場
合の上限は4です。
▪ IPv4のアドレスのみ設定可能
です。IPv6は設定できません。

代替 (セ
カンダリ)
WINS

管理対象マシンのOSに登録する代
替WINSを設定します。

Windows

DPM、VC

上記 (優先 (プライマリ) WINS
の備考) 参照
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(5) ホストプロファイル－拡張設定
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
コマンド

固有情報の反映後、最初に管理対象
マシンのOSにログオンするときに実
行するコマンドを設定します。2回目
以降のログオン時には実行されませ
ん。
固有情報反映やOSの種類により、コ
マンドが実行されるタイミングが異な
りますので、注意してください。
▪ DPMの固有情報反映の場合
対象マシンへの固有情報反映中に
行われるログオン時に実行されま
す。
▪ VCの固有情報反映の場合
- Windowsの場合、対象マシンへ
の固有情報反映後、ログオン時に実
行されます。ログオンはデフォルトで
は自動的に実行されませんが、変更
可能です。備考欄を確認してくださ
い。
- Linuxの場合、対象マシンへの固
有情報反映後のログイン時に実行さ
れますが、ログインは自動で実行さ
れないため、必要に応じて自動でロ
グインを行う必要があります。
コマンドは複数設定することができま
す。複数のコマンドの指定がある場
合は、設定順に実行されます。

Windows、
Linux

DPM、VC

DPMの固有情報反映を行う場
合は、以下の通り、対象のOS種
類により利用できない場合があ
ります。
▪ 対象のOSがWindows 2000、
Windows Server 2003、
Windows XPの場合は、設定は
無視されます。
VCの固有情報反映 (Windows
のみ) で、固有情報反映後、指
定のコマンドを自動実行する必
要がある場合は、レジストリキ
ー：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SO
FTWARE¥Wow6432Node¥NE
C¥PVM¥Provider¥VM¥VMwar
eの値：AutoLogonSetting (型は
DWORD) を変更してログオン
が自動で実行されるようにしてく
ださい。本設定は、Windows OS
に対してvCenter Serverによる
固有情報の適用を行う場合のみ
有効です。設定可能な値は以下
の通りです。既定値は0です。
▪ 0は自動ログオンしない
▪ 1はWindows Vista以降のクラ
イアントOSのみ自動ログオンす
る
▪ 2は自動ログオンする
また、Sysprep応答ファイルを使
用する場合は、上記の自動ログ
オンの指定は有効とならないた
め、Sysprep応答ファイル中の
Microsoft-Windows-Deployme
nt コンポーネントの
RunSynchronousタグに自動実
行するコマンドを追記する必要
があります。サンプルのSysprep
応答ファイルでは既に3つのコマ
ンドの記載があります。
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(6) ホストプロファイルで設定不可の項目
項目

説明

対応 OS 種類

利用可能な

(Windows /

固有情報反

Linux)

映

方

備考

法

(DPM / VC)
言語・ロ
ケール

管理対象マシンのOSに登録される
言語、ロケールの設定です。

Windows、
Linux

Windowsでは以下の詳細項目があり
ます。

DPM、VC

以下のように設定されます。
▪ VCの固有情報反映を行う場
合、テンプレート (マスタマシン)
の設定が引き継がれます。

▪ 入力ロケール (InputLocale)
入力言語や入力のための方法を
指定します。
▪ システムロケール (SystemLocale)

▪ WindowsでDPMの固有情報
反映を行う場合
▪ マスタマシンのパラメータ

非Unicodeプログラムの言語を指

ファイルがある場合、その

定します。

パラメータファイルの設定が

▪ 言語 (UILanguage)
ユーザインタフェースで使用するシ
ステム言語を設定します。

引き継がれます。
▪ OS名を指定する場合は、
インストールした

▪ 形式 (UserLocale)

SigmaSystemCenterの

日時、時刻、通貨、数字などの書
式を指定します。

媒体の言語が設定されま
す。
(日本語版の場合は日本
語、英語版の場合は英語)
▪ LinuxでDPMの固有情報反映
を行う場合、マスタマシンの設定
が引き継がれます。
Sysprep応答ファイルの使用に
より、明示的に指定することが可
能です。DPMの固有情報反映の
場合は、対象のOSはWindows
Server 2008以降、Windows
Vista以降です。サンプルファイ
ルをそのまま利用する場合は、
管理サーバの言語の設定と同じ
設定になります。
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DeploymentManager

SigmaSystemCenter

ネットワーク
IPアドレスプール

グループ設定

設定無しの場合、払い出されたIPで上書き

ホスト設定

テンプレート
OS設定

ホスト設定

ネットワーク

ホスト名

IPアドレス

ソフトウェア配布

管理者パスワード

プロダクトキー

ホストプロファイル

ホストプロファイル

・OS種別

優先

・OS名

パラメータファイル
・コンピュータ名
・MACアドレス
・パスワード
・OS種別

・Owner名

ホストプロファイル

・組織名
・プロダクトキー

・OS種別

ホストプロファイル
引

・OS種別

・タイムゾーン

OS設定

き

OS設定

・ライセンスモード

・OS名

継

・OS名

・アクティベーション
・使用者名
・会社名
・プロダクトキー
・言語設定
・ワークグループ/ドメイン
・NICの設定
・ネットワークサービス
・ネットワーククライアント
・タイムゾーン
・クライアントライセンス

引

・管理者アカウント
・管理者パスワード

ぎ

・管理者アカウント
・管理者パスワード

き

・Owner名

・Owner名

継

・組織名

・組織名

ぎ

・プロダクトキー

・プロダクトキー

・タイムゾーン

・タイムゾーン

・ライセンスモード

・ライセンスモード

・ワークグループ/ドメイン

・ワークグループ/ドメイン

・ドメインアカウント

・ドメインアカウント

・ドメインパスワード

・ドメインパスワード

・Sysprep応答ファイル

・Sysprep応答ファイル

DNS/WINS

DNS/WINS

・DNS

引

・DNS

・WINS

き

・WINS

拡張設定

継

拡張設定

・コマンド

ぎ

・コマンド

DPMの固有情報反映で、タイムゾーンの設定を行う場合、Sysprep
応答ファイルの設定が必要となる。
タイムゾーン、ライセンスモードについて、マスタマシンのパラメ

優先

Sysprep応答ファイル

ータファイルで設定可能。

1.4.3.

ホストプロファイル
ホストプロファイルは、管理対象マシンに割り当てる一連の固有情報をまとめた設定です。管
理対象マシンに固有情報を割り当てる場合は、ホスト名や IP アドレスのような一部の固有情
報を除き、ほとんどの固有情報はホストプロファイルで設定を行います。
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ホストプロファイルは、[運用] ビュー上のグループ、ホストの各階層で定義することができる
ため、業務の要件に合わせて柔軟な運用が可能です。複数のマシンに広範に適用したい設
定は、グループ層で設定を行い、個別に指定したいマシンにはホスト層で設定します。グル
ープ層で定義を行った場合は、グループ配下のすべてのホストに設定が引き継がれます。
ホスト設定では、上位から引き継がれた設定をそのまま使用するか、個別の設定を行うかを
カテゴリ別に選択することができます。
ホストプロファイルは、OS 設定、DNS / WINS 設定、拡張設定の 3 つのカテゴリがあります。
ホストプロファイルの設定を行う場合は、OS 設定の設定を必ず行う必要があります。OS 設
定を行わずに DNS / WINS 設定と拡張設定のみの設定を行うことはできません。
OS 設定は、ホストプロファイル以外のテンプレートでも設定を行うことができます。テンプレ
ートで OS 設定を行った場合は、グループ、ホストのホストプロファイルの OS 設定に設定が
引き継がれます。
各カテゴリに所属する固有情報、および各固有情報の詳細については、「1.4.2 イメージ展
開で適用可能な固有情報について」を参照してください。
ホストプロファイルの定義の方法は、次の 3 通りがあります。


グループプロパティ設定、またはホスト設定上で直接設定する
[運用] ビュー上のグループプロパティ設定、またはホスト設定の [ホストプロファイル]
タブ上でホストプロファイルを直接設定します。名前付きのホストプロファイルの設定は、
使用しません。



名前付きのホストプロファイルの設定を利用する
任意の定義済みの名前付きのホストプロファイルの設定を参照し、ホストプロファイルの
定義として利用します。名前付きのホストプロファイルは、複数のホストプロファイルの
設定から参照することができます。ホストプロファイルの設定を変更したい場合は、参照
先の名前付きのホストプロファイルの設定を変更する必要があります。名前付きのホス
トプロファイルを参照しているグループプロパティ設定、またはホスト設定上では、設定
内容を変更することはできません。



名前付きのホストプロファイルから設定をコピーする
任意の定義済みの名前付きのホストプロファイルから設定をコピーし、ホストプロファイ
ルを設定します。設定内容をコピーするだけのため、上記の名前付きのホストプロファイ
ルの設定を参照する方法と異なり、コピー後にグループプロパティ、またはホスト設定の
[ホストプロファイル] タブの設定内容を変更することができます。また、コピー後にコピ
ー元の名前付きのホストプロファイルの設定を変更しても、設定内容はコピー先に反映
されません。

名前付きのホストプロファイルは、[リソース] ビュー上のホストプロファイル一覧上で登録し
ます。作成の際、既に定義済みの名前付きのホストプロファイルから設定内容を参照して設
定することができます。
登録した名前付きのホストプロファイルは、グループプロパティ設定、またはホスト設定上で
設定内容を利用するか、コピーするかのどちらかの方法で使用します。グループプロパティ
設定上で利用する場合は、グループ配下のすべてのホスト設定のホストプロファイルに利用
した名前付きのホストプロファイルの設定が反映されます。
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名前付きのホストプロファイルの公開範囲について、次の 2 種類があります。


Public
公開範囲が限定されない名前付きのホストプロファイルです。[運用] ビューのグループ
プロパティ設定、またはホスト設定を操作可能なすべてのユーザが Public の名前付き
のホストプロファイルを利用することができます。



Private
指定のテナント配下のみで利用することができる名前付きのホストプロファイルです。名
前付きのホストプロファイルを作成するときに、割り当てるテナントを指定して利用しま
す。

次の図は、名前付きのホストプロファイルを利用して設定を行った場合のイメージです。

[リソース] ビュー上で作成し

・OS種別:Windows Server

たホストプロファイルをグル

・Public
・OS名:Windows 2008

ープ/ホスト設定上で、利用す

[運用] ビュー

OS設定

ることができる。

運用
業務A-Group

・Password:AdminPwd

業務A-Profile

利用

・Owner名:X-Company
・TimeZone:Tokyo
・Domain:Domain1.com

業務B-Group

dom-ac, dom-pwd
作成

利用

DNS/WINS
・PrimaryDNS:192.168.0.1

[リソース] ビュー
システムリソース

・OS種別:Linux

プロファイル

・Public
・OS名:Red Hat 6

ホストプロファイル
業務A-Profile

業務B-Profile

作成

OS設定
・Password:rootpwd

業務B-Profile

・Domain:Domain2.com

DNS/WINS
・PrimaryDNS:192.168.5.1

業務A-Group

マシン1

業務B-Group

マシン2

マシン3

マシン4

マシン5

マシン6
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1.4.4.

パラメータファイル
(セットアップ) パラメータファイルは、DeploymentManager で使用する固有情報が記述され
たファイルです。イメージ展開で DeploymentManager を使用した固有情報反映を行う場合、
一部の固有情報の反映のためにマスタマシンのパラメータファイルの作成が必要な場合が
あります。パラメータファイルは、ディスク複製用情報ファイルともいいます。パラメータファイ
ルは、イメージビルダを使用して作成します。
パラメータファイルは、次の表のように対象 OS の種類により作成する必要がある種類が異
なります。
対象 OS の種類

パラメータファイルの種類

備考

Windows Server 2012
以降、Windows 8以降

Windowsパラメータファイル (高速)

既存のWindowsパラメータファイ
ルは利用できません。

Windows Server 2008
Windows Vista
Windows 7

Windowsパラメータファイル (高速)

既存バージョンでWindowsパラメ
ータファイルを利用した環境からア
ップグレードした場合、Windowsパ
ラメータファイル (高速) への移行
を推奨しますが、Windowsパラメ
ータファイルのままでも利用可能で
す。

Windows 2000
Windows Server 2003
Windows XP

Windowsパラメータファイル

－

Linux

Linuxディスク複製パラメータファイル

－

SigmaSystemCenter では、イメージ展開で DeploymentManager の固有情報反映を行うと
き、ホストプロファイルなどの設定からイメージ展開の対象となる管理対象マシン用のパラメ
ータファイルが作成されます。
DeploymentManager は、そのパラメータファイルの内容を元に固有情報の反映の処理を行
います。
管理対象マシン用のパラメータファイルは、次の図のように、3 通りのパターンで自動作成さ
れるため、イメージビルダを使用して作成する必要はありません。下図の(2)、(3)のパターン
では、マスタマシン用のパラメータファイルや Sysprep 応答ファイルを、イメージ展開を行う前
に用意する必要があります。
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DeploymentManager

SigmaSystemCenter

(1)指定OS名に対応するフォーマットから自動作成
ホストプロファイル

パラメータファイルの既定フォーマット群

Windowsパラメータファイル(高速)

・OS名

or

～

Windowsパラメータファイル
or
Linuxディスク複製パラメータファイル

指定のOS名に対応するフォーマットを元にパラメータファイルが
自動作成される。パラメータファイルを意識する必要はない。

(2)マスタマシンのパラメータファイルから自動作成

ホストプロファイル

既定フォーマット群

Windowsパラメータファイル(高速)
or

マスタマシンの

Windowsパラメータファイル

パラメータファイル

・OS名
～

or
Linuxディスク複製パラメータファイル

管理サーバ上にマスタマシンのパラメータファイルがある場合は、
マスタマシンのパラメータファイルを元にパラメータファイルが
作成される。OS名の設定は無視される。

(3)Sysprep応答ファイルから自動作成
Windowsパラメータ
ファイル(高速)

ホストプロファイル
既定フォーマット群

・OS名
・Sysprep応答ファイル
～

マスタマシンの
パラメータファイル

Sysprep応答ファイル

Sysprep応答ファイルの指定がある場合は、Sysprep応答ファイル
を元にパラメータファイルが作成される。マスタマシンのパラメー
タファイルは無視される。Windows Vista以降で利用可能。

マスタマシン用のパラメータファイルや Sysprep 応答ファイルを用意する必要がある条件は、
設定対象の固有情報や対象の OS の種類などに依存します。以下の表を参照してください。
設定対象の固有情報

説明
Windows Server 2008 以 降 、

Windows 2000 、 Windows

以 降 の

Server 2003、Windows XP

Windows

Vista

Windows の場合
タイムゾーン、ライセンス
モード、コマンド以外のホ
ストプロファイルで指定可
能な固有情報、その他ホ
スト設定で指定可能な固
有情報

Linux の場合

の場合

ホストプロファイルでOS名を指定しない場合、マスタマシン用のパラメータファイルを用意
する必要があります。
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タイムゾーン
(既定値から変更する場
合)

Sysprep応答ファイルが利用可能
な場合、ホストプロファイルで指定
できます。OS名を指定する必要が
あります。使用するSysprep応答フ
ァイル中のTimeZoneタグに
{TIME_ZONE_NAME} を記述す
る必要があります。

マスタマシンのパラメータファ
イルに設定する必要がありま
す。

－

{TIME_ZONE_NAME} 以外の記
述を行った場合は、記述した内容
が固有情報として反映されます。
Sysprep応答ファイルを使用しない
場合、マスタマシンのパラメータフ
ァイルに設定する必要があります。
コマンド (指定する場合)

マスタマシンのパラメータファイル
では指定できないため、ホストプロ
ファイルでOS名を設定しない場
合、指定できません。

指定できません。

－

ライセンスモード

－

マスタマシンのパラメータファ
イルに設定する必要がありま
す。

－

Sysprep応答ファイルが利用可能
な場合、指定可能です。ホストプロ
ファイルで、OS名を設定し、
Sysprep応答ファイルを指定する
必要があります。

マスタマシンのパラメータファ
イルに設定する必要がありま
す。

指定できません。

指定できません。

指定できません。

(既定値から変更する場
合)
言語・ロケール
(既定値から変更する場
合)

Sysprep応答ファイルを使用しない
場合、マスタマシンのパラメータフ
ァイルに設定する必要があります。
言語・ロケール、ホストプ
ロファイルやホスト設定で
指定可能な固有情報以外
の固有情報
(既定値から変更する場
合)

1.4.5.

Sysprep応答ファイルで指定可能
な固有情報は、指定可能です。そ
れ以外の固有情報は設定できませ
ん。
ホストプロファイルで、OS名を設定
し、Sysprep応答ファイルを指定す
る必要があります。

マスタマシンセットアップシナリオ
マスタマシンセットアップシナリオは、イメージ展開のためにマスタマシンやレプリカ VM 上で
必要となる作業を自動化するシナリオで、Sysprep / LinuxRepSetUp 関連のファイルのコピ
ーや実行などの処理を自動で行います。マシンセットアップシナリオのパッケージやシナリオ
は Built-in シナリオとして、DeploymentManager に登録されているため、パッケージやシナ
リオの作成作業は必要ありません。
マスタマシンセットアップシナリオは、DeploymentManager による固有情報の適用を行うと
きに利用できます。展開対象の OS が以下のときに利用可能です。
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•

Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の Windows、または Linux の
場合

展開対象の OS が、以下のときは、マスタマシンセットアップシナリオを利用できないため、マ
スタマシン上で手動による準備作業を実施する必要があります。準備作業については、
「1.4.7 Sysprep の準備作業 ‐DPM の場合‐」を参照してください。
•

Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合

マスタマシンセットアップシナリオの実行方法は、対象環境やテンプレートの種類により、以
下の 2 つの方法があります。どちらの方法においてもマスタマシンセットアップシナリオを実
行する前に、マスタマシンに DPM クライアントをインストールする必要があります。


物理環境、または仮想環境で HW Profile Clone を行う場合
DeploymentManager 上でマスタマシンに対してマスタマシンセットアップシナリオを手
動で実行します。なお、SigmaSystemCenter の指定ソフトウェア配布の操作で、マス
タマシンセットアップシナリオを実行しないでください。指定配布ソフトウェア配布でマス
タマシンセットアップシナリオを実行した場合、正常に動作しません。



仮想環境で、Disk Clone、Differential Clone を行う場合
マスタマシンセットアップシナリオは、マスタ VM からレプリカ VM が作成されるときに自
動実行されます。SigmaSystemCenter 上でシナリオの指定は省略可能 (推奨) です。
指定を行う場合は、マスタ VM に対して "レプリカ作成時に配布" のタイミングでソフトウ
ェア配布が行われるように指定します。

Built-in シナリオとして DeploymentManager に登録されているマスタマシンセットアップシナ
リオは、対象の OS の種類や使用する Sysprep のオプションの違いにより、次の 3 種類があ
ります。Disk Clone、Differential Clone では、シナリオの指定を省略した場合、テンプレート
やイメージの設定から適切なシナリオが自動的に選択されて実行されます。


System_WindowsMasterSetup
展開対象の OS が Windows の場合に使用します。
Disk Clone、Differential Clone でシナリオの指定を省略する場合、テンプレートに設定
されている OS 種別が、Windows Client、または Windows Server の場合に実行されま
す。



System_WindowsMasterSetupVM
展開対象の OS が Windows Server 2012 以降、または Windows 8 以降の OS で、
Sysprep の「/mode:vm」オプションを指定する場合に使用します。「/mode:vm」オプショ
ンは、デバイス検出をスキップすることで、Sysprep 使用時における初回起動を高速化
するオプションです。
Disk Clone、Differential Clone でシナリオの指定を省略する場合、テンプレートに設定
されている OS 種別が、Windows Client、または Windows Server で、イメージに設定
されている [VM モード] が有効なときに実行されます。
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Sysprep の「/mode:vm」オプションの詳細については、Microsoft 社から下記資料を参
照してください。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh825033.aspx
なお、mode:vm を有効にすると管理対象マシンへ IP アドレスの固有情報反映が行わ
れないため、ホスト設定で明示的に IP アドレスを指定したり、IP アドレスプールを使用し
たりする必要がある場合は、本シナリオを利用しないでください。


System_LinuxMasterSetup
展開対象の OS が Linux の場合に使用します。
Disk Clone、Differential Clone でシナリオの指定を省略する場合、テンプレートに設定
されている OS 種別が、Linux の場合に実行されます。

マスタマシンセットアップシナリオにより、イメージ展開のために必要となるSysprep/
LinuxRepSetUp関連のコピーおよび実行などの手作業を省略することができる。
物理環境、または仮想環境でHW Profile Cloneを行う場合
Built-in

マスタマシン

マスタマシンセットアップシナリオ

マスタマシン

Sysprep/LinuxRepSetUp

固有情報有り

固有情報無し

シナリオ実行

ディスク
DPMクライアント

ディスク
Sysprep/LinuxRepSetUp

マスタマシンセットアップシナリオが利

マスタマシンセットアップシナリ

用できない場合、(主に)マスタマシン(マ

オを利用する時もDPMクライアン

スタVM)上で様々な手作業が必要になる。

DPMクライアント

トの事前インストールは必要

仮想環境でDisk Clone、Differential Cloneを行う場合
Built-in

マスタVM

マスタマシンセットアップシナリオ

レプリカVM(イメージ)

Sysprep/LinuxRepSetUp

固有情報有り

ディスク

テンプレート作成
イメージ作成

DPMクライアント

固有情報無し

ディスク
Sysprep/LinuxRepSetUp
DPMクライアント
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1.4.6.

Sysprep について
Sysprep (System Preparation Utility) は、Microsoft 社が提供する Windows OS を展開す
るためのツールです。Sysprep の利用により、マスタマシンのイメージを任意のマシンに複製
を実行したとき、複製先のマシン上で OS が利用可能な状態になるように固有情報を適用す
ることができます。
SigmaSystemCenter は、イメージ展開を行う際、Sysprep を使用してイメージ複製、展開を
行う以下の製品を使用します。使用する製品ごとに使用方法が異なります。


DeploymentManager (DPM)



vCenter Server (VC)

次のように管理対象の種類別に使用する製品が異なります。

製品

管理対象 / 展開方法の種類

DeploymentManager

物理マシン
Hyper-Vの仮想マシン
XenServerの仮想マシン
スタンドアロンESXiの仮想マシン
HW Profile Clone利用時

vCenter Server

VMwareの仮想マシン (HW Profile Cloneを除く)

Sysprep を使用すると、基本的に以下のような処理が行われます。
1.

展開元のマシンでマシン固有の情報の消去を行う。

2.

展開先のマシン上でマシン固有の情報の再設定や初期化を行う。

Sysprep が対象とするマシンの固有情報は、下記を始めとして様々な情報があります。


コンピュータ名



IP アドレス



プロダクトキー



セキュリティ識別子 (SID)

Sysprep の利用も含むイメージ展開作業は、基本的に以下のように作業を行います。管理
対象の種類別に手作業で行う必要がある部分や自動で行われる部分が異なります。
1.

マスタマシンを作成する

2.

マスタマシン上で Sysprep を実行し、マシンの固有情報を削除する
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3.

マスタマシンのイメージを作成する

4.

DPM / VC 上で複製・展開を行うための準備を行う

5.

マスタマシンのイメージの複製作業を行う。展開先でマシンの固有情報が再設定される

なお、ライセンス上の理由のため Sysprep の実行回数は制限されているので、同一イメージ
に対して何度も Sysprep を実行するような運用はできません (Vista、Windows Server
2008 の Volume ライセンスキーの場合は、3 回まで)。上記の問題が発生しない運用方法に
ついては、「1.4.12 イメージ展開の利用例 ‐物理マシン展開、HW Profile Clone (DPM)‐」
を参照してください。

1.4.7.

Sysprep の準備作業 ‐DPM の場合‐
(1) Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の Windows の場合
通常、Built-in のマスタマシンセットアップシナリオを利用して同様の作業を実行すること
ができるため、実施する必要はありません。
マスタマシン (マスタ VM) 上で下記を行います。
Administrator アカウントを有効にし、Administrator アカウントにログオンした状態で以
下の作業を行ってください。
1.

ワークグループに参加します。

2.

DPM の Sysprep モジュールをコピーします。
SigmaSystemCenter の媒体にある
¥DPM¥TOOLS¥ExpressSysprep¥Windows¥Copy-ExpressSysprep.vbs を実
行し、DPM の Sysprep 用モジュールをマスタマシンの C:¥Sysprep (システムドラ
イブが C:の場合) にコピーします。

3.

Sysprep フォルダ上の Express-Server.ini を設定します。
ServerIP は、DPM 管理サーバの IP アドレス、FTUnicastPort は、DPM 管理サー
バ側の FTUnicastPort の設定と同じポート番号を記載します。
FTUnicastPort の既定値は 26508 ですが、DPM 管理サーバ側で<インストールフ
ォルダ>¥PXE¥Images¥Port.ini にある FTUnicastPort の設定を変更している場合
は、記述を変更してください。
なお、SigmaSystemCenter 3.0 以前のバージョンから DPM 管理サーバをアップグ
レードした場合、DPM 管理サーバ側の設定値は 56023 となるため、設定変更が必
要です。

(2) Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合
マスタマシン (マスタ VM) 上で下記を行います。
1.

ワークグループに参加します。

2.

Administrator のパスワードを空にします。
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3.

4.

5.

DPM の Sysprep モジュールをコピーします。
-

SigmaSystemCenter
の
媒
体
に
あ
る
¥DPM¥TOOLS¥SYSPREP¥Windows¥COPYSYSPREP.VBS を 実 行 し 、
DPM の Sysprep 用モジュールをマスタマシンの C:¥Sysprep (システムドライ
ブが C:の場合) にコピーします。

-

COPYSYSPREP.VBS 実行時、プロダクトキーを指定します。

Microsoft Sysprep をコピーします。
-

Windows OS 媒 体 の ¥SUPPORT¥TOOLS¥DEPLOY.CAB
sysprep.exe と setupcl.exe を C:¥Sysprep にコピーします。

か ら

-

Windows OS 媒 体 の ¥SUPPORT¥TOOLS¥SUPPORT.CAB か ら
netdom.exe を、手順 3 で作成した Sysprep¥i386¥$OEM$¥$$¥SYSTEM32
にコピーします。

Sysprep フォルダ上の server.ini を設定します。
ServerIP は DPM 管理サーバの IP アドレス、FTUnicastPort は、DPM 管理サー
バ側の FTUnicastPort の設定と同じポート番号を記載します。
FTUnicastPort の既定値は 26508 ですが、DPM 管理サーバ側で<インストールフ
ォルダ>¥PXE¥Images¥Port.ini にある FTUnicastPort の設定を変更している場合
は、記述を変更してください。
なお、SigmaSystemCenter 3.0 以前のバージョンから DPM 管理サーバをアップグ
レードした場合、DPM 管理サーバ側の設定値は 56023 となるため、設定変更が必
要です。

1.4.8.

Sysprep の準備作業 ‐vCenter Server の場合‐
Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合、vCenter Server の管理サ
ーバ上で下記を行います。Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の場合は、こ
の作業は必要ありません。
1.

2.

Microsoft Sysprep のモジュールをダウンロードします。
•

Microsoft 社のダウンロードセンター

•

Windows OS 媒体¥SUPPORT¥TOOLS¥DEPLOY.CAB

Microsoft Sysprep を vCenter Server のインストールマシンにコピーします。
•

次に示すフォルダ下にあるサブフォルダに Sysprep のモジュールを展開します。
vCenter Server のインストールマシンが Windows Server 2003 の場合、コピー
先のフォルダは c:¥<ALLUSERSPROFILE>¥Application
Data¥Vmware¥VMware VirtualCenter¥sysprep (システムドライブが c:の場合)
です。<ALLUSERSPROFILE> は、通常 ¥Documents And Settings¥All
Users¥ です。
vCenter Server のインストールマシンが Windows Server 2008 の場合、コピー
先のフォルダは c:¥<ALLUSERSPROFILE>¥Vmware¥VMware
VirtualCenter¥sysprep です。<ALLUSERSPROFILE> は、通常
¥ProgramData¥ です。
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展開先のサブフォルダは次の通りです。それぞれのサブフォルダは各 OS 種類に
対応します。

•

1.4.9.

-

.¥2k¥

-

.¥xp¥

-

.¥svr2003¥

-

.¥xp-64¥

-

.¥svr2003-64¥

展開されるファイルは、OS の種類により異なります。

Sysprep 応答ファイル
(1) 概要
Sysprep 応答ファイルは、イメージ展開時に管理対象に適用する固有情報のカスタマイ
ズを行うためのファイルです。Sysprep 応答ファイルを使用することで、ホストプロファイ
ルで指定可能なもの以外の固有情報を管理対象マシンに対して適用することができま
す。Sysprep 応答ファイルは、vCenter Server、DeploymentManager を利用した固有
情報の反映で利用可能です。DeploymentManager を利用した固有情報の反映では、
管理対象の OS が Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合、利
用できません。
(2) 格納場所
Sysprep 応答ファイルは、下記のフォルダに置きます。oscustom フォルダ上にあるファ
イルは、ホストプロファイルの Sysprep 応答ファイルの設定を行うときに選択対象として
一覧に表示されます。
<SystemProvisioning のインストールディレクトリ>¥conf¥oscustom
Sysprep 応答ファイルをユーザ間で隠蔽化する必要がある場合は、次のように private
フォルダ配下のフォルダに Sysprep 応答ファイルを置きます。private フォルダ配下のリ
ソース管理 ID の名前が付いたフォルダに Sysprep 応答ファイルがある場合、同じ管理
ID が設定されたテナントにアクセスできる権限を持つユーザのみが private フォルダ配
下の Sysprep 応答ファイルを指定することができます。
<SystemProvisioning のインストールディレクトリ>¥conf¥oscustom¥private¥<リソース
管理 ID>
(3) 編集ツール
Sysprep 応答ファイルの編集は、Microsoft 社が提供するツールで行うことが可能で
す。
イメージ展開の対象の OS が Windows Server 2003 以前、Windows XP の場合、
"setupmgr" を使用します。Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の場合
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は、"Windows AIK" を使用します。setupmgr で作成された Sysprep 応答ファイルの拡
張子は、"inf" です。Windows AIK で作成された Sysprep 応答ファイルの拡張子は、
"xml" です。
上記ツール以外では、エディタで直接編集することも可能です。
上記ツールの使用方法や Sysprep 応答ファイルの記載方法については、下記の
Microsoft 社が提供する資料を参照してください。
•

setupmgr
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc780382(WS.10).aspx
http://support.microsoft.com/kb/302577/ja

•

Windows AIK
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd349343(WS.10).aspx

(4) サンプルファイルを利用した編集方法について
Sysprep 応答ファイルの編集の際、サンプルの Sysprep 応答ファイルを参考にしてくだ
さい。サンプルファイルには、ホスト設定やホストプロファイルなど SigmaSystemCenter
で設定できる管理対象マシンの固有情報の項目が、イメージ展開時に
SigmaSystemCenter の設定が反映されるように設定されています。
サンプルファイルは、SystemProvisioning のインストール時に下記のフォルダにインス
トールされます。
<SystemProvisioning のインストールディレクトリ>¥conf¥oscustom
•

sysprep_win2k8r2.xml : Windows Server 2008 R2 向けに作成。Windows AIK
を使用して作成。

•

sysprep_win7.xml : Windows 7 向けに作成。Windows AIK を使用して作成。

•

sysprep_win7x64.xml : Windows 7 (x86_64) 向けに作成。Windows AIK を使用
して作成。

•

sysprep_win2k3.inf : Windows Server 2003 向けに作成。setupmgr を使用して
作成。

•

sysprep_winxp.inf : Windows XP 向けに作成。setupmgr を使用して作成。

Windows AIK ではサンプルファイルを直接読み込むことができます。ツールを使用して
サンプルファイルを編集して新規に Sysprep 応答ファイルを作成することができます。た
だ し 、 ツ ー ル で [ フ ァ イ ル の 検 証 ] を 行 う と (5) の 説 明 に 記 載 し て あ る
SigmaSystemCenter が 独 自 に 使 用 す る タ グ <SscCustomAdminPassword> 、
<SscCustom> が存在しないと警告が発生します。本警告は無視して使用してくださ
い。
setupmgr ではサンプルファイルを直接読み込むことができないため、以下のいずれか
の方法で Sysprep 応答ファイルを作成してください。
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•

ツールで新規に Sysprep 応答ファイル作成後に、サンプルファイルや (5) の説明
を参考に直接エディタで編集します。

•

サンプルファイルをベースにカスタマイズしたい項目をエディタで編集します。カスタ
マイズ対象の項目の変更内容は、ツールを使用して確認することができます。

また、ホスト設定やホストプロファイルでプロダクトキーの指定を行わないとき、作成する
Sysprep 応答ファイルのプロダクトキー関連の記述を削除してください。
なお、Sysprep 応答ファイルに全角空白が含まれている場合、固有情報反映が正常に
行われない場合がありますので、エディタで編集を行う際は注意してください。また、
XML 形式で記載するため、"<"、">"、" " "、" ' "、"&" は、それぞれ&lt; &gt; %quot;
&apos; &amp; にエスケープする必要があります。
(5) SigmaSystemCenter の固有情報の設定について
Sysprep 応答ファイルの指定がある場合、SigmaSystemCenter は Sysprep 応答ファ
イルを使用して固有情報の適用を行うように動作します。Sysprep 応答ファイルの指定
がある場合、Sysprep 応答ファイル中に下記に説明する特別な設定がある場合を除き、
SigmaSystemCenter の固有情報の設定は無視されます。
SigmaSystemCenter の 固 有 情 報 の 設 定 が 無 視 さ れ な い よ う に す る た め に は 、
Sysprep 応答ファイル中の固有情報の設定を次の表に記載されている固有文字列を使
用して行う必要があります。前述のサンプルファイルでは、表の各項目が設定例として
記述されています。
Sysprep 応答ファイル中に記載された中括弧で囲まれたタグ (キー) の値は、固有情
報適用の処理が行われる際に SigmaSystemCenter の設定内容に置き換えられます。
例えば、Owner 名の場合、RegisteredOwner タグの値に {FULL_NAME} を指定する
と、SigmaSystemCenter のホストプロファイル上の Owner 名の設定内容に置き換えら
れます。{FULL_NAME} 以外の文字列を設定すると、Sysprep 応答ファイルに設定し
た値がそのまま Owner 名の設定として利用されます。
例外として、Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の場合、言語関連の設
定について同様の設定を行うと管理サーバで設定されている言語 (UILanguage) の
設定に置き換えられます。


Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降 (Windows Server 2008、
Windows7 など)

固有情報

タグ

値

備考

入力ロケール

InputLocaleタグ

{InputLocale}

システムロケ
ール
(SystemLocal
e)

SystemLocaleタグ

{SystemLocale}

各タグに {InputLocale}、
{SystemLocale}、
{UILanguage}、{UserLocale}
を設定している場合、管理サー
バで設定されている言語
(UILanguage) の設定に置き
換えられます。

言語
(UILanguage)

UILanguageタグ

{UILanguage}

(InputLocale)
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固有情報

タグ

値

備考

形式
(UserLocale)

UserLocaleタグ

{UserLocale}

管理者パスワ
ード

UserAccountsタグ

<SscCustomAdminPassword
/>

{ADMIN_PASSWORD} と同
時に記載できません。

タイムゾーン

TimeZoneタグ

{TIME_ZONE_NAME}

※タイムゾーンコードの文字列

プロダクトキー

ProductKeyタグ

{PRODUCT_KEY}

ホスト設定やホストプロファイ
ルでプロダクトキーの指定を行
わない場合は、ProductKeyタ
グを削除してください。

ホスト名

ComputerNameタグ

{HOST_NAME}

Owner名

RegisteredOwnerタグ

{FULL_NAME}

組織名

RegisteredOrganizationタグ

{ORG_NAME}

ワークグルー
プ名

Identificationタグ －
JoinWorkgroupタグ

{JoinWorkgroup}

ワークグループに参加する場
合、ドメインのタグの記述があ
るとエラーになるので、ドメイン
の設定を削除してください。
サンプルファイルでは、ドメイン
の設定は記述されていませ
ん。

ドメイン名

Identificationタグ －
JoinDomainタグ

{DOMAIN_NAME}

Identificationタグ －
Credentialsタグ － Domainタ
グ

{DOMAIN_NAME}

ドメインアカウ
ント

Identificationタグ －
Credentialsタグ － Username
タグ

{DOMAIN_ADMIN}

ドメインパスワ
ード

Identificationタグ －
Credentialsタグ － Password
タグ

{DOMAIN_ADMIN_PASSWO
RD}

拡張設定 / コ
マンド

<component
name="Microsoft-Windows-Sh
ell-Setup" ～> タグ

<SscCustom>RUN_ONCE</
SscCustom>

IPアドレス

<component
name="Microsoft-Windows-TC
PIP" ～>タグ

<SscCustom>NETWORK_A
DAPTER</SscCustom>

DNS

<component
name="Microsoft-Windows-DN
S-Client" ～>タグ

<SscCustom>DNS_LIST</S
scCustom>

WINS

component
name="Microsoft-Windows-Net
BT" ～>タグ

<SscCustom>WINS_LIST</
SscCustom>

ドメインに参加する場合、ワー
クグループのタグの記述があ
るとエラーになるので、ワーク
グループの設定を削除してくだ
さい。
サンプルファイルでは、ドメイン
の設定は記述されていないた
め、ホストプロファイルの設定
を有効にするためには、サンプ
ルファイルにタグの記述を追加
する必要があります。
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Windows Server 2003 以前 (Windows XP など)

固有情報

セクション

キー

値

管理者パ
スワード

[GuiUnattended]

AdminPassword

{ADMIN_PASSWORD}

TimeZone

{TIME_ZONE_CODE}

ProductKey

{PRODUCT_KEY}

Owner名

FullName

{FULL_NAME}

組織名

OrgName

{ORG_NAME}

ホスト名

ComputerName

{HOST_NAME}

JoinWorkgroup

{WORKGROUP_NAME}

タイムゾー
ン
プロダクト
キー

ワークグル
ープ名

[UserData]

[Identification]

備考

ホスト設定やホストプロファイルで
プロダクトキーの指定を行わない
場合は、ProductKeyの行を削除
してください。

ワークグループに参加する場合、
ドメインのキーの記述があるとエ
ラーになるので、ドメインの設定
を削除してください。
サンプルファイルでは、ドメインの
設定は記述されていません。

ドメイン名

JoinDomain

{DOMAIN_NAME}

ドメインアカ
ウント

DomainAdmin

{DOMAIN_ADMIN}

ドメインパ
スワード

DomainAdminPa
ssword

{DOMAIN_ADMIN_PASS
WORD}

サンプルファイルでは、ドメインの
設定は記述されていないため、ホ
ストプロファイルの設定を有効に
するためには、サンプルファイル
にキーの記述を追加する必要が
あります。

AutoMode

{LICENSE_MODE}

サーバ系OSの場合

AutoUsers

{PER_SERVER}

サーバ系OSの場合

Command* (*は
数字)

{RUN_ONCE}

IPアドレス

IPAddress

DNS

DNSServerSear
chOrder

WINS

WINSServerList

IPアドレスとDNS / WINS
については、
SigmaSystemCenterの設
定を置き換えることができ
ません。

ライセンス
モード

[LicenseFilePrint
Data]

ドメインに参加する場合、ワーク
グループのキーの記述があると
エラーになるので、ワークグルー
プの設定を削除してください。

(PerServer
/ PerSeat)
ユーザ数
拡張設定 /
コマンド

[GuiRunOnce]

※Sysprep応答ファイルにIPアド
レスとDNS / WINSの設定がある
とSigmaSystemCenterの設定が
無視されます。IPアドレスとDNS /
WINSの設定をしないようにしてく
ださい。

(6) Sysprep 応答ファイルの利用における留意事項
Sysprep 応答ファイルの利用時における注意事項について、説明します。
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1.

プロダクトキーの指定がない場合、固有情報反映の動作が停止する問題の対処
方法
ホスト設定やホストプロファイルでプロダクトキーの指定を行わないとき、Sysprep
応答ファイルに以下の記述がある場合は削除してください。
-

Sysprep 応答ファイルの拡張子が inf の場合
ProductKey={PRODUCT_KEY}

-

Sysprep 応答ファイルの拡張子が XML の場合
<ProductKey>{PRODUCT_KEY}</ProductKey>

上記の記述は、SigmaSystemCenter がホスト設定やホストプロファイルにあるプ
ロダクトキーの指定を置き換えるために使用するものです。SigmaSystemCenter
で提供する Sysprep 応答ファイルのサンプルファイルに記述されています。
ホストプロファイルにプロダクトキーの指定がなく、ProductKey タグ / キーに
{PRODUCT_KEY} の記述がある場合、固有情報反映の処理中にプロダクトキー
の入力画面が表示されるため、自動処理が停止する問題が発生します。この問題
を回避するために、上記のように、プロダクトキー関連の記述を削除する必要があ
ります。
2.

Sysprep 応答ファイルにパスワード情報が記録されることの対処方法
パスワードの情報は、他のホストプロファイルの設定と同様に Sysprep 応答ファイ
ル中に平文で置き換えられます。
vCenter Server で固有情報反映を行う場合、既定では Sysprep 応答ファイルを削
除する処理が実行されないため、固有情報反映後に削除を行う必要があります。
サンプルファイルでは、SetupComplete.cmd を利用して 固有情報反映の処理が
終わるときに Sysprep 応答ファイルが格納された Sysprep フォルダを削除するよう
に設定されています。
Microsoft-Windows-Deployment コンポーネントの RunSynchronous タグで下記
を実行するように記載されています。
cmd.exe /c "mkdir %WINDIR%¥Setup¥Scripts"
cmd.exe /c "echo for %%i in
(%SystemDrive%¥Sysprep¥Autorun¥*) do cmd /c "%%i"
> %WINDIR%¥Setup¥Scripts¥SetupComplete.cmd"
cmd.exe /c "echo if not
exist %systemdrive%¥sysprep¥deplan.exe rd /s
/q %systemdrive%¥sysprep
>> %WINDIR%¥Setup¥Scripts¥SetupComplete.cmd"
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上記では、Sysprep¥Autorun フォルダにあるスクリプトを実行後、Sysprep フォル
ダを削除する処理が動作するように、SetupComplete.cmd ファイルが作成されま
す。
なお、Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の場合は、ゲスト OS 内
の
%WINDIR%¥Setup¥Scripts、%WINDIR%¥Setup¥Scripts¥SetupComplete.cm
d が削除されないため、手作業で削除してください。
3.

ユーザ作成画面による固有情報反映の動作停止問題の対処方法 (Windows
Vista、Windows 7)
Windows Vista、Windows 7 などクライアント系 OS の場合、固有情報反映中に新
規ユーザを作成する画面が表示され、自動処理が停止します。そのため、実行し
た操作がエラーで終了します。
本問題に対応するためには、新規ユーザ作成の画面がスキップされるように、使
用するユーザの設定を Sysprep 応答ファイルに記述する必要があります。
サンプルファイルでは、Microsoft-Windows-Shell-Setup コンポーネントの
UserAccounts タグで Administrator を作成するように設定されています。
<LocalAccounts>
<LocalAccount wcm:action="add">
<Group>Administrators</Group>
<Name>Administrator</Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>

1.4.10. LinuxRepSetUp
LinuxRepSetUp とは、DeploymentManager が提供する Linux OS を展開するためのツー
ルです。LinuxRepSetUp の利用により、マスタマシンのイメージを任意のマシンに複製を実
行したとき、複製先のマシン上で OS が利用可能な状態になるように固有情報を適用するこ
とができます。SigmaSystemCenter では、Linux の管理対象マシンに対するイメージ展開に
おいて、DeploymentManager の固有情報の反映を行うときに LinuxRepSetUp を使用しま
す。
LinuxRepSetUp が必要となる管理対象の種類は、DeploymentManager の固有情報の反
映機能を利用する管理対象の種類に限ります。


物理マシン



XenServer の仮想マシン



KVM の仮想マシン



スタンドアロン ESXi の仮想マシン



VMware の仮想マシン (HW Profile Clone 利用時のみ)
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LinuxRepSetUp を使用すると、基本的に以下のような処理が行われます。
1.

展開元のマシンでマシン固有の情報の消去を行う

2.

展開先のマシン上でマシン固有の情報の再設定を行う

LinuxRepSetUp が対象とするマシンの固有情報は、下記を始めとして様々な情報がありま
す。


ホスト名



IP アドレス



DNS 設定

LinuxRepSetUp の利用も含むイメージ展開作業は、基本的に以下のように作業を行います。
管理対象の種類別に手作業で行う必要がある部分や自動で行われる部分が異なります。
1.

マスタマシンを作成する

2.

マスタマシン上で LinuxRepSetUp を実行し、マシンの固有情報を削除する

3.

マスタマシンのイメージを作成する

4.

DeploymentManager 上で、複製・展開を行うための準備を行う

5.

マスタマシンのイメージの複製作業を行う。展開先でマシンの固有情報が再設定される

1.4.11. システムカスタマイズシナリオ
システムカスタマイズシナリオは、個別の固有情報の設定を変更するためのシナリオです。
通常のイメージ展開の処理では、管理対象マシンに指定の固有情報を反映させるために、
イメージの展開や Sysprep などの処理の実行が必要となりますが、システムカスタマイズシ
ナリオでは起動中の管理対象マシンに対して、個別の固有情報に関する設定変更を行うだ
けの処理しか実行しないため、一部の固有情報について簡易に変更を行いたい場合に有用
です。
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管理サーバ

管理対象マシン

固有情報の変更内容を、
実行時の引数で、指定し
て実行する。

システムカスタマイズシナリオ

変更対象の設定

DPMクライアント

ホスト名、IPアドレス
/DNS/WINS、管理者

パッケージ

パスワード

システムカスタマイズシナリオ

パッケージ
変更

転送

システムカスタマイズシナリオは、ホスト名、IP アドレス / DNS / WINS、管理者パスワードの
変更で利用可能です。アプリケーション / パッチ配布の機能を利用するため、変更対象の
管理対象マシンは既に構築済みで、DPM クライアントが動作している必要があります。
直接シナリオの実行をする以外では、スタンドアロン ESXi、Hyper-V 環境でインポートありの
指定で新規リソース割り当ての操作を実行するときに、システムカスタマイズシナリオが使用
されます。
変更可能な固有情報や使用するシナリオは以下の表の通りです。使用方法の詳細は、
「DeploymentManager リファレンスガイド」を参照してください。

変更対象の固有情報

説明

ホスト名

以下のBuilt-inシナリオが利用可能です。Windows用とLinux用の2つがあ
ります。
▪ System_WindowsChgHostName
▪ System_LinuxChgHostName
なお、System_WindowsChgHostNameは、デフォルトでパッケージ実行
後に再起動を行う設定になっていますが、設定を変更する必要がありま
す。デフォルトの設定のまま使用するとエラーになる場合があります。
DeploymentManagerのWebコンソールで、シナリオの設定を変更してくだ
さい。[パッケージ] － [実行後動作設定] － [パッケージ実行後に再起動
を行う] の設定をオフにします。
再起動しない限り変更は有効になりませんので、シナリオ実行後、必要に
応じて管理対象マシンの再起動を行ってください。

IPアドレス / DNS / WINS

以下のBuilt-inシナリオが利用可能です。Windows用とLinux用の2つがあ
ります。IPv4のアドレスのみに対応しています。IPv6のアドレスは指定でき
ません。
▪ System_WindowsChgIP
▪ System_LinuxChgIP
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変更対象の固有情報

説明
IPアドレス以外にサブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定できます。
また、DNSとWINSの設定も可能です。
IPアドレスについては、設定の追加、変更、削除を行うことが可能です。

管理者パスワード

以下のBuilt-inシナリオが利用可能です。Windows用とLinux用の2つがあ
ります。
▪ System_WindowsChgPassword
▪ System_LinuxChgPassword

なお、VM インポートの操作などで、操作直後にマシンの IP アドレスの重複が起きていた場
合 (固定 IP アドレスを設定したエクスポート元の仮想マシンが起動状態になっているなど)、
システムカスタマイズシナリオによる固有情報の設定が失敗します。IP アドレスが重複して
いるマシンの電源を一時的に落とすか、あらかじめ IP アドレスを変更するなどの対応を行っ
てください。

1.4.12. イメージ展開の利用例 ‐物理マシン展開、HW Profile Clone
(DPM)‐
物理マシンや HW Profile Clone の場合、DeploymentManager を使用してバックアップ機能
により取得したマスタマシンの展開型ディスクイメージを使用して、DeploymentManager の
リストア機能と DeploymentManager の固有情報の反映機能により、イメージ展開を行いま
す。
DeploymentManager のバックアップ・リストアの機能を利用して OS がインストールされた状
態にセットアップするため、本動作のことを "ディスク複製 OS インストール" と呼びます。
DeploymentManager の Sysprep の処理は、イメージ作成時と展開時 2 回実行します。
Sysprep の処理には実行回数の制限があるため、Sysprep の実行回数の制限を回避する
運用を行う必要があります。
以下の図の 6 のように展開型ディスクイメージ作成後、Sysprep 実行前の状態のフルバック
アップイメージをリストアして Sysprep 実行前の状態に保つ運用で回避してください。
Sysprep の動作タイミングは、青下線部分です。展開元の固有情報削除のときは、Sysprep
を手動で実行する必要があります。
DeploymentManager のシナリオで指定する展開型ディスクイメージのファイル名は、展開
先のマシンのマシン名と MAC アドレスと UUID が付加されないように設定する必要がありま
す。
(1) Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の Windows、または Linux の場
合
マスタマシンセットアップシナリオを使用します。マスタマシンセットアップシナリオにより、
Sysprep や LinuxRepSetUp 関連の作業を省略することができます。
図中の仮想化基盤エージェントは、VMware では "VMware Tools"、Hyper-V では
"Hyper-V 統合サービス" です。
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SigmaSystemCenter

DeploymentManager

6

5

マスタマシンの更新の準備

１
マスタマシンの準備、フルバックアップ
・マスタマシンをDPMに登録する。
・仮想化基盤エージェント(仮想のみ)、DPMク
ライアント、ESMPRO/SA(物理のみ)のイン
ストール
・Sysprep/LinuxRepSetUp実行前の状態を保
存するために、マスタマシンをフルバックアッ
プする。

マスタマシン

・リソース割り当て操作でホス

更新を行うために、フルバックア

トにマシンを割り当てる。仮

ップしたイメージをマスタマシン

想マシンの場合は新規リソー

にリストアし、Sysprep/LinuxR

ス割り当てを実行する。展開

epSetUp実行前の状態に戻す。

先マシンにイメージのリスト

・リストアしてパッチ適用などの更

アを行った後、展開先マシン

新を行った後、1のフルバックアッ

上で自動的にホストの固有情

プの手順から再度展開が可能。

報が再設定される。

２
マスタマシンセットアップ

仮想化基盤エージェント(仮想のみ)
DPMクライアント

Sysprep/LinuxRepSetUp

フルバックアップ

固有情報有り

固有情報無し

仮想化基盤エージェント(仮想のみ)

ESMPRO/SA(物理のみ)

DPM管理サーバ

展開先マシン

マスタマシン

固有情報有り

1

リソース割り当て

・マスタマシンにパッチ適用などの

３

4

5

バックアップ リストア

仮想化基盤エージェント(仮想のみ)
Sysprep/LinuxRepSetUp

DPMクライアント

DPMクライアント

ESMPRO/SA(物理のみ)

ESMPRO/SA(物理のみ)

リストア

DPM管理サーバ

6
固有情報有り

固有情報無し
バックアップ
イメージデータ

フルバックアップ
イメージデータ

SigmaSystemCenter

DeploymentManager

DeploymentManager

Built-in

マスタマシンセットアップシナリオ

2

Sysprep/LinuxRepSetUp

DPM上でマスタマシンセットア
ップシナリオ実行
・マスタマシンセットアップシナリ
オを実行する。Sysprep/LinuxRe
pSetUp関連のファイルのコピー/
実行が行われ、実行後、マスタマシ
ンＯＳの固有情報は削除され、マス
タマシンの電源はOffになる。
・SSCから指定ソフトウェア配布に
よるシナリオ実行は不可。

3

DPM上でバックアップ実行、リス
トアシナリオ準備
・バックアップシナリオを登録し、マス
タマシンに割り当てる。
・マスタマシンのバックアップのシナリ
オを実行する。DPM管理サーバ上にバ
ックアップイメージが作成される。

・展開先のマシンをDPMに登録する。
・リストアシナリオを作成する。
・4で作成するホストプロファイルでOS
名の設定を省略する場合、マスタマシ

4
SSC上での[運用]ビュー設定
・展開先マシンを[リソース]ビュ
ーに登録
・[仮想]ビューでテンプレートを
作成(仮想のみ)
・グループ設定を作成
・ホスト設定を作成
・ホストプロファイルを作成
・3で作成したシナリオを割り当
てる。

ンのパラメータファイルを作成する。

(2) Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合
マスタマシンセットアップシナリオを使用しない場合の方法です。
図中の仮想化基盤エージェントは、VMware では "VMware Tools"、Hyper-V では
"Hyper-V 統合サービス" です。
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DeploymentManager

SigmaSystemCenter

6

１
マスタマシンでのSysprepの準備、フル

マスタマシンの更新の準備

バックアップ

・マスタマシンにパッチ適用など

5

リソース割り当て

・マスタマシンをDPMに登録する。

の更新を行うために、フルバッ

・リソース割り当て操作でホス

・仮想化基盤エージェント(仮想のみ)、DPMク

クアップしたイメージをマスタ

トにマシンを割り当てる。仮

ライアント、ESMPRO/SA(物理のみ)のイン

マシンにリストアし、Sysprep

想マシンの場合は新規リソー

実行前の状態に戻す。

ス割り当てを実行する。展開

ストール
・Sysprep関連ファイルコピーや設定ファイル
の編集、パスワードの設定などを行う。
・Sysprep実行前の状態を保存するために、マ
スタマシンをフルバックアップする。

マスタマシン

・リストアしてパッチ適用などの

先マシンにイメージのリスト

更新を行った後、1のフルバック

アを行った後、展開先マシン

アップの手順から再度展開が可

上で自動的にホストの固有情

能。

報が再設定される。

展開先マシン

マスタマシン

固有情報有り

固有情報有り

固有情報無し

２
Sysprep

仮想化基盤エージェント(仮想のみ)

仮想化基盤エージェント(仮想のみ)

Sysprep

Sysprep

DPMクライアント
ESMPRO/SA(物理のみ)

1

フルバックアップ

4

5

仮想化基盤エージェント(仮想のみ)
DPMクライアント

ESMPRO/SA(物理のみ)

ESMPRO/SA(物理のみ)

DPM管理サーバ

6

固有情報無し
バックアップ

固有情報有り

イメージデータ

フルバックアップ

DeploymentManager

SigmaSystemCenter

イメージデータ

3
2

DPM上でバックアップ実行、リストア
シナリオ準備

Sysprepの実行
・Sysprepを手動で実行す

・バックアップシナリオを登録し、マスタマ
シンに割り当てる。

る。Sysprep実行後、マ

・マスタマシンのバックアップのシナリオを

スタマシンＯＳの固有情

実行する。DPM管理サーバ上にバックア

報は削除され、マスタマ

ップイメージが作成される。

シンの電源はOffになる。

Sysprep

DPMクライアント

リストア

DPM管理サーバ

３

バックアップ リストア

・展開先のマシンをDPMに登録する。
・リストアシナリオを作成する。
・4で作成するホストプロファイルでOS名
の設定を省略する場合、マスタマシンのパ

4

SSC上での[運用]ビュー設定
・展開先マシンを[リソース]ビュー
に登録
・[仮想]ビューでテンプレートを作
成(仮想のみ)
・グループ設定を作成
・ホスト設定を作成
・ホストプロファイルを作成
・3で作成したシナリオを割り当て
る。

ラメータファイルを作成する。
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1.4.13. イメージ展開の利用例 ‐Full Clone、Differential Clone、Disk
Clone (Sysprep、vCenter Server)‐
VMware の仮想マシン (vCenter Server 管理) に対して、Full Clone、Differential Clone、
Disk Clone を行う場合は、vCenter Server によるイメージのコピーや固有情報の適用を利
用して、イメージ展開を行います。
Sysprep は、青下線部分のタイミングで自動的に動作します。
SigmaSystemCenter

１

マスタVMでのSysprepの準備

4

下記を実施後にスナップショットを作成す
る。(Full CloneとDisk Cloneは、スナッ

新規リソース割り当て
・新規リソース割り当て操作でVM

プショット作成は不要)

を作成する。ベースのイメージか

・MicrosoftのSysprep 関 連フ ァイ ルを

らVMが作成された後、VM上で

VC管理サーバにコピー

自動的にSysprepが実行され、

・VMwareTools、DPMクライアントのイ

VMの固有情報が消去される。そ

ンストール・設定

の後、固有情報の再設定が行われ

・上記作業後、マスタVMを電源Offする。

る。

Disk Clone、Differential Cloneの場合
イメージ(レプリカVM)
２

マスタVM

固有情報有り

コピー

固有情報有り

３

４

コピー or 差分抽出

VM
固有情報有り

DPMクライアント

VMwareTools

1
DPMクライアント

VMwareTools
スナップショット

Full Cloneの場合
２
作成

DPMクライアント

ジ展開は可能です。

DPMクライアント

VMwareTools
SigmaSystemCenter

2

Sysprep

固有情報有り

※DPMクライアントは処理で使
用されないため、なくてもイメー

３
４
コピー

テンプレート

VMwareTools

SigmaSystemCenter

3
SSCからテンプレート(イメー
ジ)作成
・指定したマスタVMのスナップシ

SSC上での[運用]ビュー設定
・マシン種別がVMのグループ設
定を作成
・ホスト設定を作成

ョット、または、マスタVMのク

・ホストプロファイルを作成

ローンから、テンプレート (イメ

・2で作成したテンプレートを割

ージ)作成を行う。

り当てる。
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1.4.14.

イ メ ー ジ 展 開 の 利 用 例 ‐ Differential Clone 、 Disk Clone
(DPM)‐
下記種類の仮想マシンを対象とする場合、仮想化基盤製品による イメージのコピーと
DeploymentManager による固有情報の反映を利用してイメージの展開を行います。


Hyper-V



KVM



XenServer



スタンドアロン ESXi

DeploymentManager による固有情報の反映では、Sysprep の実行回数の制限を注意する
必要がありますが、後述の図のように操作を行うことにより、Sysprep の実行が常にレプリカ
VM に対して実行され、マスタ VM が Sysprep 未実行の状態に保たれるため、Sysprep の実
行回数の制限を注意する必要がなくなります。Sysprep / LinuxRepSetUp は青下線部分の
タイミングで自動的に動作します。
OS の種類の違い (マスタマシンセットアップシナリオの使用可否) により、必要な準備作業
はより簡略化されます。
(1) Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降の Windows、または Linux の場
合
マスタ マシ ン セットア ップシナリオを利用し ます。 Sysprep 関連ファ イルの準備 や
Sysprep の呼び出しを行うスクリプト (execsysprep.bat) の登録など、(2) で必要とな
る作業が必要ありません。
ただし、Red Hat Enterprise Linux 6 の場合、図の手順「1. マスタ VM での準備」で、下
記のマスタ VM の OS コンフィグ設定の変更が必要です。
1.

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules を削除

2.

/etc/rc.d/rc.local に以下のコマンドの実行を行う行を追加。
rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

3.

/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth*の HWADDR=の行を削除

図中の仮想化基盤エージェントは、VMware では "VMware Tools"、XenServer では
"XenServer Tools" 、 Hyper-V で は "Hyper-V 統 合 サ ー ビ ス " 、 KVM で は
"qemu-guest-agent" です。
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SigmaSystemCenter

4

SSCからテンプレート(イメージ)作成
・マスタVM(のスナップショット)から、テ
ンプレート (イメージ)作成を行う。レプ

１

SigmaSystemCenter

5

SSC上での[運用]ビュー設定

マスタVMでの準備

リカVM作成後、レプリカVMに対してマ

・マシン種別がVMのグループ設

下記を実施後にスナップショットを

スタマシンセットアップシナリオが自動

定を作成。DPMサーバの指定が

作成する。(Disk Cloneの場合、ス

実行される。レプリカVMにDPMクライア

ナップショット作成は不要)

ントがインストールされ、

・ホスト設定を作成

・DPMクライアント、仮想化基盤エ

Sysprep/LinuxRepSetUpはコピー後

・ホストプロファイルを作成

実行される。Sysprep/LinuxRepSetUp

・4で作成したテンプレートをグ

ージェントのインストール

必要。

ループに割り当てる。

の実行によりレプリカVMの固有情報が削

・上記作業後、マスタVMを電源Off

除された状態になる。

する。

マスタVM

イメージ(レプリカVM)

4
コピー

固有情報有り

固有情報無し

1

５

固有情報有り

２
３

Sysprep/LinuxRepSetUp

Sysprep/LinuxRepSetUp

DPMクライアント

スナップショット

仮想化基盤エージェント

仮想化基盤エージェント

仮想化基盤エージェント

VM

6

コピー or 差分抽出

DPMクライアント

DPMクライアント

DeploymentManager

SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter

Built-in

マスタマシンセットアップシナリオ
Sysprep/LinuxRepSetUp

2

DPMの準備
・マスタVMを登録する。
・マスタマシンセットアップシナリオ
の実行対象はレプリカVMのため、マ
スタVMに対して実行不可。

3

SSC上でのマスタVM設定
・マスタVMを[リソース]ビューに
登録する。

6

新規リソース割り当て
・新規リソース割り当て操作で
VMを作成する。レプリカVM

・ソフトウェア配布の設定の必要は

からイメージをコピー後、

ない。設定省略時、Built-inシナリ

VM上で自動的 にVMの固 有

オであるマスタマシンセットアッ

情報が再設定される。

プシナリオが実行される。

(2) Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP の場合
下図の赤下線のように、展開元となるレプリカ VM 上での Sysprep の呼び出しを行うス
クリプト (execsysprep.bat) を DeploymentManager、SigmaSystemCenter に登録す
る作業が必要です。
スクリプト execsysprep.bat は、<SystemProvisioning のインストール先>¥opt にインス
トールされます。
図中の仮想化基盤エージェントは、VMware では "VMwareTools"、XenServer では
"XenServer Tools"、Hyper-V では "Hyper-V 統合サービス" です。
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SigmaSystemCenter
SigmaSystemCenter

4

１

SSCからテンプレート(イメージ)作

マスタVMでのSysprepの準備

成

下記を実施後にスナップショットを

・マシン種別がVMのグループ設

テンプレート (イメージ)作成を行う。

ナップショット作成は不要)

定を作成。DPMサーバの指定が

レプリカVM作成後、3.で登録した

・DPMクライアント、仮想化基盤エ

必要。

execsysprep.batがレプリカVM上で

ージェントのインストール

・ホスト設定を作成

自動実行される。そして、

・Sysprep関連ファイルコピーや設

・ホストプロファイルを作成

execsysprep.batからレプリカVM上

定ファイルの編集、パスワードの

・4で作成したテンプレートをグ

にあるSysprepが自動実行される。

設定などを行う。

ループに割り当てる。

Sysprep実行によりレプリカVMの固

・上記作業後、マスタVMを電源Off

有情報が削除された状態になる。

する。

固有情報有り

SSC上での[運用]ビュー設定

・マスタVM(のスナップショット)から、

作成する。(Disk Cloneの場合、ス

マスタVM

5

イメージ(レプリカVM)

4
コピー

固有情報無し

５

VM

6

コピー or 差分抽出

固有情報有り

1
２
３

仮想化基盤エージェント
Sysprep DPMクライアント

スナップショット

仮想化基盤エージェント

仮想化基盤エージェント

Sysprep DPMクライアント

Sysprep DPMクライアント

execsysprep.bat

execsysprep.bat

DeploymentManager

SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter

execsysprep.bat

2

DPMの準備
・Sysprep を実行するexecsyspr
ep.batのパッケージをイメージビ

3

SSC上でのマスタVM設定
・マスタVMを[リソース]ビューに
登録する。

6
新規リソース割り当て
・新規リソース割り当て操作で
VMを作成する。レプリカVM

・マスタVM・マシン設定のソフト

からイメージをコピー後、

ウェアタブで、2 で登録したソフ

VM上で自動的にVMの固有

・マスタVMを登録する。

トウェア(execsysprep.batの

情報が再設定される。

・5で作成するホストプロファイルで

実行シナリオ)を割り当てる。

ルダで作成し、その実行シナリオ
を登録する。

OS名の設定を省略する場合

配布タイミングは

・マスタVMのパラメータファイル

”レプリカ作成時に配布”。

を作成する。
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1.5. イメージ復元について
イメージ復元は、事前に取得しておいた管理対象マシンのイメージを使用して、取得した時
点の状態へ管理対象マシンを復元する機能です。
SigmaSystemCenter では、イメージ復元について次の 2 種類の機能を提供しています。本
節では、DeploymentManager のバックアップ・リストアの機能を中心に説明します。
1.

DeploymentManager のバックアップ・リストア
DeploymentManager のバックアップ・リストア機能を利用する方法です。
バックアップ時、管理対象マシンのディスクイメージを読み込んで DeploymentManager
の管理サーバ上にイメージファイルとして保存し、リストア時にはイメージファイルのデ
ータを管理対象マシンのディスクに書き込んでバックアップで保存したディスクの内容を
復元します。
ディスクの障害などにより毀損したイメージを元に戻すために利用したり、マシン障害時
に他のマシンに保存したイメージを展開することによる業務の復旧に利用したりします。
SigmaSystemCenter では、N+1 リカバリ (バックアップ・リストア) の実現方法の 1 つと
して、DeploymentManager のバックアップ・リストアの機能を利用することが可能です。
SigmaSystemCenter では、ソフトウェア配布の機能で DeploymentManager のバック
アップ・リストアシナリオを実行することで利用できます。バックアップ・リストアの単体の
処理を行う以外に、上記の N+1 リカバリのように管理対象マシンに対する一連のプロビ
ジョニング処理の 1 つとして利用することも可能です。
また、BMC 経由の電源制御など DeploymentManager 単体ではできない制御をバック
アップ・リストア実行中に可能なため、DeploymentManager 単体より幅広い場面で利
用することができます。

管理サーバ
バックアップ(イメージ取得)

シナリオ

イメージ

マシン

リストア(イメージ復元)

2.

仮想マシンのインポートとエクスポート
仮想化基盤製品が提供する仮想マシンのインポート / エクスポート機能を利用する方
法です。
エクスポートでは、仮想マシンのイメージを外部ファイルに保存することができます。イン
ポートでは、外部ファイルの仮想マシンの情報からイメージを復元することが可能です。
「3.2.6 仮想マシンのインポートとエクスポート」を参照してください。
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仮想化基盤製品
Hyper-V

エクスポート(イメージ取得)

仮想マシン

VMware
OVAファイル

VHDX

VMDK

ファイル

ファイル

ディスク

インポート(イメージ復元)

1.5.1.

DeploymentManager のバックアップ・リストア
DeploymentManager のバックアップ・リストアの機能により、管理対象マシンのシステム
(OS) がインストールされているディスクを、ディスク単位、またはディスク内のパーティション
単位でバックアップ・リストアを行うことができます。以下の特徴があります。


ディスク単位で丸ごとバックアップを行うことができるため、複雑な処理手順が不要とな
り、作業ミスが少なくなります。



バックアップしたイメージファイルは、管理サーバ上で一元的に管理されているため、簡
単操作で迅速にリカバリすることができます。

SigmaSystemCenter では、Wake On LAN 以外の電源制御など、バックアップ / リストア中
に、DeploymentManager 以外の機能の利用が可能なため、より多くの環境でバックアップ
/ リストアを行うことが可能です。
バックアップ・リストア用のシナリオとして、次の 3 種類があります。


バックアップシナリオ



リストアシナリオ



ディスク構成チェックシナリオ
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ディスク構成チェックシナリオ
管理対象マシンのディスク構成をチェックして、
バックアップ・リストア対象のディスクの特定に
使用します。
管理サーバ

マシン
構成チェック
ディスク

リストアシナリオ
管理サーバ上のイメージファイルのディスクイメ

バックアップシナリオ

ージを管理対象マシンの指定ディスクにリストア

管理対象マシンの指定ディスクのディスクイメー

します。

ジを管理サーバ上のイメージファイルにバックア

マシン

管理サーバ

ップします。

リストア
イメージ

ディスク

マシン

管理サーバ

バックアップ
イメージ

ディスク

DeploymentManager のバックアップ・リストアの機能を利用するためには、後述の図のよう
に DeploymentManager がインストールされている管理サーバから管理対象マシンにネット
ワーク経由でアクセスできるようになっている必要があります。
SigmaSystemCenter と DeploymentManager は同一の管理サーバと別管理サーバのどち
ら の 構 成 で も 利 用 可 能 で す 。 別 管 理 サ ー バ の 場 合 は 、 SigmaSystemCenter か ら
DeploymentManager にネットワーク経由でアクセスできるようにしておく必要があります。
その他、バックアップ・リストアを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。


バックアップ・リストアのシナリオ実行中に、管理対象マシン上で Deploy-OS のネットワ
ークブートを行う必要があります。そのため、管理対象マシンは PXE ブートをサポートし
ている必要があります。



PXE ブートを行うために、ネットワーク上で DHCP サーバの構築が必要です。



管理対象マシン上では、DPM クライアントをインストールしておく必要があります。
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SigmaSystemCenterからDPM

管理サーバ

DHCPサーバの利用は必須。

上のシナリオを実行することが
できる。

DHCPサーバ

Wake On LAN以外の電
源制御など、バックアッ

バックアップシナリオ

プ・リストア中に、Deplo

リストアシナリオ

ディスク構成チェックシナリオ

ymentManager以外の機
能の利用が可能なため、よ
り多くの環境でバックア

バックアップシナリオ

ップ・リストアを行うこと

イメージ

が可能。

仮想

DPMクライアント

物理

イメージ

DPMクライアント

マシン

マシン

リストアシナリオ

仮想マシンもPXEブートやディスクのイメージデ
ータの転送のためのネットワークが利用可なら、
バックアップ・リストアの対象とすることが可能。

イメージ

仮想
マシン

ディスク構成チェックシナリオ

イメージ

DPMクライアント

物理

DPMクライアント

マシン
管理対象マシンには、DPMクライ
アントのインストールが必要。

SigmaSystemCenter からバックアップ・リストアの処理は、次の通り、Web コンソール上で
の操作や ssc コマンド、ポリシーアクションから実行可能です。
リストアの場合、リストアだけの処理を行う操作以外に、マシン置換などリストアの処理を管
理対象マシンに対するプロビジョニングの 1 つとして行う操作も利用可能です。




バックアップの操作
•

指定ソフトウェア配布

•

ssc deploy software

•

バックアップ

•

ssc machine backup

リストアの操作
•

指定ソフトウェア配布

•

ssc deploy software

•

リストア

•

ssc machine restore

•

リソース割り当て

•

ssc assign machine
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編

130

イメージ復元について



1.5.2.

•

割り当て解除

•

ssc release machine

•

マシン置換

•

ssc replace machine

•

用途変更

•

マシン操作 / マシン置換

•

マシン操作 / マシン置換 (直ちに強制 OFF)

•

グループ操作 / スケールアウトマシン追加

ディスク構成チェックの操作
•

指定ソフトウェア配布

•

ssc deploy software

DeploymentManager のバックアップ・リストアの用途
DeploymentManager のバックアップ・リストア機能の用途について説明します。
(1) 障害の自動復旧 (N+1)
定期的にバックアップを行っておき、管理対象マシンが障害により動作できない状況に
なったとき、バックアップしておいたイメージファイルを予備マシンにリストアして復旧を
行うことで、運用中の業務の継続を実現します。
監視機能やポリシーの機能を利用して自動的に復旧を行うことも、手動操作で任意のタ
イミングで復旧を行うことも可能です。
また、世代管理の機能を利用することで、複数世代分のイメージファイルを管理し、最
新ではないバックアップタイミングのイメージで復旧することも可能です。
なお、N+1 リカバリは、本節で説明するイメージ復元による方法以外に、SAN ブート置
換とブートコンフィグ (vIO) 置換の方法があります。これらの N+1 リカバリでは、
DeploymentManager のバックアップ・リストア機能は利用しません。
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マシン置換(N+1リカバリ)

バックアップ
管理サーバ

稼動マシン
障害発生

管理サーバ

稼動マシン

シャットダウンなど

ディスク
稼動マシン

予備マシン
イメージ

ディスク
イメージ

起動など

バックアップ

バックアップ1

ディスク
リストア

バックアップ2

バックアップ3
リストア
障害発生

(2) システム設定やディスク障害の復旧
定期的にバックアップを行っておき、管理対象マシン上で誤ってシステム変更を行った
場合やディスク障害によりデータが消失してしまった場合に、バックアップしておいたイメ
ージファイルのリストアを行うことでデータの復旧を実現します。
世代管理の機能を利用することで、図のように複数世代分のイメージファイルを管理し、
最新ではないバックアップタイミングのイメージで復旧することも可能です。

バックアップ

リストア

管理サーバ

管理サーバ
稼動マシン

イメージ

稼動マシン

ディスク

バックアップ

バックアップ1

ディスク

イメージ
リストア

バックアップ2

バックアップ3
リストア
不正変更

問題発覚

システム設定変更

(3) システム設定の定期的なリセット
バックアップしておいたイメージファイルを使用して、管理対象マシンに対して定期的に
リストアを行う利用方法です。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
132

イメージ復元について
管理対象のシステムにおいて、誰がどのような操作をするのか保証できない場合や定
期的にシステムやアプリケーションの設定を元に戻す必要がある場合、本利用方法が
有用です。

バックアップ

リストア

管理サーバ

管理サーバ
稼動マシン

イメージ

稼動マシン

ディスク

ディスク

イメージ

バックアップ

リストア

バックアップ
リストア
設定変更

リストア
設定変更

設定リセット

1.5.3.

リストア
設定変更

設定リセット

設定リセット

DeploymentManager のバックアップ・リストアの利用例
SigmaSystemCenter で DeploymentManager のバックアップ・リストア機能を利用した運用
を行う場合の利用例について説明します。
本説明では、以下の運用を行う想定で説明します。


任意のタイミングで管理対象マシンのバックアップを行う。



死活監視などの監視で障害を検出したとき、イメージ復元による N+1 リカバリを行う。



システム設定の不正変更などの障害のときに、イメージファイルのリストアにより復旧を
行う。

管理対象マシンについては、既に構築済みで業務で利用できる前提です。
(1) ディスク構成チェックシナリオを実行して、対象のディスク構成をチェックする。
ディスク構成チェックシナリオである System_DiskProbe シナリオを使用して、管理対象
マシンのディスクのチェックを行い、バックアップ・リストアシナリオを作成するために必
要な情報を確認します。
Web コンソールの場合、指定ソフトウェア配布の操作で System_DiskProbe シナリオを
指定して実行します。コマンドの場合、ssc deploy software コマンドで実行することがで
きます。
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ディスク構成チェックシナリオの実行が成功すると、DeploymentManager の Web コン
ソールで「ディスク情報」画面を表示して結果を確認することができます。「ディスク情報」
画面は、シナリオを実行した管理対象マシンのディスク情報で詳細を選ぶことで表示す
ることができます。
「ディスク情報」画面は、管理対象マシンに搭載される全ディスクの以下の情報を確認
することができます。確認したディスクの情報から、バックアップ・リストアの対象としたい
ディスク、またはパーティションの番号を決定します。
•

ディスク番号 (パーティション番号)

•

ディスク (パーティション) のサイズ

•

ファイルシステムの種類

管理サーバ

①指定ソフトウェア配布でSyste
m_DiskProbeシナリオを実行。

管理対象マシン

System_DiskProbe

ディスク情報ファイル

ディスク情報ファイル出力

DeploymentManager
Webコンソール

②マシン詳細のディスク情報から
「ディスク情報」画面を表示し、
チェック結果を確認する。

(2) ディスク構成チェックの結果をもとにシナリオを作成し、ホスト設定に割り当てる。
バックアップ・リストアシナリオを DeploymentManager の Web コンソール上で作成しま
す。本節では、バックアップ・リストアシナリオを、SigmaSystemCenter の Web コンソー
ルの運用グループ配下で稼動中の管理対象マシンごとに作成する場合の説明を行い
ます。
バックアップ・リストアシナリオの設定のポイントは、以下の通りです。
•

イメージファイル名
使用するイメージファイルのファイル名をフルパスで設定します。
イメージファイルの複数世代管理のため、バックアップシナリオでは、指定した世代
数分のイメージファイルを作成するように指定することができます。
リストアシナリオでは、常に最新のイメージファイルをリストアの対象とすることも、
最新でない特定のイメージファイルをリストアの対象とすることもできます。

•

バックアップ・リストア対象のディスク、またはパーティションの番号
前述 (1) のディスク構成チェックシナリオの実行結果から決定したバックアップ・リ
ストア対象のディスク、またはパーティションの番号を指定します。
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•

バックアップイメージファイル世代管理数
バックアップイメージファイルを複数の世代で管理する場合、管理する世代の数を
設定します。「1.5.4 世代管理」を参照してください。

DeploymentManager で作成したシナリオは、SigmaSystemCenter の Web コンソール
上で収集を行って、SigmaSystemCenter に登録する必要があります。登録したシナリ
オは、管理対象マシンのホスト設定の [ソフトウェア] タブにて、以下の 3 種類の各配布
タイミングで追加します。なお、後述の説明の通り、シナリオの実行は
SigmaSystemCenter からの操作で行うので、DeploymentManager の Web コンソー
ル上で作成したシナリオを管理対象マシンに割り当てる必要はありません。
•

バックアップ実行時
作成したバックアップシナリオを設定します。設定したシナリオは、バックアップの操
作で実行されます。

•

リストア実行時
作成したリストアシナリオを設定します。設定したシナリオは、バックアップの操作
で実行されます。

•

稼動時
イメージ復元による N+1 リカバリを行う場合、作成したリストアシナリオを設定しま
す。設定したリストアシナリオは、リソース割り当てやマシン置換などの操作やマシ
操作 / マシン置換などのポリシーアクションが実行されたときに、稼動するマシン
に対して配布が行われます。
稼動時のタイミングについては、イメージ復元を利用した N+1 リカバリの運用を行
わない場合は設定の必要はありません。また、他の N+1 リカバリの方法 (SAN ブ
ート置換やブートコンフィグ (vIO) 置換) を利用する場合、設定は必要ないので、
注意してください。
なお、稼動時以外にリソース割り当て時と置換時の配布タイミングでも同様の設定
が可能です。
また、稼動時のタイミングにリストアシナリオを設定すると、リソース割り当ての操
作実行時にリストアが実行されます。初回の運用グループへの登録時など、リスト
アを実行する必要がない稼動の操作を行う場合は、リソース割り当てではなくマス
タマシンの登録の操作を実行してください。

なお、N+1 リカバリの機能を利用する場合は、ポリシーや監視の設定も必要です。本節
では、ハードウェア監視や死活監視の監視機能が有効になっていて、標準ポリシー
(N+1) を元に作成されたポリシーの設定が行われている前提で説明します。ポリシー
や監視の機能については、「2 ポリシー制御と監視機能」を参照してください。
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[運用] ビュー

[リソース] ビュー

運用

[運用] ビュー

システムリソース

グループ

リソース
シナリオ

ソフトウェア

グループ

シナリオ

ホスト

③ホスト設定の[ソフトウェア]タブ
にシナリオをそれぞれの配布タイミ
ングで追加する。

System_DiskProbe

System_DiskProbe

backup_scenario

backup_scenario

restore_ scenario

restore_ scenario

②収集を実行して、シナリオ

① DeploymentManager

の情報を取り込む。

上でシナリオを作成する。

・バックアップシナリオ
・[バックアップ実行時]
・リストアシナリオ
・[リストア実行時]
・[稼働時]
(イメージ復元によるN+1リカ
バリを利用しない場合は不要)

(3) バックアップの操作を実行する。
任意のタイミングで管理対象マシンのバックアップを行います。
前述の (2) でバックアップ実行時のタイミングにバックアップシナリオを設定している場
合、運用グループ下で管理対象マシンのホストを選択してバックアップの操作を実行す
ることでバックアップを開始することができます。コマンドの場合は、ssc machine
backup コマンドを実行します。
バックアップの操作以外では、指定ソフトウェア配布でバックアップシナリオを指定して
実行することでも、可能です。

管理サーバ
①対象ホストを選択してバック
アップの操作を実行。

管理対象マシン

backup_scenario

イメージ

シナリオは事前に割り当て済みなの
で、本番では割り当ての作業は不要！
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(4) リストアの操作を実行する。
次のような状況で、バックアップ実行時の状態に戻す必要がある場合、管理対象マシン
に対してリストアを行います。
•

ディスク障害の対応のためにディスク交換したとき

•

システムの構成変更に間違いがあったとき

•

システムの状態を定期的にリセットするような運用を行う場合

予備マシンへ切り替えるためのリストア実行については、後述の (5) を参照してくださ
い。
前述の (2) でリストア実行時のタイミングにリストアシナリオを設定している場合、運用
グループ下で管理対象マシンのホストを選択してリストアの操作を実行することでリスト
アを開始することができます。コマンドの場合は、ssc machine restore コマンドを実行し
ます。
リストアの操作以外では、指定ソフトウェア配布でリストアシナリオを指定して実行する
ことでも、可能です。
管理サーバ

①対象ホストを選択してリス
トアの操作を実行。

管理対象マシン

restore_scenario
イメージ

シナリオは事前に割り当て済みなの
で、本番では割り当ての作業は不要！

(5) 障害発生時の N+1 リカバリの動作
前述の (2) で N+1 リカバリ用の設定を行っている場合、死活監視やハードウェア監視
で現在稼動中の管理対象マシンの障害を検出すると、マシン置換のポリシーアクション
が自動実行され、予備の管理対象マシンに切り替えが行われます。
このとき、予備の管理対象マシンに対して、障害発生前の管理対象マシンのディスクイ
メージがリストアされます。
また、監視機能やポリシーによる自動的な切り替えでなく、手動で切り替えの操作を行
う場合は、以下のいずれかの操作で行うことができます。
•

障害が発生したホストを選択してマシン置換の操作を実行します。置換先のマシン
に予備マシンを指定します。
コマンドで実行する場合、ssc replace machine コマンドで実行可能です。
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•

障害が発生したホストを選択して割り当て解除の操作を実行し、割り当て解除完了
後、再度ホストを選択してリソース割り当ての操作を実行します。このとき、割り当
てるマシンとして予備マシンを指定します。
コマンドで実行する場合、割り当て解除の操作は、ssc release machine コマンド、
リソース割り当ての操作は、ssc assign machine コマンドで実行可能です。

管理サーバ

稼動マシン
シャットダウンなど
restore_scenario
イメージ

起動、リストアなど
予備マシン

①障害を検出すると、稼動マシンから予備マシンへの切り替えの処理
が自動的に行われる。[稼動時]や[置換時]のタイミングにリストアの
シナリオがあれば、予備マシンにイメージのリストアが行われる。

1.5.4.

世代管理
バックアップシナリオにファイル世代管理数の設定を行うことで、イメージファイルを指定数
+1 分の複数の世代で管理することが可能になります。
世代管理を行う場合は、バックアップ・リストアシナリオを次のように設定して利用します。




バックアップシナリオ
•

ファイル世代管理数で指定した数に 1 を加えた数の世代が管理されます。ファイル
世代管理数が 1 以上の場合、バックアップされるイメージファイルのファイル名は、
指定イメージファイル名に実行日時が付加された名前となるため、バックアップごと
に異なるイメージファイルにバックアップされます。

•

バックアップされるイメージファイルの数がファイル世代管理数の指定+1 を超える
場合、最も古い日時にバックアップされたイメージファイルが自動的に削除されま
す。

リストアシナリオ
•

イメージファイル名は、バックアップシナリオで設定したファイル名を指定します。バ
ックアップ実行日時が付加されていないファイル名を指定した場合、最後にバック
アップされた最新のイメージファイルがリストアで使用されます。

•

ファイル名を明示的に指定して、リストアすることも可能です。

次の図は、SigmaSystemCenter で運用グループのホスト設定ごとに OS を管理するために、
ホスト設定ごとにバックアップ・リストアシナリオを作成した場合の利用イメージです。
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イメージファイルの世代管理が簡易に実行可能！
バックアップシナリオ

リストアシナリオ

バックアップシナリオ

リストアシナリオ

host1_backup

host1_restore

host2_backup

host2_restore

イメージファイル:

イメージファイル:

イメージファイル:

イメージファイル:

host1.lbr

host1.lbr

host2.lbr

host２.lbr

バックアップイメージ

バックアップイメージ

ファイル名を直接指

ファイル世代管理数:2

ファイル世代管理数:0

定しない場合、最新

世代管理数を1以上にすると、

のファイルがリスト

世代管理数を0に

イメージファイル名にバック

アに使用される。

指定すると世代管

アップ実行日時が付加される。

理は行われない。

host1_

host1_

host1_

20130403000000.

20130402000000.

20130401000000.

lbr

lbr

lbr

2013/4/3に

2013/4/2に

2013/4/1に

バックアップ

バックアップ

バックアップ

host2.lbr

バックアップ

2013/4/3以降に

次回バックアップ時にファイル

リストア

数が世代管理数の指定+1を超え

最新のファイルがリ

るので、日付の一番古いファイル

ストアに使用される。

が自動的に削除される。

Host1

リストア

Host2
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1.6. アプリケーション / パッチ配布とローカルスク
リプト
1.6.1.

アプリケーション / パッチ配布
アプリケーション / パッチ配布は、管理サーバにパッケージとして登録されたアプリケーショ
ンやパッチのインストールイメージを DeploymentManager の機能を利用して、インストール
対象の管理対象マシンに転送し、インストールを実行するイメージです。
ホスト名、UUID、グル

SigmaSystemCenterか
管理サーバ

らDPM上のシナリオを
実行することができる。

ープ名、モデル名、タグ、

管理対象マシンの

NIC情報、HBA情報、物

情報を、実行時の

理/論理マシン情報、カス

引数として、変数

タムプロパティ

管理対象マシン

で指定可能。

シナリオ

DPMクライアント
アプリケーシ

パッケージ

ョン/パッチ

シナリオ

管理サーバ上のパッケージが管理対象マシ

パッケージ
インストール

転送

ンに転送され、適用の処理が実行される。

アプリケーション / パッチ配布を行うためには、アプリケーションとパッチのインストールイメ
ージからイメージビルダを使用してパッケージを作成し、DeploymentManager に配布のた
めのシナリオを登録する必要があります。
DeploymentManager に登録したシナリオは、収集を実行して SigmaSystemCenter に登録
してください。アプリケーション / パッチ配布用のシナリオは、SigmaSystemCenter では種
別が「アプリケーションとアップデート」のソフトウェアとして登録されます。
シナリオ登録後、SigmaSystemCenter から、次の操作で実行することができます。インスト
ール対象の管理対象マシンを指定して実行します。


指定ソフトウェア配布 / ssc deploy software

また、グループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、ホスト設定、およびマシンプロパティ
設定の [ソフトウェア] タブに登録し、以下のプロビジョニングの操作を行った場合、複数の
プロビジョニング処理の 1 つとして実行することも可能です。
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リソース割り当て / ssc assign machine



新規リソース割り当て / ssc create machine



割り当て解除 / ssc release machine



マシン置換 / ssc replace machine



用途変更

同様に以下のポリシーアクションでも実行可能です。


マシン操作 / マシン置換



マシン操作 / マシン置換 (直ちに強制 OFF)



グループ操作 / スケールアウトマシン追加

上記の各操作では、パッケージを管理対象マシン上で実行するときに渡すコマンドオプション
を指定することが可能です。
コマンドオプションの指定方法は、指定ソフトウェア配布と各プロパティの [ソフトウェア] タブ
で設定して実行する操作で異なります。


指定ソフトウェア配布の場合
操作実行時に、対象ソフトウェア詳細設定にて設定します。



各プロパティの [ソフトウェア] タブで設定して実行する場合
[ソフトウェア] タブ上に登録したソフトウェアの詳細設定で設定します。なお、詳細設定
のアイコンはソフトウェア一覧に設定対象のソフトウェアを追加しただけでは、表示され
ないので注意してください。ソフトウェア一覧の追加後、適用を実行すると詳細設定のア
イコンが表示されます。

コマンドオプションは、任意の文字列だけでなく、管理対象マシンやグループに関する各種設
定や情報を特定の変数名で指定することも可能です。また、カスタムプロパティとして、グル
ープ / ホスト / マシン別に定義された任意の変数を指定することも可能です。変数はコマン
ドオプション中に複数指定することが可能です。
変数の詳細については、「1.6.3 予約変数」、「1.6.4 変数の定義方法 (カスタムプロパティ)」
を参照してください。
なお、コマンドオプションで変数名を変数ではなく文字列として処理させたい場合、変数名の
$の前に¥を付加してください。変数名の$の前に¥を付加した場合、変数とはみなさず、文字
列として処理されます。
アプリケーション / パッチ配布のシナリオにより管理対象マシン上で実行された各パッケー
ジの実行結果は、デフォルトでは、対象のシナリオを含むジョブの動作に影響しません。パッ
ケージの実行が成功しても、失敗しても、ジョブの処理は続行されます。
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[コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する] のチェックを使用して、パッケージの実行結
果をシナリオのジョブ実行結果に反映することが可能です。この設定が有効 (チェックがオ
ン) の場合、パッケージの実行が失敗すると、パッケージから実行失敗として返却された実
行結果は警告で表示されます。シナリオ内のすべてのパッケージが実行した場合、シナリオ
を呼び出したジョブは異常終了します。
アプリケーション / パッチのシナリオの実行結果について、運用ログで確認することができ
ます。
シナリオのパッケージごとの実行結果が以下のフォーマットで運用ログに出力されます。
1 行目 package=[パッケージ名、およびオプション]
2 行目 exitcode=[終了コード] stdout=[標準出力] stderr=[標準エラー出力]


標準出力、および標準エラー出力のフォーマットは以下の通りです。
•

標準出力、および標準エラー出力の文字数が、指定文字数*2 以下であれば全部
出力します。

•

標準出力、および標準エラー出力の文字数が、指定文字数*2+1 以上であれば先
頭と最後から指定文字数分きりだし、間に "…" を挟んで出力します。

•

-

標準出力と標準エラー出力から指定文字数分切り出した際に、先頭、および
末尾に開業コードが含まれている場合は削除します。

-

標準出力と標準エラー出力から切り出した文字列の途中に改行コードが含ま
れる場合はそのまま出力します。

指定文字数の設定は、以下のレジストリにあり、デフォルトの文字数は 70 です。
-

1.6.2.

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥D
PMProvider¥LogOutputNumberOfCharacters

ローカルスクリプト
ローカルスクリプトは、管理サーバの特定フォルダ上にある.bat 形式の実行可能ファイルで
す。
任意の管理対象マシンに対して操作を実行したときに、複数のプロビジョニング処理の 1 部
としてローカルスクリプトを実行したり、あるいはローカルスクリプトのみを実行したりすること
ができます。
ローカルスクリプトでは、操作対象の管理対象マシンや所属グループに関する各種設定や
情報を環境変数で参照することができるため、管理対象マシンの構成に合わせた処理が記
述しやすいといったメリットがあります。
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管理サーバ

ホスト名、UUID、グループ名、

管理対象マシン

モデル名、タグ、NIC情報、HBA
情報、物理/論理マシン情報、カ
スタムプロパティ

ローカルスクリプト

ローカルスクリプト
は管理サーバ上で実
行される。

管理対象マシンの情報を環境変数とし
て参照可能。管理対象マシンの構成に合
わせた処理を記述しやすい!

ローカルスクリプトの詳細は、以下の通りです。


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



格納フォルダ
ローカルスクリプトの格納フォルダは、SystemProvisioning のインストールフォルダ直
下の Script フォルダです。既定値の格納フォルダは、(<SystemProvisioning のインスト
ールフォルダ>¥Script) となります。このフォルダ直下に格納した.bat ファイルをローカ
ルスクリプトとして利用できます。ローカルスクリプトを SystemProvisioning に登録する
には、ローカルスクリプトを上記の Script フォルダに格納した状態で、Web コンソールの
[リソース] ビューから [ソフトウェア] をクリックし、[操作] メニューから [スクリプト / フ
ァイル収集] をクリック、もしくは [管理] ビューから [サブシステム] をクリックし、[操作]
メニューの [収集] をクリックして SystemProvisioning の情報更新を行ってください。
Script フ ォ ル ダ の 場 所 の 設 定 は 、 レ ジ ス ト リ キ ー :
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMProvid
er¥Script の値:ScriptFolder の設定を変えることで変更可能です。



Web コンソール上での表示形式
SystemProvisioning の Web コンソール上では、ローカルスクリプトを以下の形式で表
示します。

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


ローカルスクリプトの実行、および中断
ローカルスクリプトは、DPM のシナリオと同様、グループ、モデル、ホスト設定、および
マシンに登録し、グループへのマシン稼動、用途変更などを行った場合に実行できます。
実行中のローカルスクリプトは、Web コンソールで Job のキャンセルにより中断できま
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す。また、ローカルスクリプトが 2 時間以上たっても終了しない場合は、強制終了しま
す。


ローカルスクリプトの実行可能な操作
以下の操作で実行可能です。対象となる管理対象マシンを指定して実行します。
•

指定ソフトウェア配布 / ssc deploy software

以下のポリシーアクションで実行することも可能です。
•

ローカルスクリプト実行 (ポリシーアクション)

また、グループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、ホスト設定、およびマシンプロパ
ティ設定の [ソフトウェア] タブに登録し、以下のプロビジョニングの操作を行った場合、
複数のプロビジョニングの処理の 1 つとして実行することも可能です。
•

リソース割り当て / ssc assign machine

•

新規リソース割り当て / ssc create machine

•

割り当て解除 / ssc release machine

•

マシン置換 / ssc replace machine

•

用途変更

同様に以下のポリシーアクションでも実行可能です。



•

マシン操作 / マシン置換

•

マシン操作 / マシン置換 (直ちに強制 OFF)

•

グループ操作 / スケールアウトマシン追加

ローカルスクリプトの実行、および中断
ローカルスクリプトは、上記の操作で実行することが可能です。
実行中のローカルスクリプトは、Web コンソールで Job のキャンセルにより中断できま
す。また、ローカルスクリプトが 2 時間以上経っても終了しない場合は、強制終了しま
す。



実行時カレントフォルダ
ローカルスクリプト実行時のカレントフォルダは、上記のローカルスクリプト格納フォルダ
となります。



実行時のコマンドライン引数、および環境変数
ローカルスクリプト実行時のコマンドライン引数を指定することはできません。ローカル
スクリプト内で「1.6.3 予約変数」、「1.6.4 変数の定義方法 (カスタムプロパティ)」で説
明する変数を、環境変数で使用することができます。
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実行結果の判断方法 / 設定方法
ローカルスクリプトの実行結果が異常終了の場合、運用ログに以下のエラーメッセージ
が出力されます。
「サーバ(xxx)へのローカルスクリプト(xxx)実行に失敗しました。(エラーコード)」
ローカルスクリプト内の処理によっては、実際には処理が失敗していても、ローカルスク
リプトの実行結果としては正常終了しているように見える場合があります。
実際の実行結果が見えるようにするには、ローカルスクリプト内にローカルスクリプトの
終了コードを設定します。
設定方法は、ローカルスクリプトの終了時に以下を記述します。
exit /b n
n を 0 とすると、実際には処理が失敗している場合でも正常終了となり、0 以外を設定す
ると、処理が失敗している場合、異常終了となります。異常終了の値は、ユーザ自身で
設定することができます。
この n の値が、エラーコードとして運用ログに出力されます。



運用ログでの実行結果確認方法
ローカルスクリプトの実行結果を運用ログにて確認することができます。
運用ログに以下のフォーマットで出力されます。
1 行目 script=[スクリプト名]
2 行目 exitcode=[終了コード] stdout=[標準出力] stderr=[標準エラー出力]
•

標準出力、および標準エラー出力のフォーマットは以下の通りです。
-

標準出力、および標準エラー出力の文字数が指定文字数*2 以下であれば全
部出力します。

-

標準出力、および標準エラー出力の文字数が指定文字数*2+1 以上であれば
先頭と最後から指定文字数分切り取り、間に "…" を挟んで出力します。
▪ 標準出力と標準エラー出力から指定文字数切り出した際に、先頭、および
末尾に改行コードが含まれている場合は削除します。
▪ 標準出力と標準エラー出力から切り出した文字列の途中に改行コードが含
まれる場合はそのまま出力します。

-

指定文字数の設定は以下のレジストリにあり、デフォルトは 70 です。
▪ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM
¥DPMProvider¥LogOutputNumberOfCharacters
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1.6.3.

予約変数
予 約 変 数 は 、 SigmaSystemCenter 内 で あ ら か じ め 定 義 さ れ た 変 数 で す 。
SigmaSystemCenter に登録されている管理対象マシンやグループに関する各種設定や情
報を予約変数で参照することができます。
後述のカスタムプロパティで、予約変数と同じ名前 (プロパティ名) の変数を定義することは
できません。
使用可能な予約変数は、以下の表を参照してください。

予約変数名
アプリケーション / パッチ配布のコマンド

内容
ローカルスクリプトの場合

オプションの場合
$:HOST_NAME

PVM_HOST_NAME

管理対象マシンに設定されるコ
ンピュータ名

$:HOST_UUID

PVM_HOST_UUID

管理対象マシンのUUID

$:MACHINE_TAG_COUNT

PVM_MACHINE_TAG_COUNT

マシンに設定されたタグ (キー
ワード) の個数

$:MACHINE_TAG_n

PVM_MACHINE_TAG_n

マシンに設定されたn個目のタ
グ (キーワード)

$:SERVER_DEFINITION_TAG_COUN
T

PVM_SERVER_DEFINITION_TAG_C
OUNT

ホストに設定されたタグ (キー
ワード) の個数

$:SERVER_DEFINITION_TAG_n

PVM_SERVER_DEFINITION_TAG_n

ホストに設定されたn個目のタ
グ (キーワード)

$:MODEL_PATH

PVM_MODEL_PATH

マシンが稼動しているモデルの
名前

$:GROUP_PATH

PVM_GROUP_PATH

マシンが稼動しているグループ
の名前

$:CATEGORY_PATH

PVM_CATEGORY_PATH

マシンが稼動しているテナント
/ カテゴリの名前。複数の階層
がある場合は、グループの上
位のカテゴリまでのパスが設定
される。

$:DEFAULT_GROUP_PATH

PVM_DEFAULT_GROUP_PATH

マシンが稼動しているカテゴリ
/ グループ / モデルのフルパ
ス

$:MACHINE_SLOT_ID

PVM_MACHINE_SLOT_ID

マシンのスロット番号

$:NIC_COUNT

PVM_NIC_COUNT

管理対象マシンのNICの枚数

$:MAC_ADDRESS_n

PVM_MAC_ADDRESS_n

n枚目のNICのMACアドレス
コロン (:) 区切りの文字列形
式
(例 AA:BB:CC:DD:EE:FF)
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予約変数名

内容

アプリケーション / パッチ配布のコマンド

ローカルスクリプトの場合

オプションの場合
$:MAC_ADDRESS_H_n

PVM_MAC_ADDRESS_H_n

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

$:IP_ADDRESS_n_m

PVM_IP_ADDRESS_n_m

n枚目のNICに設定されるm個
目のIPアドレス

$:IP_NETMASK_n_m

PVM_IP_NETMASK_n_m

n枚目のNICに設定されるm個
目のネットマスク

$:IP_GATEWAY_n_m

PVM_IP_GATEWAY_n_m

n枚目のNICに設定されるm個
目のデフォルトゲートウェイ

$:STORAGE_COUNT

PVM_STORAGE_COUNT

ディスクアレイの台数

$:STORAGE_ID_n

PVM_STORAGE_ID_n

n台目のディスクアレイの番号

$:HBA_WWN_COUNT_n

PVM_HBA_WWN_COUNT_n

n台目のディスクアレイに接続さ
れたHBAの枚数

$:HBA_WWN_n_m

PVM_HBA_WWN_n_m

n台目のディスクアレイのm枚
目のHBAのアドレス

$:STORAGE_DEV_COUNT_n_m

PVM_STORAGE_DEV_COUNT_n_m

n台目のディスクアレイのm枚
目のHBAに接続されたLDの台
数

$:STORAGE_DEV_n_m_l

PVM_STORAGE_DEV_n_m_l

n台目のディスクアレイのm枚
目のHBAに接続されたl番目の
LDの情報

$:PHYSICAL_MACHINE_SLOT_ID

PVM_PHYSICAL_MACHINE_SLOT_I
D

論理マシンに関連付いている
物理マシンのスロット番号

$:PHYSICAL_MACHINE_UUID

PVM_PHYSICAL_MACHINE_UUID

論理マシンに関連付いている
物理マシンのUUID

$:LOGICAL_MACHINE_PROFILE

PVM_LOGICAL_MACHINE_PROFILE

論理マシンに設定されたプロフ
ァイル名

$:PHYSICAL_MACHINE_EM_IP

PVM_PHYSICAL_MACHINE_EM_IP

論理マシンに関連付いている
物理マシンの格納場所に設定
されているEMのIPアドレス

n、m、l には、1 からの連番が設定されます。


$:MACHINE_TAG_n / PVM_MACHINE_TAG_n
[リソース] ビュー / マシンプロパティ設定に登録したタグ情報を環境変数
PVM_MACHINE_TAG_n へ格納します。
複数のタグを登録する場合はスペース区切りで入力してください。
格納される順番は昇順でソートします。ソートされた情報は画面上でも確認できます。
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例)
タグ登録時
BBB AAA CCC
環境変数
PVM_MACHINE_TAG_1 = AAA
PVM_MACHINE_TAG_2 = BBB
PVM_MACHINE_TAG_3 = CCC


$:HBA_WWN_n_m / PVM_HBA_WWN_n_m へ格納されるアドレスのフォーマット
フォーマットは、ストレージの種類毎に異なります。
•

CLARiX
4 文字間隔ハイフン区切りから 2 文字間隔コロン区切りに変更されます。
m 枚目の順番は、WWPN、WWNN の順に格納されます。
例)
WWPN: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
WWNN: EEEE-FFFF-GGGG-HHHH
PVM_HBA_WWN_1_1 = AA:AA:BB:BB:CC:CC:DD:DD
PVM_HBA_WWN_1_2 = EE:EE:FF:FF:GG:GG:HH:HH

•

iStorage、および Symmetrix
レジストリの設定により区切り文字が変更になります。
必要に応じて、以下のレジストリからアドレスの区切り文字を設定できます。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPM
Provider

値名

内容

既定値

DelimiterWwn

0の場合、区切り文字を削除します。

0

1の場合、区切り文字に変更はありません。

例)
アドレス: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
レジストリ値が 0 の場合
PVM_HBA_WWN_1_1 = AAAABBBBCCCCDDDD
レジストリ値が 1 の場合
PVM_HBA_WWN_1_1 = AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
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1.6.4.

変数の定義方法 (カスタムプロパティ)
カスタムプロパティを使用して、任意の変数を定義することができます。
カスタムプロパティは運用グループ、ホスト、マシンの設定の 1 つです。[運用] ビュー上のグ
ループプロパティ設定、ホスト設定、また [リソース] ビュー上のマシンプロパティ設定の [カ
スタム] タブにて設定します。それぞれ最大 50 個まで登録可能です。
カスタムプロパティのプロパティ名には英数字、または "_" を使用可能で、先頭の文字は英
字である必要があります。また、プロパティ名は英字の大文字小文字は区別されません。さ
らに、プロパティ名には "PVM_" で始まる名前は使用できません。
カスタムプロパティをアプリケーション / パッチ配布のコマンドオプション、またはローカルス
クリプトで変数として使用する方法としては、それぞれ以下となります。


アプリケーション / パッチ配布のコマンドオプションの場合
コマンドオプション文字列にプロパティ名の前に$を付加して指定します。
例: カスタムプロパティにてプロパティ名に ABC、値に 123 と入力している場合、コマン
ドオプションには、"$ABC" と指定します。



ローカルスクリプトの場合
カスタムプロパティの設定内容が環境変数として設定されます。
プロパティ名が環境変数名、値が環境変数の値としてローカルスクリプト実行時に設定
されます。

カスタムプロパティは、運用グループ、ホスト、マシンのそれぞれに同じプロパティ名を設定
することも可能ですが、以下の優先順位に従って順位の高い方の設定が適用されます。
ホスト > 運用グループ > マシン
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1.7. マシンの構成変更時の処理
以降の項では、マシンの構成変更 (稼動、作成、削除、置換、移動、用途変更など) につい
て、具体的な処理内容について説明します。
各処理項目で使用される記号は以下があります。


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



[Storage] : ストレージを管理する場合に処理する項目です。



[VLAN] : VLAN を管理する場合に処理する項目です。



[LB] : ロードバランサを管理する場合に処理する項目です。



[管理 NW] : マシンの管理ネットワークが設定されている場合のみ行われる処理です。



[論理マシン] : 論理マシンを操作する場合に処理する項目です。



[P-Flow] : PFC を管理する場合に処理する項目です。

また、SystemProvisioning では、マシン構成変更や構成変更の際に行う処理を実行する際
に、アクションシーケンスを実行します。アクションシーケンスとは、構成変更など一連の動作
を定義したもので、SystemProvisioning では実行中のアクションシーケンスの 1 つ 1 つを
Job として管理します。
アクションシーケンスの詳細については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ
編」の「付録 E アクションシーケンスの種類」を参照してください。
注: マシン稼動時に DPM へマシンを登録する場合、DPM 上に指定グループが存在しなけ
れば自動で作成します。しかし、DPM に登録できるグループ数の上限は 1,000 であるため、
それを超えた場合、DPM へのマシン登録が失敗します。上限値は DPM サーバをインストー
ルしたサーバに下記レジストリを追加することで変更できます。
レジストリキー：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥DeploymentManager
値の名前 : GroupValue
データタイプ : DWORD

1.7.1.

マシン稼動 / リソース割り当て (物理マシン)
マシンを指定したグループで稼動します。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [リソース割り当て] － [手動選択] － [グ
ループプールから]



pvmutl add



pvmutl addspecname



ssc assign machine
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(1) マシンを手動選択する場合

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]
指定マシンの稼動確認

指定したマシンが他のグループで稼動していないことを
チェックします。

[標準]

▪ ホスト設定指定時

ホスト設定の検索

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。

2

▪ ホスト設定未指定時
使用可能なホスト設定が存在するかチェックします。
3

4

マシンの状態確認

指定したマシンの状態が処理中でないことを確認しま
す。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]

構成情報の更新
5

[論理マシン]

論理マシンを作成します。

論理マシンの作成
6

[論理マシン]

マシンプロファイルと論理マシンの情報を同期します。

マシンプロファイルの同期
7

[論理マシン]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
8

[論理マシン]
論理マシンをDPMへ登録

9

[標準]
ホスト設定の割り当て

10

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

11

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

12

13

論理マシンをDPMに登録します。失敗した場合は、ステ
ータスを異常として処理を終了します。
グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレスな
ど) から未使用のものを割り当てます。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている構築時
配布ソフトウェアを配布します。
ホスト設定、モデル、グループに定義しているディスク
ボリュームをマシンに接続します。
OS配布がある場合は、Bootディスクのみ接続します。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録しま
す。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
14

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る稼動時配布ソフトウェアを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接続] が
オンの場合、種別がOSイメージのソフトウェアのみを配
布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続] が
オンの設定がない場合、登録されているソフトウェアを
すべて配布します。
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順番

処理項目

処理内容

15

[Storage]

11でBootディスクだけ接続し、データディスクの接続設
定がある場合、接続を行います。

ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

16

[標準]

その後、ディスクスキャンをサポートしている場合は、デ
ィスクスキャンを実行、サポートしていない場合は再起
動することで接続したディスクの認識を行います。
マシンを起動します。

マシンの起動
17

[標準]
仮想マシンサーバの設定

18

[標準]
仮想ネットワークの設定

19

[標準]
稼働時配布ソフトウェアの配布

20

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

21

[標準]
マシン情報の取得と更新

22

23

対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設定を
反映させます。
対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワークを
設定します。
13でOSのみを配布した場合、OS以外の稼働時配布ソ
フトウェアの配布を行います。
マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象へ登録
します。
ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェア
情報などを収集し、構成情報データベースに反映しま
す。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。

[標準]

マシン処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新

(2) マシンを自動選択する場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したグループのプールに存在するマシンのリストを
作成します。

リストの作成
2

以下の処理を繰り返し、グループで稼動可能な1つのグループのプールのみに所属しているマ
シンを探します。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、3の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストから1つのグループのプールのみに
所属しているマシンを選択します。

[標準]

▪ ホスト設定指定時

ホスト設定の検索

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。
▪ ホスト設定未指定時
指定したグループに使用可能なホスト設定が存在する
かチェックします。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"
のいずれにも該当しない場合、操作対象となります。
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順番

処理項目

処理内容

3

以下の処理を繰り返し、グループで稼動可能な複数のグループプールに所属しているマシンを
探します。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、4の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストから複数のグループのプールのみに
所属しているマシンを選択します。

[標準]

▪ ホスト設定指定時

ホスト設定の検索

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。
▪ ホスト設定未指定時
指定したグループに使用可能なホスト設定が存在する
かチェックします。

4

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"
のいずれにも該当しない場合、操作対象となります。

[標準]

指定したグループの中から "グループプールに有効な
マシンが無い場合、未使用のマシンの中からマシンを
選択する" がグループプロパティに設定され、かつ使用
可能なホスト設定が存在するグループのリストを作成し
ます。このとき、グループのプライオリティの高い順に作
成します。

リストの作成

また、共通プールに存在するマシンのリストを作成しま
す。
5

6の処理を繰り返し、グループで稼動可能な共通プールに存在するマシンを探します。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。

6

[標準]
マシンの状態確認

4で作成したリストから、グループ、マシンを選択し、以
下のチェックを行います。
▪ マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中
"、"管理対象外" のいずれにも該当しないこと
▪ 選択されたマシンのモデル名が、既に稼動中のマシ
ンのモデル名と同じであること
▪ マシンを管理しているDPMがグループなどで設定さ
れているソフトウェアを管理しているDPMと同じである
こと
▪ マシンのタイプとグループ (モデル) のタイプが同じ
であること

7

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
8

[論理マシン]

論理マシンを作成します。

論理マシンの作成
9

[論理マシン]

マシンプロファイルと論理マシンの情報を同期します。

マシンプロファイルの同期
10

[論理マシン]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
11

[論理マシン]
論理マシンをDPMへ登録

論理マシンをDPMに登録します。失敗した場合は、ステ
ータスを異常として処理を終了します。
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順番

処理項目

処理内容

12

[標準]

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレスな
ど) から未使用のものを割り当てます。

ホスト設定の割り当て
13

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

14

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

15

16

ホスト設定、モデル、グループに登録されている構築時
配布ソフトウェアを配布します。
ホスト設定、モデル、グループに定義しているディスク
ボリュームをマシンに接続します。
OS配布がある場合は、Bootディスクのみ接続します。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録しま
す。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
17

[標準]
稼働時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る稼働時配布ソフトウェアを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接続] が
オンの場合、種別がOSイメージのソフトウェアのみを配
布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続] が
オンの設定がない場合、登録されているソフトウェアを
すべて配布します。

18

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

19

[標準]

14でBootディスクだけ接続し、データディスクの接続設
定がある場合、接続を行います。
その後、ディスクスキャンをサポートしている場合は、デ
ィスクスキャンを実行、サポートしていない場合は、再起
動することで接続したディスクの認識を行います。
マシンを起動します。

マシンの起動
20

[標準]
仮想マシンサーバの設定

21

[標準]
仮想ネットワークの設定

22

[標準]
稼働時配布ソフトウェアの配布

23

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

24

[標準]
マシン情報の取得と更新

25

26

対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設定を
反映させます。
対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワークを
設定します。
16でOSのみを配布した場合、OS以外の稼働時配布ソ
フトウェアの配布を行います。
マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象へ登録
します。
ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェア
情報などを収集し、構成情報データベースに反映しま
す。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。

[標準]

マシン処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新
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1.7.2.

マシン稼動 / スケールアウト (物理マシン)
グループプロパティ設定の [プールマシン使用方法]、[最大稼働台数]、[スケールアウト数]
に従ってリソース割り当てを実行します。
グループで稼動中のマシンの中に電源オン可能なものがあれば、該当のマシンを起動し、
存在しなければ、プールからマシンを追加します。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [スケールアウト]



ssc scaleout



ポリシーのアクション グループ操作 / スケールアウト マシン追加

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]
グループ設定情報の取得

指定グループに設定されている情報を元に追加するマ
シンの数を取得します。

[標準]

1で取得した数の稼動マシンの追加を実行します。

2

マシン稼動
3

[標準]
リストの作成

4

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成しま
す。

以下の処理を繰り返し、電源オン可能な1つのグループのプールのみに所属しているマシンを
探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、5の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

3で作成したリストから単独のグループプールのみに所
属しているマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
電源オン"、"異常終了" のいずれにも該当しない場合、
操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数を
超える場合、該当のマシンは操作の対象外となります。

5

以下の処理を繰り返し、電源オン可能な複数のグループプールに所属するマシンを探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、10の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

3で作成したリストの中から複数のグループプールに所
属しているマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
電源オン"、"異常終了" のいずれにも該当しない場合、
操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数を
超える場合、該当のマシンは操作の対象外となります。
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順番

処理項目

処理内容

6

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
7

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動
8

[標準]

マシン処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
9

処理終了

10

[標準]
リストの作成

11

[標準]
マシンの選択

12

13

指定したグループのプールに存在するマシンのリストを
作成します。
10で作成したリストから1つのグループのプールのみに
所属しているマシンを選択します。

ホスト設定の検索

指定したグループに使用可能なホスト設定が存在する
かチェックします。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
異常終了" のいずれにも該当しない場合、操作対象と
なります。

[標準]

また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数を
超える場合、該当のマシンは操作の対象外となります。
14

以下の処理を繰り返し、グループで稼動可能な複数のグループプールに所属しているマシンを
探します。
見つかった場合、18の処理に進みます。見つからない場合、15の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

10で作成したリストアから複数のグループのプールの
みに所属しているマシンを選択します。

ホスト設定の検索

指定したグループに使用可能なホストが存在するかど
うかチェックします。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
異常状態" のいずれにも該当しない場合、操作対象と
なります。

[標準]

また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数を
超える場合、該当のマシンは操作の対象外となります。
15

[標準]
リストの作成

指定したグループの中から、"グループプールに有効な
マシンが無い場合、未使用のマシンの中からマシンを
選択する" がグループプロパティに設定され、かつ使用
可能なホスト設定が存在するグループのリストを作成し
ます。このとき、グループのプライオリティの高い順に作
成します。
また、共通プールに存在するマシンのリストを作成しま
す。

16

17の処理を繰り返し、グループで稼動可能な共通プールに存在するマシンを探します。
見つかった場合、18の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
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順番

処理項目

処理内容

17

[標準]

15で作成したリストから、グループ、マシンを選択し、以
下のチェックを行います。

マシンの状態確認

▪ マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中
"、"管理対象外"、"異常状態" のいずれにも該当しない
こと
▪ 選択されたマシンのモデル名が、既に起動中のマシ
ンのモデル名と同じであること
▪ マシンを管理しているDPMがグループなどで設定さ
れているソフトウェアを管理しているDPMと同じである
こと
▪ マシンのタイプとグループ (モデル) のタイプが同じ
であること
また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数を
超える場合、該当のマシンは操作の対象外となります。
18

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
19

[論理マシン]

論理マシンを作成します。

論理マシンの作成
20

[論理マシン]

マシンプロファイルと論理マシンの情報を同期します。

マシンプロファイルの同期
21

[論理マシン]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
22

[論理マシン]
論理マシンをDPMへ登録

23

[標準]
ホスト設定の割り当て

24

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

25

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

26

27

論理マシンをDPMに登録します。失敗した場合は、ステ
ータスを異常として処理を終了します。
グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレスな
ど) から未使用のものを割り当てます。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている構築時
配布ソフトウェアを配布します。
ホスト設定、モデル、グループに定義しているディスク
ボリュームをマシンに接続します。
OS配布がある場合は、Bootディスクのみ接続します。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録しま
す。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
28

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る稼動時配布ソフトウェアを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接続] が
オンの場合、種別がOSイメージのソフトウェアのみを配
布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続] が
オンの設定がない場合、登録されているソフトウェアを
すべて配布します。
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順番

処理項目

処理内容

29

[Storage]

25でBootディスクだけ接続した場合に、データディスク
の接続設定がある場合、接続を行います。

ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

30

[標準]

その後、ディスクスキャンをサポートしている場合は、デ
ィスクスキャンを実行、サポートしていない場合は、再起
動することで接続したディスクの認識を行います。
マシンを起動します。

マシンの起動
31

[標準]
仮想マシンサーバの設定

32

[標準]
仮想ネットワークの設定

33

[標準]
稼働時配布ソフトウェアの配布

34

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

35

[標準]
マシン情報の取得と更新

36

37

対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設定を
反映させます。
対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワークを
設定します。
27でOSのみを配布した場合、OS以外の稼働時配布ソ
フトウェアの配布を行います。
マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象へ登録
します。
ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェア
情報などを収集し、構成情報データベースに反映しま
す。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。

[標準]

マシン処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新

1.7.3.

マシン稼動 / 新規リソース割り当て (仮想マシン)
仮想マシンを作成します。作成した仮想マシンはグループで稼動します。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかで DPM サーバを設定してください。DPM
サーバを設定すると、作成された仮想マシンは、自動で DPM へ登録されます。DPM への登
録処理に失敗した場合、異常終了します。この場合、仮想マシンを作成するために使用した
テンプレートに応じて、以下の操作を実行してください。


Full Clone 用のテンプレートを使用した場合:
仮想マシンの作成までは完了しています。対象の仮想マシンをいったんグループから削
除し、DPM に登録後、マスタマシン登録を行ってください。



HW Profile Clone 用のテンプレート / Differential Clone 用のテンプレート / Disk
Clone 用のテンプレートを使用した場合、および [OS を手動でインストールする] チェッ
クした場合:
対象の仮想マシンを [運用] ビューから VM 削除を行った後、新規リソース割り当てを
再度実行してください。
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DPM サーバを設定しないと、仮想マシンが作成されても稼動時配布ソフトウェアの配布は行
われません。この場合、仮想マシンを作成するために使用するテンプレートによって、以下の
状態になります。


Full Clone / Differential Clone (vCenter Server 環境で作成) / Disk Clone (vCenter
Server 環境で作成) 用のテンプレートを使用した場合
作成された仮想マシンは、ソフトウェアは配布されずにグループで稼動状態になります。
この状態の仮想マシンにソフトウェアを配布するには、DPM へのマシン登録作業を行っ
た後、ソフトウェアの再配布などを実行してください。



HW Profile Clone 用のテンプレートを使用した場合
仮想マシンの作成に失敗します。



Differential Clone (vCenter Server 以外の環境で作成) 用のテンプレートを使用した
場合
仮想マシンの作成に失敗します。



Disk Clone (vCenter Server 以外の環境で作成) 用のテンプレートを使用した場合
仮想マシンの作成に失敗します。



[OS を手動でインストールする] をチェックした場合
DPM サーバの設定に関係なく、稼動時配布ソフトウェアの配布は行われません。



[仮想マシンをインポートする] をチェックした場合
作成された仮想マシンは、ソフトウェアは配布せずにグループに稼動状態になります。
この状態の仮想マシンにソフトウェアを配布するには、DPM へのマシン登録作業を行っ
た後、ソフトウェアの再配布などを実行してください。

仮想マシンの作成先仮想マシンサーバを自動で選択するには、「新規リソース割り当て」ウィ
ンドウで、[VM サーバを自動選択する] チェックボックスをオンにします。
自動選択については「3.12.5 VM 最適作成」、仮想マシンサーバの選出については「3.12.6
作成先仮想マシンサーバとデータストアの選択基準」を参照下さい。
新規リソース割り当ては、以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [新規リソース割り当て]



[ポータル] ビュー － [VM 作成]



ポリシーのアクション グループ操作 / グループマシン作成・追加



pvmutl vmadd



ssc create machine

ポリシーアクションによる実行時、グループのプロパティで設定した最大稼働台数を超える場
合は、アクションは異常終了します。
順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

指定したグループ (グループ、モデル) から操作対象グ
ループを特定します。

ホスト設定取得

取得できたグループから未使用のホスト設定を取得し
ます。
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順番

処置項目

処置内容

2

[標準]

仮想マシンの新規作成ができるグループ (モデル) の
リストを作成します。

リストの作成
3

以下の処理を繰り返し、新規リソース割り当て可能なホスト設定とグループを探します。
見つかった場合、4の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
指定したホスト設定が使用可能かチェックします。

[標準]
ホスト設定検索

グループなどにテンプレートが設定されているかチェッ
クします。

[標準]
テンプレートの設定確認

OSを手動でインストールする場合は、チェックは行われ
ません。
4

[標準]
仮想マシン作成 / 仮想マシンのイ
ンポート

5

[標準]

グループに定義したテンプレートから仮想マシンを作成
します。
仮想マシンをインポートする場合は、仮想マシンをイン
ポートします。
マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
6

[標準]
メンテナンス状態

OSを手動でインストールする場合にマシンのメンテナン
スステータスを "オン" 更新します。
それ以外の場合は更新されません。

7

[標準]
ホスト設定の割り当て

8

[標準]
DPMへのマシン登録

9

[標準]
マシンの固有情報反映

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレスな
ど) から指定されたものを割り当てます。
作成したマシンをDPMに登録します。失敗した場合は
ステータス異常として処理を終了します。
マシンの固有情報反映 (ホスト名、IPアドレスなど) を
行います。マシンの電源状態がオンの場合は、一度シ
ャットダウンが行われてから実行されます。
OSを手動でインストールする場合は実行されません。

10

[標準]
稼働時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されている
稼働時配布ソフトウェアを配布します。
OSを手動でインストールする場合は配布されません。

11

12

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動

OSを手動でインストールする場合は起動されません。

[標準]

vCenter Server / XenCenter / ESXi / Hyper-V / KVM
から作成したマシンのハードウェア情報などを収集し、
構成情報データベースを作成します。

マシン情報の取得と更新
13

[LB]
ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。
OSを手動でインストールする場合は登録されません。

14

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
160

マシンの構成変更時の処理

1.7.4.

マシン稼動 / リソース割り当て (仮想マシン)
管理対象の仮想マシンをグループで稼動します。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかで、DPM サーバを設定しないと、リソース
割り当てを行っても、稼動時配布ソフトウェアの配布は行われません。作成された仮想マシ
ンは、ソフトウェアは配布されずにグループで稼動状態になります。
この状態の仮想マシンにソフトウェアを配布するには、DPM へのマシン登録作業を行った後、
ソフトウェアの再配布などを実行してください。
注:
▪ 仮想マシンのゲスト OS が Windows Vista の場合、リソース割り当て / スケールアウト時
の固有情報反映は 1 回に制限されています。リソース割り当て / スケールアウトを実施した
仮想マシンを、再度、グループで稼動させる場合は、マスタマシン登録を利用してください。
▪ グループ、モデル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
(スタンドアロン ESXi / Hyper-V / Xen / KVM で作成)、および Differential Clone (スタンドア
ロン ESXi / Hyper-V / Xen / KVM で作成) の場合はリソース割り当てを行うことはできませ
ん。
▪ グループ、モデル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 HW Profile
Clone (スタンドアロン ESXi / Hyper-V で作成) の場合は、使用するリストアシナリオの実行
動作設定で、「シナリオ開始時に対象マシンの OS を再起動する」を指定する必要があります。
詳細については、「DeploymentManager リファレンスガイド」の「3.13.5 「オプション」タブ」を
参照してください。また、電源オンの仮想マシンに対して実行する場合、以前に稼動していた
同じホスト設定でなければリソース割り当てが失敗します。仮想マシンの電源をオフにする
か、同じホスト設定に対してリソース割り当てを行ってください。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [リソース割り当て] － [自動選択]



[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [リソース割り当て] － [手動選択] － [グ
ループプールから]



[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [リソース割り当て] － [手動選択] － [共
通プールから]



pvmutl add



pvmutl addspecname



ssc assign machine

(1) マシンを指定する場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したマシンが他のグループで稼動していないこと
をチェックします。

指定マシンの稼動確認
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順番

処理項目

処理内容

2

[標準]

▪ ホスト設定指定時

ホスト設定の検索

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。
▪ ホスト設定未指定時
使用可能なホスト設定が存在するかチェックします。

3

4

マシンの状態確認

指定したマシンの状態が "処理中" でないことを確認
します。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]

構成情報の更新
5

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレス
など) から指定したものを割り当てます。

[標準]
ホスト設定の割り当て

6
(vCenter
Serverから
管理してい
るESX /
ESXi 上の
仮想マシン
のみ)

[標準]

7

[標準]

マシンの固有情報反映 (ホスト名、IPアドレスなど)
を行います。マシンの電源状態がオンの場合は、一
度シャットダウンが行われてから実行されます。

マシンの固有情報反映

テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかに
DPMへのマシン登録情報が設定されている場合は、
追加したマシンをDPMに登録します。失敗した場合は
ステータスを異常として処理を終了します。

DPMへのマシン登録

8

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る稼動時配布ソフトウェアを配布します。

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの
配布

9

マシンを起動します。

[標準]
マシンの起動

10

11

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録
します。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新

(2) マシンを自動選択する場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したグループのプールにいるマシンのリストを作
成します。

リストの作成
2

以下の処理を繰り返し、グループで稼動可能な1つのグループのプールのみに所属してい
るマシンを探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、3の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストから1つのグループのプールのみに
所属しているマシンを選択します。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
162

マシンの構成変更時の処理
順番

処理項目

処理内容

[標準]

▪ ホスト設定指定時

ホスト設定の検索

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。
▪ ホスト設定未指定時
指定したグループに使用可能なホスト設定が存在す
るかチェックします。

3

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"
のいずれにも該当しない場合、操作対象となります。

以下の処理を繰り返し、グループで稼動可能な複数のグループプールに所属しているマシ
ンを探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、4の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストから複数のグループプールに所属
しているマシンを選択します。

[標準]

▪ ホスト設定指定時

ホスト設定の検索

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。
▪ ホスト設定未指定時
指定したグループに使用可能なホスト設定が存在す
るかチェックします。

4

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"
のいずれにも該当しない場合、操作対象となります。

[標準]

指定したグループの中から、"グループプールに有効
なマシンが無い場合、未使用のマシンの中からマシン
を選択する" が設定され、かつ使用可能なホスト設定
が存在するグループのリストを作成します。このとき、
グループのプライオリティの高い順に作成します。

リスト作成

また、共通プールに存在するマシンのリストを作成し
ます。
5

以下の処理を繰り返し、グループで稼動可能な共通プールに存在するマシンを探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
マシンの状態確認

4で作成したリストから、グループ、マシンを選択し、以
下のチェックを行います。
▪ マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス
中" のいずれにも該当しないこと
▪ 選択されたマシンのモデル名が、既に稼動中のマ
シンのモデル名と同じであること
▪ マシンを管理しているDPMがグループなどで設定さ
れているソフトウェアを管理しているDPMと同じである
こと
▪ マシンのタイプとグループ (モデル) のタイプが同じ
であること

6

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
7

[標準]
ホスト設定の割り当て

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレス
など) から指定したものをマシンに割り当てます。
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順番

処理項目

処理内容

8

[標準]

グループプロパティ設定の [プールマシン使用方法]
に従って、プールから仮想マシンを選択します。

マシンの割り当て
9
(vCenter
Serverから
管理してい
るESX /
ESXi上の
仮想マシン
のみ)

[標準]

10

[標準]

マシンの固有情報反映 (ホスト名、IPアドレスなど)
を行います。マシンの電源状態がオンの場合は、一
度シャットダウンが行われてから実行されます。

マシンの固有情報反映

テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかに
DPMへのマシン登録情報が設定されている場合は、
追加したマシンをDPMに登録します。失敗した場合
は、ステータスを異常として処理を終了します。

DPMへのマシン登録

11

12

稼働時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、グループに登録されている稼働
時配布ソフトウェアを配布します。

[標準]

マシンを起動します。

[標準]

マシンの起動
13

14

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録
します。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新

1.7.5.

マシン稼動 / スケールアウト (仮想マシン)
グループプロパティ設定の [最大稼働台数]、[スケールアウト数] に従い、新規リソース割り
当てを実行します。
仮想マシンが対象のスケールアウトでは、停止中のマシンを起動する場合と新規に仮想マ
シンを作成する場合があります。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかで、DPM サーバを設定しないと、スケール
アウトを行っても、稼動時配布ソフトウェアの配布は行われません。作成された仮想マシンは、
ソフトウェアは配布されずにグループで稼動状態になります。
この状態の仮想マシンにソフトウェアを配布するには、DPM へのマシン登録作業を行った後、
ソフトウェアの再配布などを実行してください。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [スケールアウト]



[ポータル] ビュー － [スケールアウト]



ssc scaleout
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マシンの構成変更時の処理

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]
グループ設定情報の取得

指定グループに設定されている情報を元にスケール
アウトを実行する数を取得します。

[標準]

1で取得した実行分の稼動マシン追加を実行します。

2

新規リソース割り当て
3

[標準]
リストの作成

4

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成し
ます。

以下の処理を繰り返し、電源オン可能な1つのグループのプールのみに所属しているマシンを
探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、5の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

3で作成したリストの中から単独のグループプールの
みに所属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中
"、"異常終了" のいずれにも該当しない場合、操作対
象となります。
また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数
を超える場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

5

以下の処理を繰り返し、電源オン可能な複数グループプールに所属するマシンを探します。
見つかった場合、6の処理に進みます。見つからない場合、10の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

3で作成したリストの中から複数グループプールに所
属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"電源オン"、"メン
テナンス中"、"異常終了" のいずれにも該当しない場
合、操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最大稼働台数
を超える場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

6

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
7

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動
8

[標準]

マシン処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
9

処理終了

10

[標準]
リストの作成

11

仮想マシンの新規作成、および稼動ができるグルー
プ (モデル) のリストを作成します。

以下の処理を繰り返し、スケールアウト可能なホスト設定とグループを探します。
見つかった場合、12の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
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順番

処理項目

処理内容

[標準]

指定したホスト設定が使用可能かチェックします。

ホスト設定検索
[標準]
テンプレートの設定確認
12

13

グループなどにテンプレートが設定されているかチェ
ックします。

仮想マシン作成

グループに定義したテンプレートから仮想マシンを作
成します。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]

構成情報の更新
14

[標準]
ホスト設定の割り当て

15

[標準]
DPMへのマシン登録

16

[標準]
マシンの固有情報反映

17

18

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレス
など) から指定されたものを割り当てます。
作成したマシンをDPMに登録します。失敗した場合
は、ステータスを異常として処理を終了します。
マシンの固有情報反映 (ホスト名、IPアドレスなど)
を行います。マシンの電源状態がオンの場合は、一
度シャットダウンが行われてから実行されます。

稼動時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、グループに登録されている稼動
時配布ソフトウェアを配布します。

[標準]

マシンを起動します。

[標準]

マシンの起動
19

[標準]
マシン情報の取得と更新

20

21

vCenter Server / XenCenter / ESXi / Hyper-V /
KVMから作成したマシンのハードウェア情報などを収
集し、構成情報データベースに作成します。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録
します。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新

1.7.6.

マシン稼動 / マスタマシン登録 (物理マシン)
管理対象の物理マシンに対して、固有情報反映を行わずに、グループで稼動します。
登録するマシンの設定 (IP アドレスなど) は、ホスト設定と同じ設定にしておく必要がありま
す。
マシン情報を指定し、マスタマシンとしてマシン稼動を行う処理を下記の表に示します。これ
は、管理対象マシンを、ソフトウェア配布を行わずにグループで稼動する動きです。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [マスタマシン登録]



ssc assign machine
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マシンの構成変更時の処理
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したマシンが他のグループで稼動していないことを
チェックします。

指定マシンの稼動確認
2

3

グループ情報の取得

指定したグループ (グループ、モデル) から操作対象
グループを取得します。

[標準]

指定したマシンに対し、以下のチェックを行います。

マシンの状態確認

▪ 管理対象であること

[標準]

▪ 指定したマシンのタイプとグループ (モデル) のタイ
プが一致すること
4

[標準]
VMサーバグループのマスタマシン登
録確認

指定したマシンが仮想マシンサーバであるとき、以下の
チェックを行います。
▪ マネージャに登録されていること
▪ 対象の仮想マシンサーバと関連のあるマネージャ情
報とDataCenter情報がグループに設定されているもの
と一致していること

5

[論理マシン]

マシンプロファイルと論理マシンの情報を同期します。

マシンプロファイルの同期
6

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
7

[標準]
ホスト設定の割り当て

8

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

9

10

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレスな
ど) から未使用のものを割り当てます。
ホスト設定、モデル、グループに定義しているディスク
ボリュームをマシンに接続します。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録しま
す。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
11

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動
12

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

13

[標準]
マシン情報の取得と更新

14

15

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象へ登録
します。
ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェア
情報などを収集し、構成情報データベースに反映しま
す。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新

1.7.7.

マシン稼動 / マスタマシン登録 (仮想マシン)
管理対象の仮想マシンに対して、固有情報反映を行わずに、グループで稼動します。
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登録する仮想マシンの設定 (IP アドレスなど) は、ホスト設定と同じ設定にしておく必要があ
ります。
マシン情報を指定し、マスタマシンとしてマシン稼動を行う処理を下記の表に示します。これ
は、管理対象の仮想マシンを、ソフトウェア配布を行わずにグループで稼動する動きです。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [マスタマシン登録]



pvmutl vmadd



ssc assign machine

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したマシンが他のグループで稼動していないことを
チェックします。

指定マシンの稼動確認

仮想マシンをインポートする場合は行われません。
2

[標準]
グループ情報の取得

指定したグループ (グループ、モデル) から操作対象
グループを取得します。
仮想マシンをインポートする場合は行われません。

3

[標準]

指定したマシンに対し、以下のチェックを行います。

マシンの状態確認

▪ 管理対象であること
▪ 指定したマシンのタイプとグループ (モデル) のタイ
プが一致すること
仮想マシンをインポートする場合は行われません。

4

5

仮想マシンのインポート

仮想マシンをインポートする場合は、仮想マシンをイン
ポートします。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]

構成情報の更新
6

7

ホスト設定の割り当て

グループに定義したホスト設定 (ホスト名、IPアドレスな
ど) から指定したものをマシンに割り当てます。

[標準]

仮想NICの設定を行います。

[標準]

ネットワークの設定
8

9

DPMへのマシン登録

テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかに
DPMへのマシン登録情報が設定されている場合は、追
加したマシンをDPMに登録します。失敗した場合は、ス
テータスを異常として処理を終了します。

[標準]

マシンを起動します。

[標準]

マシンの起動
10

11

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新
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マシンの構成変更時の処理

1.7.8.

マシン削除 / 割り当て解除 (物理マシン)
稼動マシンをプールへ移動し、グループから削除します。


マシンを解体する
マシンを稼動する際に割り当てたリソースをすべて取り外してグループプール、または
共通プールへマシンを戻します。
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [割り当て解除] － [マシンを解体する]
－ [グループプールへ]

•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [割り当て解除] － [マシンを解体する]
－ [共通プールへ]

また、上記の他に以下のコマンドがあります。
•

pvmutl delete

•

ssc release machine

注: XenServer の解体を行う場合は、前もって XenServer を使用して対象 XenServer
を DataCenter から削除し、シャットダウンを行ってください。解体後は収集を行ってくだ
さい。


マシンを解体しないで未稼動にする
ロードバランサグループからの解除、および ESMPRO/ServerManager からの削除の
みを行い、共通プールへマシンを戻します。
仮想マシンサーバのシャットダウンをせずに、グループから割り当て解除する場合は、
[マシンを解体せずに未稼働にする] を選択してください。
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [割り当て解除] － [マシンを解体しな
いで未稼働にする]

また、上記の他に以下のコマンドがあります。
•

pvmutl delete

•

ssc release machine

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
169

1 SigmaSystemCenter の機能

(1) マシンが指定されている場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したマシンに対して以下のチェックを行います。

マシンの状態確認

▪ グループで稼動していること
▪ マシンの状態が処理中でないこと
▪ 管理対象であること

2

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]
構成情報の更新

3

マシンをロードバランサグループの分散ノードから解除
します。

[LB]
ロードバランサグループから解除

4

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerから削除

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象から削
除します。

[マシンを解体せずに未稼働にする] を指定した場合は、以降の処理のうち12、14のみ実行します。
5

6

7

待機時配布ソフトウェアの配布

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る待機時配布ソフトウェアを配布します。

[標準]

マシンをシャットダウンします。

マシンのシャットダウン

シャットダウンに失敗した場合は、強制OFFを行いま
す。ただし、シャットダウン、および強制OFFに失敗して
も処理は続行されます。

[標準]

仮想マシンサーバを管理マネージャから削除します。

[標準]

仮想マシンサーバの解体
8

9

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANから削除し
ます。

[Storage]

ディスクボリュームとマシンの接続を切断します。

[VLAN]

ストレージ (ディスクボリューム) の
切断
10

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウ
ェアの配布

11

[論理マシン]
解体時配布ソフトウェアの配布

12

13

マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機時・シャ
ットダウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布
します。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている解体時
配布ソフトウェアを配布します。

ホスト設定の解放

マシンで使用していたホスト設定を未使用状態にしま
す。

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します。

[標準]

固有情報削除
14

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
15

[論理マシン]

DPMから論理マシンを削除します。

論理マシンをDPMから削除
16

[論理マシン]

論理マシンを削除します。

論理マシンの削除
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マシンの構成変更時の処理

(2) マシンが指定されていない場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成しま
す。

リスト作成
2

以下の処理を繰り返し、割り当て解除可能な複数のグループプールに所属するマシンを探しま
す。
見つかった場合、4の処理に進みます。見つからない場合、3の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストの中から複数のグループプールに所
属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

▪ グループプールへ戻す場合
マシンの状態が、"処理中"、"メンテナンス中" のいずれ
にも該当しない場合、操作対象となります。
ただし、ssc release machineでのグループ指定のみの
場合、グループのプロパティで設定した最低稼働台数
のチェックを行います。そのとき、異常終了のマシンも
操作対象外となります。
▪ 共通プールへ戻す場合
マシンの状態が、"処理中" でない場合、操作対象とな
ります。

3

以下の処理を繰り返し、割り当て解除可能な1つのグループプールのみに所属するマシンを探し
ます。
見つかった場合、4の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストの中から単独のグループプールのみ
に所属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

▪ グループプールへ戻す場合
マシンの状態が、"処理中"、"メンテナンス中" のいずれ
にも該当しない場合、操作対象となります。
ただし、ssc release machineでのグループ指定のみの
場合、グループのプロパティで設定した最低稼働台数
のチェックを行います。そのとき、異常終了のマシンも
操作対象外となります。
▪ 共通プールへ戻す場合
マシンの状態が、"処理中" でない場合、操作対象とな
ります。

4

[標準]

選択されたマシンに対し、以下のチェックを行います。

マシンの状態確認

▪ 管理対象であること
▪ グループで稼動中であること

5

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
6

[LB]
ロードバランサグループから解除

マシンをロードバランサグループの分散ノードから解除
します。
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順番

処理項目

処理内容

7

[管理NW]

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象から削
除します。

ESMPRO/ServerManagerから削除

[マシンを解体せずに未稼働にする] を指定した場合は、以降の処理のうち、15、17のみ実行します。
8

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

9

10

マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る待機時配布ソフトウェアを配布します。

マシンのシャットダウン

マシンをシャットダウンします。シャットダウンに失敗した
場合は、強制OFFを行います。ただし、シャットダウン、
および強制OFFに失敗しても処理は続行されます。

[標準]

仮想マシンサーバを管理マネージャから削除します。

[標準]

仮想マシンサーバの解体
11

12

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANから削除し
ます。

[Storage]

ディスクボリュームとマシンの接続を切断します。

[VLAN]

ストレージ (ディスクボリューム) の
切断
13

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウ
ェアの配布

14

[論理マシン]
解体時配布ソフトウェアの配布

15

16

マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機時・シャ
ットダウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布
します。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている解体時
配布ソフトウェアを配布します。

ホスト設定の解放

マシンで使用していたホスト設定を未使用状態にしま
す。

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します。

[標準]

固有情報削除
17

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
18

[論理マシン]

DPMから論理マシンを削除します。

論理マシンをDPMから削除
19

[論理マシン]

論理マシンを削除します。

論理マシンの削除

1.7.9.

マシン削除 / スケールイン (物理マシン)
グループプロパティ設定の [スケールイン台数] に従い、稼動マシンを複数割り当て解除し
ます。
[スケールイン時、稼働中のマシンをシャットダウンする] の設定が行われている場合、グル
ーププロパティ設定の [スケールイン台数] に従い、稼動マシンを複数シャットダウンします。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [スケールイン]
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マシンの構成変更時の処理
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ポリシーのアクション グループ操作 / スケールイン マシン削除

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]
グループ設定情報の取得

指定グループに設定されている情報を元に割り当て解
除を実行する数を取得します。

[標準]

1で取得した実行数分の稼動マシン削減を実行します。

2

稼動マシン削減
3

[標準]
停止可能マシン存在確認

4

[標準]
リストの作成

5

グループの設定 [スケールイン時、稼働中のマシンを
シャットダウンする] がオンの場合、マシン停止処理を
行います。オフの場合は、11の処理に進みます。
指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成しま
す。

以下の処理を繰り返し、シャットダウン可能な複数のグループプールに所属するマシンを探しま
す。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、6の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

4で作成したリストの中から複数のグループプールに所
属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
電源オン以外"、"異常終了" のいずれにも該当しない
場合、操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

6

以下の処理を繰り返し、シャットダウン可能な1つのグループプールのみに所属するマシンを探
します。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
マシンの選択

4で作成したリストの中から単独のグループプールのみ
に所属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
電源オン以外"、"異常終了" のいずれにも該当しない
場合、操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

7

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
8

9

マシンのシャットダウン

マシンをシャットダウンします。シャットダウンに失敗した
場合は、強制OFFを行います。ただし、シャットダウンお
よび強制OFFに失敗しても処理は続行されます。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[標準]

構成情報の更新
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順番

処理項目

10

処理終了

11

[標準]

処理内容

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成しま
す。

リストの作成
12

以下の処理を繰り返し、割り当て解除可能な複数のグループプールに所属するマシンを探しま
す。
見つかった場合、14の処理に進みます。見つからない場合、13の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

11で作成したリストの中から複数のグループプールに
所属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"メンテナンス中"、"異常終
了" のいずれにも該当しない場合、操作対象となりま
す。
また、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

13

以下の処理を繰り返し、割り当て可能な1つのグループプールのみに所属するマシンを探しま
す。
見つかった場合、14の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
マシンの選択

11で作成したリストの中から単独のグループプールの
みに所属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"メンテナンス中"、"異常終
了" のいずれにも該当しない場合、操作対象となりま
す。
また、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

14

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]
構成情報の更新

15

マシンをロードバランサグループの分散ノードから解除
します。

[LB]
ロードバランサグループから解除

16

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerから削除

17

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

18

19

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象から削
除します。
マシン、ホスト設定、モデル、グループに登録されてい
る待機時配布ソフトウェアを配布します。

マシンのシャットダウン

マシンをシャットダウンします。シャットダウンに失敗した
場合は、強制OFFを行います。ただし、シャットダウン、
および強制OFFに失敗しても処理は続行されます。

[標準]

仮想マシンサーバを管理マネージャから削除します。

[標準]

仮想マシンサーバの解体
20

[VLAN]
VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANから削除し
ます。
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マシンの構成変更時の処理
順番

処理項目

処理内容

21

[Storage]

ディスクボリュームとマシンの接続を切断します。

ストレージ (ディスクボリューム) の
切断
22

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウ
ェアの配布

23

[論理マシン]
解体時配布ソフトウェアの配布

24

ホスト設定、モデル、グループに登録されている解体時
配布ソフトウェアを配布します。

ホスト設定の解放

マシンで使用していたホスト設定を未使用状態にしま
す。

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します。

[標準]

25

マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機時・シャ
ットダウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布
します。

固有情報削除
26

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
27

[論理マシン]

DPMから論理マシンを削除します。

論理マシンをDPMから削除
28

[論理マシン]

論理マシンを削除します。

論理マシンの削除

1.7.10. マシン削除 / 割り当て解除 (仮想マシン)
稼動マシンをグループから削除します。


マシンを解体する
以下の操作が対象となります。



•

[運用] － [アクション] メニュー － [割り当て解除] － [マシンを解体する]

•

ssc release machine

マシンを解体しないで未稼働にする
以下の操作が対象となります。
•

pvmutl delete

•

ssc release machine

マシンを解体する場合は、[ディスク情報を削除する] を選択した VM 削除と同じ処理が実行
されます。マシンを解体する場合の処理内容については、「1.7.12 VM 削除」を参照してくだ
さい。以下では、マシンを解体しないで未稼動にする場合の処理内容について説明します。
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(1) マシンが指定されている場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したマシンに対して以下のチェックを行います

マシンの稼動確認

▪ グループで稼動していること
▪ マシンの状態が "処理中" でないこと
▪ 管理対象であること

2

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
3

[LB]
ロードバランサグループから解除

4

[標準]
ホスト設定の解放

5

[標準]
構成情報の更新

仮想マシンをロードバランサグループの分散ノードから
解除します。
仮想マシンで使用していたホスト設定を未使用状態に
します。
仮想マシンの電源状態、処理完了ステータスなどを更
新します。

(2) マシンが指定されていない場合
順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成しま
す。

リスト作成
2

以下の処理を繰り返し、割り当て可能な複数のグループプールに所属するマシンを探します。
見つかった場合、4の処理に進みます。見つからなかった場合、3の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

1で作成したリストの中から複数のグループプールに所
属するマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"メンテナンス中" のいずれ
にも該当しない場合、操作対象となります。
ただし、ssc release machineでのグループ指定のみの
場合、グループのプロパティで設定した最低稼働台数
のチェックを行います。このとき、異常終了のマシンも操
作対象外となります。

3

以下の処理を繰り返し、割り当て解除可能な1つのグループプールのみに所属するマシンを探し
ます。
見つかった場合、4の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
仮想マシンサーバの選択
[標準]
マシンの選択

残キャパシティの最も少ない仮想マシンサーバ、仮想マ
シン数が最も少ない仮想マシンサーバを選択します。
1で作成したリストの中から単独のグループプールのみ
に所属するマシンを選択します。
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マシンの構成変更時の処理
順番

処理項目

処理内容

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"メンテナンス中" のいずれ
にも該当しない場合、操作対象となります。
ただし、ssc release machineでのグループ指定のみの
場合、グループのプロパティで設定した最低稼働台数
のチェックを行います。このとき、異常終了のマシンも操
作対象外となります。

4

[標準]

マシンに対して以下のチェックを行います。

マシンの稼動確認

▪ グループで稼動していること
▪ マシンの状態が "処理中" でないこと
▪ 管理対象であること

5

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
6

[LB]
ロードバランサグループから解除

7

[標準]
ホスト設定の解放

8

[標準]
構成情報の更新

仮想マシンをロードバランサグループの分散ノードから
解除します。
仮想マシンで使用していたホスト設定を未使用状態に
します。
仮想マシンの電源状態、処理完了ステータスなどを変
更します。

1.7.11. マシン削除 / スケールイン (仮想マシン)
グループプロパティ設定の [スケールイン台数] に従い、稼動マシンを複数、VM 削除を行い
ます。
[スケールイン時、稼働中のマシンをシャットダウンする] の設定が行われている場合、グル
ーププロパティ設定の [スケールイン台数] に従い、稼動マシンを複数、シャットダウンしま
す。


[運用] ビュー － [スケールイン]



[ポータル] ビュー － [スケールイン]



ssc scalein

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]
グループ設定情報の取得

指定グループに設定されている情報を元にVM削除を
実行する数を取得します。

[標準]

1で取得した実行数分の稼動マシン削減を実行します。

2

稼動マシン削減
3

[標準]
停止可能マシン存在確認

グループの設定 [スケールイン時、稼働中のマシンを
シャットダウンする] がオンの場合、マシン停止処理を
行います。オフの場合は、11の処理に進みます。
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順番

処理項目

処理内容

4

[標準]

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成しま
す。

リストの作成
5

以下の処理を繰り返し、シャットダウン可能な複数のグループプールに所属する仮想マシンを探
します。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、6の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

4で作成したリストの中から複数のグループプールに所
属するマシンを選択します。

[標準]

選択された仮想マシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
電源オン以外"、"異常終了" のいずれにも該当しない
場合、操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

6

以下の処理を繰り返し、シャットダウン可能な1つのグループプールのみに所属する仮想マシン
を探します。
見つかった場合、7の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
マシンの選択

4で作成したリストの中から単独のグループプールのみ
に所属するマシンを選択します。

[標準]

選択された仮想マシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中"、"
電源オン以外"、"異常終了" のいずれにも該当しない
場合、操作対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

7

[標準]

仮想マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
8

[標準]

仮想マシンをシャットダウンします。

マシンのシャットダウン
9

[標準]

仮想マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
10

処理終了

11

[標準]
リストの作成

12

[標準]
マシンの状態確認

指定したグループに存在している仮想マシンのリストを
作成します。
11で作成したリスト内の仮想マシンの状態をチェックし
ます。
マシンの状態が "処理中"、"メンテナンス中" のいずれ
にも該当しない場合、操作対象の候補となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼動台数を
下回る場合、該当のマシンは操作の対象外となりま
す。

13

[標準]

12で候補となったマシンのリストを新たに作成します。

リストの作成
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マシンの構成変更時の処理
順番

処理項目

処理内容

14

[標準]

残キャパシティの最も少ない仮想サーバ、仮想マシン
数が最も少ない仮想マシンサーバを選択します。

仮想マシンサーバの選択
15

16

[標準]
マシンの選択

14で選択された仮想マシンサーバに存在しているマシ
ンを削除候補として決定します。

[標準]

決定されたマシンに対し、以下のチェックを行います

マシンの状態確認

▪ 管理対象であること
▪ 指定したグループで稼動中であること

17

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
18

[標準]

仮想マシンをシャットダウンします。

マシンのシャットダウン
19

[LB]
ロードバランサグループから解除

20

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

21

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウ
ェアの配布

22

[標準]
DPMへのマシン登録削除

仮想マシンをロードバランサグループの分散ノードから
解除します。
仮想マシン、ホスト設定、グループに登録されている待
機時配布ソフトウェアを配布します。
マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機時・シャ
ットダウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布
します。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかに
DPMへのマシン登録情報が設定されていて、マシン解
体をする場合は、削除するマシンをDPMから登録削除
します。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれにも
DPMへのマシン登録情報が設定されない場合やマシ
ンを解体しない場合は、本処理は行われず、構成情報
の更新処理を行います。

23

24

ホスト設定の解放

仮想マシンで使用していたホスト設定を未使用状態に
します。

[標準]

仮想マシンサーバが停止中の場合は、起動する。

[標準]

仮想マシンサーバ起動
25

[標準]

仮想マシンを仮想マシンサーバ上から削除します。

仮想マシン削除

1.7.12. VM 削除
仮想マシンを削除する操作を選んだ場合は、グループから削除を行い、DPM のマシン登録
も削除されます。その後仮想マシンサーバ上からも削除し、SystemProvisioning の管理対
象外となります。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [VM 削除]
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[ポータル] ビュー － [VM 削除]



pvmutl vmdelete



ssc delete machine

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

指定したグループに存在している仮想マシンのリストを
作成します。

リストの作成
2

[標準]
マシンの状態確認

1で作成したリスト内の仮想マシンの状態をチェックしま
す。
マシンの状態が "処理中"、"メンテナンス中" のいずれ
にも該当しない場合、操作対象の候補となります。

3

[標準]

2で候補となったマシンのリストを新たに作成します。

リストの作成
4

[標準]
仮想マシンサーバの選択

5

6

[標準]

残キャパシティの最も少ない仮想サーバ、仮想マシン
数が最も少ない仮想マシンサーバを選択します。

マシンの選択

4で選択された仮想マシンサーバに存在しているマシン
を削除候補として決定します。

[標準]

決定したマシンに対し、以下のチェックを行います。

マシンの状態確認

▪ 管理対象であること
▪ 指定したグループで稼動中であること

7

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
8

[標準]

仮想マシンをシャットダウンします。

マシンのシャットダウン
9

[LB]
ロードバランサグループから解除

10

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

11

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウ
ェアの配布

12

[標準]
DPMへのマシン登録削除

仮想マシンをロードバランサグループの分散ノードから
解除します。
仮想マシン、ホスト設定、グループに登録されている待
機時配布ソフトウェアを配布します。
マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機時・シャ
ットダウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布
します。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれかに
DPMへのマシン登録情報が設定されていて、マシンを
解体する場合は、削除するマシンをDPMから登録削除
します。
テナント、カテゴリ、グループ、モデルのいずれにも
DPMへのマシン登録情報が設定されない場合やマシ
ンを解体しない場合は、本処理は行われず、構成情報
の更新処理を行います。

13

14

ホスト設定の解放

仮想マシンで使用していたホスト設定を未使用状態に
します。

[標準]

仮想マシンサーバが停止中の場合は、起動します。

[標準]

仮想マシンサーバの起動
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順番

処理項目

処理内容

15

[標準]

仮想マシンを仮想マシンサーバ上から削除します。

仮想マシン削除

また、[ディスク情報を削除する] にチェックを入れた場
合、仮想マシンに割り当てられていた仮想ディスクをデ
ータストア上から削除します。
[ディスク情報を削除する] にチェックを入れない場合、
仮想ディスクをデータストア上から削除しません。

注:
▪ マスタ VM、およびレプリカ VM (エッジキャッシュレプリカ VM は除く) は、削除できません。
▪ Differential Clone タイプの仮想マシンを削除すると、その仮想マシンが参照しているエッ
ジキャッシュレプリカ VM も、他に参照する仮想マシンが存在しない場合は、自動的に削除さ
れます。Xen 環境の場合は、エッジキャッシュレプリカ VM は、同時に削除されません。
▪ Xen 環境の場合、不要となったエッジキャッシュレプリカ VM は手動で削除してください。
▪ スタンドアロン ESXi 環境の場合、レプリカ VM は、"ディスク情報を削除する" を指定しても
ディスク情報が削除されません。
▪ SigmaSystemCenter 1.2 / 1.3 でディスク切り替え機能により作成された仮想マシン (仮
想マシンに "_(数字)" が付加されています) の仮想ディスクイメージは、別の仮想マシンか
らも参照されている可能性があります。仮想マシンの削除の操作は、仮想ディスクイメージ
からも同時に削除されます。従って、上記のような仮想マシンを削除する場合は、vSphere
Client を使用して仮想ディスクイメージを削除する仮想マシンから削除してください。
▪ 仮想マシンが登録されている仮想マシンサーバが電源オフの場合、仮想マシンサーバを
起動して削除を行います。仮想マシンサーバに対して省電力イベントを設定したポリシーを
適用している場合、省電力イベント発生後に仮想マシンサーバがシャットダウンされますが、
その他の場合は、仮想マシンサーバが起動した場合は仮想マシン削除後に仮想マシンサー
バのシャットダウンを行ってください。

1.7.13. マシン置換 (物理マシン)
稼動マシンをプールマシンと置換します。
置換先マシンは、稼動マシンと同じホスト設定 (ホスト名、IP アドレスなど) を使用します。
注: 仮想マシンサーバは、ブートコンフィグの置換をサポートします。


置換先マシン指定時
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [マシンの置換] － [マシンの手動選
択]

•

ssc replace machine
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順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

置換対象マシンが稼動しているグループのマシン
種別がVMでないことをチェックします。

グループの確認
2

指定された置換対象マシンがグループに存在して
いるかチェックします。

[標準]
マシンの存在確認

3

指定された置換先マシンに対し、以下のチェックを
行います。

[標準]
マシンの状態確認

▪ 他のグループで稼動していないこと
▪ 管理対象であること
▪ マシンの状態が、"処理中" でないこと
4

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]
構成情報の更新

5

置換元マシンが仮想マシンサーバの場合、仮想マ
シンサーバ上で起動している仮想マシンをリストア
ップします。

[標準]
稼動仮想マシンリストの作成

6

[LB]
ロードバランサグループから解除

7

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerの監視を
停止

8

仮想マシンサーバの場合に、分散スイッチから削除
します。

[標準]
分散スイッチから削除

10

置換元マシンをシャットダウンします。シャットダウン
に失敗した場合は、強制OFFを行います。ただし、
シャットダウン、および強制OFFに失敗しても処理
は続行されます。

[標準]
置換元マシンのシャットダウン

11

ESMPRO/ServerManagerの置換元マシンに対す
る監視を停止させます。

置換元マシン、ホスト設定、モデル、グループに登
録されている待機時配布ソフトウェアを配布しま
す。

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

9

置換元マシンをロードバランサグループの分散ノー
ドから解除します。

仮想マシンサーバを管理マネージャから削除しま
す。

[標準]
仮想マシンサーバの解体

ソフトウェア配布の設定にOSイメージのシナリオが
ない場合、スキップされます。
12

置換元マシンを接続しているスイッチポートをVLAN
から削除します。

[VLAN]
VLAN設定

13

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
切断

14

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウ
ェアの配布

15

[論理マシン]
解体時配布ソフトウェアの配布

ディスクボリュームと置換元マシンの接続を切断し
ます。
切断に失敗しても処理は続行されます。
マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機時・
シャットダウン後" に登録されている配布ソフトウェ
アを配布します。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている解
体時配布ソフトウェアを配布します。
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順番

処理項目

処理内容

16

[標準]

置換元マシンを置換先マシンと置換します。

マシンの置換

ブートコンフィグ (vIO) 置換の場合は、論理マシン
に対する置換元物理マシンの関連付けを置換先物
理マシンとの関連づけに変更します。

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します。

17

固有情報削除
18

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

19

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

20

21

ホスト設定、モデル、グループに登録されている構
築時配布ソフトウェアを配布します。
ホスト設定、モデル、グループに定義しているディス
クボリュームを置換先マシンに接続します。
OS配布がある場合はBootディスクのみ接続しま
す。

VLAN設定

置換先マシンを接続しているスイッチポートをVLAN
に登録します。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
22

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

置換先のマシン、ホスト設定、モデル、グループに
登録されている稼動時配布ソフトウェアを配布しま
す。
▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接
続] がオンの場合、種別がOSイメージのソフトウェ
アのみを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接
続] がオンの設定がない場合、登録されているソフ
トウェアをすべて配布します。

23

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

24

[標準]

19でBootディスクだけ接続し、データディスクの接
続設定がある場合、接続を行います。
その後、ディスクスキャンをサポートしている場合
は、ディスクスキャンを実行、サポートしていない場
合は再起動することで接続したディスクの認識を行
います。
置換先マシンを起動します。

置換先マシンの起動
25

[標準]
仮想マシンサーバの設定

26

[標準]
仮想ネットワークの設定

27

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

28

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設定
を反映させます。
対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワー
クを設定します。
21でOSのみを配布した場合、OS以外の稼動時配
布ソフトウェアの配布を行います。
置換先マシンをESMPRO/ServerManagerの監視
対象へ登録します。置換元マシンが登録されている
場合は、置換先マシンの情報で更新し、監視を開
始します。
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順番

処理項目

処理内容

29

[標準]

ESMPRO/ServerManagerから置換先マシンのハ
ードウェア情報などを収集し、構成情報データベー
スに反映します。

マシン情報の取得と更新
30

[LB]
ロードバランサグループへ登録

31

[標準]
仮想マシンの起動

32

[標準]
構成情報の更新



置換先マシンをロードバランサグループの分散ノー
ドに登録します。
5で取得した置換前に稼動中だった仮想マシンを起
動します。
置換先マシンの処理完了ステータスなどを更新しま
す。

置換先マシン未指定時
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [マシンの置換] － [マシンの自動選
択]

•

pvmutl replace

•

ssc replace machine (ssc コマンドでも可能)

•

ポリシーのアクション マシン操作 / マシン置換

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

置換対象マシンが稼動しているグループのマシ
ン種別がVMでないことをチェックします。

グループの確認
2

[標準]
マシンの存在確認

3

[標準]
リストの作成

4

指定された置換対象マシンがグループに存在し
ているかチェックします。
置換対象マシンが稼動しているグループプール
に存在するマシンのリストを作成します。

以下の処理を繰り返し、置換可能な1つのグループのプールのみに所属しているマシンを
探します。
見つかった場合、8の処理に進みます。見つからない場合、5の処理に進みます。
[標準]

5

マシンの選択

3で作成したリストから1つのグループのプールの
みに所属しているマシンを選択します。

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナン
ス中" のいずれにも該当しない場合、操作対象と
なります。

以下の処理を繰り返し、置換可能な複数のグループプールに所属しているマシンを探しま
す。
見つかった場合、8の処理に進みます。見つからない場合、6の処理に進みます。
[標準]
マシンの選択

3で作成したリストから複数のグループプールに
所属しているマシンを選択します。
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マシンの構成変更時の処理
順番

6

処理項目

処理内容

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナン
ス中" のいずれにも該当しない場合、操作対象と
なります。

[標準]

▪ 置換対象マシンが稼動しているグループに、"
グループプールに有効なマシンがない場合、未
使用のマシンの中からマシンを選択する" が選
択されている場合

共通プールマシン検索

共通プールに存在しているマシンのリストを作成
します。
▪ 置換対象マシンが稼動しているグループに、"
グループプールに有効なマシンがない場合、未
使用のマシンの中からマシンを選択する" が選
択されていない場合
ジョブが異常終了します。
7

以下の処理を繰り返し、置換可能な共通プールに存在するマシンを探します。
見つかった場合、8の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]
マシンの状態確認

選択されたマシンに対し、以下のチェックを行い
ます。
▪ マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナン
ス中"、"管理対象外" のいずれにも該当しないこ
と
▪ 選択されたマシンのモデル名が、既に稼動中
のマシンのモデル名と同じであること
▪ マシンを管理しているDPMがグループなどで設
定されているソフトウェアを管理しているDPMと
同じであること

8

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
9

[標準]
稼動仮想マシンリストの作成

10

[LB]
ロードバランサグループから解除

11

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerの監視を
停止

12

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

13

[標準]
分散スイッチから削除

14

[標準]
置換元マシンのシャットダウン

置換元マシンが仮想マシンサーバの場合、仮想
マシンサーバ上で起動している仮想マシンをリス
トアップします。
置換元マシンをロードバランサグループの分散ノ
ードから解除します。
ESMPRO/ServerManagerの置換元マシンに対
する監視を停止します。

置換元マシン、ホスト設定、モデル、グループに
登録されている待機時配布ソフトウェアを配布し
ます。
仮想マシンサーバの場合に、分散スイッチから削
除します。
置換元マシンをシャットダウンします。シャットダ
ウンに失敗した場合は、強制OFFを行います。た
だし、シャットダウン、および強制OFFに失敗して
も処理は続行されます。
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順番

処理項目

処理内容

15

[標準]

仮想マシンサーバを管理マネージャから削除しま
す。

仮想マシンサーバの解体
16

置換元マシンを接続しているスイッチポートを
VLANから削除します。

[VLAN]
VLAN設定

17

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の切
断

18

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフトウェ
アの配布

19

20

ディスクボリュームと置換元マシンの接続を切断
します。
切断に失敗しても処理は続行されます。
マシン、ホスト設定、モデル、グループの "待機
時・シャットダウン後" に登録されている配布ソフ
トウェアを配布します。

解体時配布ソフトウェアの配布

ホスト設定、モデル、グループに登録されている
解体時配布ソフトウェアを配布します。

[標準]

置換元マシンを置換先マシンと置換します。

[論理マシン]

マシンの置換
21

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します。

固有情報削除
22

ホスト設定、モデル、グループに登録されている
構築時配布ソフトウェアを配布します。

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

23

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の接
続

24

25

ホスト設定、モデル、グループに定義しているディ
スクボリュームを置換先マシンに接続します。
OS配布がある場合はBootディスクのみ接続しま
す。

VLAN設定

置換先マシンを接続しているスイッチポートを
VLANに登録します。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
26

置換先のマシン、ホスト設定、モデル、グループ
に登録されている稼動時配布ソフトウェアを配布
します。

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接
続] がオンの場合、種別がOSイメージのソフトウ
ェアのみを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接
続] がオンの設定がない場合、登録されているソ
フトウェアをすべて配布します。
27

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の接
続

28

[標準]

23でBootディスクだけ接続し、データディスクの
接続設定がある場合、接続を行います。
その後、ディスクスキャンをサポートしている場合
は、ディスクスキャンを実行、サポートしていない
場合は再起動することで接続したディスクの認識
を行います。
置換先マシンを起動します。

置換先マシンの起動
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マシンの構成変更時の処理
順番

処理項目

処理内容

29

[標準]

対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設
定を反映させます。

仮想マシンサーバの設定
30

[標準]
仮想ネットワークの設定

31

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

32

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

33

[標準]
マシン情報の取得と更新

34

[LB]
ロードバランサグループへ登録

35

[標準]
仮想マシンの起動

36

[標準]
構成情報の更新

対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワ
ークを設定します。
25でOSのみを配布した場合、OS以外の稼動時
配布ソフトウェアの配布を行います。
置換先マシンをESMPRO/ServerManagerの監
視対象へ登録します。置換元マシンが登録され
ている場合は、置換先マシンの情報で更新し、監
視を開始します。
ESMPRO/ServerManagerから置換先マシンの
ハードウェア情報などを収集し、構成情報データ
ベースに反映します。
置換先マシンをロードバランサグループの分散ノ
ードに登録します。
9で取得した置換前に稼動中だった仮想マシンを
起動します。
置換先マシンの処理完了ステータスなどを更新し
ます。

1.7.14. マシン用途変更 (物理マシン)
稼動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。
用途変更には 2 種類あり、以下の特徴があります。


マシン指定時
指定したマシンを指定した用途変更先グループへ移動します。
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [マシンの用途変更]

•

pvmutl move

注: マシン種別が [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、マシ
ン種別が [物理] のグループに用途変更することはできません。

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

用途変更先グループのリストを作成します。このと
き、グループのプライオリティの高い順にリストを作
成します。

リストの作成
2

以下の処理を繰り返し、用途変更可能なグループが見つかった場合、3の処理に進みま
す。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
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順番

処置項目

処置内容

[標準]

指定したマシンが用途変更先のグループに存在して
いるかチェックします。

マシンの存在チェック

ホスト設定の検索

用途変更先グループに使用可能なホスト設定が存
在しているかチェックします。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]

3

構成情報の更新
4

[LB]
ロードバランサグループから解除

5

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerから削
除

6

仮想マシンサーバを仮想分散スイッチから削除しま
す。

[標準]
分散スイッチから削除

8

マシンをシャットダウンします。シャットダウンに失敗
した場合は、強制OFFを行います。ただし、シャット
ダウン、および強制OFFに失敗しても処理は続行さ
れます。

[標準]
マシンのシャットダウン

9

仮想マシンサーバを管理マネージャから削除しま
す。

[標準]
仮想マシンサーバの解体

10

11

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象から
削除します。

マシン、用途変更元のホスト設定、用途変更元のモ
デル、用途変更元のグループに登録されている待機
時配布ソフトウェアを配布します。

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

7

マシンをロードバランサグループの分散ノードから解
除します。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANから削
除します。

[Storage]

ディスクボリュームとマシンの接続を切断します。

[VLAN]

ストレージ (ディスクボリューム) の
切断
12

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフト
ウェアの配布

13

[論理マシン]
解体時配布ソフトウェアの配布

14

15

マシン、用途変更元のホスト設定、用途変更元のモ
デル、用途変更元のグループの "待機時・シャットダ
ウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布し
ます。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている解
体時配布ソフトウェアを配布します。

ホスト設定の解放

マシンで使用していたホスト設定を未使用状態にし
ます。

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します。

[標準]

固有情報削除
16

[論理マシン]

論理マシンをDPMから削除します。

DPMから削除
17

[論理マシン]

論理マシンを削除します。

論理マシンの削除
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マシンの構成変更時の処理
順番

処置項目

処置内容

18

[標準]
マシンの状態確認

用途変更先マシンがグループのプールに存在するこ
とを確認します。

[論理マシン]

論理マシンを作成します。

19

論理マシンの作成
20

21

マシンプロファイルの同期

マシンプロファイルと論理マシンの情報を同期しま
す。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[論理マシン]

構成情報の更新
22

[論理マシン]
論理マシンをDPMに登録

23

[標準]
ホスト設定の割り当て

24

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

25

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

26

27

論理マシンをDPMに登録します。失敗した場合は、
ステータスを異常として処理を終了します。
用途変更先グループに定義したホスト設定 (ホスト
名、IPアドレスなど) から未使用のものを割り当てま
す。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている構
築時配布ソフトウェアを配布します。
ホスト設定、モデル、グループに定義しているディス
クボリュームをマシンに接続します。
OS配布がある場合はBootディスクのみ接続しま
す。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録
します。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
28

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

マシン、用途変更先ホスト設定、用途変更先モデ
ル、用途変更先グループに登録されている稼動時
配布ソフトウェアを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接続]
がオンの場合、種別がOSイメージのソフトウェアの
みを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続]
がオンの設定がない場合、登録されているソフトウェ
アをすべて配布します。

29

[標準]

用途変更先のマシンを起動します。

マシンの起動
30

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

31

[標準]
仮想マシンサーバの設定

32

[標準]
仮想ネットワークの設定

25でBootディスクだけ接続した場合に、データディス
クの接続設定がある場合、接続を行います。
その後、ディスクスキャンをサポートしている場合
は、ディスクスキャンを実行、サポートしていない場
合は再起動することで接続したディスクの認識を行
います。
対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設定
を反映させます。
対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワーク
を設定します。
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順番

処置項目

処置内容

33

[標準]

27でOSのみを配布した場合、OS以外の稼動時配
布ソフトウェアの配布を行います。

稼動時配布ソフトウェアの配布
34

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

35

[標準]

ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェ
ア情報などを収集し、構成情報データベースに反映
します。

マシン情報の取得と更新
36

37

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象へ
登録します。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録
します。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[LB]

構成情報の更新



マシン未指定時
用途変更を行うマシンを検索し、指定した用途変更先グループにマシンを移動します。
用途変更元グループで稼動状態のマシンと同じマシンが用途変更先グループのプール
で待機しているプールマシンが変更対象となります。
以下の操作が対象となります。
•

pvmutl move

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

用途変更先グループのプールマシンのリストを作成
します。

リストの作成
2

用途変更元グループで稼動しているマシンのリスト
を作成します。

[標準]
リストの作成

3

以下の処理を繰り返し、用途変更可能なマシンを探します。
見つかった場合、4の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]

1で作成したリストから、2で作成したリスト内のマシ
ンと同一のマシンを抽出します。

マシンの選択

ホスト設定の検索

用途変更先グループに使用可能なホスト設定が存
在しているかチェックします。

[標準]

抽出されたマシンの状態のチェックをします。

マシンの状態確認

マシンの状態が "処理中"、"故障"、"メンテナンス中"
のいずれにも該当しない場合、操作対象となりま
す。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]

4

構成情報の更新
5

[LB]
ロードバランサグループから解除

マシンをロードバランサグループの分散ノードから解
除します。
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順番

処置項目

処置内容

6

[管理NW]

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象から
削除します。

ESMPRO/ServerManagerから削
除
7

[標準]
待機時配布ソフトウェアの配布

8

[標準]
分散スイッチから削除

9

[標準]
マシンのシャットダウン

10

[標準]
仮想マシンサーバの解体

11

12

マシン、用途変更元のホスト設定、用途変更元のモ
デル、用途変更元のグループに登録されている待機
時配布ソフトウェアを配布します。
仮想マシンサーバを仮想分散スイッチから削除しま
す。
マシンをシャットダウンします。シャットダウンに失敗
した場合は、強制OFFを行います。ただし、シャット
ダウン、および強制OFFに失敗しても処理は続行さ
れます。
仮想マシンサーバを管理マネージャから削除しま
す。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANから削
除します。

[Storage]

ディスクボリュームとマシンの接続を切断します。

[VLAN]

ストレージ (ディスクボリューム) の
切断
13

[標準]
待機時シャットダウン後配布ソフト
ウェアの配布

14

[論理マシン]
解体時配布ソフトウェアの配布

15

16

マシン、用途変更元のホスト設定、用途変更元のモ
デル、用途変更元のグループの "待機時・シャットダ
ウン後" に登録されている配布ソフトウェアを配布し
ます。
ホスト設定、モデル、グループに登録されている解
体時配布ソフトウェアを配布します。

ホスト設定の解放

マシンで使用していたホスト設定を未使用状態にし
ます。

[標準]

DPM上からマシンの固有情報を削除します

[標準]

固有情報削除
17

[論理マシン]

論理マシンをDPMから削除します。

DPMから削除
18

[論理マシン]

論理マシンを削除します。

論理マシンの削除
19

20

マシンの状態確認

用途変更先マシンがグループのプールに存在するこ
とを確認します。

[論理マシン]

論理マシンを作成します。

[標準]

論理マシンの作成
21

22

マシンプロファイルの同期

マシンプロファイルと論理マシンの情報を同期しま
す。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[論理マシン]

構成情報の更新
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順番

処置項目

処置内容

23

[論理マシン]

論理マシンをDPMに登録します。失敗した場合は、
ステータスを異常として処理を終了します。

論理マシンをDPMに登録
24

用途変更先グループに定義したホスト設定 (ホスト
名、IPアドレスなど) から未使用のものを割り当てま
す。

[標準]
ホスト設定の割り当て

25

ホスト設定、モデル、グループに登録されている構
築時配布ソフトウェアを配布します。

[論理マシン]
構築時配布ソフトウェアの配布

26

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

27

28

ホスト設定、モデル、グループに定義しているディス
クボリュームをマシンに接続します。
OS配布がある場合はBootディスクのみ接続しま
す。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録
します。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
29

マシン、用途変更先ホスト設定、用途変更先モデ
ル、用途変更先グループに登録されている稼動時
配布ソフトウェアを配布します。

[標準]
稼動時配布ソフトウェアの配布

▪ ディスクボリュームの接続設定の [配布後に接続]
がオンの場合、種別がOSイメージのソフトウェアの
みを配布します。
▪ ディスクボリュームの接続設定に [配布後に接続]
がオンの設定がない場合、登録されているソフトウェ
アをすべて配布します。
30

用途変更先のマシンを起動します。

[標準]
マシンの起動

31

[Storage]
ストレージ (ディスクボリューム) の
接続

32

対象が仮想マシンサーバの場合に仮想ネットワーク
を設定します。

[標準]
仮想ネットワークの設定

34

[標準]

28でOSのみを配布した場合、OS以外の稼動時配
布ソフトウェアの配布を行います。

稼動時配布ソフトウェアの配布
35

[管理NW]
ESMPRO/ServerManagerへ登録

36

[標準]
マシン情報の取得と更新

その後、ディスクスキャンをサポートしている場合
は、ディスクスキャンを実行、サポートしていない場
合は再起動することで接続したディスクの認識を行
います。
対象が仮想マシンサーバの場合にグループの設定
を反映させます。

[標準]
仮想マシンサーバの設定

33

26でBootディスクだけ接続し、データディスクの接続
設定がある場合、接続を行います。

マシンをESMPRO/ServerManagerの監視対象へ
登録します。
ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェ
ア情報などを収集し、構成情報データベースに反映
します。
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順番

処置項目

処置内容

37

[LB]
ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録
します。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

38

構成情報の更新

1.7.15. VM 移動 (仮想マシン)
仮想マシンの移動処理 (VM 移動) は、仮想マシンを別の仮想マシンサーバに移動します。
注:
▪ Windows Server 2008 R2 以前のバージョンは、Hyper-V 単体の仮想マシンは、移動でき
ません。Windows Server 2012 以降のバージョンで、Hyper-V 単体の環境は、Migration /
Quick Migration / Storage Migration をサポートしています。
▪ Hyper-V クラスタ環境では、Migration / Quick Migration のみサポートしています。仮想マ
シンが電源オンの時の Migration と電源オフの時の Migration は、それぞれ Hyper-V の Live
Migration とノード間の VM 移動に相当します。ウィンドウの Move と Failover は選択できま
せん。
▪ Differential Clone で作成された仮想マシン、および Differential Clone テンプレートのレプ
リカの Storage Migration / Move はできません。
▪ Differential Clone で作成された仮想マシン、および Differential Clone テンプレートのレプ
リカは、DataCenter を越える仮想マシンサーバ間の移動はできません。
▪ スタンドアロン ESXi は、共有ストレージ上 (NFS を除く) の仮想マシンのみ移動可能で
す。
スタンドアロン ESXi 環境の仮想マシンは、電源オンの状態では移動できません (Quick
Migration、Move を除く)。
▪ スタンドアロン ESXi 環境の Storage Migration / Move は「移動先データストアの指定」で
データストアを選択しても、別のデータストアに移動できません。また、「拡張ディスクを移動
対象から除外する」の設定は無視されます。
▪ スタンドアロン ESXi 環境の Failover は、Web コンソールからの操作はサポートしておりま
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マシ
ンに仮想マシンサーバを指定したときのみサポートしています。
▪ Xen 環境の仮想マシンは、Migration、および Failover のみサポートしています。
VMware 環境の仮想マシンで、拡張ディスクにタイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮
想)」のディスクが追加されている場合は、DataCenter 間の移動はできません。また、
Storage Migration / Move でデータストア間の移動はできません。
SystemProvisioning では、共有ストレージ (SAN、NFS、iSCSI) に存在する仮想マシンを
別の仮想マシンサーバに移動することを Migration、電源オン状態の仮想マシンをサスペン
ド状態にした後に、別の仮想マシンサーバに移動することを Quick Migration と呼びます。
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電源オン状態の仮想マシンを別の仮想マシンサーバにディスクを含めて移動することを
Storage Migration、電源オン状態の仮想マシンを一度電源オフ状態にした後に、別の仮想
マシンサーバにディスクを含めて移動することを Move と呼びます。Storage Migration /
Move は、Migration / Quick Migration に比べて時間がかかります。
仮想マシンサーバが障害などでダウンした場合、仮想マシンを別の仮想マシンサーバに移
動することを Failover と呼びます。Failover を行うには、仮想マシンは共有ストレージ (SAN、
NFS、iSCSI) に存在する必要があります。
また、Storage Migration / Move で移動する場合は、拡張ディスクを含めて別の仮想マシン
サーバに移動するか、拡張ディスクは含めずに別の仮想マシンサーバに移動するか選択す
ることができます。
Migration / Quick Migration、Storage Migration / Move、Failover のすべての動作を行うよ
うに指定した場合は、まず Migration、または Quick Migration を行います。Migration /
Quick Migration 処理が仮想マシンサーバの環境や稼動状況などにより失敗した場合は、
Storage Migration / Move を行います。Storage Migration / Move 処理が失敗した場合は
Failover 処理を行います。
VM 移動処理の流れは以下のようになります。

仮想マシンの移動
Migration / Quick Migration
失敗
成功
Storage Migration / Move
失敗
成功
Failover

電源状態を確認
電源オフ
電源オン
起動

仮想マシンの移動完了
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仮想マシンの移動の処理を以下の表に示します。

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

仮想マシンをMigration、またはQuick Migrationで移動
します。

Migration / Quick Migration
2

Storage Migration / Move

仮想マシンをStorage Migration、またはMoveで移動し
ます。

[標準]

仮想マシンをFailoverで移動します。

[標準]

3

Failover
4

[標準]

仮想マシンの電源状態を確認します。

電源状態を確認
5

[標準]

電源OFFの場合に仮想マシンを起動します。

起動

1.7.16. マシン電源操作 / 起動


マシン指定時
マシンが指定されたときは、そのマシンに対し処理が実行されます。
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [起動]

•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [起動]

•

[リソース] ビュー－ [起動]

•

[仮想] ビュー － [起動]

•

[ポータル] ビュー － [起動]

•

pvmutl poweron

•

ssc power-control machine

•

ポリシーのアクション マシン操作 / マシン起動

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新



グループ指定時
以下の操作が対象となります。
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ポリシーのアクション グループ操作 / スケールアウト マシン起動

•

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成し
ます。

リストの作成
2

以下の処理を繰り返し、起動可能なマシンを探します。
見つかった場合、3の処理に進みます。見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]

1で作成したリストからマシンを選択します。

マシンの選択

3

[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中
"、"電源ON" のいずれにも該当しない場合、操作対
象となります。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
4

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動
5

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.17. マシン電源操作 / 再起動
マシンに対し、再起動が実行されます。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [再起動]



[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [再起動]



[リソース] ビュー － [再起動]



[仮想] ビュー － [再起動]



[ポータル] ビュー － [再起動]



pvmutl reboot



ssc power-control machine



ポリシーのアクション マシン操作 / マシン再起動

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
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順番

処理項目

処理内容

2

[標準]

マシンを再起動します。

マシンの再起動
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.18. マシン電源操作 / シャットダウン


マシン指定時
マシンが指定されたときは、そのマシンに対し処理が実行されます。
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [シャットダウン]

•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [シャットダウン]

•

[リソース] ビュー－ [シャットダウン]

•

[仮想] ビュー － [シャットダウン]

•

[ポータル] ビュー － [シャットダウン] ※仮想マシンのみ

•

pvmutl shutdown

•

ssc power-control machine

•

ポリシーのアクション マシン操作 / マシン停止 (シャットダウン)

ポリシーアクションから実行時、グループのプロパティで設定した最低稼働台数を下回
る場合、アクションは異常終了します。
順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンをシャットダウンします。

マシンのシャットダウン
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新



グループ指定時
ポリシーのアクション グループ操作 / スケールイン マシン停止 (シャットダウン)

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成し
ます。

リストの作成
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順番

処置項目

処置内容

2

以下の処理を繰り返し、シャットダウン可能なマシンを探します。
見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]

1で作成したリストからマシンを選択します。

マシンの選択
[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中
"、電源ON以外のいずれにも該当しない場合、操作
対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼動台
数を下回る場合、該当のマシンは操作の対象外とな
ります。

3

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

[標準]
構成情報の更新

4

マシンをシャットダウンします。

[標準]
マシンのシャットダウン

5

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

[標準]
構成情報の更新

1.7.19. マシン電源操作 / サスペンド


マシン指定時
マシンが指定されたときは、そのマシンに対し処理が実行されます。
以下の操作が対象となります。
•

[運用] ビュー － [サスペンド]

•

[運用] ビュー － [アクション] メニュー － [サスペンド]

•

[リソース] ビュー－ [サスペンド]

•

[仮想] ビュー － [サスペンド]

•

[ポータル] ビュー － [アクション] メニュー － [サスペンド] ※仮想マシンのみ

•

ssc power-control machine

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンをサスペンドします。

マシンのサスペンド
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
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グループ指定時
ポリシーのアクション グループ操作 / スケールイン マシン休止 (サスペンド)

順番

処置項目

処置内容

1

[標準]

指定したグループで稼動中のマシンのリストを作成し
ます。

リストの作成
2

以下の処理を繰り返し、サスペンド可能なマシンを探します。
見つからない場合、ジョブが異常終了します。
[標準]

1で作成したリストからマシンを選択します。

マシンの選択
[標準]

選択されたマシンの状態をチェックします。

マシンの状態確認

マシンの状態が、"処理中"、"故障"、"メンテナンス中
"、電源ON以外のいずれにも該当しない場合、操作
対象となります。
また、グループのプロパティで設定した最低稼動台
数を下回る場合、該当のマシンは操作の対象外とな
ります。

3

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
4

[標準]

マシンをサスペンドします。

マシンのサスペンド
5

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.20. マシン電源操作 / 電源 ON
マシンに対し、電源 ON が実行されます。
以下の操作が対象となります。


[リソース] ビュー － [保守操作] － [電源 ON]



ssc maintenance machine

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンを電源ONします。

マシンの電源ON
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新
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1.7.21. マシン電源操作 / 強制 OFF
マシンに対し、強制 OFF が実行されます。
以下の操作が対象となります。


[リソース] ビュー － [保守操作] － [強制 OFF]



ssc maintenance machine



ポリシーのアクション マシン操作 / マシン強制 OFF

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンを強制OFFします。

マシンの強制OFF
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.22. マシン電源操作 / リセット
マシンに対し、リセットが実行されます。
以下の操作が対象となります。


[リソース] ビュー － [保守操作] － [リセット]



[ポータル] ビュー － [アクション] メニュー － [リセット]



ssc maintenance machine

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンをリセットします。

マシンのリセット
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.23. マシン電源操作 / パワーサイクル
マシンに対し、パワーサイクルが実行されます。
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以下の操作が対象となります。


[リソース] ビュー － [保守操作] － [パワーサイクル]



ssc maintenance machine

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンをパワーサイクルします。

マシンのパワーサイクル
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.24. マシン電源操作 / ACPI シャットダウン
マシンに対し、ACPI シャットダウンが実行されます。
以下の操作が対象となります。


[リソース] ビュー － [保守操作] － [ACPI シャットダウン]



ssc maintenance machine

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]

マシンをACPIシャットダウンします。

マシンのACPIシャットダウン
3

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

NEC Express 5800 シリーズにおいて、ACPI シャットダウンの動作確認がとれている OS
は以下のとおりです。
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Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 SP2 ※1 ※2

OS 名

Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition R2 SP2 ※1 ※2
Windows Server 2008 Enterprise (x86) SP2 ※2
Windows Server 2008 Enterprise (x64) R2 ※2
Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP2 (Hyper-V環境) ※2
Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)
Red Hat Enterprise Linux 5 (EM64T)
SUSE Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3
※1

管理対象OSにログインしていないときにACPIシャットダウンを有効にする場合には以下
の設定を行ってください。
▪ [管理ツール] － [ローカルセキュリティポリシー] の「ローカルポリシー」の「セキュリテ
ィオプション」下にある [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] を有
効にします。

※2

OSが以下の状態のときACPIシャットダウンが失敗する可能性があります。
▪ [管理ツール] － [ローカルセキュリティポリシー] の「ローカルポリシー」の「セキュリテ
ィオプション」下にある [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] が無
効のとき
▪ パスワード付きスクリーン セーバが動作中のとき
▪ リモートデスクトップでログインしているとき
▪ コンピュータがロックされているとき
▪ 作業が保存されていないアプリケーションを実行中のとき

1.7.25. マシン電源操作 / マシン診断・強制 OFF
マシンの状態の診断を行い、診断結果に基づいて、マシンの ACPI シャットダウン、強制
OFF を実行します。
以下の操作が対象となります。


ポリシーのアクション マシン操作 / マシン診断・強制 OFF

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

構成情報の更新
2

[標準]
対象マシンの診断

対象マシンの状態を取得し、診断します。診断の対象と
なるのは、以下となります。
▪ 対象マシンを管理する連携製品の状態
▪ 対象マシンのOSの状態
▪ 対象マシンのディスクの状態
異常があった場合は、グループの他のマシンのチェック
を行うため、3に進みます。
ただし、診断の結果、対象マシン単独の異常が発生し
ていると判断した場合は、5に進みます。
異常が無い場合は、以降の処理を中止し、ジョブが異
常終了します。
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順番

処理項目

処理内容

3

[標準]

対象マシンと同じグループにいるマシンのリストを作成
します。

リストの作成
4

以下の処理を繰り返し、対象マシンと同じ異常が発生しているマシンを探します。
同じ異常が発生しているマシンが見つからなかった場合、対象マシン単独の異常と判断し、5に
進みます。
同じ異常が発生しているマシンが見つかった場合、以降の処理を中止し、ジョブが異常終了しま
す。
[標準]

3で作成したリストからマシンを選択します。

マシンの選択
[標準]
選択したマシンの診断

選択されたマシンの状態を取得し、診断します。診断の
対象となるのは、以下となります。
▪ 対象マシンを管理する連携製品の状態
▪ 対象マシンのOSの状態
▪ 対象マシンのディスクの状態

5

6

[標準]

マシンのACPIシャットダウンを行います。

マシンの強制OFF

ACPIシャットダウンに失敗した場合は、マシンを強制
OFFします。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。

構成情報の更新

1.7.26. 構成変更
グループプロパティやモデルプロパティ、ホスト設定で変更した各種の設定を稼動中のマシ
ンに反映させます。
グループプロパティ設定から設定するネットワーク設定や LB 設定、VM サーバモデルのプロ
パティから設定するネットワーク設定、グループ / モデル / ホストの各プロパティから設定
するストレージ設定にて、設定を変更しただけでは、グループで稼動中のマシンに対して、変
更した構成を反映しません。変更を反映するには、稼動中のマシンに構成変更を行ってくだ
さい。
以下の操作が対象となります。


[運用] ビュー － [構成変更]

順番

処理項目

処理内容

1

[標準]
情報収集

対象のマシンから関連するモデル、グループ、ホスト設
定を取得します。

[標準]

マシンのステータスを "処理中" に更新します。

2

構成情報の更新
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順番

処理項目

処理内容

3

[標準]

ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェア
情報などを収集し、構成情報データベースに反映しま
す。

マシン情報の取得と更新
4

5

ロードバランサグループから解除

マシンをロードバランサグループの分散ノードから解除
します。

[標準]

マシンをシャットダウンします。

[LB]

マシンのシャットダウン
6

[Storage]
ストレージ設定

7

8

ホスト設定で変更されたストレージ設定に合わせて接
続を行います。

VLAN設定

マシンを接続しているスイッチポートをVLANに登録、ま
たはVLANから削除します。

[P-Flow]

PFCにP-Flowの設定を反映します。

[VLAN]

P-Flowの設定
9

[標準]

マシンを起動します。

マシンの起動
10

[Storage]

接続したストレージを認識させます。

ストレージ認識
11

[VLAN]
仮想ネットワーク編集

12

[標準]
マシン情報の取得と更新

13

14

仮想マシンサーバの場合に、モデルのプロパティで設
定された仮想ネットワークの設定に合わせます。
ESMPRO/ServerManagerからマシンのハードウェア
情報などを収集し、構成情報データベースに反映しま
す。

ロードバランサグループへ登録

マシンをロードバランサグループの分散ノードに登録し
ます。

[標準]

マシンの処理完了ステータスなどを更新します。[標準]

構成情報の更新

構成情報の更新

[LB]
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1.8. 電源制御について
本節では、SigmaSystemCenter が各種マシンに対して行うことができる電源制御の詳細、
および設定について説明します

1.8.1.

電源制御で利用する製品、およびコンポーネント
SigmaSystemCenter の電源制御は、電源制御を行うことが可能な複数の外部製品や内部
機能を利用して実現しています。
SigmaSystemCenter は、電源制御を行う管理対象の種類や制御時の状況によって、適切
な製品やコンポーネントを選択して制御を行います。
電源制御で利用する外部製品 / コンポーネントは以下の通りです。


DPM 経由の電源制御
DeploymentManager の製品機能を利用します。
電源 On はマジックパケットによる Wake On LAN で行います。
DPM サーバからマジックパケットと呼ばれるパケットを起動させたいマシンに送信する
ことで、マシンの電源を投入することができます。
シャットダウンや再起動は管理対象マシンにインストールされている DPM クライアントを
利用します。
DPM 経由での電源制御を行うためには、DPM 上に管理対象マシンが登録されている
必要があります。
•

起動
DPM サーバからマジックパケットをブロードキャストし、管理対象マシンを電源 On
します。別セグメントの管理対象マシンに対してはダイレクトブロードキャストを使用
します。電源起動後、OS の起動が確認できるまで待ち合わせを行います。OS の
起動確認後は、一定時間待機後に処理を完了します。
BMC 経由の電源制御が有効な場合は、DPM 経由の電源制御の実行優先度は下
がります。DPM 経由による電源 On は、BMC 経由の電源制御が失敗した場合に
実行されます。
仮想マシンに対する DPM 経由による電源 On は仮想マシンが WOL に対応してい
ないため実行されません。(DPM の Web コンソールを使用すれば仮想マシンに対
し電源 On の操作を行うことが可能です。ただし、エラーになります。)

•

シャットダウン
管理対象マシン上で動作している DPM クライアントに DPM サーバから指示を出し
てシャットダウンを行います。シャットダウン後、BMC 経由の電源制御を使用してマ
シンの電源状態が Off になるまで処理の完了を待ち合わせます。BMC 経由の電
源制御でマシンの電源状態を取得できない場合は一定時間待機後に処理を終了
します。

DPM 経由のシャットダウンに失敗した場合には、続けて BMC 経由の ACPI シャッ
トダウンが実行されます。※1
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管理対象マシンが仮想マシン、仮想マシンサーバの場合、仮想化基盤製品経由の
電源制御が優先されます。仮想化基盤製品経由での処理が失敗した場合、DPM
経由の電源制御が実行されます。
※1 ただし、DPM 経由のシャットダウン操作自体がタイムアウトした場合には、
BMC 経由の ACPI シャットダウンは実行されません。
•

再起動
管理対象マシン上で動作する DPM クライアントに管理サーバから指示を出して再
起動を行います。再起動後、OS の起動が確認できるまで待ち合わせを行い、OS
の起動確認後に処理を完了します。OS の動作確認後は、一定時間待機後に処理
を完了します。
管理対象マシンが仮想マシン、仮想マシンサーバの場合、仮想化基盤製品経由の
電源制御が優先されます。仮想化基盤製品経由での処理が失敗した場合、DPM
経由の電源制御が実行されます。



BMC 経由の電源制御 (OOB による電源管理機能)
Out-of-Band Management (以降、OOB と記載します) による電源管理機能を利用し
ます。本機能は、マシンに搭載された EXPRESSSCOPE エンジン (一般的には BMC
(ベースボードマネージメントコントローラー) と呼ばれる管理チップです。以降、BMC と
記述します) を利用し、OS の動作状態に依存せず、リモート上のマシン操作を行うこと
ができます。
BMC 経由の電源制御は仮想マシンに対して、実行することはできません。
本機能を利用するためには、管理対象マシンの管理 LAN 用ポートに管理 LAN を接続
しておく必要があります。
その他、管理サーバから管理対象マシンの BMC に接続し制御するための IP アドレス、
アカウント、パスワードを SigmaSystemCenter に設定しておく必要があります。
SigmaSystemCenter へのアカウントの設定方法の詳細は、「SigmaSystemCenter コ
ンフィグレーションガイド」の「3.10. Out-of-Band (OOB) Management を利用するため
の事前設定を行う」、および「4.9.6 [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。
•

起動
管理サーバから、管理対象マシンの電源を BMC 経由で投入します。電源起動後、
DPM 経由で OS 起動状態を確認し、OS の起動が確認できるまで待ち合わせを行
います。OS の起動確認後は、一定時間待機後に処理を完了します。
DPM 経由の電源制御で OS の起動状態を確認できない場合は一定時間待機後に
処理を終了します。
上記の DPM 経由の電源 On より優先度が高く、設定が登録されている場合は、通
常、BMC 経由で実行されます。本操作が失敗した場合、DPM 経由の起動が実行
されます。
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•

電源 On
管理サーバから、管理対象マシンの BMC 経由で電源を投入します。電源 On 操作
の場合は、起動操作と異なり、電源投入後、OS の起動完了まで待ち合わせを行
わずに処理を終了します。
通常、OS はまだ起動していない状態で処理が完了するので、操作完了後、管理
対象マシンは、まだ使用できない状態の可能性が考えられます。操作後に管理対
象マシンに対して何らかの作業を行う場合は注意してください。
上記理由により、通常の操作メニューからは実行できないようになっていて、保守
操作からのみ、電源 On を実行できます。

•

強制 OFF
管理サーバから、管理対象マシンの BMC 経由で電源をオフします。電源 Off 後、
マシンの電源状態が Off になるまで処理の完了を待ち合わせます。
本操作は、OS のシャットダウンは行わず、ハードウェア的に電源 Off するため、デ
ィスクが壊れたりするなどの危険性が考えられるので、通常運用では使用しないで
ください。
上記理由により、通常の操作メニューからは実行できないようになっており、保守
操作からのみ、強制 OFF を実行できます。
また、ポリシーの診断アクション「マシン診断・強制 OFF」で、管理対象マシンが障
害と診断された場合、本操作が実行されます。

•

リセット
管理サーバから、管理対象マシンの BMC 経由でリセットを実行します。リセット操
作の場合は、再起動操作と異なり、電源投入後、OS の起動完了まで待ち合わせ
を行わずに処理を終了します。
通常、OS はまだ起動していない状態で処理が完了するので、操作完了後、管理
対象マシンは、まだ使用できない状態の可能性が考えられます。操作後に管理対
象マシンに対して何らかの作業を行う場合は注意してください。
また、本操作は、OS の再起動は行わず、ハードウェア的にリセットするため、ディ
スクが壊れたりするなどの危険性が考えられるので、通常運用では使用しないでく
ださい。
上記理由により、通常の再起動操作メニューからは BMC 経由のリセットは実行さ
れないようになっています。保守操作からのみ、リセットを実行できます。

•

パワーサイクル
管理サーバから管理対象マシンの BMC 経由でパワーサイクルを実行します。通
常、OS はまだ起動していない状態で処理が完了するので、操作完了後、管理対
象マシンは、まだ使用できない状態の可能性が考えられます。操作後に管理対象
マシンに対して何らかの作業を行う場合は注意してください。
また、本操作は、OS のシャットダウンは行わず、ハードウェア的に電源オフとオン
を行うため、ディスクが壊れたりするなどの危険性が考えられますので、通常運用
では使用しないでください。
上記の理由により、通常の [操作] メニューからは実行できないようになっており、
保守操作からのみ、パワーサイクルを実行できます。
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•

ACPI シャットダウン
管理サーバから管理対象マシンの BMC 経由で ACPI シャットダウンを実行します。
本操作実行時の動作は、管理対象マシンの OS の設定に依存します。
OS 設定が行われていない場合、正しくシャットダウンすることができませんので、
注意してください。
OS の設定については、「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」の
「3.10.5 ACPI シャットダウンを有効にするには」を参照してください。
上記理由により、通常の [操作] メニューからは実行できないようになっており、保
守操作からのみ ACPI シャットダウンを実行できます。



仮想化基盤製品経由の電源制御
VMware や XenServer、Hyper-V などの仮想化基盤製品の電源制御機能を利用して
仮想マシン、仮想マシンサーバの電源制御を行います。
仮想マシンサーバの制御については、シャットダウンと再起動のみ実行できます。
仮想マシンの強制 OFF やリセットについては、上記の BMC 経由の制御は行われず、
仮想化基盤製品経由で実行することができます。
仮想化基盤製品経由での電源制御を行うためには、仮想化基盤製品上に管理対象マ
シンが登録されている必要があります。
•

起動
仮想化基盤製品経由で、仮想マシンの電源 On を行います。電源起動後、OS の起
動が確認できるまで待ち合わせを行います。OS の起動確認後は、一定時間待機
後に処理を完了します。
仮想マシンサーバについては、仮想化基盤製品経由で本操作は実行できないた
め、DPM 経由か BMC 経由の電源操作で実行されます。

•

電源 On
仮想化基盤製品経由で、仮想マシンの電源 On を行います。電源 On 操作の場合
は、起動操作と異なり、電源投入後、OS の起動完了まで待ち合わせを行わずに
処理を終了します。
通常、OS はまだ起動していない状態で処理が完了するので、管理対象マシンはま
だ、使用できない状態の可能性が考えられます。操作後に管理対象マシンに対し
て何らかの作業を行う場合は注意してください。
保守操作からのみ、電源 On を実行できます。
仮想マシンサーバについては、仮想化基盤製品経由で本操作は実行できないた
め、BMC 経由の電源操作で実行されます。

•

クイック起動
クイック起動を実行することで、通常より高速に、仮想マシンの電源 On を実行する
ことができます。クイック起動は ssc power-control machine startup コマンドの
-quick オプションで実行することができます。Web コンソールから実行することはで
きません。
クイック起動は、電源起動後の OS 起動確認を簡略化して行いますので、操作完
了後にまだ使用できない状態であったり、続けて行われる操作自体がエラーになっ
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たりする可能性が通常の起動操作より高くなりますが、その分、短時間に処理が
完了します。
対象マシンが VMware の仮想マシンに対してのみ、クイック起動を実行できます。
•

シャットダウン
仮想化基盤製品経由で、仮想マシン、または仮想マシンサーバのシャットダウンを
行います。
仮想マシンの場合、シャットダウン後、マシンの電源状態が Off になるまで処理の
完了を待ち合わせます。
仮想マシンサーバの場合、シャットダウン後、BMC 経由の電源制御を使用してマ
シンの電源状態が Off になるまで処理の完了を待ち合わせます。
BMC 経由の電源制御でマシンの電源状態を取得できない場合は一定時間待機後
に処理を終了します。
仮想化基盤製品経由でシャットダウン操作が失敗した場合、続けて DPM 経由のシ
ャットダウンが実行されます。DPM 経由のシャットダウンにも失敗した場合には、
最終的に BMC 経由の ACPI シャットダウンが実行されます。※1、※2
仮想マシンサーバへのシャットダウン時、仮想マシンサーバ上で起動中の仮想マ
シンは、シャットダウンされますので注意してください。
※1 ただし、DPM 経由のシャットダウン操作自体がタイムアウトした場合には、
BMC 経由の ACPI シャットダウンは実行されません。
※2 仮想マシンに対しては、BMC 経由の ACPI シャットダウンは実行されません。

•

強制 OFF
仮想化基盤製品経由で、仮想マシンに対してのみ、強制 OFF が実行できます。強
制 OFF 後、マシンの電源状態がオフになるまで処理の完了を待ち合わせます。仮
想マシンサーバは、上記の BMC 経由の電源操作で実行されます。強制 OFF は、
保守メニューからの操作で実行します。

•

再起動
仮想化基盤製品経由で、仮想マシン、または仮想マシンサーバの再起動を行いま
す。再起動後、OS の起動が確認できるまで待ち合わせを行い、OS との疎通を確
認後に処理を完了します。OS との疎通後は、一定時間待機後に処理を完了しま
す。仮想マシンの場合、仮想化基盤製品経由で再起動が失敗すると、続けて仮想
化基盤製品経由でリセットを行います。リセットが失敗すると、DPM 経由の再起動
が実行されます。仮想マシンサーバへの再起動時、仮想マシンサーバ上で起動中
の仮想マシンに対する操作は、製品別に異なる処理を行います。いずれの製品に
おいても、利用中の仮想マシンに対して影響のある制御を行うため、仮想マシンサ
ーバの再起動を行う場合は注意してください。
-

VMware、XenServer
起動中の仮想マシンがあると、仮想マシンサーバの再起動操作は実行されず、
エラーで終了します。この後の DPM 経由の電源制御も実行されません。
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-

Hyper-V
仮想マシンサーバの自動停止アクションと自動開始アクションの設定の組み
合わせにより、動作が異なります。自動停止アクションと自動開始アクションの
設定は、Hyper-V マネージャで行う必要があります。
自動停止アクションの設定は、以下の通りです。
▪ 起動中の仮想マシンの状態を保存する (既定値)
▪ 起動中の仮想マシンを強制 OFF する
▪ 起動中の仮想マシンをシャットダウンする
自動開始アクションの設定は、以下の通りです。
▪ 何もしない
▪ 停止時に起動されていた場合には起動する (既定値)
▪ 常に起動する

-

KVM
仮想化基盤製品経由による再起動は、仮想マシン、仮想マシンサーバ共にサ
ポートしておりません。DPM や BMC 経由、または電源制御シーケンスのシャ
ットダウンと電源オンの組み合わせにより実行します。

•

リセット
仮想化基盤製品経由では、仮想マシンに対してのみ、リセットが実行できます。
仮想マシンサーバの場合は、仮想化基盤製品経由では、リセットは実行できない
ため、上記の BMC 経由の電源操作で実行されます。
通常、リセットは、保守操作からの操作で実行します。保守操作のリセットを実行し
た場合は、再起動操作と異なり、電源投入後、OS の起動完了まで、待ち合わせを
行わずに処理を終了します。通常、OS はまだ起動していない状態で処理が完了
するので、操作完了後、管理対象マシンは、まだ使用できない状態の可能性が考
えられます。操作後に管理対象マシンに対して何らかの作業を行う場合は注意し
てください。

•

クイック再起動
クイック再起動を実行することで、通常より高速に、仮想マシンの再起動をすること
ができます。クイック再起動は pvmutl コマンドの/q オプションで実行することができ
ます。Web コンソールから実行することはできません。
クイック再起動は、電源起動後の OS 起動確認を簡略化して行いますので、操作
完了後にまだ使用できない状態、もしくは操作自体がエラーになる可能性が通常
の再起動操作より高くなりますが、その分、短時間に処理が完了します。
対象マシンが VMware の仮想マシンに対してのみ、クイック再起動を実行できま
す。

•

サスペンド
仮想化基盤製品経由で、仮想マシンのサスペンドを行います。
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1.8.2.

電源制御操作一覧
SystemProvisioning から実行可能な電源制御の操作の一覧は、以下の通りです。
実行の優先度は 1→2 の順です。




仮想マシン
制御方法

仮想化基盤経由

DPM 経由

起動

1

×

電源 On

1

×

クイック起動

1

×

シャットダウン

1

2

強制 OFF

1

×

再起動

1

2

リセット

1

×

クイック再起動

1

×

サスペンド

1

×

備考

▪ VMware対象

▪ VMware対象

仮想マシンサーバ
制御方法

仮想化基

BMC 経由

DPM 経由

備考

盤経由
起動

×

1

2

電源 On

×

1

2

シャットダウン

1

3

2

強制 OFF

×

1

×

ACPI シャットダウン

×

1

×

パワーサイクル

×

1

×

再起動

1

×

2

リセット

×

1

×
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物理マシン (仮想マシンサーバ以外)
制御方法

BMC 経由

DPM 経由

起動

1

2

電源 On

1

2

シャットダウン

2

1

強制 OFF

1

×

ACPI シャットダウン

1

×

パワーサイクル

1

×

再起動

×

1

リセット

1

×

備考

各電源制御操作は、以下の表の画面やコマンドで実行することができます。
Web コンソールの [運用] ビューでは、グループ下のすべてのマシンに対して一括して電源
操作することもできます。
電源 On、強制 OFF、リセット、パワーサイクル、ACPI シャットダウンについては、[保守操作
を表示する] を実行してメニューを表示する必要があります。既定動作では、保守操作は表
示されないため、[保守操作を表示する] を実行し、保守操作を表示するように画面を切り換
える必要があります。

操作手段

Web コンソール
[運用] ビュー

コマンド
[仮想] ビュー

pvmutl

ssc

○

○

poweron

power-control
machine
startup

○ (保守操作)

○ (仮想マシ
ンのみ)

[リソース]
ビュー

起動

○

電源 On

※1
クイック起動

シャットダウン

強制 OFF

○

○

○

○ (保守操作)

○ (仮想マシ
ンのみ)

※1
ACPI シャット

○ (保守操作)

ダウン

※1

パワーサイク

○ (保守操作)

ル

※1

maintenance
machine
poweron
poweron /q

power-control
machine
startup -quick

shutdown

power-control
machine
shutdown
maintenance
machine
poweroff
maintenance
machine
acpishutdown
maintenance
machine
powercycle
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操作手段

Web コンソール
[運用] ビュー

コマンド
[仮想] ビュー

pvmutl

ssc

○

○

reboot

power-control
machine
reboot

○ (保守操作)

○ (仮想マシ
ンのみ)

[リソース]
ビュー

○

再起動

リセット

※1

reboot /q

クイック再起動

サスペンド

※1

1.8.3.

maintenance
machine reset

○

○

○ (仮想マシ
ンのみ)

power-control
machine
reboot -quick
power-control
machine
suspend

ホスト設定に割り当てられているマシンに行う場合、メンテナンスモードにする必要がありま
す。

電源制御のシーケンス
起動、シャットダウン、再起動について、SigmaSystemCenter の電源制御の処理詳細を説
明します。電源制御の処理時間を見積もりたい場合や既定の電源制御処理の設定値が利
用するシステムの都合に合わない場合は、本項と次項以降の説明を参考にしてください。
本項の説明に記載されているタイムアウト時間や待ち時間などの設定値のレジストリキーや
既定値の説明については、次章 (「1.8.5 タイムアウト・待ち時間の設定」) 以降を参照してく
ださい。
なお、すべての電源制御の操作は、その処理時間が PowerControlTimeout の値を超えた
場合、それぞれのタイムアウト時間や待ち時間の設定に関わらず、タイムアウトエラーで異
常終了します。


起動
1.

対象マシンが既に OS 起動しているかどうかを調べます。
対象マシンの OS が既に起動している場合、対象マシンの OS ステータス情報、電
源状態情報を On に更新し、処理を完了します。

2.

対象マシンの起動処理を実行します。
「1.8.2 電源制御操作一覧」の表の優先度順に、処理が成功するまで繰り返し行
います。ただし、タイムアウトでエラーになった場合は、次の優先度の処理は実行さ
れずエラーで終了します。
タイムアウトまで待機する時間は、"StartupTimeout"、"PowerOnTimeout" の値
を使用します。対象マシンの種類や状況によって使用する値が異なります。値がな
い対象マシンの種類については、このステップではタイムアウトエラーになりませ
ん。
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3.

処理が成功した場合、対象マシンの OS の起動が確認できるまで待機します。
OS の起動にかかる時間が一定時間を超える場合は、タイムアウトエラーで終了し
ます。OS が起動するまでの待機時間は、"Startup_PollingTimeoutXXXX" の値
を使用します。対象マシンの種類によって使用する値が異なります。仮想マシンに
ついては、ステップ 2 で起動状態を確認できているため、このステップでは待機せ
ずに次のステップに移ります。対象マシンの OS 起動状態を確認することが不可能
な場合 (対象マシンが DPM / 仮想化基盤製品のいずれにも登録されていない場
合) は、次のステップに移ります。

4.

一定時間待機します。
対象マシンの OS 起動が確認できている場合は、
"Startup_WaitTimeAfterOSOnXXXX" で設定された時間だけ待機します。対象
マシンの種類によって使用する値が異なります。
対象マシンの OS 起動状態を確認することが不可能な場合 (対象マシンが DPM /
仮想化基盤製品のいずれにも登録されていない場合) は、
"Startup_WaitTimeAfterPowerOn" で設定された時間だけ待機します。

5.



対象マシンの OS ステータス情報、電源状態情報を On に更新し、処理を完了しま
す。

シャットダウン
1.

対象マシンが既に停止しているかどうかを調べます。
対象マシンが既に停止している場合、対象マシンの OS ステータス情報、電源状態
情報を Off に更新し、処理を完了します。

2.

対象マシンのシャットダウン処理を実行します。
「1.8.2 電源制御操作一覧」の表の優先度順に、処理が成功するまで繰り返し行
います。ただし、タイムアウトでエラーになった場合は、次の優先度の処理は実行さ
れずエラーで終了します。
タイムアウトまで待機する時間は、"ShutdownTimeout"、"PowerOffTimeout" の
値を使用します。対象マシンの種類や状況によって使用する値が異なります。値が
ない対象マシンの種類については、このステップではタイムアウトエラーになりませ
ん。

3.

処理が成功した場合、電源 Off を確認できる場合は対象マシンが電源 Off 状態に
なるまで待機します。
電源 Off 状態になるまでにかかる時間が一定時間を超える場合は、タイムアウトエ
ラーで終了します。待機する時間は、"Shutdown_PollingTimeoutXXXX" の値を
使用します。
対象マシンの種類によって使用する値が異なります。仮想マシンについてはステッ
プ 2 で電源 Off 状態を確認できているため、待機しません。

4.

電源 Off 状態を確認できない場合は、一定時間待機します。
待機する時間は、"Shutdown_WaitTimeAfterOSOffXXXX" の値を使用します。
電源 Off 状態を確認できている場合は、待機しません。

5.



再起動
1.
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対象マシンの OS ステータス情報、電源状態情報を Off に更新し、処理を完了しま
す。

対象マシンの再起動処理を実行します。
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電源制御について
以下の順に、実行可能な制御を一通り試します。下記の各制御は、各電源制御製
品を使用して実行されます。電源制御製品間の優先度については、「1.8.2 電源
制御操作一覧」の表の通りです。
1.

再起動

2.

シャットダウンと起動 (電源 On) の組み合わせ

タイムアウトでエラーになった場合は、対象マシンの種類によって以下の通り動作
が異なります。
-

対象マシンが仮想マシンである場合は、次の優先度の処理は実行されずにリ
セット (または強制 OFF と電源 On の組み合わせ) が実行されます。リセット
後は、通常の起動処理と同様に OS 起動の確認、一定時間待機を行い、終了
します。

-

対象マシンが仮想マシン以外である場合は、次の優先度の処理は実行され
ずエラーで終了します。

2.

タイムアウトまで待機する時間は、"RebootTimeout"、"ResetTimeout"、
"StartupTimeout"、"PowerOnTimeout"、"ShutdownTimeout"、
"PowerOffTimeout" の値を使用します。対象マシンの種類や状況によって使用す
る値が異なります。値がない対象マシンの種類については、このステップではタイ
ムアウトエラーになりません。

3.

1.のステップで「2. シャットダウンと起動 (電源 On) の組み合わせ」を実行した場
合は、対象マシンが OS 起動するまで待機します。
OS の起動にかかる時間が一定時間を超える場合は、タイムアウトエラーで終了し
ます。タイムアウト時間は、"Startup_PollingTimeoutXXXX" の値を使用します。
対象マシンの種類によって使用する値が異なります。仮想マシンについてはステッ
プ 1 で起動状態を確認できているため、待機しません。

4.

一定時間待機します。
待機する時間は、"Startup_WaitTimeAfterOSOnXXXX" の値を参照します。対
象マシンの種類によって使用する値が異なります。

5.

1.8.4.

対象マシンの OS ステータス情報、電源状態情報を On に更新し、処理を完了しま
す。

仮想マシンの一斉起動・再起動時の時間差実行について
多数の仮想マシンに対して一斉に起動、または再起動を実行すると、仮想マシンサーバ、お
よびデータストアへの負荷が集中することにより、処理性能が大幅に劣化する場合がありま
す。これを回避するため、SystemProvisioning では、仮想マシンの一斉起動・再起動時に時
間差実行を行います。時間差実行では、仮想マシンサーバ、またはデータストア毎の最大同
時実行数を超過しないように対象マシンを複数の実行グループに分け、設定された時間差
間隔毎に実行を開始します。
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例えば、仮想マシンサーバ毎の最大同時実行数が 3、データストア毎の最大同時実行数が
5、時間差間隔が 30 秒の場合


仮想マシンサーバ 1 上の仮想マシン：
VM11、VM12、VM13、VM14、VM15、VM16、VM17 (すべてデータストア 1 上)



仮想マシンサーバ 2 上の仮想マシン：
VM21、VM22、VM23、VM24、VM25、VM26、VM27 (すべてデータストア 1 上)



仮想マシンサーバ 3 上の仮想マシン：
VM31、VM32、VM33、VM34、VM35、VM36、VM37 (すべてデータストア 2 上)

上記のすべての仮想マシンに対する一斉起動は、以下のように実行されます。
1.

最大同時実行数を超過しないように、以下の通り複数の実行グループに分けられる。
実行グループ 1：VM11、VM21、VM31、VM12、VM22、VM32、VM13、VM33
実行グループ 2：VM23、VM14、VM24、VM34、VM15、VM25、VM35、VM36
実行グループ 3：VM16、VM26、VM17、VM27、VM37

2.

実行グループ 1 の起動処理が開始される。

3.

実行グループ 1 の開始から 30 秒後に実行グループ 2 の起動処理が開始される。

4.

実行グループ 1 の開始から 60 秒後に実行グループ 3 の起動処理が開始される。

5.

すべての実行グループの処理完了後、ジョブ完了となる。

仮想マシンサーバ、またはデータストア毎の最大同時実行数、および時間差間隔は、以下
のレジストリ値で設定することができます。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Engine


一斉起動

仮想マシンサーバ毎の

値名

既定値

StartupVMsOnSameHost_Max

5

StartupVMsOnSameHost_MaxPerDatastore

20

StartupVMsOnSameHost_Interval

30

値名

既定値

RebootVMsOnSameHost_Max

5

最大同時実行数
データストア毎の
最大同時実行数
時間差間隔 (秒)



一斉再起動

仮想マシンサーバ毎の
最大同時実行数
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データストア毎の

値名

既定値

RebootVMsOnSameHost_MaxPerDatastore

20

RebootVMsOnSameHost_Interval

30

最大同時実行数
時間差間隔 (秒)

注: 上記の設定値は、SystemProvisioning が管理するすべての仮想マシンサーバ・デ
ータストアで共通に使用されます。仮想マシンサーバ毎・データストア毎に異なる値を設
定することはできません。

1.8.5.

タイムアウト・待ち時間の設定
各種タイムタウト・待ち時間を設定する場合、レジストリ設定を変更する必要があります。
次項以降では、以下の設定について説明します。


「1.8.6 電源制御操作のタイムアウト・待ち時間」
以下設定について



•

電源操作全体のタイムアウト時間

•

電源 ON 後の OS ステータス ON までのタイムアウト時間

•

シャットダウン (OS ステータス OFF) 後の電源状態 OFF までのタイムアウト時間

•

起動完了待ち時間

•

シャットダウン完了待ち時間 (電源状態を確認できない場合)

「1.8.7 BMC 経由電源制御のタイムアウト時間」
BMC 経由の各電源制御のタイムアウト時間設定について



「1.8.8 DeploymentManager 経由電源制御のタイムアウト時間」
DPM 経由の各電源制御のタイムアウト時間設定について



「1.8.9 仮想化基盤経由電源制御のタイムアウト時間」
仮想化基盤経由の各電源制御のタイムアウト時間設定について

1.8.6.

電源制御操作のタイムアウト・待ち時間
電源制御操作における各種タイムアウト時間・待ち時間を下記のレジストリにより設定するこ
とができます。
なお、すべての電源制御の操作は、その処理時間が PowerControlTimeout の値を超えた
場合、各タイムアウト時間や待ち時間の設定に関わらず、タイムアウトエラーで異常終了しま
す。
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必要に応じて、以下のレジストリから設定してください。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥
ActionSequence


タイムアウト

値名

対象マシン

既定値
(秒)

電源制御開始から完了までのタイムアウト時間
すべて

PowerControlTimeout

3600

電源状態が ON になってから OS 状態が ON になるまでのタイムアウト時間 (物理マシンのみ)
Startup_PollingTimeout

物理マシン (仮想マシンサーバを除く)

1800

Startup_PollingTimeout_VMServer_VMware

VMwareの仮想マシンサーバ

1800

Startup_PollingTimeout_VMServer_Xen

Xenの仮想マシンサーバ

1800

Startup_PollingTimeout_VMServer_HyperV

Hyper-Vの仮想マシンサーバ

1800

Startup_PollingTimeout_VMServer_Kvm

KVMの仮想マシンサーバ

1800

OS 状態が OFF になってから電源状態が OFF になるまでのタイムアウト時間 (物理マシンのみ)
Shutdown_PollingTimeout

物理マシン (仮想マシンサーバを除く)

1800

Shutdown_PollingTimeout_VMServer_VMware

VMwareの仮想マシンサーバ

1800

Shutdown_PollingTimeout_VMServer_Xen

Xenの仮想マシンサーバ

1800

Shutdown_PollingTimeout_VMServer_HyperV

Hyper-Vの仮想マシンサーバ

1800

Shutdown_PollingTimeout_VMServer_Kvm

KVMの仮想マシンサーバ

1800

注:
▪ 複数のマシンが電源制御操作の対象となる場合、PowerControlTimeout は、すべてのマ
シンに対する電源制御処理が完了するまでのタイムアウト時間となります。
▪ PowerControlTimeout は、電源制御ジョブの内部で使用されるタイムアウト値であり、ジョ
ブ実行時間の厳密なタイムアウト値ではありません。そのため、電源制御ジョブの実行時間
は、PowerControlTimeout の値を超過する可能性があります。
▪ 仮想マシンの一斉起動・再起動時に時間差実行が行われる場合、PowerControlTimeout
は、時間差実行グループ単位でのタイムアウト時間となります。このため、ジョブがタイムア
ウト終了となる場合のジョブ実行時間は、各実行グループの実行開始が遅延した分 (時間
差間隔 * (実行グループ数-1)) だけ PowerControlTimeout の値よりも大きくなる可能性が
あります。仮想マシンの一斉起動・再起動時の時間差実行の処理の流れについては、
「1.8.4 仮想マシンの一斉起動・再起動時の時間差実行について」を参照してください。
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起動完了待ち時間

値名

対象マシン

既定値
(秒)

OS 状態が ON になってから起動完了までの待ち時間
Startup_WaitTimeAfterOSOn ※1

物理マシン (仮想マシンサーバを除
く)

60

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VMServer_VMware
※1

VMwareの仮想マシンサーバ

60

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VMServer_Xen
※1

Xenの仮想マシンサーバ

60

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VMServer_HyperV
※1

Hyper-Vの仮想マシンサーバ

60

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VMServer_Kvm

KVMの仮想マシンサーバ

60

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VM_VMware

VMwareの仮想マシン

0

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VM_Xen

Xenの仮想マシン

0

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VM_HyperV

Hyper-Vの仮想マシン

0

Startup_WaitTimeAfterOSOn_VM_Kvm

KVMの仮想マシン

0

※1

電源状態が ON になってから起動完了までの待ち時間 (対象マシンが DPM / 仮想化基盤製品のいず
れにも登録されていない場合)
Startup_WaitTimeAfterPowerOn



物理マシン (仮想マシンサーバを除
く)

0

シャットダウン完了待ち時間 (対象が物理マシンで、BMC 経由の電源制御が有効でな
い場合のみ)

値名

対象マシン

既定値
(秒)

OS 状態が OFF になってからシャットダウン完了までの待ち時間
Shutdown_WaitTimeAfterOSOff ※2

物理マシン (仮想マシンサーバを
除く)

60

Shutdown_WaitTimeAfterOSOff_VMServer_VMware

VMwareの仮想マシンサーバ

60

Shutdown_WaitTimeAfterOSOff_VMServer_Xen

Xenの仮想マシンサーバ

180

Shutdown_WaitTimeAfterOSOff_VMServer_HyperV

Hyper-Vの仮想マシンサーバ

60

Shutdown_WaitTimeAfterOSOff_VMServer_Kvm

KVMの仮想マシンサーバ

60

下記の既存レジストリについては、値が存在する場合、使用されます。

注: 本レジストリは既存バージョンとの互換のためにあります。将来のバージョンで使用できな
くなる可能性がありますので、できるだけ使用しないでください。
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※1

レジストリ値から適切な待ち時間を算出します。ただし、対象マシンが仮想マシンサーバの
場合は、算出した値が新規レジストリ値より大きい場合のみ使用されます。
▪ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMProvider
－WaitingPowerON: 対象マシンが物理マシンの場合、起動開始から完了までの時間 (起
動時の待ち時間含む・秒)

※2

レジストリ値から適切な待ち時間を算出します。
▪ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMProvider
－WaitingPowerOFF: 対象マシンが物理マシン (仮想マシンサーバを除く) の場合、シャ
ットダウン開始から完了までの時間 (シャットダウン後の待ち時間含む・秒)

1.8.7.

BMC 経由電源制御のタイムアウト時間
必要に応じて、以下のレジストリから BMC 経由の各電源制御のタイムアウト時間を設定でき
ます。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥Pim


タイムアウト
値名

既定値 (秒)

電源 ON 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOnTimeout

180

強制 OFF 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOffTimeout

180

パワーサイクル開始から処理終了までのタイムアウト

PowerCycleTimeout

360

ACPI シャットダウン開始から処理終了までのタイムアウト

ShutdownTimeout

900

ResetTimeout はありません。起動は電源 ON が利用されるため、PowerOnTimeout の値
が参照されます。

1.8.8.

DeploymentManager 経由電源制御のタイムアウト時間
必要に応じて、以下のレジストリから DPM 経由の各電源制御のタイムアウト時間を設定でき
ます。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥DPMProvider


タイムアウト
値名

既定値 (秒)

シャットダウン開始から処理終了までのタイムアウト

ShutdownTimeout

900

再起動開始から処理終了までのタイムアウト

RebootTimeout

1800
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なお、DPM による起動確認は、SigmaSystemCenter における起動確認とは異なるため、
DPM の起動確認結果は反映されません。そのため、DPM サーバの詳細設定で、 [リモート
電源 ON タイムアウト] に設定した内容は、SigmaSystemCenter の実際の動作には影響が
ありません。
DPM サーバの詳細設定 ([リモート電源 ON タイムアウト]) の確認方法は、以下の通りで
す。

1.8.9.

1.

DPM の Web コンソールを起動します。

2.

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.

ツリービューから [DPM サーバ] をクリックします。

4.

メインウィンドウに DPM サーバの基本情報が表示されます。

5.

[設定] メニューから [詳細設定] をクリックします。

6.

「詳細設定」ウィンドウが表示されます。

7.

[ネットワーク] タブを選択して、[リモート電源操作の設定] グループボックスの [リモー
ト電源 ON タイムアウト] を確認します。

仮想化基盤経由電源制御のタイムアウト時間
必要に応じて、以下のレジストリから仮想化基盤経由の各電源制御のタイムアウト時間を設
定できます。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥VM
仮想化基盤製品共通の指定値。各製品のサブキーの指定値がない場合や指定値が 0 の場
合に使用されます。


タイムアウト
値名

既定値 (秒)

起動開始から処理終了までのタイムアウト

StartupTimeout

600

電源 ON 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOnTimeout

120

シャットダウン開始から処理終了までのタイムアウト

ShutdownTimeout

600

強制 OFF 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOffTimeout

60

再起動開始から処理終了までのタイムアウト

RebootTimeout

600

リセット開始から処理終了までのタイムアウト

ResetTimeout

180

サスペンド開始から処理終了までのタイムアウト

SuspendTimeout

120
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レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥VM
¥VMware
管理対象マシンが VMware で管理されている場合、本サブキーの設定値が使用されます。


タイムアウト
値名

既定値 (秒)

起動開始から処理終了までのタイムアウト

StartupTimeout

0

電源 ON 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOnTimeout

320

シャットダウン開始から処理終了までのタイムアウト

ShutdownTimeout

0

強制 OFF 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOffTimeout

260

再起動開始から処理終了までのタイムアウト

RebootTimeout

0

リセット開始から処理終了までのタイムアウト

ResetTimeout

380

サスペンド開始から処理終了までのタイムアウト

SuspendTimeout

320

レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥VM
¥Xen
管理対象マシンが XenServer で管理されている場合、本サブキーの設定値が使用されま
す。


タイムアウト
値名

既定値 (秒)

起動開始から処理終了までのタイムアウト

StartupTimeout

0

電源 ON 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOnTimeout

600

シャットダウン開始から処理終了までのタイムアウト

ShutdownTimeout

600

強制 OFF 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOffTimeout

600

再起動開始から処理終了までのタイムアウト

RebootTimeout

600

リセット開始から処理終了までのタイムアウト

ResetTimeout

600

サスペンド開始から処理終了までのタイムアウト

SuspendTimeout

600

レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥VM
¥HyperV
管理対象マシンが Hyper-V で管理されている場合、本サブキーの設定値が使用されます。
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タイムアウト
値名

既定値 (秒)

起動開始から処理終了までのタイムアウト

StartupTimeout

1800

電源 ON 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOnTimeout

120

シャットダウン開始から処理終了までのタイムアウト

ShutdownTimeout

1200

強制 OFF 開始から処理終了までのタイムアウト

PowerOffTimeout

60

サスペンド開始から処理終了までのタイムアウト

SuspendTimeout

180

RebootTimeout、ResetTimeout はありません。再起動は、シャットダウンや起動の組み合
わせで行われるため、ShutdownTimeout や StartupTimeout などの値が参照されます。
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1.9. 依存関係による起動 / 停止順序の制御につ
いて
あるマシンを利用するために別のマシンが提供するサービスが必要となる場合、それらのマ
シン間には依存関係があるとみなすことができます。このようなマシンを起動 / 停止する際
には依存関係に沿った順序での実行が必要となる場合があります。
SigmaSystemCenter では、このようなマシンの依存関係を設定することにより、起動 / 停
止時の実行順序を制御することができます。依存関係は、依存元 (依存する側) となるマシ
ンが割り当てられたホストと、依存先 (依存される側) となるマシンが割り当てられたホストを
指定することにより登録します。依存関係による実行順序の制御では、起動・停止・再起動・
VM 退避の各操作における有効 / 無効などの設定を行うことができます。共通の設定を持
つ依存関係とその設定内容は、依存関係設定として管理されます。

1.9.1.

起動 / 停止の実行順序
依存関係による順序制御が有効となる操作とその実行順序は、以下の通りです。










起動 (起動操作における順序制御が有効の場合)
1.

依存先のマシンを起動

2.

依存元のマシンを起動

シャットダウン (停止操作における順序制御が有効の場合)
1.

依存元のマシンをシャットダウン

2.

依存先のマシンをシャットダウン

再起動 (再起動操作における順序制御が有効の場合)
1.

依存元のマシンをシャットダウン

2.

依存先のマシンをシャットダウン

3.

依存先のマシンを起動

4.

依存元のマシンを起動

サスペンド (停止操作における順序制御が有効の場合)
1.

依存元の仮想マシンをサスペンド

2.

依存先の仮想マシンをサスペンド

VM 退避 (仮想マシンサーバ障害時、VM 退避操作における順序制御が有効の場合)
1.

依存先の仮想マシンを起動

2.

依存元の仮想マシンを起動
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VM 移動 (自動起動指定時、起動操作における順序制御が有効の場合)
1.

依存先の仮想マシンを移動 (起動)

2.

依存元の仮想マシンを移動 (起動)

以下については、依存関係が設定されたマシンは、操作の対象外となります。


負荷分散 / 予備 VM サーバ起動
他のマシンに依存する仮想マシンサーバは起動されません。
(起動操作における順序制御が有効の場合)



省電力
他のマシンに依存されている仮想マシンサーバは停止されません。
(停止操作における順序制御が有効の場合)



VM サーバ停止 (予兆)
他のマシンに依存されている仮想マシンサーバは停止されません。
(停止操作における順序制御が有効の場合)

以下については、依存関係による実行順序の制御を行うことはできません。
(依存関係の設定は無視されます。)


保守操作による電源制御
•

電源 ON

•

電源 OFF

•

リセット

•

パワーサイクル

•

ACPI シャットダウン

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
225

1 SigmaSystemCenter の機能





1.9.2.

運用グループ操作
•

運用グループへの割り当て

•

運用グループからの割り当て解除

•

新規リソース割り当て (仮想マシン作成)

•

仮想マシン削除

•

スケールアウト

•

スケールイン

置換・診断
•

マシン置換

•

マシン置換 (直ちに強制 OFF)

•

マシン診断・強制 OFF

各種設定
依存関係には、起動・停止・再起動・VM 退避の各操作において、以下の設定を行うことがで
きます。


有効 / 無効： 操作時に依存関係による順序制御を行うかどうかを指定します。



連動設定： 操作時に依存関係を構成する一部のマシンのみが指定された場合に、依
存先、または依存元マシンを自動的に操作対象に含めるかどうかを指定します。連動
設定が有効の場合、以下のように操作対象が追加されます。



•

起動： 指定されたマシンのすべての依存先のマシン (末端まで) が起動対象に追
加されます。ただし、VM 移動 (自動起動指定時) では操作対象の追加は行われ
ません。

•

停止： 指定されたマシンのすべての依存元のマシン (末端まで) が停止対象に追
加されます。

•

再起動： 指定されたマシンのすべての依存元のマシン (末端まで、起動状態のマ
シンのみ) が再起動対象に追加されます。また、指定されたマシン、および追加さ
れたマシンのすべての依存先のマシン (末端まで) が起動対象に追加されます。

•

VM 退避： 対象仮想マシンのすべての依存先のマシン (末端まで) が起動対象に
追加されます。VM 退避に対する連動設定は、後述の弱い依存関係の設定によっ
て自動的に決定されます。(弱い依存関係が有効の場合は連動設定は無効、弱い
依存関係が無効の場合は連動設定は有効となります。)

弱い依存関係： 操作時に依存先、または依存元のマシンが期待する状態でない場合
にも対象マシンの操作を実行するかどうかを指定します。依存関係を厳密に遵守する
必要がなく、操作時の実行順序を指定したいだけの場合には、弱い依存関係を有効に
します。弱い依存関係が有効の場合、以下の動作となります。(弱い依存関係が無効の
場合、以下に示すケースでは対象マシンの操作は実行されずに異常終了となります。)
•

起動： 依存先のマシンの起動に失敗した場合にも対象マシンの起動を実行します。
連動操作が無効で依存先のマシンが操作対象に含まれない場合は、依存先のマ
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シンが起動状態でない場合 (OS 状態がオン以外の場合) にも対象マシンの起動
を実行します。
•

停止： 依存元のマシンの停止に失敗した場合にも対象マシンの停止を実行します。
連動操作が無効で依存元のマシンが操作対象に含まれない場合は、依存元のマ
シンが停止状態でない場合 (電源状態がオンの場合) にも対象マシンの停止を実
行します。

•

再起動： 依存先のマシンの起動に失敗した場合にも対象マシンの起動を実行しま
す。また、依存元のマシンの停止に失敗した場合にも対象マシンの停止を実行しま
す。連動操作が無効で依存先・依存元のマシンが操作対象に含まれない場合は、
依存先のマシンが起動状態でない場合 (OS 状態がオン以外の場合) 、および依
存元のマシンが停止状態でない場合 (電源状態がオンの場合) にも、対象マシン
の再起動を実行します。

•

VM 退避： 依存先の仮想マシンの退避に失敗した場合、および依存先のマシンが
起動状態でない場合 (OS 状態がオン以外の場合) にも、対象仮想マシンの退避
を実行します。
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1.10. スマートグループの活用
スマートグループは、検索条件を保持する論理的なグループです。スマートグループを利用
することで、そのスマートグループが持つ検索条件に合致するマシンだけを一覧抽出するこ
とができます。
また、スマートグループには、複数の条件を持たせることができます。各種条件を組み合わ
せることで多様な検索を行うことができます。
本章では、各運用ケースでのスマートグループ活用方法について、例を交えて説明します。
関連情報: スマートグループの追加については、「SigmaSystemCenter コンフィグレーショ
ンガイド」の「9.5.1 スマートグループを追加するには」を参照してください。

1.10.1. スマートグループを活用した再構成 (Revert) の実施
Differential Clone 環境では、定期的に再構成 (Revert) を実施することで、ディスク容量の
肥大化を防止することが重要です。そのためには、OS 差分ディスク容量の管理が必要不可
欠です。
OS 差分ディスク容量の管理に、以下の条件を持つスマートグループを活用することで、指定
した OS 差分ディスク容量を超える仮想マシンを抽出し、再構成 (Revert) を一括実施する
ことができます。

また、以下の条件を追加で組み合わせることで、「各種仮想環境」を限定することもできま
す。

関連情報: 再構成 (Revert) の実施については、「3.6.2 再構成 (Revert)」を参照してくだ
さい。
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1.11. 保守操作について
本節では、SigmaSystemCenter が各種マシンに対して Out-of-Band Management により
行うことができる保守操作の詳細、および設定について説明します。
本機能は、マシンに搭載された BMC を利用しているため、仮想マシンに対して実行すること
はできません。
本機能を利用するためには、管理対象マシンの管理 LAN 用ポートに管理 LAN を接続してお
く必要があります。
その他、管理サーバから管理対象マシンの BMC に接続し制御するための IP アドレス、アカ
ウント、パスワードを SigmaSystemCenter に設定しておく必要があります。
SigmaSystemCenter へのアカウントの設定方法の詳細は、「SigmaSystemCenter コンフィ
グレーションガイド」の「3.10. Out-of-Band (OOB) Management を利用するための事前設
定を行う」、および「4.9.6 [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。
以下で説明する操作は、保守操作を表示することにより操作することができます。なお、同
様の操作を ssc コマンドを利用して行うことも可能です。


ダンプ
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します。
本機能について、取得するダンプやダンプ完了後の動作は OS の設定に依存している
ため、利用するためには事前に OS の設定が必要となります。
OS の設定については、「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」の「3.10.4
ダンプを有効にするには」を参照してください。
ダンプを実行すると、OS が停止します。運用グループのホスト設定に割り当てられてい
るマシンに対して実行した場合、「サーバアクセス不能」などの障害として認識します。
運用中のマシンに対してダンプを実行する場合は、必要に応じてメンテナンスモードを
設定し、予期しない障害検出からのポリシーアクションなどが動作しないよう注意してく
ださい。



LED 点灯 / LED 消灯
管理サーバから管理対象マシンの BMC 経由で筐体 LED (インジケーター) の点灯と消
灯を実行します。
本機能は、管理対象マシンのハードウェアを直接保守する場合などに、対象のマシンが
作業場所のどこにあるかを分かりやすくするために利用できます。
LED 点灯により筐体 LED を点灯させた場合、自動的に消灯することはありません。
注: 機種によっては、自動的に消灯する場合があります。永続的に点灯できない機種
は、一定時間 (約 4 分 30 秒) で LED が消灯します。
LED を消灯するためには SigmaSystemCenter から LED 消灯を行う必要があります。
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注: 機種によっては、SigmaSystemCenter から点灯した LED が他の操作 (筐体の
LED スイッチ) で消灯できない場合があります。また、筐体の LED スイッチで点灯した
LED は、SigmaSystemCenter から消灯することはできません。
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1.12. 管理対象マシンのマシン操作履歴
マシン操作履歴の情報により、管理対象マシンの使用履歴や過去 / 現在の構成を確認す
ることができます。以下の 2 つの方法で情報を閲覧することが可能です。


Web コンソールの [運用] ビュー上で運用グループを選択し、[マシン操作履歴] タブを
表示
Web コンソールでは、マシン操作履歴の詳細情報の閲覧に加え、運用グループ配下の
管理マシンの一覧を閲覧したり、リビジョンの一覧を閲覧したりすることが可能です。



ssc changehistory show コマンドの実行
Web コンソールでは、稼動中の管理対象マシンの情報のみが確認できるのに対し、ssc
changehistory show コマンドでは、既に削除済みの管理対象マシンの情報も確認する
ことができます。

マシン操作履歴の情報は、以下の 3 種類の情報に区分できます。
プロファイル情報については、仮想マシンのみ確認できます。プロファイル情報以外の一部
の情報についても仮想マシン以外では利用できない情報があります。


基本情報
管理対象マシンの名前や UUID、リビジョンの開始日時・終了日時、サービス開始日時・
終了日時などの基本情報です。



運用情報
管理対象マシンの起動日時や停止日時などの運用情報や起動時間などの運用に関す
る統計情報を表示します。



プロファイル情報
CPU など、仮想マシンに割り当てられたリソース情報を確認することができます。確認
可能なリソース情報は、マシンプロファイルで定義されたものです。仮想化基盤製品の
オーバーコミットの機能により、実行中に実際に割り当てられたリソースの情報を確認
するためのものではありません。
ssc changehistory show コマンドでは、-profile のオプションの指定が必要です。

マシン操作履歴では、リビジョンごとに上記の情報を確認することができます。VM 編集や再
構成などが実行され、仮想マシンの構成が変更されると、リビジョンが上がります。

1.12.1. マシン操作履歴の情報
取得可能な管理対象マシンのマシン操作履歴の詳細は下表のとおりです。太字で記載の項
目が利用可能な情報です。斜体の項目については利用できません。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
231

1 SigmaSystemCenter の機能
区分

Web コンソールの表示コ

情報取得対象のマシンの

マンド出力

種類
仮想マシン

説明

備考

リビジョン更新対象と
なるリソースは、
CPU、メモリ、ストレー
ジです。ネットワーク
の構成変更について
は、接続先のみの変
更でスペックが変わら
ない場合があるため、
リビジョン更新を行い
ません。物理マシンは
リビジョンによる管理
はできないため、リビ
ジョンの値は常に "0"
です。

仮想マシ
ンサーバ /
物理マシ
ン

－

Available

－

表示しているリビジョン
の番号です。VM編集
やマシンプロファイル
変更後の再構成操作
により、仮想マシンの
ハードウェアスペックが
変更されたときにリビジ
ョンが上がります。

Available

Available

管理対象マシンの名前
です。[リソース] ビュー
上のマシンの名前を取
得できます。

UUID
UUID

Available

Available

管理対象マシンの
UUIDです。

登録日時

Available

Available

新規リソース割り当て
や収集などの操作によ
り、管理対象マシンが
初めて構成情報データ
ベースに登録された日
時です。

Available

Available

VM削除や収集などの
操作により、管理対象
マシンの登録が構成情
報データベースから削
除された日時です。

Available

－

表示中のリビジョンの
開始日時です。

－

－

表示日時のリビジョン
の終了日時です。

Available

Available

[運用] ビュー上の管理
対象マシンのグループ
パスです。

Available

－

仮想マシン作成に使用
されたリソースプール
の名前です。

Available

－

仮想マシンに設定され
たサービス開始日で
す。サービス開始日

リビジョン
History Revision

基本情報

名前
Machine Name

Entry

削除日時
Delete

リビジョンの開始日時
RevisionStart
リビジョンの終了日時
RevisionEnd
稼動グループ
Group Path
リソースプール
ResourcePool Name
サービス開始日時
ServiceStart

Webコンソールでは
閲覧できません。
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区分

Web コンソールの表示コ

情報取得対象のマシンの

マンド出力

種類
仮想マシン

説明

備考

仮想マシ
ンサーバ /
物理マシ
ン
は、[ポータル] ビュー
で設定することができ
ます。

サービス終了日時

Available

－

仮想マシンに設定され
たサービス終了日で
す。サービス終了日
は、[ポータル] ビュー
で設定することができ
ます。

Available

Available

管理対象マシンの起動
日時です。PowerOnと
PowerOffの日時が同
じ場合、再起動の日時
となります。

Available

Available

管理対象マシンをシャ
ットダウンしたときの日
時です。

Available

－

管理マシンをサスペン
ドしたときの日時です。

Available

Available

管理対象マシンを稼動
したときの日時です。
新規リソース割り当て
/ リソース割り当て /
マスタマシン登録を行
ったときの日時になり
ます。

Available

Available

割り当て解除 / VM削
除の操作により、管理
対象マシンがグループ
プールに移動した日時
です。また、管理対象
マシンが共通プールか
らグループプールに追
加された日時の情報と
しても使用されます。

Available

－

仮想マシンに対して再
構成操作が行われた
日時です。

Available

Available

管理対象マシンからイ
ンストール済みソフトウ
ェアの情報を収集した
日です。

ServiceEnd

運用情報

起動日時
PowerOn

停止日時
PowerOff
サスペンド日時
Suspend
運用グループ登録日時
Running

運用グループ解除日時
Pool

構成変更日時
Reconstruct
ソフトウェア収集日時
CollectSoftware

収集されたインストー
ル済みのソフトウェア
の情報は、Webコンソ
ールの [リソース] ビ
ュー上で管理対象マ
シンを選択すると閲覧
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1 SigmaSystemCenter の機能
区分

Web コンソールの表示コ

情報取得対象のマシンの

マンド出力

種類
仮想マシン

説明

備考

仮想マシ
ンサーバ /
物理マシ
ン
することができます。

起動時間

Available

Available

表示中のリビジョンに
ついて、管理対象マシ
ンの起動時間の合計
です。

Available

Available

表示中のリビジョンに
ついて、管理対象マシ
ンの稼動時間の合計
です。運用グループ上
で管理対象マシンがホ
ストに割り当てられた
状態になっている時間
が稼動時間として計上
する対象となります。

Available

Available

全リビジョンについて、
管理対象マシンの起動
時間の合計です。

Available

Available

全リビジョンについて、
管理対象マシンの稼動
時間の合計です。運用
グループ上で管理対象
マシンがホストに割り
当てられた状態になっ
ている時間が稼動時間
として計上する対象と
なります。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想CPUの数で
す。

Available

－

仮想マシンに適用され
たCPUシェアの指定値
です。

Available

－

仮想マシンに適用され
たCPU予約の指定値
です。

Available

－

仮想マシンに適用され
たCPUリミットの指定
値です。

Available

－

仮想マシンに適用され
たメモリサイズの指定
値です。

Available

－

仮想マシンに適用され
たメモリシェアの指定

RevisionPowerOnMinut
es
運用グループ登録時間
RevisionRunningMinut
es

起動累積時間
TotalPowerOnMinutes
運用グループ登録累積時
間
TotalRunningMinutes

プロファイ

CPU数

ル 情 報

CpuProfile
VirtualQuantity

(CPU)

CPUシェア
CpuProfile Weight
CPU予約
CpuProfile Reservation
CPUリミット
CpuProfile Limit
プロファイ

メモリサイズ

ル 情 報

MemoryProfile
VirtualQuantity

(メモリ)

メモリシェア
MemoryProfile Weight
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区分

Web コンソールの表示コ

情報取得対象のマシンの

マンド出力

種類
仮想マシン

説明

備考

仮想マシ
ンサーバ /
物理マシ
ン
値です。

メモリ予約

Available

－

仮想マシンに適用され
たメモリ予約の指定値
です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られたメモリリミットの
指定値です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想NICの数で
す。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想NICの番号
です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想NICの名前
です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想NICの接続
先の論理ネットワーク、
またはポートグループ
の指定です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想NICのMAC
アドレスです。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想NICの接続
状態です。

MemoryProfile
Reservation
メモリリミット
MemoryProfile Limit
プロファイ

NIC数

ル 情 報

NetworkProfiles count

(ネットワ
ーク)

NIC番号
NetworkProfile[x]
IndexId
NIC名
NetworkProfile[x] Name
接続先デバイス
NetworkProfile[x]
ConnectedDevice

MACアドレス
NetworkProfile[x]
Address
接続状態
NetworkProfile[x]
ActiveState

true: 接続
false: 切断
－

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想ディスクの
数です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られたディスクを構成
するファイルのパスで
す。

NetworkProfile[x] VlanId
－
NetworkProfile[x]
ExtendVlanId
プロファイ

ディスク数

ル 情 報

StorageProfiles count

(ディスク)
名前
StorageProfile[x] Name
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1 SigmaSystemCenter の機能
区分

Web コンソールの表示コ

情報取得対象のマシンの

マンド出力

種類
仮想マシン

説明

備考

利用できません。

仮想マシ
ンサーバ /
物理マシ
ン

－

－

－

－

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想ディスクの
サイズ (GB) です。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想ディスクが
格納されているデータ
ストアです。

Available

－

仮想マシンに割り当て
られた仮想ディスクの
ディスクタイプです。以
下の通り、複数の観点
の情報を取得すること
ができます。

StorageProfile[x] IndexId
サイズ(GB)
StorageProfile[x] Size
データストア
StorageProfile[x]
Location
タイプ
StorageProfile[x]
DiskType

▪ フォーマット形式 :
VMDK, VHD, LVM,
RAW, Raw(Physical),
Raw(Virtual), QCOW,
QCOW2の8種類があ
ります。
▪ 実容量の可変/固
定 : Thin, Thick, Diff
の3つがあります。Thin
は実容量可変、Thick
は固定、Diffは差分デ
ィスクです。
▪ スナップショット作成
時の変更保存方法 :
タイプなし, IDRW,
IDROの3つがありま
す。タイプなしは通常
型、IDRWは独立型通
常、IDROは独立型読
み取りです。マシンプロ
ファイルのモードの指
定が該当します。
▪ 使用用途 : Sys, Ext
の2つがあります。Sys
はシステムディスク、
Extは拡張ディスクで
す。
－

－

－

－

Available

－

仮想マシンに割り当て

利用できません。

StorageProfile[x] Number
用途
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区分

Web コンソールの表示コ

情報取得対象のマシンの

マンド出力

種類
仮想マシン

説明

備考

仮想マシ
ンサーバ /
物理マシ
ン
られた仮想ディスクの
使用用途の種類です。
マシンプロファイルのタ
イプの指定が該当しま
す。次の2種類があり
ます。

StorageProfile[x] Type

▪ SystemDisk : システ
ムディスク
▪ ExtendedDisk : 拡
張ディスク
－

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

－

－

－

利用できません。

StorageProfile[x] Usage
プロファイ

－

ル 情 報

MachineProfile Name

(その他)

－
ComputerSystemProfile
Name
－
ComputerSystemProfile
Cost
－
ComputerSystemProfile
ModelName
－
ComputerSystemProfile
OperatingSystem
－
ComputerSystemProfile
OsType
－
ComputerSystemProfile
ProfileName
－
ComputerSystemProfile
TenantId
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2.

本章では、SigmaSystemCenter のポリシー制御と監視機能について説明します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 ポリシー制御と監視機能

2.1. ポリシー制御と監視機能の概要
SigmaSystemCenter のポリシー制御と監視機能は、複数の連携製品、およびコンポーネン
トを使用して管理対象マシンの稼動状態や障害、性能を監視し、何らかの障害が発生したと
きにメール通報や N+1 リカバリのような復旧処理のポリシーアクションを自動的に実行しま
す。
監視機能で検出するイベントと実行するポリシーアクションの対応関係は、ポリシー規則とし
てポリシーの設定で行います。
SigmaSystemCenter のポリシー機能には以下の特長があります。


ポリシーの設定では、複数のポリシー規則を定義することができるため、管理方針や管
理対象マシンの種類別に整理して管理することができます。



ポリシー規則の設定では、イベントに対するポリシーアクションを複数設定したり、ポリ
シーアクションの実行条件を指定したりすることができるため、障害時の処置方法をき
め細かく定義することが可能です。



運用グループやモデル単位で異なるポリシーを割り当てることができるため、運用グル
ープやモデル単位で運用方法を定義することが可能です。



特定の運用内容を想定して作成された複数の標準ポリシーの中から、管理環境に合う
適切なものをテンプレートとして利用することが可能なため、複雑なポリシーの定義を簡
易に行うことが可能です。

監視機能では、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent や VMware vCenter
Server、SystemMonitor 性能監視などの複数の連携製品、およびコンポーネントを使用して、
管理対象マシンに対して次の監視が可能です。


死活監視



ハードウェア監視



性能監視



その他の監視

ポリシーアクションは、監視機能で検出されたイベントに対する処置として実行するように定
義することができます。ポリシーアクションには、次のような種類があります。


メール通報やイベントログへの書き込み



管理対象マシンのステータス情報変更や管理対象マシンの状態の確認



管理対象マシンへのプロビジョニング



グループ内の管理対象マシンへのプロビジョニング



仮想マシンサーバ上の仮想マシンの VM 移動



ローカルスクリプトの実行



アクション実行待機や実行結果のリセット
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ポリシー制御と監視機能の概要
ポリシーアクション
E-mail通報、イベントログ出力
ポリシーアクション

管理サーバ

管理対象マシンに対する
プロビジョニング

イベントログ

SigmaSystemCenter(SystemProvisioning)ポリシー制御
フィルタリング

通報

監視を行う各製品・コンポーネント
SystemProvisioning
SystemMonitor性能監視

ESMPRO/ServerManager
vCenter Server
ポリシー1

障害検出

管理対象マシン1
運用グループ１

管理対象マシン2

参照

管理対象マシン3

運用グループ２

ポリシー２

標準ポリシー

管理対象マシン4
運用グループ３
テンプレートとして利用
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2.2. ポリシー
ポリシーとは、管理対象マシンの障害発生時の対処方法の定義を行うための設定で、後述
の図のように、複数のポリシー規則の集まりです。ポリシー規則は、監視機能が検出するイ
ベントとそのイベントに対応して実行するポリシーアクションを関連付けるための設定です。
ポリシーは、定義済みの標準ポリシーをテンプレートとして利用したり、既存の作成済みのポ
リシーをコピーしたりして作成することが可能です。標準ポリシーは特定の運用方法を想定し
て作成されたものが複数用意されています。管理対象マシンの管理内容に合う標準ポリシ
ーを選択してください。
作成したポリシーの設定は、運用グループやモデルに割り当てて使用します。運用グループ
やモデルに複数のポリシーを割り当てることが可能です。運用グループ内の管理対象マシン
でポリシーで定義された対象のイベントが発生すると、イベントに対応するポリシーアクション
が実行されます。

ポリシー規則の集まりをポリシー

ポリシー規則では、任意のイベントが発生した時、実行するポリシー

として管理します。

アクションを定義することができます。

ポリシー
標準ポリシー(仮想マシンサーバ)

ポリシー規則

CPU温度異常

実行するポリシーアクションの定義

対象イベントの定義

通報/E-mail通報、イベントログ出力

イベント区分「CPU温度異常」

マシン設定/ステータス設定 故障

CPU障害

VMS操作/稼動中のVMを移動

HW予兆：電圧異常
メモリ縮退障害

標準ポリシー

管理対象マシン1

管理対象マシン2

運用グループ
テンプレート
として利用

ポリシーを作成する際、テンプレートとして
標準ポリシーを指定することが可能です。
指定の標準ポリシーと同じ設定内容のポリシ
ーが作成されます。

作成したポリシーは、運用グループに割り当てて使用し
ます。運用グループ内の管理対象マシンにおいて、ポリ
シーで定義された対象のイベントが発生すると、イベン
トに対応するポリシーアクションが実行されます。
一つの運用グループに対して、複数のポリシーを割り当
てることが可能です。
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ポリシー

2.2.1.

ポリシー制御
SigmaSystemCenter のポリシー制御は、ポリシーの設定に従って、監視機能により通報さ
れたイベントに対応してポリシーアクションを実行する機能です。
次のような特徴があります。後述の図も参照してください。


ポリシーの設定で処理対象として設定したイベントが通報された場合のみ、ポリシーア
クションの実行が行われます。処理対象外のイベントは破棄されます。



通報されたイベントや実行したポリシーアクションの情報について、イベントログへの出
力やメール送信を行うことが可能です。「2.2.6 イベントやアクション情報のイベントログ
出力とメール通報」を参照してください。



ポリシーアクション実行抑制の設定により、イベントが通報された後の一定時間の間に
回復イベントが通報された場合は、ポリシーアクションの実行を行われないようにするこ
とが可能です。抑制の設定は、死活監視などの特定のイベントしか利用できません。
「2.2.5 ポリシーアクションの実行の抑制」を参照してください。



1 つのイベントに対して、複数のポリシーアクションの実行が可能です。実行条件の設
定を使用すると、特定のポリシーアクションの実行可否を他のポリシーアクションの実行
結果により判断されるようにすることが可能です。「2.2.4 複数アクションのフロー制御」
を参照してください。
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ポリシー制御は、ポリシーの設定を参照して、イベントログへの書き込みやメール
送信、フィルタリング、対応するアクションの実行、および、アクションの実行抑
制など、監視で検出されたイベントに対応して様々な処理を行います。
E-mail送信
イベントログ

ポリシー制御の動作内容

出力(502,54x)

マシン置換

ポリシーアクション実行

E-mail送信

マシン置換

E-mail通報、イベントログ出力

マシン置換

管理サーバ

アクション開始前イベントログ出力(502,53x)、メール送信

イベントログ
出力(502,53x)

イベントログ

抑制指定がある場合、回復を一定時間待ち合わせる。

イベントログ

SigmaSystemCenter

出力

対象イベントはポリシー規則で定義されているか？

ポリシー制御

イベントログ

イベントログ

通報

ポリシーが適用された管理対象マシンのイベントか?

監視を行う各製品・

イベントログ出力(51x,52x)、イベント履歴表示。

障害検出
イベント１
イベント2

既定では
出力されない

コンポーネント

イベント1

出力(51x,52x)

イベント3

イベント2

イベント3

イベント履歴

参照

ポリシー1
イベント3のポリシー規則の定義

マシン2

マシン1

運用グループ１

2.2.2.

対象イベント:

マシン3

運用グループ２

イベント3

実行ポリシーアクション:

・E-mail通報、イベントログ出力
・マシン置換

適用

ポリシー制御の対象イベントについて
(1) イベントの概要
ポリシー制御の対象となるイベントは、イベント区分、通報元、イベント ID の情報で構成
されます。ポリシー規則の設定では、これらの 3 種類の情報を指定して、ポリシーアクシ
ョンに関連付けるイベントを指定します。
•

イベント区分
イベントの種類です。障害の内容別に区分されて定義されているため、イベント区
分の情報によりイベントの特徴を把握することができます。以下のイベント区分が
あります。
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-

マシンアクセス不可能障害

-

マシンアクセス復旧

-

HW 予兆：電圧異常障害

-

HW 予兆：電圧異常障害回復

-

HW 予兆：筐体温度異常障害

-

HW 予兆：筐体温度異常障害回復

-

HW 予兆：ファン冷却装置異常障害

-

HW 予兆：ファン冷却装置異常障害回復

-

HW 予兆：電源装置異常障害

-

HW 予兆：電源装置異常障害回復

-

ファン / 冷却装置異常 (復旧不能)

-

筐体温度異常 (復旧不能)

-

電源異常 (復旧不能)

-

CPU 温度異常障害

-

CPU 温度異常障害回復

-

CPU 障害

-

CPU 縮退障害

-

CPU 負荷障害

-

CPU 負荷障害回復

-

メモリ障害

-

メモリ縮退障害

-

メモリ障害回復

-

メモリ不足

-

メモリ不足回復

-

ハードディスク交換障害

-

ハードディスク復旧可能障害

-

ハードディスク復旧可能障害回復

-

ハードディスク障害

-

VM 最適配置通報

-

グループ用カスタム通報

-

マシン用カスタム通報

-

クラスタ：ネットワーク回復

-

クラスタ：ノード回復

-

クラスタ：ネットワーク障害

-

クラスタ：ノード停止

-

サービス内部障害

-

その他
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•

通報元
SigmaSystemCenter のポリシー制御にイベントを通報する製品・コンポーネントの
情報です。以下の種類があります。

通報元の種類

監視の主体となる製品・コンポーネント

説明

SystemMonitorEvent

ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerManagerで検出されるイ
ベントです。ESMPRO/ServerManager上
で行われる死活監視や管理対象マシン上
でESMPRO/ServerAgentで検出されたハ
ードウェア障害のイベントなどのイベントが
あります。

OobManagement

SystemProvisioningのOOB管理機能と
管理対象マシンのBMC (Baseboard
Management Controller)

管理対象マシンのBMCから直接送信され
るPET (Platform Event Trap) イベントを
SystemProvisioningのOOB管理機能が
受信、検出するイベントです。

※NEC製サーバでは、BMCは
「EXPRESSSCOPEエンジン」を指しま
す。
AliveMonitor

SystemProvisioningの死活監視機能

SystemProvisioningの死活監視機能
(ping監視、ポート監視、仮想化基盤監視)
により検出されるイベントです。

VMwareProvider

vCenter Server

vCenter Serverが通知するアラートをイベ
ントとして検出します。

SystemMonitorPerf

SystemMonitor性能監視

SystemMonitor性能監視による性能デー
タの閾値監視のイベントです。
SystemMonitor性能監視で収集される性
能データが閾値を超過したときに送信され
ます。

OptimizedPlacement

SystemProvisioningのVM最適配置機
能

VM最適配置機能で検出されるリソースプ
ールや負荷分散に関するイベントです。

HyperVProvider

Microsoft Failover Cluster

Hyper-Vクラスタ環境にて、Microsoft
Failover Clusterがクラスタを監視して検出
したイベントを受信します。

VenderSpecificSNMPTrap

SystemProvisioningのSNMP Trap受信
機能とSNMP Trapを送信する製品

管理サーバに対して送信されるPETイベン
ト以外の任意のSNMP Trapを
SystemProvisioningで受信、検出するイ
ベントです。イベントを検出するためには、
別途イベントの追加定義が必要です。

StandaloneEsxProvider

SystemProvisioningのスタンドアロン
ESXi監視

SystemProvisioningが、スタンドアロン
ESXiの環境の監視を行ったときに検出さ
れるイベントです。
通常は利用されません。

•

イベント ID
個々のイベントを識別するための情報です。通報元により数値や文字列などの異
なる形式で定義されています。
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(2) イベントの事象発生範囲の分類
イベントの事象の発生範囲は以下の 3 種類に分類されます。発生範囲の種類により、
実行可能なポリシーアクションが異なります。
•

管理対象マシン
ほとんどのイベントは、管理対象マシン上で発生したイベントに分類されます。管理
対象マシンのイベントの場合、すべてのポリシーアクションが利用可能です。ポリシ
ー制御は、UUID や IP アドレスなどイベント内に含まれる管理対象マシンの情報よ
り、管理対象マシンを特定し、ポリシーアクションを実行します。

•

グループ、またはモデル
グループ、またはモデル単位で発生している事象のイベントです。対象がグループ、
またはモデルに限定されるため、グループ操作のポリシーアクションなどが利用で
きます。マシンの特定が必要となる VMS 操作、マシン操作、マシン設定のポリシー
アクションは実行できません。
なお、グループ配下にモデルの設定がある場合、グループ直下を対象とするイベ
ントの事象の発生範囲に配下のモデルは含まれません。
本分類のイベントは以下の通りです。

•

-

VM 最適配置機能により検出されるイベント区分が VM 最適配置通報のイベ
ント

-

SystemMonitor 性能監視により検出されるイベント区分がグループ用カスタ
ム通報のイベント

-

vCenter Server により検出される VMware HA のイベント

その他
上記以外で発生する事象のイベントです。事象の発生範囲は、イベントにより異な
ります。通報やローカルスクリプト実行のようなイベント発生対象の特定ができなく
ても実行可能なポリシーアクションが利用できます。
本分類のイベントは、システムポリシー (マネージャ) のポリシーで定義されている
イベントのみです。システムポリシー (マネージャ) 以外のポリシーでは本分類の
イベントを利用できません。

(3) ポリシー規則でのイベントの指定単位
ポリシー規則の設定では、以下のようにポリシーアクションに関連付けるイベントを単一
とするか、複数と指定するかを選択することができます。
•

[単一のイベントを指定する]
1 つのイベントのみを対象とします。
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•

[区分全てのイベントを対象とする]
イベント区分内のすべてのイベントを対象とすることができます。[区分全てのイベ
ントを対象とする] を選択し、ポリシー規則の設定を保存すると、[複数のイベントを
選択して、条件を設定する] の設定として保存されます。

•

[複数のイベントを選択して、条件を設定する]
本指定は明示的に選択することはできません。[区分全てのイベントを対象とする]
を指定、保存すると、本指定の設定となりますが、一部の抑制の対象となっている
イベントを除き、条件の設定を行うことはできません。

2.2.3.

ポリシーアクション
ポリシーアクションとは、SigmaSystemCenter のポリシー制御により、監視機能で検出され
たイベントに対する処置として、自動実行されるアクションのことです。ポリシーアクションの
定義は、関連付けるイベントと一緒にポリシー規則の設定で行います。
ポリシー規則では、ポリシーアクションを最大で 30 まで設定することができます。複数を設定
した場合、基本的に設定順に上からポリシーアクションが実行されます。実行条件の指定に
より、先に実行済みのポリシーアクションの実行結果により実行可否が判断されるように指
定することも可能です。「2.2.4 複数アクションのフロー制御」を参照してください。
各標準ポリシーでは、ポリシーアクションは、想定される管理対象の環境や運用内容に適す
るように設定されています。
ポリシーアクションは、以下の表のように、実行対象の範囲や実行内容の違いにより、複数
種類のグループに分けられます。

分類

詳細

該当アクション

説明

通報

－

▪ 通報 / E-mail通報、イベントロ
グ

イベントの情報や実行したポリシーア
クションの情報について、指定の通
報先へのメール通報やイベントログ
への書き込みを行います。

▪ 通報 / イベントログ出力
▪ 通報 / E-mail送信
マシン設定

－

▪ マシン設定 / ステータス設定
正常
▪ マシン設定 / ステータス設定
一部故障
▪ マシン設定 / ステータス設定
故障

イベントが発生した
SigmaSystemCenter上の管理対象
マシンのステータス情報変更や管理
対象マシンの状態の確認を行いま
す。

▪ マシン設定 / センサー診断、
故障ステータス設定
▪ マシン設定 / 個別ステータス
診断、ステータス設定正常
▪ マシン設定 / 総合回復診断、
ステータス設定正常
管理対象マシンの
プロビジョニング

マシン操作

▪ マシン操作 / マシン起動
▪ マシン操作 / マシン強制OFF

イベントが発生した管理対象マシン
へのプロビジョニングを行います。
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分類

詳細

該当アクション

説明

▪ マシン操作 / マシン再起動
▪ マシン操作 / マシン停止 (シ
ャットダウン)
▪ マシン操作 / LED点灯
▪ マシン操作 / LED消灯
▪ マシン操作 / マシン置換
▪ マシン操作 / マシン置換 (直
ちに強制OFF)
▪ マシン操作 / マシン診断・強
制OFF
グループ操作

▪ グループ操作 / スケールアウ
トマシン追加
▪ グループ操作 / スケールアウ
トマシン起動

イベントが発生したグループ内の任
意、または特定の管理対象マシンへ
のプロビジョニングを行います。

▪ グループ操作 / グループマシ
ン作成・追加
▪ グループ操作 / スケールイン
マシン削除
▪ グループ操作 / グループマシ
ン削除 (VM削除)
▪ グループ操作 / スケールイン
マシン休止 (サスペンド)
▪ グループ操作 / スケールイン
マシン停止 (シャットダウン)
▪ グループ操作 / VM最適制約
を適用する
▪ グループ操作 / 予備VMサー
バを起動する
VMS操作

▪ VMS操作 / 稼動中のVMを移
動 (Failover)
▪ VMS操作 / 稼動中のVMを移
動 (Migration)

イベントが発生した仮想マシンサー
バのプロビジョニングや、イベントが
発生した仮想マシンサーバ上の特定
仮想マシンのVM移動を行います。

▪ VMS操作 / 稼動中のVMを移
動 (Migration, Failover)
▪ VMS操作 / 全VMを移動
(Failover)
▪ VMS操作 / 全VMを移動
(Migration)
▪ VMS操作 / 全VMを移動
(Migration, Failover)
▪ VMS操作 / 全VMを移動
(Quick Migration, Failover)
▪ VMS操作 / VMSパワーセーブ
(省電力)
▪ VMS操作 / VMSロードバラン
ス
▪ VMS操作 / VMサーバ停止
(予兆)
▪ VMS操作 / VM配置制約を適
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分類

詳細

該当アクション

説明

用する
ローカルスクリプト実行

－

▪ ローカルスクリプト実行

指定のローカルスクリプトの実行を行
います。

アクションのフロー制御

－

▪ 次のアクション実行を待機

アクション実行待機や実行結果のリ
セットを行います。

▪ アクション実行結果のリセット

各ポリシーアクションの説明については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ
編」の「1.4. ポリシーのアクション一覧」を参照してください。

2.2.4.

複数アクションのフロー制御
イベントに対応して実行するアクションは、最大で 30 件設定することができます。複数のアク
ションを指定した場合、設定画面上で登録した順番に上からアクションが実行されます。
2 つ目以降のアクションは、対象のアクション ([ラベル] 省略時は、1 つ上に登録されている
アクション、[ラベル] 指定時は、その番号に登録されているアクション) の実行結果を実行
の条件として、以下のパターンで指定することができます。


Success：
対象のアクションが実行され、正常終了したときに実行されます。
対象のアクションが実行されない場合や、実行結果がエラーの場合は実行されません。



Completed：
対象のアクションの実行完了後に実行されます。
対象のアクションが実行されない場合は、実行されません。



Failed：
対象のアクションが実行され、異常終了したときに実行されます。
対象アクションが実行されない場合や実行結果が正常の場合は実行されません。

実行途中でジョブがキャンセルを行った場合、処理は中断されてジョブは異常終了します。
後続のアクションについても、設定した実行条件に関わらず実行されずに終了します。
全体の実行結果は、すべて正常終了したときのみ、正常終了となります。いずれか 1 つのア
クションが異常終了になった場合は、異常終了で終了します。ただし、「実行結果のリセット」
アクションが、異常終了になったアクションの後で実行された場合には、それ以降のアクショ
ンがすべて正常終了すれば、全体の実行結果も正常終了となります。
注: 例外として、「センサー診断、故障ステータス設定」、「マシン診断 / 総合回復診断、ステ
ータス設定・正常」、「マシン設定 / 個別ステータス診断、ステータス設定・正常」のアクション
が異常終了し、ジョブが終了した場合も、全体の実行結果としては正常終了となります。

[例 1]
仮想マシンサーバ上でマシンアクセス不可障害が発生した場合を想定して、マシンアクセス
不可障害の対応処置として以下の設定を行った場合について説明します。
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管理対象マシンの種類：仮想マシンサーバ



発生イベント：マシンアクセス不可障害



対応処置詳細 (括弧内は実行条件)

この場合、SigmaSystemCenter は、以下の図のように処理を行います。
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※キャンセルを押された場合は
途中で終了
1.マシン診断・強制OFF

エラー

正常終了

1.の実行結果

異常終了

2.稼動中のVMを移動

エラー

2.の実行結果

正常終了

3.グループマシン追加

終了
全ての実行結果が正常終了の場合のみ
正常終了となる

[例 2]
グループで負荷状況を SystemMonitor 性能監視にて監視し、閾値を超えた場合にスケール
アウト制御を実行する際に、スケールアウト制御の実行結果に応じて、ユーザへの通知を行
うスクリプトを切り替える場合について説明します。


管理対象の種類：グループ



発生イベント：SystemMonitor 性能監視によるグループカスタム通報 1



対応処置詳細 (括弧内は実行条件)
1.

スケールアウトマシン追加

2.

ローカルスクリプトの実行 ※成功時の通知 (1. が成功した場合に実行)

3.

ローカルスクリプトの実行 ※失敗時の通知 (1. が失敗した場合に実行)

4.

実行結果のリセット (3. が成功した場合に実行)
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この場合、SigmaSystemCenter は、以下の図のように処理を行います。
※キャンセルを押された場合は
途中で終了

1.マシン診断・強制OFF

正常終了

エラー

1.の実行結果

2.ローカルスクリプトの実行

正常終了

終了

2.の実行結果

3.ローカルスクリプトの実行

エラー

正常終了

3.の実行結果

4.実行結果のリセット

異常終了

エラー

異常終了

終了
「4.実行結果全てのリセット」を設定しない場合
は、「1.スケールアウト マシン追加」がエラーな
ので、異常終了となる
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2.2.5.

ポリシーアクションの実行の抑制
ポリシーアクション実行の抑制設定により、死活監視と CPU 高負荷のイベントについて、障
害のイベント検出後、一定時間の間に回復イベントが発生した場合は、ポリシーアクションが
実行されないようにすることが可能です。
回復イベントが発生しなかった場合は、ポリシー規則に設定されたポリシーアクションが実行
されます。
本機能は、障害の発生とその回復が短時間に連続して発生する状況になる場合に利用する
と有効です。
使用するポリシーにより、本設定のデフォルトが異なるので注意してください。




インストール時に最初から登録されている以下のポリシーでは、デフォルトで無効に設
定されています。
•

標準ポリシー (仮想マシン)

•

標準ポリシー (仮想マシンサーバ)

•

標準ポリシー (物理マシン)

ポリシーを新規作成する場合、死活監視と CPU 高負荷のイベントに対するポリシーアク
ションの実行抑制の設定がデフォルトで有効に設定されます。

なお、VMware (vCenter Server) の環境上の仮想マシンについては、標準ポリシー (仮想
マシン) で、死活監視と CPU 高負荷も含む複数種類のイベントに対して、固定でポリシーア
クションの実行の抑制が動作するようになっています。
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ポリシーアクションの実行抑制の設定が有効の場合の動作

管理サーバ

管理対象マシン

死活監視機能

非疎通状態

死活監視の障害イベント

疎通状態

死活監視の回復イベント

ポリシー制御

待機時間は変更可能。
デフォルトは180秒。

障害イベント検出

障害イベント破棄

180秒間

待機時間内に回復のイベントが通報された場合、
ポリシーアクションは実行されない。
非疎通状態

死活監視の障害イベント

障害イベント検出

180秒間
待機時間内に回復のイベントが通報され
なかった場合、ポリシーアクションが実行

アクション実行開始

される。

ポリシーアクションの実行抑制が利用可能な各監視の詳細について、説明します。
(1) 死活監視
死活監視のイベントについては、ポリシーアクション実行の抑制設定は、ポリシープロパ
ティ設定の [全般] タブで可能です。イベントの種類により、以下の 2 つの設定がありま
す。ポリシーを新規に作成した場合、デフォルトで有効に設定されます。
•

死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (運用グループプロパティ設定の
[死活監視] タブのイベント)
ESMPRO/ServerManager と SystemProvisioning の死活監視機能のイベントに
対する抑制設定です。

•

死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (仮想化基盤経由イベント)
各仮想化基盤の製品で検出される死活監視のイベントに対する抑制設定です。

仮想マシンについては、標準ポリシー (仮想マシン) を利用した場合、固定で抑制機能
が有効になっています。抑制設定による変更は不可です。
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(2) CPU 高負荷
CPU 高負荷のイベントについては、ポリシーアクション実行の抑制設定は、ポリシープ
ロパティ設定の [全般] タブにおける以下の設定で可能です。ポリシーを新規に作成し
た場合、デフォルトで有効に設定されます。
•

CPU 負荷障害検出時のアクション実行の抑制

仮想マシンについては、標準ポリシー (仮想マシン) を利用した場合、固定で抑制機能
が有効になっています。抑制設定による変更は不可です。
(3) vCenter Server のイベントに対する固定の抑制設定について
標準ポリシー (仮想マシン) では、VMware (vCenter Server) の環境上の仮想マシン
について、下記の複数種類のイベントに対して、固定でポリシーアクションの実行抑制
が動作するようになっています。抑制の待機時間は 180 秒です。抑制機能の無効化や、
待機時間の変更を行うことはできません。
仮想マシンの場合、仮想マシンサーバの負荷などの他の影響を受け、状況の変化が発
生しやすいことを想定して、障害のイベント以外に回復のイベントも対象となっていま
す。
•

マシンアクセス不可

•

マシンアクセス回復

•

マシン停止

•

CPU 高負荷

•

CPU 高負荷回復

•

メモリ不足

•

メモリ不足回復

(4) 抑制機能が利用可能なポリシー規則の一覧
各標準ポリシーにおける抑制設定が可能なポリシー規則は、以下の一覧の通りです。
新規にポリシー規則を作成する場合の各抑制設定の対象となるイベントの設定方法に
ついては、備考欄を参照してください。

障害の種類

死活監視の障害

抑制設定の可否

対象ポリシー規則

(待機時間の既定値)

(標準ポリシー)

可能 (180秒)

▪ マシンアクセス不可能障
害 (標準ポリシー (物理
マシン))
▪ マシンアクセス不可能障
害、VMSアクセス不可
(標準ポリシー (N+1))
▪ VMSアクセス不可 (標
準ポリシー (仮想マシン
サーバ) など)

備考

▪ 新規にポリシー規則を作成する場合は、イ
ベント区分にマシンアクセス不可能障害を設
定することで、死活監視関連の抑制設定の対
象とすることが可能です。また、イベント区分
のクラスタ：ノード停止についても、死活監視
の抑制 (仮想化基盤経由イベント) の対象と
することが可能です。
▪ 仮想マシンのマシンアクセス不可 (標準ポリ
シー (仮想マシン)) のイベントについて、固定
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障害の種類

抑制設定の可否

対象ポリシー規則

(待機時間の既定値)

(標準ポリシー)
▪ ターゲットアクセス不可
(標準ポリシー (仮想マシ
ンサーバ) など)

備考

で抑制機能が有効 (待機時間は180秒固定)
になっています。[抑制設定] の設定内容に関
わらず、抑制機能が実行されます。

▪ クラスタノード停止 (標
準ポリシー (仮想マシン
サーバ Hyper-V) など)
▪ ターゲットアクセス不可
(標準ポリシー (仮想マシ
ン))
可能 (60秒)

CPU高負荷

▪ CPU負荷障害 (標準ポ
リシー (物理マシン))
▪ CPU負荷障害 (標準ポ
リシー (N+1))

▪ 新規にポリシー規則を作成する場合は、イ
ベント区分にCPU負荷障害を設定すること
で、[CPU負荷障害検出時のアクション実行の
抑制] の抑制設定の対象とすることが可能で
す。
▪ 仮想マシンのCPU高負荷 (標準ポリシー
(仮想マシン)) のイベントについて、固定で抑
制機能が有効 (待機時間は180秒固定) にな
っています。[抑制設定] の設定内容に関わら
ず、抑制機能が実行されます。

2.2.6.

イベントやアクション情報のイベントログ出力とメール通報
SigmaSystemCenter のポリシー制御で扱われたイベントやポリシーアクションの情報をイベ
ントログ出力やメール通報するためには、ポリシー規則に以下のいずれかのポリシーアクシ
ョンの設定が必要です。各ポリシーアクションは、メール通報を実行するタイミングや送信内
容などがそれぞれ異なります。「E-mail 通報、イベントログの出力」と「イベントログ出力」の
両方を同じポリシー規則内に設定することはできません。


E-mail 通報、イベントログの出力



イベントログ出力



E-mail 送信

その他、イベントログ出力を有効にする設定とメール関連の設定が必要です。
イベントログ出力を行うためには、[管理] ビュー－ [環境設定] － [通報] タブで [通知をイ
ベントログに書き込む] を有効 (既定値は有効) にする必要があります。
メール通報するためには、[管理] ビュー－ [環境設定] － [通報] タブで [メール通報を行
います] を有効 (既定値は有効) にし、通信先のメールサーバなどの環境設定を行う必要
があります。メール送信先のアドレスは、システム単位、運用グループ単位、およびホスト単
位のいずれかで行う必要があります。メールの送信内容や送信先設定が各階層で複数設定
されている場合の動作は、各ポリシーアクションにより異なります。
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システム単位：
SigmaSystemCenter で管理されているすべての管理対象マシンに適用されます。
[管理] ビュー－ [環境設定] － [通報] タブの [通報先メールアドレス情報]



運用グループ単位：
指定の運用グループ配下の管理対象マシンに適用されます。
[運用] ビュー－ [グループプロパティ設定] － [全般] タブの [通報先メールアドレス情
報]



ホスト単位：
指定のホストのみに適用されます。「E-mail 通報、イベントログの出力」では利用できま
せん。
[ポータル] ビュー－ [サービスプロファイル] の [所有者] と [関係者]

イベントログ出力とメール通報は、次のようにポリシー制御中の各タイミングで行われます。


イベント検出時
監視機能が検出したイベントをポリシー制御で受け付けたタイミングです。
本タイミングでは、イベントログ出力のみで、メール通報は行われません。本タイミング
のみ特殊で、イベントログ出力は、上記の 3 つのポリシーアクションの設定有無に関わ
らず、行われます。
イベントログには、イベント ID が 51x と 52x のイベントとして出力されます。52x は仮想
マシンのイベントで、51x はそれ以外のイベントです。
イベントのフィルタリングや抑制機能の実行前に行われるため、監視機能で検出された
すべてのイベントの情報が出力されます。ただし、仮想マシンのイベントと判断されるイ
ベント ID が 52x のイベントは、デフォルトでは出力されません。仮想マシンのイベントは
大量に発生し、管理サーバの処理負荷に影響が出る可能性があるため、デフォルトで
はイベントログに出力されないようになっています。
52x のイベントが出力されるようにするには、ssc update environment -maintenance
コマンドで key name の EventLog_Disable_520 を false にする必要があります。



通報受信時
受け付けたイベントを処理対象と判断し、ポリシーアクションの実行を開始する前のタイ
ミングです。
「E-mail 通報、イベントログの出力」を指定したときは、イベントログ出力 (イベント ID が
502 と 53x) とメール通報が実行されます。
「イベントログ出力」を指定した時は、イベントログ出力 (イベント ID が 53x) が実行され
ます。



ポリシーアクション実行時
各ポリシーアクションの実行のタイミングで行われます。
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「E-mail 通報、イベントログの出力」を指定した場合は、イベントログ出力 (イベント ID
が 502 と 54x) とメール通報が実行されます。「E-mail 通報、イベントログ出力」以外の
ポリシー規則に設定されているすべてのポリシーアクションの開始と終了のタイミングで
実行されます。
「イベントログ出力」を指定した場合は、イベントログ出力 (イベント ID が 54x) が実行さ
れます。「イベントログ出力」以外のポリシー規則に設定されているすべてのポリシーア
クションの開始と終了のタイミングで実行されます。
「E-mail 送信」を指定した場合、「E-mail 送信」のポリシーアクションが実行されるときに
メール送信のみが行われます。
(1) E-mail 通報、イベントログの出力
通報受信時とポリシーアクションの開始と終了のタイミングで、イベントログ出力とメール
通報が行われます。
イベントログ出力で出力されるイベントのイベント ID は、後述の図の通り、実行タイミン
グや種類や結果により異なります。
イベントログ出力内容は、後述のメール本文の説明を参照してください。イベント ID が
53x と 54x のイベントについては、説明本文の後ろに「(4) イベントログ出力とメール送
信の付加情報について」で記載の情報が付加されます。
送信先のメールアドレスの設定を複数階層で行っている場合は、以下のように動作しま
す。
•

ホスト単位の設定は無視されます。

•

グループ単位とシステム単位の両方に設定がある場合は、グループ単位の設定
が有効になります。

送信されるメールの内容は、以下の通りです。
•

メールの Subject：
処理に失敗したときに "Error Message"、それ以外は "Information Message"

•

メール本文：
次の表の通り、メール通報タイミング、ポリシーアクション実行結果により異なる固
定文字列が出力されます。イベントログ出力における説明文と同じ内容です。なお、
メール本文の後ろに、「(4) イベントログ出力とメール送信の付加情報について」で
記載の情報は付加されないため、付加情報が必要な場合は、「E-mail 送信」のポ
リシーアクションを使用してください。

メール通報 / イベントログ出力タイミン

メール文面 / イベントログ説明本文

イベント ID

通報受信の通知

通報を受信しました。("通報情報")

502、530、531、532

「システムポリシー (マネージャ)」のイベ
ントの通報受信

マネージャでのイベントを検出しました。

502、536、537、538

グ、情報レベル

イベント番号：XXXXXXXX
マネージャ名：YYYYYYYY
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メール通報 / イベントログ出力タイミン

メール文面 / イベントログ説明本文

イベント ID

グ、情報レベル
イベントメッセージ：ZZZZZZZZ
アクションの開始の通知

通報によるアクション("処理名")を起動しました。管
理ID:"管理番号"

502、540

アクションの終了の通知、正常終了

通報によるアクション("処理名")を完了しました。管
理ID:"管理番号"

502、541

アクション終了の通知、エラー

通報によるアクション("処理名")に失敗しました。管
理ID:"管理番号"

502、542

アクション終了の通知、キャンセル

通報によるアクション("処理名")がキャンセルされま
した。管理ID:"管理番号"

502、542

「E-mail通報、イベントログ出力」を設定すると、
全体の開始時や他の各アクションの開始と終了の際
にイベントログ出力とメール送信が行われる。
「E-mail通報、イベントログ出力」自身のタイミン

キャンセル時

グではイベントログ出力とメール送信は行われない。
失敗で終了時

イベントID：502, 542

イベントID：502, 542

アクション開始/終了の通知
ポリシーアクション

ポリシー
アクション実行

E-mail通報、イベントログ出力

通報受信の通知。ポリシーを開始する通知。

一定時間の間に回復イベントが発生したか？(抑制指定)

成功で終了時

開始時

イベントID：502, 541

イベントID：502, 540

イベントID：502, 53x

イベントログ

イベントログ

イベントログ

イベントログ

イベントログ

530:管理対象マシンとグループの情報レベルのイベント
531:管理対象マシンとグループの警告レベルのイベント

対象イベントはポリシー規則で定義されているか？

532:管理対象マシンとグループのエラーレベルのイベント
536:マネージャの情報レベルのイベント

ポリシーが適用された管理対象マシンのイベントか?

イベント検出の通知。監視機能からイベントを受信。

537:マネージャの警告レベルのイベント
538:マネージャのエラーレベルのイベント
イベントID：51x,または52x

イベントログ

既定では
出力されない
イベント１

イベント2

イベント3

イベント4

フィルタリングされたイベントに対してポリシーアクションが実行されないた
め、イベントID:502/53x/54xのイベントログ出力やメール送信は行われない。

(2) イベントログ出力
通報受信時とポリシーアクションの開始と終了のタイミングで、イベントログ出力が行わ
れます。
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イベントログ出力で出力されるイベントのイベント ID は、後述の図の通り、実行タイミン
グや種類や結果により異なります。
イベントログ出力内容は、次の表を参照してください。また、説明本文の後ろに「(4) イ
ベントログ出力とメール送信の付加情報について」で記載の情報が付加されます。

イベントログ出力タイミング、情報レベル

イベントログ説明本文

イベント ID

通報受信の通知

通報を受信しました。("通報情報")

530、531、532

「システムポリシー (マネージャ)」のイベ
ントの通報受信

マネージャでのイベントを検出しました。

536、537、538

イベント番号：XXXXXXXX
マネージャ名：YYYYYYYY
イベントメッセージ：ZZZZZZZZ

アクション開始の通知

通報によるアクション ("処理名") を起動しました。
管理ID: "管理番号"

540

アクション終了の通知、正常終了

通報によるアクション ("処理名") を完了しました。
管理ID: "管理番号"

541

アクション終了の通知、エラー

通報によるアクション ("処理名") に失敗しました。
管理ID: "管理番号"

542

アクションの通知、キャンセル

通報によるアクション ("処理名") がキャンセルされ
ました。管理ID: "管理番号"

542

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
261

2 ポリシー制御と監視機能

「イベントログ出力」を設定すると、全体の開始
時や他の各アクションの開始と終了の際にイベ
ントログ出力が行われる。
「イベントログ出力」自身のタイミングではイベ

キャンセル時

イベントID：542

失敗で終了時

イベントID：542

成功で終了時

イベントID：541

開始時

イベントID：540

ントログ出力は行われない。

イベントログ

イベントログ

アクション開始/終了の通知
ポリシーアクション

ポリシー
アクション実行

イベントログ出力

通報受信の通知。ポリシーを開始する通知。

イベントID：53x

一定時間の間に回復イベントが発生したか？(抑制指定)

対象イベントはポリシー規則で定義されているか？

イベントログ

イベントログ

イベントログ

530:管理対象マシンとグループの情報レベルのイベント
531:管理対象マシンとグループの警告レベルのイベント
532:管理対象マシンとグループのエラーレベルのイベント
536:マネージャの情報レベルのイベント
537:マネージャの警告レベルのイベント

ポリシーが適用された管理対象マシンのイベントか?

イベント検出の通知。監視機能からイベントを受信。

538:マネージャのエラーレベルのイベント

イベントID：51x,または52x

イベントログ

既定では
出力されない
イベント１

イベント2

イベント3

イベント4

フィルタリングされたイベントに対してポリシーアクションが実行されないた
め、イベントID:53x/54xのイベントログ出力は行われない。

(3) E-mail 送信
「E-mail 送信」のアクション実行タイミングでメールが送信されます。
ポリシーアクションに対する [ラベル] や [実行条件] の指定により、他の任意のポリシ
ーアクションの正常終了後に送信したり、エラー後に送信したりすることが可能です。そ
のため、「E-mail 送信」により、特定のポリシーアクションの実行結果の情報を送信する
ことが可能です。[ラベル] や [実行条件] の指定方法については、「2.2.4 複数アクショ
ンのフロー制御」を参照してください。
送信先のメールアドレスの設定を複数階層で行っている場合は、以下のように動作しま
す。
•

システム単位以外にホスト単位、またはグループ単位の設定がある場合は、シス
テム単位の設定は無視されます。
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•

グループ単位とホスト単位の両方に設定がある場合は、両方の送信先にメールが
送信されます。

送信されるメールの内容は、「E-mail 送信」のポリシーアクションのアクションパラメータ
の [Subject] と [Content] で設定します。
•

メールの Subject：
[Subject] の設定内容が使用されます。

•

メール本文
[Content] の設定内容が使用されます。
[Content] の後ろに、「(4) イベントログ出力とメール送信の付加情報について」で
記載の情報が付加されます。

アクション実行結果の通知

ポリシー
アクション実行

E-mail送信

他のポリシーアクション

「E-mail送信」のアクション実行タ
イミングでメールが送信される。

一定時間の間に回復イベントが発生したか？(抑制指定)

他の任意のアクションの情報につい
て、正常終了時に送信したり、エラ

対象イベントはポリシー規則で定義されているか？

ー時に送信したりすることが可能。

ポリシーが適用された管理対象マシンのイベントか?

イベント検出の通知。監視機能からイベントを受信。

イベントID：51x,または52x

イベントログ

既定では
出力されない
イベント１

イベント2

イベント3

イベント4

(4) イベントログ出力とメール送信の付加情報について
イベント ID が 502 以外のイベントログ出力と「メール送信」におけるメール送信では、以
下の表の付加情報が追記されます。後述の出力例も参考にしてください。
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付加情報名

－

説明

「E-mail通報、イベント
ログ出力」、「イベントロ
グ出力」

「メール送
信」
指定時

指定時
イベント検

通報受信

アクション

アクション

出の通知

の通知

開始 / 終

実行結果

了の通知

の通知

イベントID：
51x、52x
のイベント
ログ出力

イベント
ID：53xの
イベントロ
グ出力

イベント
ID：54xの
イベントロ
グ出力

メール送
信

[EventNumber]

通報のあったイベントの
管理番号

○

○

○

○

[EventType]

通報のあったイベントの
障害種別
("Information"、
"Warning"、"Error" のい
ずれか)

○

○

○

○

[EventCategory]

通報のあったイベントの
イベント区分 (英語表記)

○

○

○

○

[EventSource]

通報のあったイベントが
あった対象の情報

○

○

○

○

[Provider]

通報のあったイベントを
検出した通報元の情報

○

○

○

○

[Provider(ID)]

通報のあったイベントを
検出した通報元のID情
報

○

○

○

○

[Event]

通報のあったイベントを
示す識別情報

○

○

○

○

[EventMessage]

通報のあったイベントの
メッセージ内容

○

○

○

○

[ManagerName]

通報のあったマネージャ
を示す情報

○

○

○

[GroupName]

通報のあったイベントの
対象が属する運用グル
ープ名

○

○

○

[PolicyName]

通報のあったイベントに
適用されたポリシー名

○

○

○

[JobId]

通報のあったイベントの
処理のジョブ管理番号

○

○

○

[ActionSummary]

実行する / したアクショ
ンの概要

○

○

[ActionDiscription]

実行する / したアクショ
ンの説明

○

○
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付加情報名

説明

－

「E-mail通報、イベント
ログ出力」、「イベントロ
グ出力」

「メール送
信」
指定時

指定時
イベント検

通報受信

アクション

アクション

出の通知

の通知

開始 / 終

実行結果

了の通知

の通知

イベント
ID：54xの
イベントロ
グ出力

メール送
信

イベントID：
51x、52x
のイベント
ログ出力

イベント
ID：53xの
イベントロ
グ出力

[WarningMessage]

アクション実行の結果、
失敗ではないが発生した
補足 (注意) のメッセー
ジ

○

○

[ExceptionMessage]

アクション実行が失敗し
た原因メッセージ

○

○

[TargetGroupName(x):(yyy)]

アクション実行のための
グループ情報

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名
[TargetMachineName(x):(yyy)]

アクション実行のための
マシン情報
[リソース] ビューで登録
されているマシン名
(Machine.Name)
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名

[TargetMachineUnitName(x):(yyy)]

アクション実行のための
マシン情報
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名

[TargetMachineUUID(x):(yyy)]

アクション実行のための
マシン情報
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名

[TargetHostName(x):(yyy)]

アクション実行のための
ホスト情報
[運用]ビューで登録され
ているホスト名
(Serverdefinition.Name)
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名
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付加情報名

－

説明

「E-mail通報、イベント
ログ出力」、「イベントロ
グ出力」

「メール送
信」
指定時

指定時
イベント検

通報受信

アクション

アクション

出の通知

の通知

開始 / 終

実行結果

了の通知

の通知

イベント
ID：53xの
イベントロ
グ出力

イベント
ID：54xの
イベントロ
グ出力

メール送
信

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

イベントID：
51x、52x
のイベント
ログ出力
[TargetDiskPartitionName(x):(yyy)]

アクション実行のための
パーティション情報
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名

[TargetManagerName(x):(yyy)]

アクション実行のための
マネージャ情報
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名

[other(x):(yyy)]

アクション実行のための
その他の情報
xは複数ある場合の順番
yyyはアクションシーケン
スでのパラメータ名

(yyy) is zzz

アクションの情報のkey
に含まれる (yyy) の説
明

例) イベント ID：541 のメッセージ出力例
通報によるアクション(SetFaultedStatus)が完了しました。管理 ID:00049-01
-----------------------------[EventNumber] RE00144
[EventType] Information
[EventCategory] TargetDown
[EventSource]
VC[https://192.168.10.220:50443/sdk]
DataCenter[dataCenterB] ESX[192.168.220.142] VM[host10]
[Provider] VMwareProvider
[Provider(ID)] VMwareProvider
[Event] VM on VMS in DC is powered off
[EventMessage] dataCenterB の 192.168.220.142 の host10 がパワーオフ状
態です
[GroupName] ¥¥yyy¥vv
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[PolicyName] XXX 用ポリシー
[JobId] 00049-01
[ActionSummary] マシンに Faulted Status を設定
[ActionDiscription] マシン設定/ ステータス設定故障
[TargetMachineName(0):(Machine)] host10
[TargetMachineUnitName(0):(Machine)]
[TargetMachineUUID(0):(Machine)]42176ffd-60d3-3133-8bf2-b1c0482
15206
(Machine) is ステータスを設定するマシンを指定します。
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2.3. SigmaSystemCenter の監視機能
2.3.1.

利用可能な監視機能について
SigmaSystemCenter では、管理対象マシンに対して、主に死活監視、ハードウェア監視、性
能監視などの監視を行うことが可能です。
SigmaSystemCenter における管理対象マシンに対する監視の内容は、対象となる管理対
象マシンの種類や利用する製品やコンポーネントの違いにより、それぞれ異なります。
また、システムポリシー (マネージャ) のイベントについては、管理対象マシン以外の他のリ
ソースに対しても監視が可能です。
(1) 物理マシン
物理マシンに対して、後述の表のように、死活監視、ハードウェア監視、性能監視、ロー
カルディスク監視が可能です。
監視を行うためには、まずポリシーの設定を行う必要があります。以下の標準ポリシー
を利用すると、簡易にポリシーの設定を行うことが可能です。その他に、各監視のため
の設定が別途必要です。

監視の

•

標準ポリシー (物理マシン)

•

標準ポリシー (N+1)

監視内容

種類

監視に使用する製品 /

異常時の検出イベント

イベント発

コンポーネント (通報

(標準ポリシーのポリシ

生 時 の

元名)

ー規則名)

SigmaSy

監視の設定のポイント、備考

stemCen
ter の主な
対応動作
死活
監視

管理対象
マシンの
稼動状
況、管理
サーバと
管理対象
マシン間
の接続監
視

以下のいずれかを使
用します。
▪
ESMPRO/ServerMa
nager
(SystemMonitorEvent
)
▪
SystemProvisioning
の死活監視
(AliveMonitor)
管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAge

マシンアクセス不可能
障害

イベントロ
グ出力 /
メール通
報、N+1リ
カバリ (マ
シン置換)

▪ 運用グループプロパティ設
定で [死活監視] タブやホス
ト設定の管理用IPアドレスの
設定が必要です。[死活監視]
タブでは、
ESMPRO/ServerManagerを
使用するか
SystemProvisioningの死活
監視を使用するかを選択する
必要があります。
▪ ESMPRO/ServerManager
を使用する指定を行った場合
は、リソース割り当てなどの
操作時に
ESMPRO/ServerManager
に管理対象マシンの自動登
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監視の

監視内容

種類

監視に使用する製品 /

異常時の検出イベント

イベント発

コンポーネント (通報

(標準ポリシーのポリシ

生 時 の

元名)

ー規則名)

SigmaSy

監視の設定のポイント、備考

stemCen
ter の主な
対応動作
録が行われます。

nt、または
ESMPRO/ServerAge
nt
(SigmaSystemCenter
用) をインストールでき
る環境では、
ESMPRO/ServerMan
agerの死活監視を使
用してください。
ハード
ウェア
監視

管理対象
マシンの
HW状態
の監視

以下のいずれかを使
用します。
▪
ESMPRO/ServerMa
nager
(SystemMonitorEvent
)
▪
SystemProvisioning
のOOB管理
(OobManagement)

HW予兆：ファン / 冷却
装置異常、ファン / 冷
却装置異常 (復旧不
能)、HW予兆：電圧異
常、電圧異常 (復旧不
能)、HW予兆：電源装
置異常、HW予兆：冷却
水漏れ、HW予兆：筐体
温度異常、筐体温度異
常 (復旧不能)、CPU
温度異常、CPU障害、
CPU縮退障害、メモリ
障害、メモリ縮退障害

イベントロ
グ出力 /
メール通
報、予備
マシンへ
の切り替
え

マシン用カスタム通報、
グループ用カスタム通
報、性能情報と監視種
類の組み合わせのイベ
ント (ポリシーに追加の
定義が必要)

イベントロ
グ出力 /
メール通
報

▪ ESMPRO/ServerAgentの
監視を使用する場合、運用グ
ループプロパティの [死活監
視] タブの設定で、
ESMPRO/ServerManager
の登録の有効化が必要で
す。この場合は、リソース割り
当てなどの操作時に
ESMPRO/ServerManager
に管理対象マシンの自動登
録が行われます。
▪ SystemProvisioningの
OOB管理を利用する場合
は、別途OOB関連の設定が
必要です。

管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAge
ntをインストールできる
環境では、
ESMPRO/ServerMan
agerの監視を使用して
ください。
ESMPRO/ServerAge
ntをインストールできな
い環境や
ESMPRO/ServerAge
nt
(SigmaSystemCenter
用) をインストールでき
る環境では、
SystemProvisioning
のOOB管理を使用し
てください。
性能監
視

リソース
や性能情
報の監視

SystemMonitor性能
監視
(SystemMonitorPerf)

▪ マシン用カスタム通報、グ
ループ用カスタム通報以外
は、ポリシー規則の追加が必
要です。また、マシン用カスタ
ム通報、グループ用カスタム
通報についても、使用するポ
リシー規則を有効にする必要
があります。
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監視の

監視内容

種類

監視に使用する製品 /

異常時の検出イベント

イベント発

コンポーネント (通報

(標準ポリシーのポリシ

生 時 の

元名)

ー規則名)

SigmaSy

監視の設定のポイント、備考

stemCen
ter の主な
対応動作
▪ CPU負荷障害のポリシー
規則には、SystemMonitor性
能監視のイベントが対象とし
て含まれていないため、別
途、ポリシー規則の定義が必
要です。
▪ SystemMonitor性能監視
の監視を行うために、運用グ
ループにて監視プロファイル
関連や管理用IPアドレスの設
定が必要です。
ローカ
ルディ
スク監
視

管理対象
マシン上
のローカ
ルディスク
の状態監
視

ESMPRO/ServerMa
nager
(SystemMonitorEvent
)

ハードディスク交換障
害、ハードディスク復旧
可能障害、ハードディス
ク復旧可能障害回復、
ハードディスク障害

イベントロ
グ出力 /
メール通
報

▪ 上記の死活監視の設定に
て、
ESMPRO/ServerManager
に管理対象マシンの自動登
録が行われるようにする必要
があります。
▪ 管理対象マシンにRAID機
能の管理ツールである
Universal RAID Utilityのイン
ストールが必要です。

(2) 仮想マシンサーバ
仮想マシンサーバに対しては、死活監視、ハードウェア監視、性能監視が可能です。
vCenter Server が利用可能な環境では、ディスクパス監視やネットワークパス監視が
可能です。
監視を行うためには、まずポリシーの設定を行う必要があります。以下の標準ポリシー
を利用すると、簡易にポリシーの設定を行うことが可能です。その他に、各監視のため
の設定が別途必要です。
•

•

VMware vCenter Server 管理の環境用
-

標準ポリシー (仮想マシンサーバ)

-

標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予兆)

-

標準ポリシー (仮想マシンサーバ 省電力)

Hyper-V クラスタ管理の環境用
-

標準ポリシー (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)

-

標準ポリシー (仮想マシンサーバ Hyper-V 省電力)
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スタンドアロン ESXi 環境用

•

-

標準ポリシー (仮想マシンサーバ スタンドアロン ESXi)

上記の標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予兆) を使用した場合の詳細な動作につい
て、「3.13.7 vCenter Server 管理の場合のポリシー動作」を参照してください。

監視の

監 視

監視に使用する製品 /

異常時の検出

イベント発生時の

監視の設定のポイント、備

種類

内容

コンポーネント (通報元

イベント

SigmaSystemCenter

考

(標準ポリシー

の主な対応動作

名)

のポリシー規則
名)
死活監
視

仮想
マシン
サー
バの
稼動
状況、
管理
サー
バと仮
想マシ
ンサー
バ間
の接
続監
視

以下のいずれかを使用
します。各監視製品の
説明より、利用の条件
を確認してください。
▪ vCenter Server
(VMware Provider)
VMware (vCenter
Server管理) の環境で
利用します。
▪ Microsoft Failover
Cluster
(HyperVProvider)
Hyper-Vクラスタの
環境で利用します。
▪
ESMPRO/ServerMan
ager

ターゲットアクセ
ス不可
(ESMPRO/Ser
verManagerと
SystemProvisi
oningの死活監
視の場合)、
VMSアクセス不
可 (vCenter
Server、
SystemProvisi
oningのスタンド
アロンESXi専
用監視の場
合)、クラスタノ
ード停止
(Microsoft
Failover
Clusterの場合)

(SystemMonitorEvent)
vCenter Server、
Microsoft Failover
Clusterを利用しない環
境で利用可能です。管
理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgen
tがインストール可能で
ある必要があります。
▪
SystemProvisioning
の死活監視
(AliveMonitor)
他の監視が利用でき
ない場合に利用しま
す。

イベントログ出力 / メ
ール通報、別仮想マシ
ンサーバへの仮想マシ
ンのFailover、予備マシ
ンへの切り替え

▪ 各監視製品の説明に記
載されている利用条件に該
当する製品を使用します。
復旧処理が重複実行され
ないように、死活監視のイ
ベントのポリシー規則は必
ず1つが有効になるようにし
てください。
▪ ターゲットアクセス不可
とVMSアクセス不可の両方
があるポリシーでは、デフォ
ルトの状態から逆に必要が
ある場合があります。
▪
ESMPRO/ServerManager
かSystemProvisioningの
死活監視を使用する場合
は、運用グループプロパテ
ィの [死活監視] タブやホ
スト設定の管理用IPアドレ
スの設定が必要です。[死
活監視] タブでは、
ESMPRO/ServerManager
を使用するか
SystemProvisioningの死
活監視を使用するかを選択
する必要があります。
▪
ESMPRO/ServerManager
を使用する指定を行った場
合は、リソース割り当てなど
の操作時に
ESMPRO/ServerManager
に管理対象マシンの自動登
録が行われます。

▪
SystemProvisioning
のスタンドアロンESXi
専用監視
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2 ポリシー制御と監視機能
監視の

監 視

監視に使用する製品 /

異常時の検出

イベント発生時の

監視の設定のポイント、備

種類

内容

コンポーネント (通報元

イベント

SigmaSystemCenter

考

(標準ポリシー

の主な対応動作

名)

のポリシー規則
名)
(StandaloneEsxProvid
er)
スタンドアロンESXi
専用の監視機能です。
ハード
ウェア
監視

仮想
マシン
サー
バの
HW状
態の
監視

以下のいずれかを使用
します。
▪
ESMPRO/ServerMan
ager
(SystemMonitorEvent)
▪
SystemProvisioning
のOOB管理
(OobManagement)
管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgen
tをインストールできる
環境では、
ESMPRO/ServerMan
agerの監視を使用して
ください。

HW予兆：ファン
/ 冷却装置異
常、ファン / 冷
却装置異常
(復旧不能)、
HW予兆：電圧
異常、電圧異常
(復旧不能)、
HW予兆：電源
装置異常、HW
予兆：冷却水漏
れ、HW予兆：
筐体温度異常、
筐体温度異常
(復旧不能)、
CPU温度異常、
CPU障害、
CPU縮退障害、
メモリ障害、メモ
リ縮退障害

イベントログ出力 / メ
ール通報、別仮想マシ
ンサーバへの仮想マシ
ンの自動的な事前退
避、予備マシンへの自
動切り替え

高負荷検出
(SysmonPerf)、
低負荷検出
(SysmonPerf)、
性能情報と監視
種類の組み合
わせのイベント
(ポリシーに追
加の定義が必
要)

イベントログ出力 / メ
ール通報、VM最適配
置による自動負荷分
散、自動VM集約、省電
力

▪
ESMPRO/ServerManager
の監視を使用する場合、運
用グループプロパティの
[死活監視] タブの設定で
ESMPRO/ServerManager
の登録の有効化が必要で
す。この場合は、リソース割
り当てなどの操作時に
ESMPRO/ServerManager
に管理対象マシンの自動登
録が行われます。
▪ SystemProvisioningの
OOB管理を利用する場合
は、別途OOB関連の設定
が必要です。

ESMPRO/ServerAgen
tをインストールできな
い環境や
ESMPRO/ServerAgen
t
(SigmaSystemCenter
用) をインストールでき
る環境では、
SystemProvisioningの
OOB管理を使用してく
ださい。
性能監
視

VM最
適配
置に
おける
仮想
マシン
サー
バの
負荷
状態
の監
視、収
集性
能デ

以下の使用が可能で
す。VM最適配置機能
を利用する場合は、
SystemMonitor性能監
視の使用が必要
▪ SystemMonitor性
能監視
(SystemMonitorPerf)
▪ vCenter Server
(VMwareProvider)

▪ 高負荷検出
(SysmonPerf)、低負荷検
出 (SysmonPerf) 以外
は、ポリシー規則の追加が
必要です。
▪ SystemMonitor性能監視
の監視を行うために、運用
グループにて監視プロファ
イル関連や管理用IPアドレ
スの設定が必要です。
▪ VM最適配置機能を利用
する場合は、運用グループ
の [VM最適配置] タブで負
荷監視を有効にする必要が
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SigmaSystemCenter の監視機能
監視の

監 視

監視に使用する製品 /

異常時の検出

イベント発生時の

監視の設定のポイント、備

種類

内容

コンポーネント (通報元

イベント

SigmaSystemCenter

考

(標準ポリシー

の主な対応動作

名)

のポリシー規則
名)
あります。

ータの
閾値
監視
ディス
クパス
監視

ネット
ワーク
パス監
視

リソー
スプー
ル監
視、VM
最適配
置の状
況監視

仮想
マシン
サー
バとス
トレー
ジ間
の接
続監
視

vCenter Server

仮想
マシン
サー
バと外
部ネッ
トワー
ク機器
間の
接続
監視

vCenter Server

リソー
スプー
ルの
消費
量監
視、
VM最
適配
置の
状況
監視

SystemProvisioning
のVM最適配置機能

(VMwareProvider)

ディスクパス接
続切断、ディス
クパス冗長性低
下、ディスクパ
ス間欠障害
(それぞれポリ
シーに追加の
定義が必要)

(VMwareProvider)

ネットワークパ
ス切断、ネット
ワークパス冗長
性低下
(それぞれにポ
リシーに追加の
定義が必要)

(OptimizedPlacement)

リソースプール
消費量警告
(致命的) 通
知、リソースプ
ール消費量警
告通知、スケー
ルアウト提案

イベントログ出力 / メ
ール通報、別仮想マシ
ンサーバへの仮想マシ
ンのFailoverによる自
動的な業務復旧、予備
マシンへの切り替え

▪ 監視対象がVMware
(vCenter Server管理) の
ESXの場合、ポリシー規則
の追加により監視が可能で
す。

イベントログ出力 / メ
ール通報、別仮想マシ
ンサーバへの仮想マシ
ンのMigrateによる業務
復旧

▪ 監視対象がVMware
(vCenter Server管理) の
ESXの場合、ポリシー規則
の追加により監視が可能で
す。

イベントログ出力 / メ
ール通報

▪ リソースプールやVM最適
配置機能を利用している場
合に自動的に監視が行わ
れます。

(3) 仮想マシン
仮想マシンに対しては、死活監視、性能監視が可能です。
監視を行うためには、まずポリシーの設定を行う必要があります。以下の標準ポリシー
を利用すると、簡易にポリシーの設定を行うことが可能です。その他に、各監視のため
の設定が別途必要です。
•

標準ポリシー (仮想マシン)
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2 ポリシー制御と監視機能
監視の

監 視

監視に使用する製品 /

異常時の検出

イベント発生時の

監視の設定のポイント、備

種類

内容

コンポーネント (通報元

イベント

SigmaSystemCenter

考

(標準ポリシー

の主な対応動作

名)

のポリシー規則
名)
死活監
視

管理
対象
マシン
の稼
動状
況、管
理サ
ーバと
管理
対象
マシン
間の
接続
監視

以下のいずれかを使用
します。各監視製品の
説明より、利用の条件
を確認してください。
▪ vCenter Server
(VMwareProvider)
VMware (vCenter
Server管理) の環境で
利用します。
▪
SystemProvisioning
の死活監視

マシンアクセス
不可 (vCenter
Serverの場
合)、ターゲット
アクセス不可
(SystemProvisi
oningの死活監
視の場合)、マ
シンアクセス不
可通知
(Microsoft
Failover
Clusterの場合)

イベントログ出力 / メ
ール通報

▪ vCenter Serverを使用す
る場合、vCenter Serverに
Heartbeatアラームの設定
を追加する必要がありま
す。SigmaSystemCenter
のレジストリ設定変更によ
り、アラームを自動的に登
録することが可能です。

(AliveMonitor)
他の監視が利用できな
い場合に利用します。

▪ SystemProvisioningの死
活監視を使用する場合は、
運用グループプロパティ設
定の [死活監視] タブやホ
スト設定の管理用IPアドレ
スの設定が必要です。ま
た、環境設定の [死活監
視] タブにて、監視対象モ
デル種別のVMを有効にす
る必要があります。

▪ Microsoft Failover
Cluster
(HyperVProvider)
Hyper-Vクラスタの
環境で利用します。

性能監
視

管理
対象
マシン
の収
集性
能デ
ータの
閾値
監視

以下の使用が可能で
す。
▪ SystemMonitor性
能監視
(SystemMonitorPerf)
▪ vCenter Server
(VMwareProvider)

▪ 各監視製品の説明に記
載されている利用条件に該
当する製品を使用します。
復旧処理が重複実行され
ないように、死活監視のイ
ベントのポリシー規則は必
ず1つが有効になるようにし
てください。

CPU高負荷、性
能情報と監視種
類の組み合わ
せのイベント
(ポリシーに追
加の定義が必
要)、マシン用カ
スタム通報、グ
ループ用カスタ
ム通報

イベントログ出力 / メ
ール通報

▪ CPU高負荷以外はポリシ
ー規則の追加が必要です。
SystemMonitor性能監視
の場合、CPU高負荷もイベ
ントが含まれていないので
別途追加定義が必要です。
▪ SystemMonitor性能監視
の監視を行うために、運用
グループにて監視プロファ
イル関連や管理用IPアドレ
スの設定が必要です。

(4) システムポリシー (マネージャ) の監視
システムポリシー (マネージャ) で定義されているイベントについては、管理対象マシン
以外の他のリソースに対しても監視が必要です。
ただし、利用可能なポリシーアクションは、通報やローカルスクリプト実行のようなイベン
ト発生対象の特定ができなくても実行可能なものに限られるため、通知用途に限定され
ます。
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SigmaSystemCenter の監視機能
監視の種

監視に使用する製品

異常時の検出イベント

イベント発生時の

類

/ コンポーネント (通

(標準ポリシーのポリシ

SigmaSystemCe

報元名)

ー規則名)

nter の主な対応動

監視の設定のポイント、備考

作
vCenter
Serverに
よる監視

次の通りです。
VMware (vCenter
Server管理) の環境
で利用します。
▪ vCenter Server
(VMwareProvider)

Microsoft
Failover
Clusterに
よる監視

次の通りです。
Hyper-Vクラスタの環
境で利用します。
▪ Microsoft
Failover Cluster
(HyperVProvider)

データストア ディスク
割り当て量不足、デー
タストア ディスク割り当
て量不足解消、データ
ストア ディスク使用量
不足、データストア ディ
スク使用量不足解消

イベントログ出力 /
メール通報

ネットワーク障害、CSV
Paused-Critical、CSV
の空き容量不足、クラ
スタディスク障害、CSV
障害、CSV
Paused-Critical解消、
CSV 回復、CSV 縮
退、CSVの空き容量不
足解消、クラスタディス
ク回復、クラスタ回復、
クラスタ停止、ネットワ
ーク回復

イベントログ出力 /
メール通報

▪ vCenter Serverを使用する時、
デフォルトで監視が行われます。
▪ "データストア ディスク割り当て
量不足" の監視については、
vCenter Serverに設定を追加す
る必要があります。レジストリキ
ー:HKEY_LOCAL_MACHINE¥
SOFTWARE¥Wow6432Node¥
NEC¥PVM¥Provider¥VM¥VM
ware¥Eventの
値:DisableDatastore
(REG_DWORD) に0を設定す
ることにより、アラームを自動的
に登録することが可能です。
▪ Microsoft Failover Clusterを
使用する時、デフォルトで監視が
行われます。

(5) 外部の製品の監視機能を利用
既定でポリシー制御の対象となっていないイベントについても、専用のイベント定義ファ
イルの追加や変更で扱うようにすることが可能です。これにより、外部の製品の監視機
能で検出されたイベントを SigmaSystemCenter のポリシー制御で利用することが可能
となります。
ただし、イベント定義ファイルは受信するイベントの内部情報を使用して定義を行うため、
取り扱うイベントについて十分に理解した上で作業を行う必要があります。また、対象の
イベントは SigmaSystemCenter の標準イベントではないため、基本的に対象のイベン
トに関連する動作は SigmaSystemCenter の製品サポートの対象外となります。実機上
で充分な確認の上、利用してください。
イベントで扱えるようにするためには、以下の作業が必要です。
•

イベント定義ファイルの追加や修正
定義方法については、「イベント定義ファイル (XML) 編集手順」を参照してくださ
い。
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2 ポリシー制御と監視機能
•

イベントに対応するポリシー規則の追加

イベントの経路取得により、次の 2 つの方法があります。

監視に使用する製品 / コン

説明

ポーネント
(通報元名)
SystemProvisioningでSNMP Trapを受信する方法です。

SystemProvisioningの
SNMP Trap受信機能
(VenderSpecificSNMPTrap)

ハードウェア監視のPETイベントについては、標準で定義されているため、追加で定義
する必要はありません。
<SystemProvisioningのインストールディレクトリ>¥conf¥snmptrap下に任意のxmlファ
イルを作成します。

ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerManagerで検出できるイベントを扱うための方法です。

(SystemMonitorEvent)

死活監視やハードウェア監視などで標準で利用可能なイベントについては、追加で定
義する必要はありません。
<SystemProvisioningのインストールディレクトリ>¥conf下のEsmEvents.xmlにイベン
ト定義を追加します。

2.3.2.

監視機能を提供する製品・コンポーネントについて
SigmaSystemCenter が利用可能な監視製品、およびコンポーネント、その監視内容は以下
の通りです。各製品で検出できるイベントの詳細については、「SigmaSystemCenter リファ
レンスガイド データ編」の「1.1. SigmaSystemCenter が検出できる障害」を参照してくださ
い。


ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent
ESMPRO/ServerManager は、管理対象マシン上の ESMPRO/ServerAgent に一定間
隔で SNMP による情報取得要求を行い、取得できない場合、管理対象マシンがダウン
状態になったとみなし、"マシンアクセス不可能障害" イベントを SigmaSystemCenter
のポリシー制御処理へ通報します。また、各リソースの統計情報を閾値監視して、イベ
ントを通報することも可能です。
また、ESMPRO/ServerAgent は管理対象マシンの各リソースの状態を常に監視してお
り、各リソースの障害を検出すると ESMPRO/ServerManager に障害を通報します。
ESMPRO/ServerAgent か ら の 通 報 を 受 け て 、 ESMPRO/ServerManager は 、
SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ通報を行います。



SystemProvisioning による監視
SystemProvisioning では、以下の監視機能を利用することができます。
•

死活監視
管理対象マシンに対して、以下を定期的に実行することで死活状態を監視します。
-

Ping による疎通確認 (Ping 確認)

-

指定した TCP ポートへの接続 (Port 監視)
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SigmaSystemCenter の監視機能

また、仮想マシンサーバに関しては、管理対象マシンが仮想マシンサーバとして機
能しているかを監視することが可能です (仮想化基盤監視)。仮想化基盤監視は、
Xen / Hyper-V / KVM で利用できます。
•

スタンドアロン ESXi 環境における VMware ESXi への死活監視
管理対象マシンが VMware ESXi の場合、vCenter Server を利用できない環境に
おいても、VMware ESXi の稼動状態監視のために SigmaSystemCenter は
VMware ESXi に対して、リモートで接続して直接監視を行うことができます。
死活監視のため、SigmaSystemCenter は管理サーバから VMware ESXi への接
続を確認し、接続不可の場合は "マシンアクセス不可障害" イベントを
SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ通報し、"マシンアクセス不可能障害"
から復旧した場合は、"マシンアクセス復旧" イベントを SigmaSystemCenter のポ
リシー制御処理へ通報します。また、ディスクのアクセス状況についても、定期的に
チェックを行い、チェックが失敗した場合、"ハードディスク障害" イベントを
SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ通報します。

•

ハードウェアの障害監視 (Out-of-Band Management 管理)
管理対象マシンの BMC から直接 PET を受信し、管理することによってハードウェ
アに関わる異常、障害を検出することができます。ESMPRO/ServerManager、
ESMPRO/ServerAgent によるハードウェア障害イベントに相当するイベントを検
出しますが、大きな違いとしては、OS 上のサービスを利用しないため、OS がアク
セス不能な状態においてもこれらの異常を検出することができます。
筐体の電圧や温度などを監視し、ハードウェアが致命的な障害状況になることを予
兆し、HW 予兆系のイベントとして SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ通
報することを可能とします。

•

最適配置機能
最適配置が提供する負荷分散機能では、現在グループに存在するすべての仮想
マシンサーバを利用しても、高負荷状態を解消し得る状態ではないと判断した場合、
"スケールアウト提案" イベントを SigmaSystemCenter のポリシー制御処理に通
報します。
また、リソースプールの "消費"、および "実際に消費" の量を監視し、閾値を超過、
もしくは下回った場合、リソースプール消費量に関するイベントを
SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ通報します。



SystemMonitor 性能監視
管理対象マシンの CPU 負荷率、ディスク使用量などの使用状況の統計情報や、グル
ープ配下の複数のマシンについての統計情報が閾値を超えた場合、
SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ通報を行います。また、VM 最適配置機能
の動作契機となる仮想マシンサーバへの高 / 低負荷通報用の監視は、
SystemMonitor 性能監視が行います。



VMware vCenter Server 経由の監視
SigmaSystemCenter は、vCenter Server 経由で以下の監視を行うことができます。
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•

仮想マシンサーバ (VMware) の接続確認

•

仮想マシンサーバ (VMware) の CPU 使用率

•

仮想マシンサーバ (VMware) のメモリ使用率

•

仮想マシン (VMware) のハートビート状態

•

仮想マシン (VMware) の CPU 使用率

•

仮想マシン (VMware) のメモリ使用率

•

仮想マシン (VMware) の電源状態

•

データストア使用率

•

データストア割り当て率

•

データストアの接続状態

•

ネットワークの接続状態

異常発生時、vCenter Server 上でアラートが発生します。上記に関連するアラートが発
生すると、SigmaSystemCenter はポリシー制御処理へ通報を行います。


Microsoft Failover Cluster 経由の監視
管理対象マシンが、Microsoft Failover Cluster で管理された Hyper-V の仮想マシンサ
ーバのノード、また は仮想マシン である場合、SigmaSystemCenter は、Microsoft
Failover Cluster からイベントを所得して、SigmaSystemCenter のポリシー制御処理へ
通報を行います。
これらのマシンを管理対象とするには、サブシステムから Hyper-V クラスタを追加しま
す。
Microsoft Failover Cluster は、高可用化されたシステムであり、そこで動作する仮想マ
シンは、当然ながら高可用化されています。例えば、仮想マシンに異常が発生した場合
には、この仮想マシンは Microsoft Failover Cluster により異なるノードへ Failover され
ます。SigmaSystemCenter では、Microsoft Failover Cluster が検出するノード停止や
仮想マシンの障害イベントを取得して、構成情報データベースへの反映、管理者への通
報などを行うことが、主な運用形態となります。

各製品の監視機能における、監視の種類別の利用可否について、次の表を参照してくださ
い。

ESMPRO/Serve
rManager
(SystemMonitor
Event)

死活
監視

▪ 状態監視
(SNMPパケットに
よる監視)

SystemProvisioning
(AliveMonitor、
OobManagement、
OptimizedPlacement、
StandaloneEsxProvider、
VenderSpecificSNMPTrap)
▪ SystemProvisioningの死
活監視 (AliveMonitor)
▪ Ping監視
▪ Port監視
▪ 仮想マシンサーバ監視

SystemMonitor
性能監視

vCenter
Server

Microsoft
Failover Cluster

(SystemMonitorP
erf)

(VMwarePro
vider)

(HyperVProvider)

－

▪ 仮想マシン
サーバの接
続確認

▪ 仮想マシンサーバ
のノード監視

▪ 仮想マシン
のハートビー
ト状態

▪ 仮想マシン状態監
視
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SigmaSystemCenter の監視機能
ESMPRO/Serve
rManager
(SystemMonitor
Event)

SystemProvisioning
(AliveMonitor、
OobManagement、
OptimizedPlacement、
StandaloneEsxProvider、
VenderSpecificSNMPTrap)

SystemMonitor
性能監視

vCenter
Server

Microsoft
Failover Cluster

(SystemMonitorP
erf)

(VMwarePro
vider)

(HyperVProvider)

▪ スタンドアロンESXi環境専
用の死活監視
(StandaloneEsxProvider)
ハー
ドウ
ェア
監視

▪ 管理対象マシン
上の
ESMPRO/Server
Agentからの通報
(SNMP Trap) の
受信

▪ ハードウェアからのPET通
報 (SNMP Trap) の受信
(OobManagement)

－

－

－

性能
監視

▪ CPU / メモリ /
ファイルシステム
/ ネットワーク統
計情報

－

▪ 収集性能情報の
閾値監視 (CPU、
メモリ、ディスク、
ネットワーク、電力
など)

▪ CPU / メモ
リ / ディスク
/ ネットワー
ク使用率監
視

－

▪ ストレージ
パス監視

▪ CSVの状態の監
視

▪ ネットワー
クパス監視

▪ CSVの空き容量
の監視

▪ 仮想マシン
の電源状態

▪ クラスタ監視

(ESMPRO/Serve
rAgent利用可能
時のみ)
その
他

▪ URU
(Universal RAID
Utility) のイベント
の受信
▪ 管理サーバ上
のイベントログ監
視 (※1)

▪ VM最適配置用
のCPU使用率監
視
▪ スケールアウト提案、リソー
スプールの消費量監視
(OptimizedPlacement)
▪ 管理対象マシンからの
SNMP Trapの受信 (※2)
(VenderSpecificSNMPTrap
)

－

▪ データスト
ア使用率

▪ クラスタのネットワ
ーク監視

▪ データスト
ア割り当て率
▪ データスト
アの接続状
態

※1 EsmEvents.xmlに定義追加で監視可能
※2 snmptrap¥*.xmlに定義追加で監視可能
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2.4. 死活監視
2.4.1.

死活監視の概要
死活監視では、SigmaSystemCenter は定期的に管理対象マシンが動作しているかどうか
のチェックを行い、管理対象マシンから反応がない場合に異常を通報する監視を行います。
監視対象のマシンの種類により、死活監視の機能を提供する製品・コンポーネントは異なり
ます。「2.4.2 管理対象種類別の使用可能製品一覧」を参照してください。
死活監視で検出されるイベントの定義とその処置内容は、各標準ポリシーで定義されていま
す。多くの標準ポリシーでは、死活監視のイベントが発生した状況を、管理対象マシンがダ
ウン状態になり、業務が継続できない状況と想定して、復旧のポリシーアクションが動作する
ように設定されています。
管理サーバや管理対象マシンの高負荷やネットワークの高負荷の影響が大きい環境で、誤
って異常を検出しやすい場合は、抑制機能を利用して対処することができます。死活監視の
処理は、管理対象マシンに対してネットワーク経由で実際にアクセスを行うことによりチェック
を行うため、外部の影響を受けやすいことが考慮されて、抑制機能が提供されています。
抑制機能では、死活監視のイベントの検出後に一定時間内に回復のイベントを検出した場
合、死活監視のイベントを誤検出と判断して、イベントを破棄してポリシーアクションの実行を
行いません。抑制機能は、ポリシープロパティ設定の [全般] タブで以下のチェックをオンに
することで有効になります。詳細については、「2.2.5 ポリシーアクションの実行の抑制」を参
照してください。


死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (運用グループプロパティの死活監視タ
ブのイベント)
ESMPRO/ServerManager と SystemProvisioning の死活監視機能のイベントに対す
る抑制設定です。



死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (仮想化基盤経由イベント)
各仮想化基盤の製品で検出される死活監視のイベントに対する抑制設定です。

なお、死活監視のイベントは、管理対象マシンのダウン状態を判別するイベントのため、死
活監視のイベントと重複して発生する可能性があるイベントについては、基本的に標準ポリ
シーに定義されないようになっています。これは、近いタイミングでイベントが複数回発生し、
それぞれに対してポリシーアクションが実行されると、復旧処理が複数回実行されたり、アク
ション実行中のため復旧処理がスキップされたりする可能性があるためにそうなっています。
管理対象マシンがダウン状態になる状況の障害では、死活監視のイベント以外にハードウェ
アの障害イベントなどが発生する場合があります。
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死活監視では、管理対象マシンにアクセスを行い、管理対象マ
シンの状況を判断する。管理対象マシンからレスポンスがない
場合、何らかの異常が発生したと判断する。
管理対象マシン
管理サーバ
死活監視

他のマシン

ほとんどの標準ポリシーでは、死活監視
障害を業務が継続できていない状況と

OSイメージ

想定し、
OSイメージを別マシン上で動作させた
り、仮想マシンを移動させたりすること
で、業務を復旧する。対象環境の種類に
より、設定されている復旧のポリシーア
クションは異なる。

2.4.2.

管理対象種類別の使用可能製品一覧
死活監視機能を使用するにあたって必要な以下の情報について、管理対象マシンの種類別
に説明します。


死活監視を行う製品 / コンポーネント



代表的な標準ポリシー。死活監視の障害発生時のイベントに対応するポリシー規則名



障害時に実行される復旧処理、および利用可能な復旧処理



死活監視機能を利用するための設定ポイント

(1) 物理マシン
物理マシンの死活監視については、以下の表の通りです。

監視対象の種類

死 活監視の 主体 となる製

標準ポリシー /

検出時にポリシ

品 / コンポーネント (通報

ポリシー規則名

ーで自動実行

元)
Windows/Linux

ESMPRO/ServerManager
(推奨)
(SystemMonitorEvent)

説明・設定ポイント

が可能な処置
標準ポリシー
(N+1) / マシン
アクセス不可能
障害

通知、ステータ
ス変更、予備マ
シンへの切り替
え

▪ ESMPRO/ServerManager
の死活監視の機能を使用しま
す。
ESMPRO/ServerManagerと
ESMPRO/ServerAgent、また
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監視対象の種類

死 活監視の 主体 となる製

標準ポリシー /

検出時にポリシ

品 / コンポーネント (通報

ポリシー規則名

ーで自動実行

元)

説明・設定ポイント

が可能な処置
はESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter用) を
利用できる環境では、本機能
を利用してください。
▪ 運用グループプロパティの
[死活監視] タブやホスト設定
の管理用IPアドレスの設定が
必要です。[死活監視] タブで
は、
ESMPRO/ServerManagerの
登録の設定を行います。
▪ ESMPRO/ServerManager
への登録の設定を行うと、リソ
ース割り当てなどの稼動操作
時に
ESMPRO/ServerManagerに
管理対象マシンの自動登録が
行われ、監視が開始されます。
▪ ESMPRO/ServerManager
の死活監視機能の詳細につい
ては「2.4.3
ESMPRO/ServerManagerの
死活監視」を参照してください。

SystemProvisioningの死
活監視
(AliveMonitor)

▪ SystemProvisioningの死活
監視の機能を使用します。
ESMPRO/ServerManagerと
ESMPRO/ServerAgent、また
はESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter用) を
利用できない環境で利用してく
ださい。
▪ 運用グループプロパティの
[死活監視] タブやホスト設定
の管理用IPアドレスの設定が
必要です。[死活監視] タブで
は、[死活監視機能を有効にす
る] を有効にします。
▪ SystemProvisioningの死活
監視機能の詳細については、
「2.4.4 SystemProvisioningの
死活監視」を参照してください。
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(2) 仮想マシンサーバ
仮想マシンサーバの死活監視については、以下の表の通りです。

監視対象の

死活監視の主体となる製品

標準ポリシー

検出 時にポリ シーで

種類

/ コンポーネント (通報元)

/ ポ リ シ ー規

自動実行が可能な処

則名

置

標準ポリシー
(仮想マシン
サーバ) /
VMSアクセス
不可

通知、ステータス変
更、別仮想マシンサ
ーバへの仮想マシン
のFailover、予備マシ
ンへの切り替え

VMware
(vCenter
Server管理)

vCenter Server (推奨)
(VMwareProvider)

ESMPRO/ServerManager
(SystemMonitorEvent)

Hyper-Vクラ
スタ

Microsoft Failover
Cluster
(HyperVProvider)

標準ポリシー
(仮想マシン
サーバ) / タ
ーゲットアク
セス不可

標準ポリシー
(仮想マシン
サーバ
Hyper-V) / ク
ラスタノード
停止

▪ 自動的に予備マ
シンへの切り替えを
行うためにはマシン
置換のポリシーアクシ
ョン追加が必要です。
仮想環境における
N+1リカバリはブート
コンフィグ置換のみが
可能です。「3.13.3
ブートコンフィグ
(vIO) 置換による仮
想マシンサーバの
N+1リカバリ」を参照
してください。

通知、ステータス変更
▪ 他用途の標準ポ
リシーを参照して設定
してください。

説明・設定ポイント

▪ vCenter Serverの死活監視
の機能を使用します。
▪ VMware ESXiの場合、下
記の
ESMPRO/ServerManager
の死活監視は利用できませ
ん。
▪ VMware ESXの場合は、サ
ービスコンソール上に
ESMPRO/ServerAgentをイ
ンストールすることで、
ESMPRO/ServerManager
の死活監視の機能を利用す
ることが可能です。利用する
場合は、ポリシーの設定変更
が必要です。ターゲットアクセ
ス不可を有効化して、VMSア
クセス不可を無効化します。
▪ ESMPRO/ServerManager
の死活監視を使用するため
の設定については、上述の
「(1) 物理マシン」の説明を参
照してください。
▪ Microsoft Failover Cluster
に管理対象マシンが登録され
ると自動的に監視が開始され
ます。

▪ 別仮想マシンサ
ーバへの仮想マシン
のFailoverは
Microsoft Failover
Clusterの機能により
行われるため、
SigmaSystemCenter
から処理は行われま
せん。
▪ 予備マシンへの
切り替えのため、マシ
ン置換 (ブートコンフ
ィグ置換のみ) が利
用可能です。イベント
検出後に手動で実行
してください。

Hyper-V単体

ESMPRO/ServerManager

本環境用の

通知、ステータス変更

▪ ESMPRO/ServerManager
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監視対象の

死活監視の主体となる製品

標準ポリシー

検出 時にポリ シーで

種類

/ コンポーネント (通報元)

/ ポ リ シ ー規

自動実行が可能な処

則名

置

(推奨)
(SystemMonitorEvent)

SystemProvisioningの死
活監視
(AliveMonitor)

標準ポリシー
はなし
▪ 他用途の
標準ポリシー
を参照して設
定してくださ
い。

▪ 他用途の標準ポ
リシーを参照して設定
してください。
▪ 別仮想マシンサ
ーバへの仮想マシン
のFailoverは自動実
行が不可のため、手
動で実行する必要が
あります。

説明・設定ポイント

の死活監視を使用するため
の設定については、上述の
「(1) 物理マシン」の説明を参
照してください。
▪ SystemProvisioningの死
活監視を使用するための設
定については、上述の「(1)
物理マシン」の説明を参照し
てください。

▪ 予備マシンへの
切り替えのため、マシ
ン置換 (ブートコンフ
ィグ置換のみ) が利
用可能です。
KVM

ESMPRO/ServerManager
(推奨)
(SystemMonitorEvent)

SystemProvisioningの死
活監視
(AliveMonitor)

本環境用の
標準ポリシー
はなし
▪ 他用途の
標準ポリシー
を参照して設
定してくださ
い。

通知、ステータス変更
▪ 他用途の標準ポ
リシーを参照して設定
してください。
▪ 別仮想マシンサ
ーバへの仮想マシン
のFailoverは利用で
きません。
▪ 予備マシンへの
切り替えのため、マシ
ン置換 (ブートコンフ
ィグ置換のみ) が利
用可能です。

XenServer

ESMPRO/ServerManager
(推奨)
(SystemMonitorEvent)

SystemProvisioningの死
活監視
(AliveMonitor)

スタンドアロン
ESXi

SystemProvisioningのス
タンドアロンESXi専用監視
(StandaloneEsxProvider)

本環境用の
標準ポリシー
はなし
▪ 他用途の
標準ポリシー
を参照して設
定してくださ
い。

標準ポリシー
(仮想マシン
サーバ スタ
ンドアロン
ESXi) / VMS
アクセス不可

▪ ESMPRO/ServerManager
の死活監視を使用するため
の設定については、上述の
「(1) 物理マシン」の説明を参
照してください。
▪ SystemProvisioningの死
活監視を使用するための設
定については、上述の「(1)
物理マシン」の説明を参照し
てください。

通知、ステータス変
更、稼動中のVMを移
動 (Migration,
Failover)

▪ ESMPRO/ServerManager
の死活監視を使用するため
の設定については、上述の
「(1) 物理マシン」の説明を参
照してください。

▪ 他用途の標準ポ
リシーを参照して設定
してください。

▪ SystemProvisioningの死
活監視を使用するための設
定については、上述の「(1)
物理マシン」の説明を参照し
てください。

通知、ステータス変
更、VMS上の全VM
移動 (Failover)

▪ スタンドアロンESXiの登録
が行われている場合、自動的
に監視が行われます。
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(3) 仮想マシン
仮想マシンの死活監視については、以下の表の通りです。

監視対象の種

死活 監視の主 体となる 製

標準ポリシー

検出時にポリシーで

類

品 / コンポーネント (通報

/ ポリシー規

自動実行が可能な処

元)

則名

置

vCenter Server

標準ポリシー
(仮想マシン) /
マシンアクセ
ス不可

通知、ステータス変更

VMware
(vCenter
Server管理)

(VMwareProvider)

説明・設定ポイント

▪ 大量のVMが存在する大規
模な環境では、VMが高負荷
な状態やVMの電源制御によ
り頻繁にHeartbeatアラーム
のイベントが発生し、管理サ
ーバの性能に影響が出る場
合があります。そのため、デ
フォルトではHeartbeatアラー
ムの監視が動作しないように
無効になっています。
▪ 仮想マシンの死活監視が
必要な場合はvCenter
Serverに対して監視対象の
仮想マシンに対する
Heartbeatアラームの設定を
追加してください。
レジストリキー :
HKEY_LOCAL_MACHINE¥
SOFTWARE¥Wow6432No
de¥NEC¥PVM¥Provider¥V
M¥VMware¥Eventの
値:DisableHeartbeatEvent
(REG_DWORD) に0を設定
することにより、アラームを自
動的に登録することが可能で
す。

Hyper-Vクラス
タ

Microsoft Failover
Cluster
(HyperVProvider)

上記以外の仮
想化基盤

SystemProvisioningの
死活監視
(AliveMonitor)

標準ポリシー
(仮想マシン) /
マシンアクセ
ス不可通知

通知、ステータス変更

▪ Microsoft Failover Cluster
に管理対象マシンが登録され
ると自動的に監視が開始され
ます。

標準ポリシー
(仮想マシン) /
ターゲットアク
セス不可

通知、ステータス変更

▪ SystemProvisioningの死
活監視の動作については、
「2.4.4 SystemProvisioning
の死活監視」を参照してくださ
い。

ただしデフォ
ルトでは無効
です。
SystemProvi
sioningの死
活監視を利用
する場合、対
応処置一覧で
以下のイベン
トを有効にし

▪ 仮想マシンの死活監視を行
うためには、[環境設定] の
[死活監視] タブにて、監視対
象モデル種別のVMを有効に
する必要があります。
▪ Port監視では、電源オフさ
れたマシンなど、Port接続で
きないマシンの台数によって
は、一度の監視ですべてのマ
シンの監視が完了できない場
合があります。この場合、[環
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監視対象の種

死活 監視の主 体となる 製

標準ポリシー

検出時にポリシーで

類

品 / コンポーネント (通報

/ ポリシー規

自動実行が可能な処

元)

則名

置

てください。
▪ ターゲット
アクセス不可
▪ ターゲット
アクセス復旧
また合わせて
以下のイベン
トを無効にし
てください。

説明・設定ポイント

境設定] の [死活監視] タブ
にて、「最大同時監視数」「最
大監視時間」の設定値を、一
度の監視ですべてのマシン
の監視が可能な余裕のある
値へ変更してください。設定
値の目安については
「SigmaSystemCenterリファ
レンスガイド データ編」の
「1.1.3 SystemProvisioning
で検出できる障害一覧」を参
照してください。

▪ マシンア
クセス不可
▪ マシンア
クセス回復
▪ マシンア
クセス不可通
知
▪ マシンア
クセス回復通
知

なお、大量の仮想マシンが存在するような大規模な環境では、仮想マシンサーバの負
荷などにより、監視の動作に影響が出る場合が考えられます。仮想マシンの監視が環
境の影響を受けやすく誤検出しやすいことを考慮して、標準ポリシーのデフォルト設定
では、仮想マシンの死活監視のイベントを契機に、通知やステータス変更のアクションし
か行いません。
障害イベント検出時に仮想マシンの再起動などの仮想マシンに対して何らかのアクショ
ンを行う場合は、環境の負荷の影響を十分に考慮した上で設定してください。

2.4.3.

ESMPRO/ServerManager の死活監視
ESMPRO/ServerManager の 死 活 監 視 は 、 ESMPRO/ServerManager の 状 態 監 視
(SNMP) の 機 能 で 提 供 さ れ ま す 。 次 の 図 は 、 ESMPRO/ServerManager と
ESMPRO/ServerAgent、または ESMPRO/ServerAgent (SigmaSystemCenter 用) により
実行される死活監視の動作の説明です。
管 理 対 象 マ シ ン に ESMPRO/ServerAgent 、 ま た は ESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter 用) をインストールできない環境では、本機能を利用できません。
本機能の設定は、[運用] ビュー上のグループプロパティ設定の [死活監視] タブで行うこと
ができます。
また、本機能を利用するためには、管理対象マシン ([運用] ビュー) のホスト設定の [ネット
ワーク] タブで、管理用 IP アドレスの設定を行う必要があります。
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
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死活監視
管理サーバ

管理対象マシン
ESMPRO/ServerAgent
または

ESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter用)

ESMPRO/ServerManager

正常時
SNMPパケット送信
OK

SNMPレスポンス

対象からSNMP送信に対するレスポ

1分間

ンスがあったので、問題なしと判定

監視間隔は変更可能。
デフォルトは1分。

SNMPパケット送信
OK

SNMPレスポンス

監視間隔ごとに、同じ処理が繰り返される

異常検出時
SNMP 送 信 か ら 4 秒 後

SNMPパケット送信

までにレスポンスがな

4秒

ければ再送を4回繰り

4秒

返す。設定変更可能。

4秒
4秒

さらに4秒ごとに再送

NG SNMPパケット送信
NG SNMPパケット送信
NG SNMPパケット送信
NG

1分間

を指定可能。
デフォルトは0。

死活監視のイベント

を行う設定です。

指定が1以上の場合は、すぐに
4回送信したSNMPに対して、すべて

SystemProvisioningの
ポリシー制御へ通知

2.4.4.

エラー判定時のリトライの回数

時間内にレスポンスがないので、異
常と判定。

1分間

障害と判定せずに、指定監視間
隔ごとに指定回数分の監視を試
みる。

SystemProvisioning の死活監視
SystemProvisioning の死活監視は、SystemProvisioning で提供される監視の機能です。
ESMPRO/ServerManager や vCenter Server の死活監視が利用できない場合は、本機能
を利用してください。
本機能では、以下の 3 種類の監視機能を提供しています。仮想化基盤監視については、
VMware では利用できません。


Ping 監視
Ping の疎通有無により監視対象のマシンの死活監視を行います。



Port 監視
監視対象のマシンに対して、指定のポートへの接続可否により、死活監視を行います。



仮想化基盤監視
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仮想マシンサーバの場合のみ利用できます。仮想化基盤の OS からのレスポンスの有
無により、監視対象のマシンの死活監視を行います。
本機能の設定は、[運用] ビュー上のグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホ
スト設定の [死活監視] タブや環境設定の [死活監視] タブで行うことができます。
また、本機能の Ping 監視、Port 監視を利用するためには、管理対象マシン ([運用] ビュー)
のホスト設定の [ネットワーク] タブで、管理用 IP アドレスの設定を行う必要があります。仮
想化基盤監視については、管理対象マシンが仮想マシンサーバとして運用グループ上で稼
動している場合に実行されます。

管理サーバ

管理対象マシン

Ping監視は全管理対象マシン
に一斉にPingを送信し、その

SystemProvisioning

レスポンスを確認する。
Ping監視

正常時

OK
状態確認OK

情報取得

Port監視1
OK

3つの監視方法で全てOK

接続確立
Ping監視

OK

レスポンス

仮想化基盤監視

基盤から情報を取得し、動作
状況の確認を行う。

Ping監視の成功後、Port監視は指
定ポートに対し接続確認を行う。
監視対象ポートは複数指定可能。

監視間隔ごとに繰り返される。

同時監視数の指定に従い、同時に

監視間隔デフォルトは5分。

監視を行う。

異常検出時

Ping監視

既定では、Ping監視は、1

1秒

秒間 隔で ３ 回リ トラ イを
3秒までに１つも応答がな
い場合はエラーとする。再
送間隔、リトライ間隔、応

NG
NG

3秒
NG

レスポンス無し

NG

Ping監 視が エ ラ ーの 場合

レスポンス無し

Ping監視

レスポンス無し

仮想化基盤監視

OK

答待ち時間は変更可能。
は 、 Port 監 視 は 行 わ れ な

レスポンス無し

Ping監視
Ping監視

繰り返す。最後のPingから

い。

と並行して動作する。仮想化
5分間

接続確立

Port監視2

OK

の場合、問題なしと判定。

仮想化基盤監視はPing監視

レスポンス

仮想化基盤監視

OK

情報取得
Ping監視
仮想化基盤監視

状態確認OK

Port監視のリトライ回

レスポンス

数は既定では０回。

情報取得

Port監視1

接続失敗

リトライ回数の設定を
変更可能。

ポリシー制御に通知

死活監視のイベント

３つの監視のうちの１つでもNGがあれば、
異常と判定。
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2.5. ハードウェア監視
2.5.1.

ハードウェア監視の概要
ハードウェア監視では、SigmaSystemCenter は管理対象マシンに搭載される BMC の機能
を利用して、管理対象マシンのハードウェア異常の検知や障害予兆の検出などの監視を行
います。BMC は、NEC 製サーバでは、EXPRESSSCOPE エンジンと呼ばれます。検出でき
る障害や標準ポリシーについては、「2.5.2 ハードウェア監視により検出できる障害」を参照
してください。
また、センサー診断により、異常や予兆の検出後にハードウェアの状態を再度チェックし、ポ
リシーアクションを実行すべきかどうかを判断することができます。センサー診断については、
「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.2.2 センサー診断」を参照してく
ださい。
BMC で検出された障害のイベントは、マシンの状態 (温度、電圧、ファン、バスなど) 監視や
リモート制御を行うための標準インタフェイス仕様である IPMI に対応した次の 3 つのどちら
かの方法で取得することができます。


ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent による監視 (管理対象マシン
に ESMPRO/ServerAgent がインストールされる場合)
管理対象マシンにインストールされた ESMPRO/ServerAgent が BMC の情報を取得し、
管 理 サ ー バ 上 の ESMPRO/ServerManager へ SNMP Trap を 送 信 し ま す 。
ESMPRO/ServerManager から SigmaSystemCenter のポリシー制御へイベントが通
報されます。

管理対象マシン

管理サーバ

ESMPRO/ServerManager

SNMP Trap

ESMPRO/ServerAgent
SystemProvisioningのOOB管理
イベント通報

ポリシー制御

SNMP Trap(PET通報)

BMC
廃棄
ESMPRO/SM,SAがインストール
されている環境では、通常、BMC
からSNMP Trapは直接送信され
ない。発生した場合は無視される。



SystemProvisioning の OOB 管理による監視 (管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgent、ESMPRO/ServerAgent (SigmaSystemCenter 用) がインス
トールされない場合)
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管理対象マシン上の BMC から直接 SNMP Trap で送信される PET (Platform Event
Trap) イベントを SystemProvisioning の OOB 管理が受信し、SigmaSystemCenter
のポリシー制御へイベントを通報します。

ESMPRO/ServerAgent が

管理サーバ

管理対象マシン

インストールされていない
環境はOOB管理でハード
ウェア監視を行う。

ESMPRO/ServerManager

SystemProvisioningのOOB管理

SNMP Trap(PET通報)

BMC

イベント通報

ポリシー制御



SystemProvisioning の OOB 管理による監視 (管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgent (SigmaSystemCenter 用) がインストールされる場合)
管理対象マシン上の BMC から直接 SNMP Trap で送信される PET(Platform Event
Trap) イベントを SystemProvisioning の OOB 管理が受信し、SigmaSystemCenter
のポリシー制御へイベントを通報します。

ESMPRO/ServerAgent(SigmaS
ystemCenter用)がインストール
されている場合OOB管理でハー

管理サーバ

ドウェア監視を行う。

管理対象マシン

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerManager

(SigmaSystemCenter用)
SystemProvisioningのOOB管理
イベント通報

SNMP Trap(PET通報)

BMC

ポリシー制御

上記の 3 つの監視方法は、以下のように利用することができます。

監視方法

設定ポイント

ESMPRO/ServerManage
rとESMPRO/ServerAgent
による監視

▪ ESMPRO/ServerManagerとESMPRO/ServerAgentによる監視を有効にするには、
運用グループの [死活監視] タブで [ESMPRO/SMに登録する] を有効にする必要が
あります。また、管理用IPアドレスの設定が必要です。ESMPRO/ServerManagerへの
管理対象マシンの登録は、SigmaSystemCenterで管理対象マシンに対してリソース割
り当てなどの稼動操作を行ったときに自動で行われます。

管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgentが
インストールされる場合

▪ ESMPRO/ServerAgentをインストールできない管理対象マシンの場合は、下記の
SystemProvisioningのOOB管理による監視を利用してください。
▪ 本監視方法を利用する場合も管理対象マシンに対するOOB管理の設定を行うことを
推奨します。OOB管理が有効でない場合は、イベント検出後に実行するセンサー診断ア
クションの処理が実行されずにスキップされます。
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監視方法

設定ポイント
▪ OOB管理を有効にするには、管理対象マシンのマシンプロパティ設定の [アカウン
ト] タブで管理対象マシンのBMCの設定が必要です。

SystemProvisioningの
OOB管理による監視
管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgent、
ESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter用)
がインストールされない場合

▪ 管理対象マシンにESMPRO/ServerAgent、またはESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter用) がインストールされない場合、運用グループの [死活監視]
タブで [ESMPRO/SMに登録する] を無効にして、ESMPRO/ServerManagerによる監
視の指定を無効にする必要があります。
▪ BMCのハードウェア設定に管理サーバへPETイベントをSNMP Trapで送信するため
の設定が必要です。
▪ コミュニティ名を "public" にします。
▪ 通報先設定に、管理サーバのIPアドレスを設定します。
▪ 通報レベルを情報・警告・異常を通知するレベルに設定します。
▪ 管理対象マシンのマシンプロパティの [アカウント] タブで管理対象マシンのBMCの設
定を行うことで、管理対象マシンに対するOOB管理を有効にする必要があります。
▪ SNMP Trapを受信するために、管理サーバOSにSNMP コンポーネントをインストー
ルする必要があります。
▪ ESMPRO/ServerManagerのSNMP Trapの受信方法が独自方式になっている場合は
OSのSNMP Trap受信サービス経由に変更する必要があります。独自形式が設定され
ている場合、OOB管理はSNMP Trapを受信できません。デフォルトでは、OSのSNMP
Trap受信サービス経由の設定になっています。 *1

SystemProvisioningの
OOB管理による監視
管理対象マシンに
ESMPRO/ServerAgent
(SigmaSystemCenter用)
がインストールされる場合

▪ ESMPRO/ServerManagerによる死活監視やESMPRO/ServerManagerへの管理対
象マシンの登録を自動で行うために、運用グループの [死活監視] タブで
[ESMPRO/SMに登録する] を有効にしてください。管理用IPアドレスの設定も必要で
す。ESMPRO/ServerManagerへの管理対象マシンへの登録は、SigmaSystemCenter
で管理対象マシンに対してリソース割り当てなどの稼動操作を行ったときに自動で行わ
れます。
▪ BMCのハードウェア設定に管理サーバへPETイベントをSNMP Trapで送信するため
の設定が必要です。
▪ コミュニティ名を "public" にします。
▪ 通報先設定に、管理サーバのIPアドレスを設定します。
▪ 通報レベルを情報・警告・異常を通知するレベルに設定します。
▪ 管理対象マシンのマシンプロパティの [アカウント] タブで管理対象マシンのBMCの設
定を行うことで、管理対象マシンに対するOOB管理を有効にする必要があります。
▪ SNMP Trapを受信するために、管理サーバOSにSNMP コンポーネントをインストー
ルする必要があります。
▪ ESMPRO/ServerManagerのSNMP Trapの受信方法が独自方式になっている場合は
OSのSNMP Trap受信サービス経由に変更する必要があります。独自形式が設定され
ている場合、OOB管理はSNMP Trapを受信できません。デフォルトでは、OSのSNMP
Trap受信サービス経由の設定になっています。 *1

*1

ESMPRO/ServerManagerのWeb GUIのアラートビューアを起動し、アラートビューアの「アラート受信設定」
ダイアログボックスでSNMPトラップ受信方法の [SNMPトラップサービスを使用する] チェックボックスをオン
にする。
または、ESMPRO/ServerManagerの統合ビューアを起動し、[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」ダイアログボックスでSNMP トラップ受信方法の [SNMP トラップサービスを
使用する] チェックボックスをオンにする。
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2.5.2.

ハードウェア監視により検出できる障害
各標準ポリシーでは、ハードウェア監視のイベントに対して、利用する環境に応じた復旧アク
ションが設定されています。ハードウェア監視のイベントが設定されている標準ポリシーは以
下の通りです。


標準ポリシー (物理マシン)



標準ポリシー (N+1)



標準ポリシー (仮想マシンサーバ)



標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予兆)



標準ポリシー (仮想マシンサーバ 省電力)



標準ポリシー (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 省電力)



標準ポリシー (仮想マシンサーバ スタンドアロン ESXi)

標準ポリシー (N+1)、標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予兆)、標準ポリシー (仮想マシン
サーバ Hyper-V 予兆)、標準ポリシー (仮想マシンサーバ スタンドアロン ESXi) では、ハ
ードウェア監視イベントは主にハードウェア障害の復旧処理を起動するための契機として利
用され、イベントに対して各環境用の復旧処理が設定されています。
標準ポリシー (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)、標準ポリシ
ー (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 省電力) で
は、ハードウェア監視のイベントのポリシー規則は無効に設定されていますが、前述の標準
ポリシーと同様の設定が行われているため、ポリシー規則を有効にすることで、前述の標準
ポリシーと同じように利用することが可能です。
標準ポリシー (物理マシン) は、主にイベントの記録・通報が目的のため、ハードウェア監視
のイベントのポリシー規則についても、具体的な復旧アクションは設定されず通報、ステータ
ス設定のみが行われています。
下記の予兆系イベントは、稼動中の OS に影響が未だ出ていない障害 (温度の異常上昇、
電圧低下など) をセンサー情報を元にしたイベントやセンサー状態を確認することで、OS が
異常停止する前に可能な限り安全に停止したり、仮想マシンを退避したりすることができるよ
うに想定されたものです。
予兆イベントを契機としたポリシーアクションは、BMC 経由でのセンサー診断でハードウェア
の状態を再度チェックした後、仮想マシンの Migration による自動事前退避や N+1 リカバリ
などの復旧処理が設定されています。仮想環境の場合、仮想マシンの Migration が利用で
きるように、ESMPRO/ServerAgent の障害時自動シャットダウンの設定を無効にしておく必
要があります。「3.13.2 HW 障害予兆発生時の VM 退避」を参照してください。
標準ポリシー (N+1) ではセンサー診断のアクションが設定されていないので、必要に応じ
て設定してください。


HW 予兆：ファン / 冷却装置異常
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HW 予兆：電圧異常



HW 予兆：電源装置異常



HW 予兆：冷却水漏れ



HW 予兆：筐体温度異常

下記の復旧不能イベントは、上記の予兆イベントが発生している状態からさらに深刻な状態
になっている場合に発生します。一部ハードウェアでは、下記の復旧不能イベント発生時に
自動的にシャットダウンや強制 OFF の処理が行われる場合があります。このような自動処
理が行われるかどうかについては、ハードウェアの問い合わせ窓口に問い合わせてください。
復旧不能イベントを契機としたポリシーアクションは、N+1 リカバリや別仮想マシンサーバへ
の仮想マシンの Failover による復旧処理などが設定されています。


ファン / 冷却装置異常 (復旧不能)



電圧異常 (復旧不能)



筐体温度異常 (復旧不能)

その他の深刻な障害のイベントについてもハードウェア監視により取得できますが、このよう
なケースでは障害が判明した時点で既にマシンが異常な状態となっており、イベントを正しく
送信できない状態になっている場合が多いです。そのため、イベントの送信がマシンが復旧
した後に行われるなど、障害復旧の契機としては利用できないものがほとんどです。また、
障害によりマシンがダウンした場合は、死活監視により障害を検出することができます。
以上を考慮し、各標準ポリシーでは、上記以外のハードウェア障害イベントに対しては、ポリ
シー規則として定義されていないか、定義されている場合でもメール通報やステータス変更
のアクションのみが設定されています。
ただし、以下のイベントについては、障害発生時にイベントが発生する可能性があるため、
N+1 リカバリや別仮想マシンサーバへの仮想マシンの Failover による復旧処理などが設定
されています。


CPU 温度異常

ハードウェア監視で検出されるイベントの詳細について、各標準ポリシーのポリシー規則別
に、次の表で説明します。
数値で閾値監視するセンサーに関して、SigmaSystemCenter の Web コンソールで確認可
能な項目については、閾値監視の詳細についても説明します。センサーの情報は、Web コ
ンソールの [リソース] ビュー上でマシンを選択し、[IPMI 情報] － [センサー] タブで確認す
ることが可能です。閾値が "---" と表示されている場合、そのマシンでは閾値は管理されて
いません。

分類

各標準ポリシーのポリシー規則

説明

CPU

CPU障害

CPUに何らかの異常が検出されたとき、あるいは異常
状態から回復した時に検出されるイベントです。

CPU縮退障害
CPU温度異常
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分類

各標準ポリシーのポリシー規則

説明

CPU温度回復

▪ CPU障害は、CPUで障害が発生した場合に検出され
ます。
▪ CPU縮退障害は、複数搭載しているCPUのうち1ソケ
ット分のCPUで障害が発生し、縮退が発生した場合に
検出されます。
▪ CPU温度異常は、CPU温度が異常レベルの値となっ
た場合に検出されます。
▪ CPU温度回復は、CPU温度が正常レベルに下がった
場合に検出されます。

メモリ

メモリ障害
メモリ縮退障害
メモリ障害回復

メモリに何らかの異常が検出されたとき、あるいは異常
状態から回復した時に検出されるイベントです。
▪ メモリ障害は、メモリで障害が発生した場合に検出さ
れます。
▪ メモリ縮退障害は、複数搭載しているメモリのうち1枚
のメモリで障害が発生した場合に検出されます。
▪ メモリ障害回復は、メモリの障害がクリアされた場合に
検出されます。

ファン / 冷却装置

ファン / 冷却装置異常 (復旧不能)
HW予兆：ファン / 冷却装置異常

ファン / 冷却装置に何らかの異常が検出されたとき、あ
るいは異常状態から回復した時に検出されるイベントで
す。

HW予兆：ファン / 冷却装置異常回復
HW予兆：ファン / 冷却装置正常回復

▪ ファン / 冷却装置異常 (復旧不能) は、ファン / 冷
却装置が復旧不能レベルの値となった場合に検出され
ます。
Fan、またはCooling Deviceセンサー群の「Upper
Nonrecoverable」が示す値を上回った場合、または
「Low Nonrecoverable」が示す値を下回った場合に発
生します。
▪ HW予兆：ファン / 冷却装置異常は、ファン / 冷却装
置が異常レベルの値となった場合に検出されます。
Fan、またはCooling Deviceセンサー群の「Upper
Critical」が示す値を上回った場合、または「Lower
Critical」が示す値を下回った場合に発生します。
▪ HW予兆：ファン / 冷却装置異常回復は、ファン / 冷
却装置が異常レベルの値から回復し、警告レベルに下
がった場合に検出されます。
Fan、またはCooling Deviceセンサー群の「Upper
Critical」が示す値を下回った場合、または「Lower
Critical」が示す値を上回った場合に発生します。
▪ HW予兆：ファン / 冷却装置正常回復は、ファン / 冷
却装置が警告レベルの値から回復し、正常レベルに下
がった場合に検出されます。
Fan、またはCooling Deviceセンサー群の「Upper
Warning」が示す値を下回った場合、または「Lower
Warning」が示す値を上回った場合に発生します。

電圧

電圧異常 (復旧不能)
HW予兆：電圧異常

電圧の状態に何らかの異常が検出されたとき、あるい
は異常状態から回復した時に検出されるイベントです。

HW予兆：電圧異常回復
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分類

各標準ポリシーのポリシー規則

説明

HW予兆：電圧正常回復

▪ 電圧異常 (復旧不能) は、電圧が復旧不能レベルの
値となった場合に検出されます。
Voltageセンサー群の「Upper Nonrecoverable」が示す
値を上回った場合、または「Lower Nonrecoverable」が
示す値を下回った場合に発生します。
▪ HW予兆：電圧異常は、電圧が異常レベルの値となっ
た場合に検出されます。
Voltageセンサー群の「Upper Critical」が示す値を上回
った場合、または「Lower Critical」が示す値を下回った
場合に発生します。
▪ HW予兆：電圧異常回復は、電圧が異常レベルの値か
ら回復し、警告レベルに下がった場合に検出されます。
Voltageセンサー群の「Upper Critical」が示す値を下回
った場合、または「Lower Critical」が示す値を上回った
場合に発生します。
▪ HW予兆：電圧正常回復は、電圧が警告レベルの値か
ら回復し、正常レベルに下がった場合に検出されます。
Voltageセンサー群の「Upper Nonrecoverable」が示す
値を下回った場合、または「Lower Nonrecoverable」が
示す値を上回った場合に発生します。

電源装置

HW予兆：電源装置異常

電源装置の異常が検出されたときに検出されるイベント
です。

冷却水

HW予兆：冷却水漏れ

冷却水の異常が検出されたときに検出されるイベントで
す。

筐体温度

筐体温度異常 (復旧不能)

筐体温度の異常が検出されたとき、あるいは異常状態
から回復した時に検出されるイベントです。

HW予兆：筐体温度異常
HW予兆：筐体温度異常回復
HW予兆：筐体温度正常回復

▪ 筐体温度異常 (復旧不能) は、筐体温度が復旧不能
レベルの値となった場合に検出されます。
Temperatureセンサー群の「Upper Nonrecoverable」
が示す値を上回った場合、または「Lower
Nonrecoverable」が示す値を下回った場合に発生しま
す。
▪ HW予兆：筐体温度異常は、筐体温度が異常レベルの
値となった場合に検出されます。
Temperatureセンサー群の「Upper Critical」が示す値を
上回った場合、または「Lower Critical」が示す値を下回
った場合に発生します。
▪ HW予兆：筐体温度異常回復は、筐体温度が異常レベ
ルの値から回復し、警告レベルに下がった場合に検出さ
れます。
Temperatureセンサー群の「Upper Critical」が示す値を
下回った場合、または「Lower Critical」が示す値を上回
った場合に発生します。
▪ HW予兆：筐体温度正常回復は、筐体温度が警告レベ
ルの値から回復し、正常レベルに下がった場合に検出さ
れます。
Temperatureセンサー群の「Upper Nonrecoverable」
が示す値を下回った場合、または「Lower
Nonrecoverable」が示す値を上回った場合に発生しま

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
295

2 ポリシー制御と監視機能
分類

各標準ポリシーのポリシー規則

説明
す。
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2.6. 性能監視
2.6.1.

性能監視の概要
管理対象マシンに対する性能監視について、SigmaSystemCenter は次の機能に対応して
います。


管理対象マシンに対する性能履歴情報の収集、蓄積、閲覧、閾値監視
管理対象マシンの CPU、メモリ、ディスク、電力などの性能情報を収集し、履歴データと
して蓄積します。蓄積データは Web コンソールや SystemMonitor 性能監視の管理コン
ソールでグラフ表示することができます。
また、収集データに対して閾値と比較を行い、条件を満たした場合はイベントを通知しま
す。
本機 能は 、主 に SystemMonitor 性能 監 視の 機能 を 利用し て、 実現し て います 。
VMware の閾値監視については、vCenter Server を利用することもできます。
SystemMonitor 性能監視を利用するためには、運用グループ上で監視プロファイル関
連や管理用 IP アドレスの設定を行う必要があります。
ポリシーには、検知するイベントに対応するポリシー規則を追加する必要があります。



仮想環境の性能最新情報の取得、閲覧
仮想マシンサーバと仮想マシンの CPU、メモリ、ディスクに関する現在の情報を取得し、
表示します。
本機能は、各仮想化基盤製品の機能を利用して実現しています。



VM 最適配置機能用の仮想マシンサーバの負荷監視
仮想マシンサーバに対する VM 最適配置機能が有効な場合、閾値監視を自動的に行う
ことができます。
本機能は、SystemMonitor 性能監視の機能を利用して、実現しています。
利用のために、上記の監視プロファイルや管理用 IP アドレスの設定に加え、運用グル
ープの [VM 最適配置] タブで負荷監視を有効にする必要があります。
また、仮想マシンサーバ用の標準ポリシーに設定されている高負荷検出
(SysmonPerf)、低負荷検出 (SysmonPerf) を有効にする必要があります。

2.6.2.

仮想環境の性能最新情報の取得、閲覧
[仮想] ビュー上で登録されている仮想マシンサーバに対して、[仮想] ビュー－仮想マシンサ
ーバ－ [性能情報] の操作で、仮想マシンサーバとその上で動作している仮想マシンの性
能情報を閲覧することができます。
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閲覧可能な性能情報は、画面を表示したとき、あるいは [情報再取得] を押した時点の情報
で す 。 過 去 の 情 報 や 期 間 内 の 平 均 と い っ た 履 歴 情 報 を 確 認 す る 場 合 は 、 「 2.6.3
SystemMonitor 性能監視の概要 ‐性能履歴情報の収集、蓄積、閲覧、閾値監視」の機能を
利用する必要があります。
性能情報は、以下の通り、3 つのタブで表示されます。


[サマリ] タブ
仮想マシンサーバの負荷状況を確認するための情報が表示されます。



•

電源状態：仮想マシンサーバの電源状態です。

•

プロセッサ：仮想マシンサーバのプロセッサのスペックです。CPU の全体のリソー
ス量として使用されます。

•

CPU 使用量：仮想マシンサーバの現在の CPU 使用量です。全体のリソース量と
の割合も表示されます。

•

メモリサイズ：仮想マシンサーバのメモリサイズです。

•

メモリ使用量：仮想マシンサーバで現在使用中のメモリサイズです。全体のリソー
ス量との割合も表示されます。

•

稼動時間：仮想マシンサーバが起動状態になってから現在までの時間です。

[VM リソース] タブ
仮想マシンの CPU、メモリ、ディスクに関するリソースの割り当て状況を確認するための
情報です。



•

電源状態：仮想マシンの電源状態です。

•

CPU 数：仮想マシンの現在の CPU 数です。

•

CPU リミット：仮想マシンに対する CPU リミットの設定値です。

•

CPU シェア：仮想マシンに対する CPU シェアの設定値です。

•

メモリサイズ：仮想マシンのメモリサイズです。

•

ディスク使用量：仮想マシンのディスク使用量です。

•

IP アドレス：仮想マシンに設定された IP アドレスの 1 つが表示されます。

[パフォーマンス] タブ
仮想マシンを動作させるために、仮想マシンサーバのリソースがどの程度使用されてい
るか確認するための情報が表示されます。
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•

稼動時間：仮想マシンが起動状態になってから現在までの時間です。サスペンドを
行った場合、VMware と Hyper-V では稼動時間がリセットされます。XenServer で
は稼動時間はリセットされません。

•

CPU 使用量：ゲスト OS で使用中の CPU 使用量です。

•

ホスト CPU 使用量：仮想マシンサーバ上で対象仮想マシンのために使用されてい
る CPU 使用量です。

•

メモリサイズ：仮想マシンのメモリサイズです。

•

メモリ使用量：ゲスト OS で使用中のメモリ量です。

•

ホストメモリ使用量：仮想マシンサーバ上で対象仮想マシンのために使用されてい
るメモリ使用量です。
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2.6.3.

SystemMonitor 性能監視の概要 ‐性能履歴情報の収集、蓄積、
閲覧、閾値監視‐
SystemMonitor 性能監視は、監視対象のマシンに関する性能データについて、定期的に自
動収集を行うことができます。収集した性能データは、閾値監視や閲覧のために使用しま
す。
収集した性能データは、履歴としてデータベースに保存されます。収集した性能データを長
期間保存するためには大容量のデータベース領域を必要としますが、SystemMonitor 性能
監視は取得した複数の性能データをより長い期間の 1 つのデータとして集約することで、蓄
積量がすぐに増大しないようにデータを蓄積することができます。
閾値監視では、収集した性能データを使用して、監視対象マシンの負荷状態の異常を検出
し、イベントを通報することができます。
収集した履歴データは、Web コンソールや SystemMonitor 性能監視の管理コンソールでグ
ラフ表示したり、CSV ファイルに出力したりすることができます。

取 得 し た 性 能 デー タ
はDBに蓄積する。長
期 間 保 存 で き るよ う
に デ ー タ の 集 約を 行
う。

1週間保存

1か月保存

3か月保存

5年間保存

指定した監視プロファイルの種

5分

１5分

1時間

1日

類により、取得する性能情報の

集約

集約

集約

集約

内容と経路が異なる。

3日保存
1分間隔

管理サーバ

性能データ収集(VMwareの場合)

VMサーバ

VM Monitoring Profile

SystemProvisioningの
性能データ収集設定と監
視プロファイルの設定に
より、SystemMonitor性
能監視に監視対象、収集
する性能情報、閾値設定
が自動的に登録される。

性能データ蓄積

仮想マシン

SystemMonitor性能監視

設定

閾値超えの
通知

SystemProvisioning

VM Standard Monitoring Profile
Standard Monitoring Profile

仮想環境の
性能API

Physical Machine Monitoring Profile

BMC
コマンド実行

CSV

マシン性能状況 or 性能情報比較

グラフ表示
ファイル出力
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SystemMonitor 性能監視が管理対象マシンから性能データを収集するためにアクセス先の
情報として使用する管理用 IP アドレスを次の設定画面で設定する必要があります。仮想マ
シンを VM Standard Monitoring Profile で監視する場合は、仮想マシンの管理用 IP アドレ
スの設定は不要です。ただし、VMware の仮想マシンの場合、その仮想マシンが稼動してい
る仮想マシンサーバに対して、管理用 IP アドレスを設定する必要があります。


Web コンソール－管理対象マシンのホスト設定－ [ネットワーク] タブ

SystemMonitor 性能監視が収集する性能データの設定は、次の画面で行うことができま
す。


Web コンソール－管理対象マシンのグループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、
ホスト設定－ [性能監視] タブ

Web コンソールの [性能監視] タブでは、性能データ収集設定がデフォルトで無効になって
います。性能データを収集するためには性能データ収集設定を有効にし、監視プロファイル
と使用する SystemMonitor 性能監視の管理サーバの情報を設定する必要があります。
SystemMonitor 性能監視の管理サーバの情報の設定はホスト設定ではできないため、グル
ーププロパティ設定、またはモデルプロパティ設定で行う必要があります。
性能データ収集設定と監視プロファイルの設定を行うと、SystemProvisioning 構成反映のタ
イミングで SystemMonitor 性能監視に監視対象となる管理対象マシン、収集する性能情報
の設定、閾値監視の設定が自動的に登録されます。
自動登録では、性能データ収集設定を有効にした SigmaSystemCenter のグループ、また
はモデルに関連付くグループが SystemMonitor 性能監視上で作成されます。そして、グル
ープ、またはモデル配下のすべての管理対象マシンが SystemMonitor 性能監視の作成さ
れたグループ下に一括して登録されます。
グループプロパティ設定とモデルプロパティ設定の両方で性能データ収集設定が有効な場
合、SystemMonitor 性能監視には SigmaSystemCenter のグループに関連づくグループと、
SigmaSystemCenter のモデルに関連付くグループがそれぞれ作成されます。グループに
直接割り当てられている管理対象マシンは、SigmaSystemCenter のグループに関連付くグ
ループに登録され、モデルに割り当てられている管理対象マシンは、SigmaSystemCenter
のモデルに関連付くグループに登録されます。
監視プロファイルは、次の表のように、収集する性能情報の内容や取得経路が異なる 4 種
類のデフォルトの監視プロファイルがあります。デフォルトの監視プロファイルには、閾値監
視の設定はありません。性能情報や閾値監視の設定追加が必要な場合、後述の「2.6.5 監
視プロファイルのカスタマイズ (性能情報や閾値監視の設定変更)」を参照してください。

監視プロファイル

説明

Standard Monitoring
Profile

仮想マシンサーバや物理マシンの性能情報を収集するためのプロファイルです。CPU、メモ
リ、ディスクの性能情報を取得できます。収集間隔は1分 / 5分 / 30分の中から選択します。
次の性能情報を収集します。
▪ CPU Usage (%)
▪ Disk Transfer Rate (Bytes/sec)
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性能監視
監視プロファイル

説明
▪ Disk Space (MB)
▪ Physical Memory Space (MB)

VM Standard
Monitoring Profile

仮想マシンの性能情報を収集するためのプロファイルです。名前が "Host～" の性能情報は
対象の仮想マシンのために使用されている仮想マシンサーバのリソース使用量を示す情報で
す。名前が "Guest～" の性能情報は割り当てられたリソースの中で対象の仮想マシンが実
際に使用している量を示す情報です。
VM Monitoring Profileとは、ゲストOS観点の性能情報も仮想マシンサーバからのみ収集する
点に違いがあります。性能データの収集経路を仮想マシンサーバのみにすることができるた
め、通常は、VM Standard Monitoring Profileの利用を推奨します。
次の性能情報を収集します。
▪ Guest CPU Usage (%)
▪ Guest CPU Usage (MHz)
▪ Host CPU Usage (%) ※1
▪ Host CPU Usage (MHz) ※1
▪ Guest Disk Transfer Rate (Bytes/sec) ※1 ※2
▪ Guest Disk IO Count (IO / sec) ※1 ※2 ※3
▪ Guest Disk Read Transfer Rate (Bytes / sec) ※1 ※2 ※3
▪ Guest Disk Read Count (IO / sec) ※1 ※2 ※3
▪ Guest Disk Write Transfer Rate (Bytes / sec) ※1 ※2 ※3
▪ Guest Disk Write Count (IO / sec) ※1 ※2 ※3
▪ Guest Disk Usage (MB)
▪ Guest Disk Usage (%)
▪ Guest Network Transfer Rate (Bytes/sec) ※1 ※2
▪ Guest Memory Usage (%) ※2
▪ Guest Memory Usage (MB) ※2
▪ Host Memory Usage (%) ※2
▪ Host Memory Usage (MB) ※2
※1 仮想化基盤がXenServerの場合、性能データは取得されません。
※2 仮想化基盤がKVMの場合、性能データは取得されません。
※3 仮想化基盤がHyper-Vの場合、性能データは取得されません。

VM Monitoring
Profile

仮想マシンの性能情報を収集するためのプロファイルです。名前が "Host～" の性能情報は
対象の仮想マシンのために使用されている仮想マシンサーバのリソース使用量を示す情報で
す。それ以外の性能情報は割り当てられたリソースの中で対象の仮想マシンが実際に使用し
ている量を示す情報です。収集間隔は5分 / 30分の中から選択します。
VM Standard Monitoring Profileとは、ゲストOS観点の性能情報をゲストOSから収集する点
に違いがあります。性能データを収集するためには、管理サーバから仮想マシンサーバと仮想
マシンの両方に接続できるようにする必要があります。
次の性能情報を収集します。
▪ CPU Usage (%)
▪ Host CPU Usage (%) ※1
▪ Host CPU Usage (MHz) ※1
▪ Disk Space (MB)
▪ Guest Disk Transfer Rate (Bytes/sec) ※1 ※2
▪ Guest Network Transfer Rate (Bytes/sec) ※1 ※2
▪ Physical Memory Space (MB)
▪ Host Memory Usage (%) ※2
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監視プロファイル

説明
▪ Host Memory Usage (MB) ※2
※1 仮想化基盤がXenServerの場合、性能データは取得されません。
※2 仮想化基盤がKVMの場合、性能データは取得されません。

Physical Machine
Monitoring Profile

仮想マシンサーバや物理マシンの性能情報を収集するためのプロファイルです。CPU、メモ
リ、ディスクの性能情報だけでなく、電力情報も取得できます。電力情報は管理対象マシンの
BMCから取得するため、OOB管理の設定を行う必要があります。収集間隔は1分 / 5分 / 30
分の中から選択します。ただし、電力情報は30分間隔でしか収集できません。
次の性能情報を収集します。
▪ CPU Usage (%)
▪ Disk Transfer Rate (Bytes/sec)
▪ Disk Space (MB)
▪ Physical Memory Space (MB)
▪ Current Power (W)

LUN Monitoring
Profile

iStorageディスクアレイ装置上の論理ディスクの性能情報を収集するためのプロファイルです。
以下の通り、他のプロファイルとは、準備方法や設定方法が異なります。詳細は、「iStorage性
能情報収集 設定手順」を参照してください。
▪ 連携対象となるiStorageManagerやPerforMateの環境構築が必要です。
▪ SigmaSystemCenter上でiStorageの性能データ収集の設定を有効化し、使用する監視
プロファイルの指定が必要です。
▪ SigmaSystemCenter上で監視対象のディスクアレイ、または論理ディスクを管理している
必要があります。また、SystemProvisioning構成情報反映により、監視対象のディスクアレ
イ、または論理ディスクの情報のSystemMonitor性能監視への登録が必要です。
▪ iStorageManager / PerforMateから連携用に提供されるローカルスクリプトを入手して、
SystemMonitor性能監視の管理サーバに格納する必要があります。
なお、本プロファイルでは、性能データの収集のみがサポートされています。閾値監視の機能
は利用できません。
また、収集の間隔はiStorageManager/PerforMateでの収集の間隔より長くする必要がありま
す。

収集した性能データは、次の操作でグラフ表示して閲覧することができます。


Web コンソール－ [運用] ビュー－管理対象マシン－ [マシン性能サマリ]
指定マシンの各性能情報のグラフが一覧形式で表示されます。



Web コンソール－ [運用] ビュー－管理対象マシン－ [マシン性能比較]
複数マシン間で特定の性能情報を比較するためのグラフが表示されます。比較対象の
マシンを複数チェックした後に実行します。



Web コンソール－ [運用] ビュー－管理対象マシン－ [性能情報比較]
指定マシンで収集中の全性能情報のグラフが表示されます。



Web コンソール－ [運用] ビュー－グループ－ [性能サマリ]
指定のグループに直属するマシン、またはモデルに所属するマシンの性能データが統
計計算されてグラフが表示されます。指定のグループ、またはモデルで収集中の各性
能情報のグラフが一覧形式で表示されます。
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性能監視
任意の性能情報のグラフに対して性能ドリルダウン分析のアイコンをクリックすると、そ
の性能情報について配下のマシンの比較グラフが表示され、マシン別の分析を行うこと
ができます。


Web コンソール－ [運用] ビュー－グループ－ [性能状況]
指定のグループに直属するマシン、またはモデルに所属するマシンの性能データが統
計計算されて、グラフが表示されます。任意の性能情報について、グループ直下とモデ
ルの比較グラフが表示されます。



SystemMonitor 性能監視の管理コンソール－管理対象ノード－ [グラフ表示]
SystemMonitor 性能監視の管理コンソールから表示する場合の操作です。

また、ssc-perf コマンド、Web コンソールの性能データファイル出力、SystemMonitor 性能監
視の管理コンソールのファイル出力の機能を利用して、外部ファイルに CSV 形式でデータを
出力することもできます。

2.6.4.

VM 最適配置機能用の仮想マシンサーバの負荷監視
SigmaSystemCenter は、SystemMonitor 性能監視を使用して検出した仮想マシンサーバ
の高負荷、低負荷のイベントを VM 最適配置の負荷分散や省電力の動作の契機として使用
します。
VM 最適配置の性能監視では、SystemMonitor 性能監視は、以下のように動作します。
1.

性能データ取得
SystemProvisioning から取得した仮想マシンサーバの構成情報と性能監視設定により、
管理対象の仮想マシンサーバを性能データの収集対象として登録し、管理対象の仮想
マシンサーバに対して、性能情報取得のための API の呼び出しを行い、仮想マシンサ
ーバの性能データをリモートで取得します。

2.

閾値の自動設定
SystemProvisioning から取得した VM 最適配置の設定情報により、管理対象マシンの
仮想マシンサーバの CPU 使用率に対する高負荷、低負荷の閾値を自動的に設定しま
す。

3.

高負荷 / 低負荷の検出。イベントの通知
取得した性能データと閾値の比較を行い、高負荷 (負荷分散) / 低負荷 (省電力) の
条 件 を 満 た し て い る 場 合 は 、 SystemProvisioning に イ ベ ン ト 通 知 を 行 い ま す 。
SystemMonitor 性 能 監 視 が 通 知 し た 高 負 荷 / 低 負 荷 の イ ベ ン ト を 受 け て 、
SystemProvisioning はポリシーで定義された "VMS 操作 / VMS ロードバランス"
"VMS 操作 / VMS パワーセーブ (省電力)" のポリシーアクションを実行します。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
303

2 ポリシー制御と監視機能
一時的な高負荷が断続的に発生する状況では、高負荷イベントが頻繁に発生し、VM 移動
が過剰に行われる可能性があります。SystemMonitor 性能監視は、イベントが発生しすぎな
いように、取得した性能データが指定された閾値を 10 分間連続 (負荷分散用の高負荷監視
の場合) で超えた場合に超過状態とみなすようにある程度感度を落とした設定で動作します。
省電力用の低負荷監視については、さらに感度を落とし 30 分間連続で閾値を下回った場合
に超過状態とみなします。この閾値の感度の設定は変更することが可能です。
上記のように動作させるために、SigmaSystemCenter に次の設定を行う必要があります。


VM 最適配置の対象となる仮想マシンサーバのグループプロパティ設定、またはモデル
プロパティ設定の [性能監視] タブにて、仮想マシンサーバの性能データ収集設定を有
効にします。対象の仮想マシンサーバに指定する監視プロファイルとして "Standard
Monitoring Profile" と "Physical Machine Monitoring Profile" のどちらかを選択する
必要があります。両方の監視プロファイルで定義されている性能情報 "CPU Usage
(%)" に対して、VM 最適配置のための負荷監視が SystemMonitor 性能監視で行われ
ます。



VM 最適配置の対象となる仮想マシンサーバのグループプロパティ設定、またはモデル
プロパティ設定の [VM 最適配置] タブにて、"SystemMonitor 性能監視から高負荷・低
負荷イベントを受信する" を有効にします。
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性能監視
管理サーバ

取得した性能データ
が指定のしきい値を

VMサーバ

SystemMonitor性能監視

上/下回った場合に

通知

SystemProvisioning

VM2

設定

SystemProvisioning

へ通知

VM1

性能データ取得

仮想環境の性能API

性能データ収集設定と監視プロファイルの設定によ
り、SystemMonitor性能監視に監視対象、収集する
性能情報が自動的に登録される。
VM最適配置の設定情報から、SystemMonitor性能監
視に自動的に性能情報のしきい値が設定される。
しきい値超えと判定するケース

SystemProvisioningへ通知

負荷分散では10回分の
しきい値

性能データ値が連続で
しきい値を上回った場
合にしきい値超えと判

しきい値超えと判定しないケース

定。設定変更可能。
省電力では30回連続で
しきい値を下回った場
合にしきい値超えと判

しきい値

定。

2.6.5.

監視プロファイルのカスタマイズ (性能情報や閾値監視の設定変
更)
監視プロファイルは、次の操作で追加 / 編集 / 削除 / 閲覧を行うことが可能です。


Web コンソール－ [リソース] ビュー－ [監視プロファイル]



ssc monitoringprofile コマンド

上記 Web コンソールの [管理プロファイル] では、既存の監視プロファイルからコピーして設
定することが可能です。
ssc monitoringprofile コマンドでは、閾値監視の設定はできません。
監視プロファイルは、性能情報設定と閾値監視設定の 2 つで構成されます。
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性能情報設定では、収集する性能データのリソース、性能情報、収集間隔を設定します。複
数の閾値監視の設定を、性能情報の設定ごとに割り当てることが可能です。
リソースの設定では、管理対象マシンを構成する各種リソースを指定することが可能です。


CPU



Disk



Network



Memory



Power Supply



Other

Other 以外のリソースについては、各リソース用に標準定義されているビルトイン性能情報を
性能情報として指定することができます。
Other を指定した場合、カスタム性能情報を指定することができます。指定のカスタム性能情
報は SystemMonitor 性能監視上で定義されている必要があります。
カスタム性能情報では、以下の性能データ収集が可能です。


Windows の管理対象マシンに対して、Windows のパフォーマンスコンソールで同様に
取得可能なカテゴリ、カウント、インスタンスを指定し、任意の性能データを収集。



VMware ESX / ESX、および VMware ESX / ESXi 上の仮想マシンに対して、VMware
vSphere Client で同様に取得可能なメトリックグループ、カウンタ、オブジェクトを指定し、
任意の性能データを収集。



性能データを出力するスクリプトを管理対象マシン上でリモート実行 (SSH 経由) し、任
意の性能データを収集。

閾値監視の設定では、以下の設定項目で閾値監視の方法や異常状態を検出したときの通
知方法を設定します。閾値監視設定の [有効にする] チェックをオフにしている場合は、設定
内容の閾値監視は動作しません。

設定項目

説明

監視種類

収集性能データの統計値が指定の閾値と比べて、大きくなった時を異常値と判断するか、小さくなっ
た時を異常値と判断するかを指定します。また、異常状態を検出した時に通知するイベントのエラーレ
ベルを異常、警告のどちらにするかを設定します。
▪ 上限異常値監視
▪ 上限警告値監視
▪ 下限警告値監視
▪ 下限異常値監視

監視対象種類

閾値と比較する収集性能データの統計値の計算対象がグループ単位かマシン単位かを指定します。
グループ単位の場合は、SigmaSystemCenterのモデル配下の全管理対象マシンの性能データの統
計値を閾値との比較に使用します。
マシン単位の場合は個々の管理対象マシンの性能データを使用します。

統計計算方法

閾値と比較する収集性能データの統計値の計算方法を、最大値、平均値、最小値、合計値の中から
指定します。
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性能監視
設定項目

説明
監視対象種類にグループを指定し、使用する性能データが複数ある時のための設定です。
監視対象種類がマシンの場合、使用する性能データは1つのため、どの計算方法でも結果に変わり
はありません。

閾値

収集性能データと比較する閾値を設定します。

超過通報

異常状態を検出したときに、SigmaSystemCenterに通知するイベントの種類を設定します。
選択肢として、通常の通報 / カスタム通報 / 通報しないの3種類があります。
▪ 通常の通報
監視種類の設定により上限異常超過、下限異常超過、上限警告超過、下限警告超過を指定しま
す。通知するイベントの種類は、監視対象の性能情報と監視種類の指定の組み合わせで決まりま
す。ポリシーの設定では、性能情報と監視種類の組み合わせの分だけあるイベントの種類ごとに対処
処置が設定可能なため、きめ細かいポリシーの定義が可能です。
性能情報がカスタム性能情報の場合は、指定できません。
▪ カスタム通報
イベント区分がグループ用カスタム通報 / マシン用カスタム通報のイベントを通知します。
▪ 通報しない
SigmaSystemCenterに通知されませんが、管理サーバのSystemMonitor性能監視のイベントロ
グにイベントが記録されます。

回復通報

異常状態から回復したとき、SigmaSystemCenterに通報するイベントの種類を設定します。設定可能
な内容は超過通報と同様です。

超過時間

異常状態と判断するために必要な時間を設定します。
閾値と収集性能データの統計値の比較は、性能データの収集毎に行われます。この比較結果が、指
定の超過時間の間、連続で異常になったとき、異常状態と判断され通報などが行われます。

再通報する

通報後、指定の超過時間の間、異常状態が継続していた場合に再通報を行うかどうかを設定します。

監視プロファイルの設定は、SystemMonitor 性能監視にはなく、Web コンソール独自の設定
です。
Web コ ン ソ ー ル の グ ル ー プ 、 モ デ ル に 割 り 当 て 荒 れ た 監 視 プ ロ フ ァ イ ル の 情 報 は 、
SystemMonitor 性 能 監 視 の 性 能 デ ー タ 収 集 設 定 、 閾 値 監 視 設 定 に 変 換 さ れ
SystemMonitor 性能監視に自動設定されます。
また、SystemMonitor 性能監視上では、監視プロファイルで設定された内容を変更すること
はできず、閲覧のみが可能です。
監視プロファイルで指定できない閾値監視の設定を行う必要がある場合は、SystemMonitor
性能監視上の閾値定義の設定を行い、グループ、または管理対象マシンに割り当ててくださ
い。
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2.7. ディスクパス監視
管理対象マシンのシステムディスク監視については、通常、システムディスクの障害の影響
で発生する管理対象マシンの障害を死活監視で検出する方法で行います。
VMware vCenter Server を利用できる環境では、仮想マシンサーバとディスクアレイ間のパ
ス障害のアラームを検出することが可能です。
標準ポリシー (仮想マシンサーバ) には、既定では、これらのイベントに対応する処理は設
定されていませんが、追加で対処を設定することが可能です。
イベントは、接続が失われた場合、冗長性が低下した場合、間欠障害が発生した場合の 3
種類があります。それぞれ、対応方法が異なります。

種類

イベント区分

通報元

イベント

説明

ディスク
パス接
続切断

ハードディスク

VMwareProvider

Storage path
connectivity on VMS
is lost

仮想マシンサーバからディスクアレイに接続で
きない状態になっています。

障害

VMFS heartbeat on
VMS is timedout
[NEC_SATP_SPS
v1]Path state moved
to DEAD From
STATE on HBA
[NEC_SATP_SPS
v1]Path state moved
to PERM_LOSS
From STATE on
HBA
ディスク
パス冗
長性

その他

VMwareProvider

低下

Storage path
redundancy on VMS
is lost
Storage path
redundancy on VMS
is degraded
[NEC_SATP_SPS
v1]LUN is not
redundant
[NEC_SATP_SPS
v1]Path state moved
to UNAVAILABLE
From STATE on HB

死活監視で検出する仮想マシンサーバの障
害と同様にマシン診断・強制OFF、および
Failoverのポリシーアクションを実行すること
で、仮想マシンを復旧できる可能性がありま
す。
しかし、仮想マシンサーバからディスクアレイ
間のパス障害のため、複数の仮想マシンサー
バに影響がある障害の可能性があります。こ
の場合は、移動先の仮想マシンサーバがない
状況のため、復旧できません。

仮想マシンサーバとディスクアレイ間の接続の
冗長性が低下している場合に発生します。
本障害に対しては、ポリシーでは障害の通知
のみとして、実際の対処作業は障害状況を確
認した上で手動で行うことを推奨します。
最終的に接続が切断する場合を想定して、別
仮想マシンサーバへのMigrateより、障害が発
生した仮想マシンサーバから事前に退避して
おく方法がありますが、仮想マシンサーバから
ディスクアレイ間のパス障害のため、複数の
仮想マシンサーバで発生する可能性がありま
す。この場合、Migrateにより仮想マシンの配
置が偏った状態になり、高負荷障害が発生す
るリスクがあります。
冗長性は低下していますが、仮想マシンサー
バは正常に動作している状態のため、上記リ
スクを避けて、ポリシーでは障害の通知のみ
の対処を推奨します。

ディスク
パス間
欠障害

その他

VMwareProvider

[NEC_SATP_SPS
v1]Path HBA cannot
be failbacked

仮想マシンサーバとディスクアレイ間の接続
が、一時的な切断状態から、短期間で接続が
回復した場合に発生します。
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種類

イベント区分

通報元

イベント

説明

automatically

本障害に対しても、ポリシーでは障害の通知
のみとして、実際の対処作業は障害状況を確
認した上で手動で行うことを推奨します。
間欠障害では、瞬時的に接続が切断しただけ
で、システムへ影響が出ないままの場合があ
ります。影響がない状況で、Migrateを行うと、
行き過ぎた対処になってしまいます。
一方で、最終的により重大な障害が発生する
前兆として、発生する可能性も考えられます。
様々な状況が考えられ、判断が難しいため、
ポリシーでは障害の通知のみとして、十分に
障害状況を確認した上で対処を実施すること
を推奨します。

イベントに "[NEC_SATP_SPS v1]" が含まれるものは、StoragePathSavior で検出できる
アラームです。
各アラームの詳細については、VMware、StoragePathSavior の製品窓口まで問い合わせ
てください。
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2.8. ネットワークパス監視
管理対象マシンのネットワーク関係の監視については、ネットワークの障害の影響で発生す
る管理対象マシンの障害を死活監視で検出する方法で、部分的に対応可能です。
vCenter Server のバージョンが 4.0 以降では、仮想マシンサーバに搭載されている NIC と
外部のネットワーク機器との接続の障害のアラームを検出することが可能です。既定では、
ポリシーに設定されていませんが、追加で対処を設定することが可能です。
イベントは、接続が失われた場合、冗長性が低下した場合の 2 種類があります。それぞれ、
対応方法が異なります。
また、障害発生するネットワークが管理 LAN か、VM 用 LAN かによっても対処の方法が異
なります。

種類

イベント区分

通報元

イベント

説明

ネットワ
ークパ
ス接続
切断

その他

VMwareProvider

Network
connectivity on
VMS is lost

管理用LAN
仮想マシンサーバの死活監視により管理LAN
経由で仮想マシンサーバの接続確認が行わ
れるため、管理LANの障害については、監視
を行う必要はありません。
通常、管理LANが切断状態になっているた
め、ESXが本障害を検知してvCenter Server
にアラームを通知することができません。その
ため、vCenter Serverが管理LANの本障害を
検出することはありません。
通常、管理LANの本障害は検出することがで
きませんが、検出可能な構成になっている場
合は、本イベントに対する対処は障害の通知
のみとしてください。管理LAN障害のイベント
と死活監視のイベントが重複して発生してしま
った場合、より復旧の可能性が高い死活監視
用のポリシーアクションが動作しない可能性が
あります。
VM用LAN
仮想マシンが使用するVM用LANが使用でき
ない状態になっています。Migrateで他の仮想
マシンサーバへ移動することで、対処できる可
能性があります。

ネットワ
ークパ
ス冗長
性
低下

Network
redundancy on
VMS is lost
Network
redundancy on
VMS is degraded

仮想マシンサーバに搭載されているNICと外
部のネットワーク機器との接続の冗長性が低
下している場合に発生します。最終的に接続
が切断する場合を想定して、予防のために、
別仮想マシンサーバへのMigrateにより、障害
が発生した仮想マシンサーバから事前に退避
しておくことが可能です。
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2.9. リソースプール監視
ルートリソースプール、およびサブリソースプールの消費、および "実際の消費" については、
リソースプール監視機能により監視することができます。
リソースプール監視機能は、定期的にリソースプールの消費量を確認し、その使用量が以下
の各閾値に達した (もしくは下回った) 場合に、イベントの通報を行います。これらの閾値に
ついては、後述するレジストリにより変更することができます。


Info : 60%



Warning : 80%



Critical : 100%

イベントの通報は、最適配置機能によって行われます。
ルートリソースプールに対しては、以下のイベントが定義されています (*1)。

区分

イベント ID

意味

VM最適配置通報

Resource-Pool Critical Asserted

リソース使用率がCriticalの閾値に達
した

VM最適配置通報

Resource-Pool Critical Deasserted

リソース使用率がCriticalの閾値を下
回った

VM最適配置通報

Resource-Pool Warning Asserted

リソース使用率がWarningの閾値に
達した

VM最適配置通報

Resource-Pool Warning Deasserted

リソース使用率がWarningの閾値を
下回った

VM最適配置通報

Resource-Pool Info Asserted

リソース使用率がInfoの閾値に達した

VM最適配置通報

Resource-Pool Info Deasserted

リソース使用率がInfoの閾値を下回っ
た

サブリソースプールに対しては、以下のイベントが定義されています (*1)。

区分

イベント ID

意味

VM最適配置通報

Sub-Resource-Pool Critical Asserted

リソース使用率がCriticalの閾値に達
した

VM最適配置通報

Sub-Resource-Pool Critical
Deasserted

リソース使用率がCriticalの閾値を下
回った

VM最適配置通報

Sub-Resource-Pool Warning
Asserted

リソース使用率がWarningの閾値に
達した

VM最適配置通報

Sub-Resource-Pool Warning
Deasserted

リソース使用率がWarningの閾値を
下回った

VM最適配置通報

Sub-Resource-Pool Info Asserted

リソース使用率がInfoの閾値に達した
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区分

イベント ID

意味

VM最適配置通報

Sub-Resource-Pool Info Deasserted

リソース使用率がInfoの閾値を下回っ
た

これらのイベントをポリシーによる通報アクションの対象とすることで、リソースプールの使用
率が一定に達したことを検出することが可能です。標準ポリシー (仮想マシンサーバ) では、
デ フ ォ ル ト で ル ー ト リ ソ ー ス プ ー ル に 対 す る "Resource-Pool Warning Asserted" と
"Resource-Pool Critical Asserted" のイベントが通報対象となります (*2、*3)。
なお、これらのイベントは運用グループに関するイベントとして通報するため、通報、および
グループ操作の一部アクションを除き、実行することはできません。
<実行可能なグループ操作アクション>


グループ操作 / スケールアウト マシン起動



グループ操作 / スケールアウト マシン追加



グループ操作 / スケールイン マシン削除



グループ操作 / スケールイン マシン休止 (サスペンド)



グループ操作 / スケールイン マシン停止 (シャットダウン)

注:
*1 各イベントの詳細については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の
「1.1.7 最適配置機能で検出できるイベント一覧」を確認してください。
*2 SigmaSystemCenter 3.0 以前からアップデートした場合は、自動では監視対象となりま
せん。手動でアクションを追加するか、ポリシーをテンプレートから再作成する必要がありま
す。
*3 SigmaSystemCenter 3.0 update 1 では、サブリソースプールに対して、ルートリソースプ
ールと同一のイベントを発行していました。このため、アップデート後はサブリソースプールに
対する通報が行われなくなります。サブリソースプールを通報対象とする場合には、手動で
アクションを追加する必要があります。
リソースプール内の複数のリソースが同時に閾値に達した (下回った) 場合、Asserted と
Deasserted のそれぞれについて、1 つのイベントにまとめて通報します。異なる閾値に同時
に達した (下回った) 場合には、最も深刻な閾値に関するイベントとしてまとめて通報されま
す。
リソースプールのどのリソースが閾値に達した (もしくは下回った) かは、イベントのメッセー
ジ内に記載されます。イベントのメッセージは、以下の書式で出力されます。

[イベント ID].
Resource-Pool: [リソースプール名],
[閾値種別]: [リソース 1 の名称]([リソース 1 の消費量区分]) [前回使
用率]% -> [今回使用率]%,
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[閾値種別]: [リソース 2 の名称]([リソース 2 の消費量区分]) [前回使
用率]% -> [今回使用率]%,
...
[閾値種別]: [リソース n の名称]([リソース n の消費量区分]) [前回使
用率]% -> [今回使用率]%
各要素の意味は、以下の通りです。


イベント ID : 通報するイベント ID です。



リソースプール名 : 通報対象のリソースプール名です。



閾値種別 : どの閾値に達した (下回った) かを示し、"Info"、"Warning"、"Critical" の
いずれかとなります。



リソースの名称 : どのリソースが閾値に達した (下回った) かを示します。各値とその
意味は次の通りです。



•

CPU : リソース種別 "CPU" に対応する

•

vCPU : リソース種別 "vCPU 数" に対応する

•

Memory : リソース種別 "メモリ" に対応する

•

Storage : リソース種別 "ストレージ" に対応する

•

VM : リソース種別 "VM 数" に対応する

リソースの消費量区分 : "消費" と "実際に消費" のどちらの区分に関する情報かを示
します。各値とその意味は次の通りです。
•

Consumed : "消費" に関する情報

•

Actual : "実際に消費" に関する情報



前回使用率 : 前回の監視時点の使用率です。ただし、前回監視時点でどの閾値にも
達していなかったリソースに関しては、"--" が記録されます。



今回使用率 : 今回の監視時点の使用率です。

例として、ある時点で以下のようにリソース消費量が変化したと仮定します。


対象リソースプール : Pool-1 (ルートリソースプール)



vCPU 数 (消費) : 前回 90/100、今回 70/100



ストレージ (消費) : 前回 70GB/100GB、今回 85GB/100GB



ストレージ (実際に消費) : 前回 85GB/100GB、今回 100GB/100GB



メモリ (実際に消費) : 前回 4000MB/10000MB、今回 6000MB/10000MB

この場合、発生するイベントは以下に記載するものになります。
イベント 1: Resource-Pool Critical Asserted
イベント 1 のメッセージ
--Resource-Pool Critical Asserted.
Resource-Pool: Pool-1,
Warning: Storage (Consumed) 70% -> 85%,
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Info: Memory(Actual) --% -> 60%,
Critical: Storage(Actual) 85% -> 100%
--イベント 2: Resource-Pool Warning Deasserted
イベント 2 のメッセージ
--Resource-Pool Warning Deasserted.
Resource-Pool: Pool-1,
Warning: vCPU(Consumed) 90% -> 70%
--リソースプール監視機能の動作は、レジストリによって変更することができます。
設定できるレジストリキーは、
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥ResourcePool
Monitor であり、指定可能な値は以下の表の通りです。

値名

型

設定範囲

意味

Enable

REG_DWORD

0、もしくは1

1の場合、監視機能を有効にする。デフォルト
は有効 (1)。変更した場合は、再起動が必要。

WaitMinutes

REG_DWORD

1から10080

起動から初回の監視までの時間 (分)。デフォ
ルトは30。変更した場合は、再起動が必要。

IntervalMinutes

REG_DWORD

1から10080

監視間隔時間 (分)。デフォルトは60。変更し
た場合は、再起動が必要。

InfoLevel

REG_DWORD

0から10000

閾値 (Info) の使用率。デフォルトは60。0で無
効。

WarningLevel

REG_DWORD

0から10000

閾値 (Warning) の使用率。デフォルトは80。
0で無効。

CriticalLevel

REG_DWORD

0から10000

閾値 (Critical) の使用率。デフォルトは100。0
で無効。

InfoLevel、WarningLevel、CriticalLevel の各閾値設定に "0" を指定した場合、該当の閾
値による監視は行われません。
ま た 、 こ れ ら の 各 値 に
"0" 以 外 の 値 を 設 定 す る 場 合 は 、
InfoLevel<WarningLevel<CriticalLevel の関係になるよう設定してください。この関係になっ
ていない場合、下位の閾値に対する監視は無効になります。
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仮想環境の管理機能について

本章では、SigmaSystemCenter の仮想環境の管理機能について説明します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

システム構成............................................................................................................ 316
VM 作成 .................................................................................................................. 336
仮想マシンに割り当てるデバイスのカスタマイズ ........................................................ 357
Full Clone ................................................................................................................ 401
HW Profile Clone .................................................................................................... 402
Differential Clone .................................................................................................... 403
Disk Clone............................................................................................................... 408
イメージの管理 (Differential Clone、Disk Clone) ..................................................... 410
スナップショットの管理 .............................................................................................. 416
VM 移動 .................................................................................................................. 418
リソースプール ......................................................................................................... 428
仮想マシンの配置管理 ............................................................................................. 454
仮想環境の障害対応について .................................................................................. 498

仮想環境の構築・運用を行うためには様々な作業が必要となりますが、SigmaSystemCenter を利用する
ことで、容易に実施できるようになります。
SigmaSystemCenter は、仮想マシンサーバの構築から、仮想マシンの作成、ゲスト OS のインストールや
移動、障害時の復旧まで、仮想環境のライフサイクルにおける様々な局面で必要となる機能を提供しま
す。
また、SigmaSystemCenter は、VMware、Hyper-V、XenServer、KVM といった主要な仮想環境のプラッ
トフォームに対応しています。
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3.1. システム構成
SigmaSystemCenter は、VMware、Hyper-V、XenServer、KVM の主要な仮想環境のプラ
ットフォームに対応しています。SigmaSystemCenter は仮想環境の違いを吸収し、統一した
インターフェースで機能を提供していますが、一部異なる部分があります。
次に各仮想環境別の概要について説明します。

3.1.1.

VMware 環境
VMware 環境では、次の 2 種類の管理方法があります。


VMware vCenter Server 管理
VMware vCenter Server を利用して、仮想マシンサーバを管理します。仮想マシンサー
バは、ESX と ESXi の両方を管理対象とする ことができます。ESXi の場合は、
ESMPRO/ServerAgent と DPM クライアントをインストールできないため、一部の機能
が利用できません。vSphere 5 の場合、仮想マシンサーバが ESXi のみとなるため、
ESMPRO/ServerAgent と DPM クライアントを使用する機能が一部利用できません。



スタンドアロン ESXi
VMware vCenter Server を利用せずに直接仮想マシンサーバを管理します。ESXi の
みを管理対象とします。vCenter Server を利用して実現する Migration (電源オンでの
移動) などの機能を利用できません。また、ESXi には ESMPRO/ServerAgent と DPM
クライアントをインストールできないため、これらの製品を利用して実現する機能も利用
できません。

VMware vCenter Server 管理とスタンドアロン ESXi の機能差異は次の表の通りです。

機能

VMware vCenter Server

スタンドアロン ESXi

VM作成 / 削除 / 再構成 (Full
Clone / HW Profile Clone / Disk
Clone / Differential Clone)

利用可能

利用可能 (Full Clone不可)

スナップショット管理 / イメージ管
理

利用可能

利用可能

VMインポート / VMエクスポート

利用可能

利用可能

VMクローン

利用可能

利用可能

VM電源制御

利用可能

利用可能

仮想マシンサーバの電源制御

利用可能

利用可能

VM移動 (Migration / Quick
Migration)

利用可能

利用可能 (電源オンでの移動
は不可)

VM移動 (Storage Migration /
Move)

利用可能

利用可能 (電源オンでの移動
は不可)

VM移動 (Failover)

利用可能

利用可能
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3.1.2.

機能

VMware vCenter Server

スタンドアロン ESXi

障害時のVM自動Failover

利用可能

利用可能

障害予兆時のVM自動Migration

利用可能

利用可能 (シャットダウン後に
移動)

仮想マシンサーバのブートコンフィ
グ (vIO) 置換

利用可能

利用可能

VM最適起動

利用可能

利用可能

VM最適配置 (負荷分散、省電力)

利用可能

利用不可

VM配置制約

利用可能

利用可能

仮想マシンサーバ監視

利用可能

利用可能

VM死活監視

利用可能 (既定はオフ)

利用可能

仮想マシンサーバHW予兆監視

利用可能

利用可能

仮想マシンサーバへのパッチ配布

利用可能 (ESXiは不可)

利用不可

仮想マシンへのパッチ・アプリケー
ション配布

利用可能

利用可能

仮想マシンサーバプロビジョニング

利用可能

利用可能

VMコンソール / コンソールスクリ
ーンショット

利用可能

利用可能

最新性能情報閲覧

利用可能

利用可能

性能監視、グラフ表示
(SystemMonitor)

利用可能

利用可能

VMware (vCenter Server 管理) 環境のシステム構成
VMware (vCenter Server 管理) 環境のシステム構成について説明します。
システムは、SigmaSystemCenter、vCenter Server の管理サーバと管理対象の仮想マシ
ンサーバ群で構成されます。Migration や Failover が伴う各機能を利用可能にするためには、
仮想マシンサーバ群は共有ストレージに接続する必要があります。VMware では、共有スト
レージとして FC SAN、ISCSI、NAS が利用可能です。一般的には FC SAN が利用されま
す。
各仮想マシンサーバは、以下の通り、バージョンにより必要となるハードウェアが異なりま
す。


ESX / ESXi 4.0、4.1 の場合は、x64 プロセッサ (Intel VT 有効) が搭載され、メモリは
2GB 以上



ESXi 5.0 の場合、x64 プロセッサ (Intel VT 有効) が 2 コア以上搭載され、メモリは
2GB 以上



ESXi 5.1 の場合、x64 プロセッサ (Intel VT、ハードウェア DEP 有効) が 2 コア以上搭
載され、メモリは 2GB 以上

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
317

3 仮想環境の管理機能について


ESXi 5.5 の場合、x64 プロセッサ (Intel VT、ハードウェア DEP 有効、LAHF / SAHF
の命令をサポート) が 2 コア以上搭載され、メモリは 4GB 以上。

管理サーバには、SigmaSystemCenter と vCenter Server をインストールします。vCenter
Server は SigmaSystemCenter と別のマシンにインストールすることも可能です。vCenter
Server を別マシンにインストールする場合は、SigmaSystemCenter から管理 LAN 経由で
接続できるようにする必要があります。
管理対象の仮想マシンサーバには、VMware ESXi、または ESX Server をインストールしま
す。vSphere 5 以降は ESXi のみが利用可能です。ESX 4.1 以下の VMware ESX Server
の場合は、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent もインストールします。

管理サーバ
Windows Server
VMware vCenter Server
SystemProvisioning
DeploymentManager
SystemMonitor
ESMPRO/ServerManager

管理LAN
VM用LAN

DataCenter１

VMサーバ１
VMware ESXi

VMサーバ2

VMサーバ3

VMware ESXi

VMware ESXi

SAN

LUN

LUN

次に仮想マシンサーバ内の構成について説明します。
仮想マシンサーバ上には、ESXi、vSphere 5 以降の場合、ESXi 以外にインストールが必要
なものはありません。ESX 4.1 以下の場合、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent for
VMware をインストールする必要があります。
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各仮想マシンには、VMware Tools と DPM クライアントがインストールされている必要があり
ます。各仮想マシンの仮想 NIC は仮想ネットワークを経由して仮想マシン用 LAN に接続す
る必要があります。

仮想マシンサーバ
仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

VMware tools

VMware tools

VMware tools

DPMクライアント

DPMクライアント

DPMクライアント

仮想NIC

仮想NIC

仮想NIC

仮想ネットワーク

NIC2

NIC1

VMware ESXi

VM用LAN
管理LAN

3.1.3.

VMware (vCenter Server 管理) 環境の構築例
VMware (vCenter Server 管理) 環境の構築の一例を次の図で説明します。次の図では、
仮想マシンサーバを管理可能な状態にするまでの作業の流れを説明しています。仮想マシ
ン作成の作業例については、「1.4.13 イメージ展開の利用例 ‐Full Clone、Differential
Clone、Disk Clone (Sysprep、vCenter Server)‐」などを参照してください。詳細な手順につ
いては、インストレーションガイドやコンフィグレーションガイド、各製品マニュアルを参照して
ください。
構築例における管理対象の VMware は、vSphere 5 を使用し、仮想マシンサーバには ESXi
を利用しています。
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3 仮想環境の管理機能について
1 ハードウェアの準備

7 SystemProvisioningにVMサーバを登録、BMC設定

用意した管理サーバ、VMサーバ、ネットワーク、ストレージを接続し、利用可能な状態にす

[リソース]ビュー上でグループRGroupを作成する。Rgroupに、[マシン登録]でVMServer

る。ネットワークは管理LANとVM用LANの2つを用意。構成は下図を参照。

の登録を行う。VMServerのネットワーク設定には管理LANと接続するNIC#1とVM用LAN

2 管理サーバにOS/SSC等のインストール、初期設定

に接続するNIC#2を登録する。BMCを使用する場合、リモートKVMコンソールでSSC用のア

管理サーバにWindowsをインストールする。アカウントはadministrator, mngpswd。

カウントadministrator, bmcpswdを登録する。SSCのVMServerマシン設定でBMCのIP

IPは192.168.50.1。IIS、ASP.NET、DHCPをインストールする。SSC、VC、iSMをインス

アドレス192.168.50.201とアカウントadministrator、bmcpswdを指定し、OOBのアカ

トールする。iSM にアクセスコントロールのライセンスを登録する。VCにライセンス登録を

ウントを登録する。

行い、インベントリにデータセンターDataCenterを追加。

8 VMサーバの運用グループの作成
[運用]ビュー上で、VMS用のグループGroupを作成する。ポリシーはPolicyを指定する。最

SSCのライセンス、サブシステム追加、ポリシー作成、DPM初期設定

3

適配置の負荷監視を有効にする。仮想ネットワークには、NIC#2とNetworkを設定する。

SSCのライセンスの登録後、PVMServiceサービスを再起動する。サブシステム:VMware

性能データ収集設定を有効にし、監視プロファイルStandard Monitoring Profile(1min)、

vCenter Serverを、ホスト名はlocalhost、アカウントはadministrator、mngpswdの指

監視アカウントはroot, rootpswdを設定する。

定で追加する。サブシステム:DeploymentManagerを、ホスト名はlocalhost、パスワー
ドはdpmmgrの指定で追加する。ポリシーは、Policyの名前で標準ポリシー(仮想マシンサ

運用グループにホスト設定を追加

9

ーバ 予兆)をベースに作成する。ポリシーの「ターゲットアクセス不可/回復」イベントは無

[ 運 用 ] ビ ュ ー 上 で 、 グ ル ー プ Group 下 に ホ ス ト VMServer を 作 成 し 、 NIC#1 に

効にし、「VMSアクセス不可/回復」イベントを有効にする必要がある。環境設定でESXiの

192.168.50.51を登録して管理用IPアドレスにも同じIPを選択する。

rootパスワードrootpswdを設定する。

マスタマシン登録の実行

10

4 VMサーバのインストール

ホストVMServerに対しマシンVMServerをマスタマシン登録で割り当て、稼動状態にする。

VMサーバにESXiをインストールする。ESXiのIPは192.168.50.51。

仮想スイッチvSWitch1とポートグループVM Networkが自動的に作成される。この後、構

5 VCにESXiを登録、ネットワーク設定

成情報反映のタイミングでSystemMonitorにグループGroupが作成され、VMServerが自動

VC上でDataCenterにインストールしたESXiをホストVMServerとして登録する。ESXiのラ

的に登録される。

イセンス登録を行う。VMServerのネットワーク構成として、仮想スイッチvSwitch0に管理

データストアの作成と登録

11

LANに接続するvmnic0とポートグループManagement Networkを割り当てる。SSC上で

iSMにLDSetを登録し、HBAを割り当てる。LDの LUNを作成しLDSetに割り当てる。vSphere

収集を実行する。Management Networkは、VMotionを有効にしておく。

Clientを使用してLUNをDatastoreとしてESXに登録する。SSC上で収集を行い、データスト

6 論理ネットワーク設定

アの情報をSSCに取り込む。

VM用LANの論理ネットワークNetworkを追加する。Networkには、仮想スイッチvSwitch1、
VLAN(ポートグループ) VM Networkを設定する。

SystemProvisioning(SSC Webコンソール)
[運用]ビュー
8 グループ:Group、マシン種別:VMサーバ
OS種別:Linux、ポリシー名:Policy、
”負荷監視を有効にする”をオン、

9 ホ ス ト :VMServer 、 NIC#1 IP ア ド レ
10

ス:192.168.50.51など、管理用IPアド
レス:192.168.50.51

ント: administrator, mngpswd

３ サブシステム:DeploymentManager、

bmcpswd, NIC#1:00:16:97:A7:01:8

ホ ス ト 名 :localhost 、 パ ス ワ ー

0, NIC#2:00:16:97:A7:01:81

6 論理ネットワーク:Network, 仮想スイッ
チ:vSwitch1,VLAN:VM Network

ド:dpmmgr

３ ポリシー:Policy、標準ポリシー(仮想マ
シンサーバ 予兆)をベース。「ターゲッ
トアクセス不可/回復」は無効にし、

[仮想]ビュー

パスワード:rootpswd

11 データストア:Datastore
5 仮想スイッチ:vSwitch0(vmnic0,
有効にする

３ 環境設定: rootpswd

２

DeploymentManager
管理LAN

1

11 LD セ ッ ト :LDSet 、 HBA の WWN:
1000-0000-C93A-5DC2

VMサーバ:
VMServer

1

1

VM用LAN

BMC ・IPアドレス:

192.168.50.51

iStorageManager(iSM)

SystemMonitor

BMC LAN
管理LAN・IP :

ワード: bmcpswd

SystemProvisioning

2

iStorageManager

ユーザ: administrator、パス

Network)

SigmaSystemCenter

2

VMware vCenter Server

IPアドレス:192.168.50.201、

10 仮想スイッチ:vSwitch1(vmnic1, VM

管理サーバ:Mng

1

Windows Server

10 マシン:VMServer

４ IPアドレス:192.168.50.51

Management Network), VMotionを

2

8 グループ:Group、root, rootpswd

VMware ESXi(ESXi)

３ SSCライセンス

管理サーバIP : 192.168.50.1

BMC(リモートKVMコンソール)

5 VMwareライセンス

２

「VMSアクセス不可/回復」を有効

３ データセンター:DataCenter

管理者アカウント :administrator, mngpswd

SystemMonitor

5 ホスト:VMServer

Server、ホスト名:localhost、アカウ

B, 192.168.50.201, administrator,

5 VMサーバ:VMServer,キャパシティ値: 100

7

２ データセンター:DataCenter

３ サブシステム:VMware vCenter

7 マシン:VMServer、アカウント情報: OO

イルStandard Monitoring Profile(1
仮想ネットワーク: NIC#2,Network

[管理]ビュー

7 グループ:RGroup

性能データ収集設定をオン、監視プロファ
min)、アカウント:root, rootpswd、

VMware vCenter Server(VC)

[リソース]ビュー

192.168.50.201

NIC#1 00:16:97:A7:01:80
NIC#2 00:16:97:A7:01:81

NIC#1 NIC#2

４
VMware ESXi

SAN

11 LD:LUN
2

アクセスコントロールライセンス

1

ストレージ

LD:LUN、データストア : Datastore
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3.1.4.

Hyper-V 環境
Hyper-V 環境を管理するために、Hyper-V クラスタと Hyper-V 単体の 2 種類の方式があり
ます。


Hyper-V クラスタ
Microsoft Failover Cluster (MSFC) で管理された仮想マシンサーバのクラスタを管理
します。Microsoft Failover Cluster の機能により、Migration や障害時のフェールオー
バーなどの機能が利用できるようになります。他の仮想化基盤とほぼ同等の機能が利
用できるようになります。管理対象のクラスタを SigmaSystemCenter で管理するため
には、Web コンソールのサブシステム画面上で管理対象のクラスタを登録します。



Hyper-V 単体
Hyper-V 仮想マシンサーバを個別に管理します。Microsoft Failover Cluster 利用によ
り実現する機能は、利用できません。また、Hyper-V 単体の管理方式は既定値では有
効になっていません。有効にするためには、Web コンソールの [仮想] ビュー上で
"Hyper-V を管理する" を実行する必要があります。

SigmaSystemCenter は、Hyper-V クラスタと Hyper-V 単体の両方が混在した環境を管理す
ることができます。ただし、1 つの仮想マシンサーバを両方の方式で同時に管理することはで
きません。どちらか片方の方式を選択する必要があります。
Hyper-V クラスタと Hyper-V 単体の機能差異は次の表の通りです。

機能

Hyper-V クラスタ

Hyper-V 単体

VM作成 / 削除 / 再構成 (HW
Profile / Disk / Differential Clone)

利用可能

利用可能

マシンプロファイル / VM編集

利用可能

利用可能

スナップショット管理 / イメージ管
理

利用可能

利用可能

VMインポート / VMエクスポート

利用可能

利用可能

VMクローン

利用可能

利用可能

VM電源制御

利用可能

利用可能

仮想マシンサーバの電源制御

利用可能

利用可能

VM移動 (Migration / Quick
Migration)

利用可能

利用可能 (SMBファイルサー
バ) *1

VM移動 (Storage Migration /
Move)

利用可能 *1

利用可能 *1

VM移動 (Failover)

利用不可
(SigmaSystemCenterからの操
作)

利用可能 (SMBファイルサー
バ) *1

障害時のVM自動Failover

利用可能 (MSFC動作の自動
同期)

利用不可
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機能

Hyper-V クラスタ

Hyper-V 単体

障害予兆時のVM自動Migration

利用可能

利用可能 (SMBファイルサー
バ) *1

仮想マシンサーバのブートコンフィ
グ (vIO) 置換

利用可能

利用可能

VM最適起動

利用可能

利用可能 (別サーバへの移動
はWindows Server 2012以降
が必要)

VM最適配置 (負荷分散、省電力)

利用可能

利用可能 (SMBファイルサー
バ) *1

VM配置制約

利用可能

利用可能 (SMBファイルサー
バ) *1

仮想マシンサーバ監視

利用可能 (MSFC動作の自動
検出)

利用可能

VM死活監視

利用可能 (MSFC動作の自動
検出)

利用可能

仮想マシンサーバHW予兆監視

利用可能

利用可能 (ポリシーによる自動
移動はSMBファイルサーバ) *1

仮想マシンサーバへのパッチ配布

利用可能

利用可能

仮想マシンへのパッチ・アプリケー
ション配布

利用可能

利用可能

仮想マシンサーバプロビジョニング

利用不可

利用不可

VMコンソール、コンソールスクリー
ンショット

利用可能

利用可能

最新性能情報閲覧

利用可能

利用可能

性能監視、グラフ表示
(SystemMonitor)

利用可能

利用可能

*1

Windows Server 2012以降が必要

仮想マシンサーバと仮想マシンの監視や障害時の VM 自動 Failover については、Microsoft
Failover Cluster の機能で実現します。Microsoft Failover Cluster が何らかの障害を検出し
た場合、SigmaSystemCenter は、それを検出し運用ログにイベントを記録したり、仮想マシ
ンサーバと仮想マシンのステータス情報に状態を反映したり、ポリシーを起動したりすること
ができます。障害時は Microsoft Failover Cluster が、障害が発生した仮想マシンサーバ上
で 動 作 し て い た 仮 想 マ シ ン を 別 の 仮 想 マ シ ン サ ー バ に 自 動 的 に Failover し ま す 。
SigmaSystemCenter は、その動作を自動的に検出し、構成情報データベースに反映を行
い、実際の状況と保持情報が矛盾しないように動作します。
SigmaSystemCenter から、Windows Server 2012 以降の Hyper-V を使用する場合、
Windows Server 2012 以降の Hyper-V の以下の機能を利用することができません。


Hyper-V レプリカ
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3.1.5.

Hyper-V クラスタ環境のシステム構成
Hyper-V クラスタ環境のシステム構成について説明します。
システムは、SigmaSystemCenter の管理サーバとドメインコントローラー、管理対象の仮想
マ シ ン サ ー バ 群 で 構 成 さ れ ま す 。 ま た 、 ク ラ ス タ の 共 有 ボ リ ュ ー ム (Cluster Shared
Volumes ： CSV) を構築するために、SAN に接続されたストレージが必要です。SAN には、
管理対象の仮想マシンサーバが接続されている必要があります。iSCSI による構成はサポ
ート外です。管理対象の仮想マシンサーバ群は Hyper-V クラスタとして管理します。
各仮想マシンサーバには、x64 プロセッサが搭載され、Intel VT、ハードウェア DEP の機能
が必要です。また、すべての仮想マシンサーバに同一モデルのプロセッサが搭載されている
ことが推奨されます。
ネットワークは、管理用 LAN と仮想マシン用 LAN の 2 つを用意します。管理用 LAN は仮想
マシンサーバの制御、監視に使用し、仮想マシン用 LAN は仮想マシンの制御に使用します。
業務で利用するネットワークには、別のネットワークを別途用意するか、仮想マシン用 LAN
と共有するか、どちらかの方法が考えられます。管理サーバ、各仮想マシンサーバ、ドメイン
コントローラーを両方のネットワークに接続します。
管理サーバの OS は Windows Server 2008 R2 SP1 以降のバージョンの Windows が必要
です。SigmaSystemCenter は管理サーバにインストールします。System Center Virtual
Machine Manager (SCVMM) は必要ありません。SigmaSystemCenter は Hyper-V の各
仮想マシンサーバに対し、SCVMM を経由せず直接制御することができます。
各仮想マシンサーバには、Windows Server 2008 R2 SP1 以降のバージョンの Windows
をインストールし、Hyper-V の役割とフェールオーバー クラスタリングの機能を追加する必
要があります。また、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent をインストールします。
各仮想マシンサーバは、同一の Active Directory ドメインに所属している必要があります。
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Domain1
管理サーバ

ドメインコントローラー

System Center Virtual

Windows Server 2008R2 SP1

Machine Managerは

SystemProvisioning

必要ありません

DeploymentManager

Windows

SystemMonitor
ESMPRO/ServerManager

管理LAN
VM用LAN

VMサーバ１

Cluster1

VMサーバ2

VMサーバ3

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2008 R2 SP1

Hyper-V

Hyper-V

Hyper-V

フェールオーバクラスタリング

フェールオーバクラスタリング

フェールオーバクラスタリング

DPMクライアント

DPMクライアント

DPMクライアント

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgent

SAN

LUNはCSVとして登録後、各仮
想マシンサーバ上で
C:\ClusterStorage\Volume1
C:\ClusterStorage\Volume2
として、認識される。

LUN
(Volume1)

LUN
(Volume2)

次に仮想マシンサーバ内の構成について説明します。
Hyper-V では、仮想マシンのことをパーティションと呼んでいます。パーティションは次の 2 種
類に分けられます。


Hyper-V を管理するためのパーティション。ペアレントパーティションと呼ばれます。今後
の説明では、SigmaSystemCenter の用語を使用して、仮想マシンサーバと呼びます。



通常のゲスト OS が動作するパーティション。チャイルドパーティションと呼ばれます。今
後の説明では、SigmaSystemCenter の用語を使用して、仮想マシンと呼びます。

仮 想 マ シ ン サ ー バ ( ペ ア レ ン ト パ ー テ ィ シ ョ ン ) 上 に は 、 DPM ク ラ イ ア ン ト と
ESMPRO/ServerAgent をインストールする必要があります。
各仮想マシン (チャイルドパーティション) には、Hyper-V 統合サービスと DPM クライアント
がインストールされている必要があります。各仮想マシン (チャイルドパーティション) の仮
想 NIC は仮想ネットワークを経由して仮想マシン用 LAN に接続する必要があります。HW
Profile Clone を利用する場合は、仮想 NIC の種類を PXE 機能が使用可能なレガシ ネット
ワーク アダプタにする必要があります。ただし、レガシ ネットワーク アダプタは低速のため、
業務に影響が出る可能性があります。業務に影響が出る場合は通常のネットワークアダプタ
を使用する仮想 NIC を別途追加するなどの対応が必要となります。
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システム構成
仮想マシンサーバ
仮想マシン(チャイルド

仮想マシン(チャイルド

パーティション)

パーティション)

パーティション)

Hyper-V統合サービス

Hyper-V統合サービス

Hyper-V統合サービス

DPMクライアント

DPMクライアント

DPMクライアント

仮想NIC

仮想マシン(チャイルド

仮想NIC

仮想ネットワーク

仮想NIC

ペアレントパーティション
Windows Server 2008 R2 SP1
Hyper-V
フェールオーバクラスタリング
DPMクライアント

NIC2

NIC1

ESMPRO/ServerAgent

VM用LAN
管理LAN

3.1.6.

Hyper-V クラスタ環境のクラスタ構築手順
Hyper-V のクラスタを作成し、SigmaSystemCenter に登録するまでの作業の流れは以下の
通りです。具体的な詳細手順については、Microsoft 社から公開されている Hyper-V のドキ
ュメントや「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」を参照してください。管理サー
バやドメインコントローラーに OS や SigmaSystemCenter がインストール済みの前提で説明
します。下記は、Windows Server 2008 R2 SP1 の利用例です。
1.

ドメインコントローラーのサーバにて Active Directory ドメインを構築します。DNS サー
バを有効にしておく必要があります。

2.

仮想マシンサーバの構築

3.

1.

Windows Server 2008 R2 SP1 をインストールします。

2.

ドメインに参加します。

3.

サーバマネージャーを使用して "Hyper-V" の役割追加を行います。

4.

サーバマネージャーを使用して "フェイルオーバ クラスタリング" の機能追加を実
施します。

ストレージの LUN 構築、割り当て (FC-SAN 環境の場合)
1.

4.

ストレージ上で共有ストレージとなる LUN を構築後、各仮想マシンサーバに割り当
てを行い、LUN を各仮想マシンサーバからアクセス可能な状態にします。

クラスタの設定作業 (1 台の仮想マシンサーバ上で実施)
1.

フェールオーバー クラスタ マネージャーを使用してクラスタを作成します。その際
に、クラスタを構成するすべての仮想マシンサーバをノードとして追加します。
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5.

2.

共有ストレージとなるディスクをオンラインにして、ボリュームを作成し、NTFS でフ
ォーマットします。

3.

フェールオーバー クラスタ マネージャーを使用して、"記憶域" にフォーマット済み
のボリュームを追加します。

4.

フェールオーバー クラスタ マネージャーを使用して、クラスタの共有ボリュームの
有効化を行います。

5.

フェールオーバー クラスタ マネージャーを使用して、"記憶域" に追加したボリュ
ームを "クラスタの共有ボリューム" に追加します。この操作で追加されたボリュー
ムが CSV になります。

SigmaSystemCenter の作業
1.

3.1.7.

Web コンソールの「サブシステム」ウィンドウで、構築したクラスタを "Hyper-V
Cluster" サブシステムとして追加登録します。登録するホスト名には、作成したク
ラスタのクラスタ名、あるいはクラスタの IP アドレスを指定します。

Hyper-V 環境での SMB ファイルサーバの利用
Windows Server 2012 以降の Hyper-V では、SMB ファイルサーバ上の共有フォルダをデ
ータストアとして利用し、仮想マシンを SMB ファイルサーバ上に配置することが可能です。た
だし、SMB ファイルサーバは SMB プロトコル 3.0 をサポートしている必要があります。SMB
ファイルサーバは、Hyper-V クラスタと Hyper-V 単体の両方の環境で利用可能です。
SigmaSystemCenter で、SMB ファイルサーバ上の共有フォルダを仮想マシンサーバのデ
ータストアとして扱うためには、以下のような事前準備が必要です。アクティブディレクトリや
ファイル共有の設定の詳細は、Microsoft 社のマニュアルを参照してください。


SigmaSystemCenter の管理サーバから SMB ファイルサーバにアクセスできるようにし
ます。



SigmaSystemCenter の管理サーバをアクティブディレクトリのドメインに参加させます。



SMB ファイルサーバ上の共有フォルダにおけるファイル共有の設定で、
SigmaSystemCenter の管理サーバのマシンアカウントに対するフルコントロール権限
が追加されている必要があります。



SMB ファイルサーバ上の共有フォルダにおけるファイル共有の設定で、SMB ファイル
サーバを利用する仮想マシンサーバのマシンアカウントに対するフルコントロール権限
が追加されている必要があります。



Hyper-V 単体の仮想マシンサーバを SigmaSystemCenter へ登録する際、使用するア
カウントは、ドメインの管理者アカウントを使用します。

そして、コマンドラインから ssc コマンドを用いて、SMB ファイルサーバの共有フォルダを使用
する仮想マシンサーバに対して、データストアとして登録をする必要があります。Hyper-V 単
体環境上で対象の共有フォルダを複数の仮想マシンサーバを共有して使用する場合、各仮
想マシンサーバに対してコマンドを実行する必要があります。
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例)
ssc
create
datastore
¥¥CIFSServer¥ShareFolder1¥VMServer1
CIFSServer -folder ShareFolder1

-server

データストアの登録を削除する場合にも同様に ssc コマンドを使用してください。
例)
ssc delete datastore ¥¥CIFSServer¥ShareFolder1¥ VMServer1
上記の-server オプションで指定する SMB ファイルサーバの名前の表現形式は、すべての
仮想マシンサーバで同じ形式を使用する必要があります。ホスト名単独の指定と FQDN、IP
アドレスなどを混在させて使用しないでください。
また、Hyper-V の仮想マシンサーバを SMB ファイルサーバとして使用する構成はサポートし
ていません。
Hyper-V 単体環境において、仮想マシンの Migration / Quick Migration を行う場合、移動対
象の仮想マシンの配置先として SMB ファイルサーバを利用する必要があります。SMB ファ
イルサーバの設定条件については、上記の説明を参照してください。その他、Hyper-V のラ
イブマイグレーションに関する設定も必要です。Hyper-V のライブマイグレーションについて
は、「3.10.4 各仮想化基盤の対応一覧」の説明を参照してください。

Domain1
管理サーバ

ドメインコントローラー

Windows Server 2012
Windows

SystemProvisioning
DeploymentManager
SystemMonitor
ESMPRO/ServerManager

管理LAN
VM用LAN

VMサーバ2

VMサーバ１
VM１

VM１

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V

ストレージ用LAN

SAN が 利 用 で き な い 環 境 で
も、仮想マシンサーバ間の仮想

共有

マシンの移動が可能になる。
ライブマイグレーションも可

フォルダ
Windows Server 2012

能。

SMBファイルサーバ

SMB３.0が必須
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3.1.8.

Hyper-V クラスタ環境の構築例
Hyper-V クラスタ環境の構築の一例を次の図で説明します。次の図では、仮想マシンサーバ
を管理可能な状態にするまでの作業の流れを説明しています。仮想マシン作成の作業例に
ついては、「1.4.14 イメージ展開の利用例 ‐Differential Clone、Disk Clone (DPM)‐」など
を参照してください。詳細な手順については、インストレーションガイドやコンフィグレーション
ガイド、各製品マニュアルを参照してください。
下記は、Windows Server 2008 R2 SP1 を使用した場合の構築例です。
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システム構成
1 ハードウェアの準備、ドメイン構築

7 SystemProvisioningにVMサーバを登録、BMC設定

用意した管理サーバ、仮想マシンサーバ、ネットワーク、ストレージを接続し、利用可能な状態に

[リソース]ビュー上でRGroupを作成する。RGroupに VMServer1とVMServer2のマシン登録

する。ネットワークは管理LANとVM用LANの2つを用意。ActiveDirectoryドメインのdomain.net

を行う。VMServer1, VMServer2のネットワーク設定にNIC#1とNIC#2を登録する。

を構築する。ドメインの管理者アカウントはadministrator, domainpswd。

BMCを使用する場合、リモートKVMコンソールにSSC用のアカウントadministrator, bmcpswd

2 管理サーバにOS/SSC等のインストール、DPM初期設定、SSCライセンス登録

を登録する。SSCのマシン設定でBMCのIPアドレス192.168.50.201,202とアカウント

管理サーバにWindows Server 2008 R2 SP1をインストールする。IPは192.168.50.1。DNSは

administrator、bmcpswdを指定し、OOBのアカウントを登録する。

192.168.50.5を設定する。OSにIIS、ASP.NET、DHCPをインストールする。SSC、iSMをイン
ストールする。SSCのライセンスの登録後、PVMServiceサービスを再起動する。

8 論理ネットワークを設定
VM用LANの論理ネットワークNetworkを追加する。Networkには、仮想スイッチvSwitch、VL

3 VMサーバのインストール

AN VM Networkを追加する。

VMServer1とVMServer2にWindows Server 2008 R2 SP1をインストールする。VMサーバのIP

9 DPMにVMサーバを登録

は192.168.50.51と52。DNSは192.168.50.5を設定する。OSにHyper-Vの役割を追加する。

DPMにグループDGroupを作成する。新規コンピュータとして検出されたVM サーバ２台を

フェイルオーバクラスタリングの機能を追加する。管理サーバIP192.168.50.1を指定し、DPM

DGroup配下に追加する。コンピュータ名はVMServer1,VMServer2を指定する。

クライアントをインストールする。 ESMPRO/SAをインストール後、ESMPRO/SA に接続先マネ
ージャ192.168.50.1、コミュニティ名publicを設定する。ESMPRO/SAの障害時シャットダウ
ンの設定を無効にする。VMServer1とVMServer2をdomain.netに参加させる。

負荷監視を有効にする。仮想ネットワークにNIC#2とNetworkを設定する。性能データ収集設

4 共有ディスク設定
iSMにVMServer1用のLDSet1とVMServer2用のLDSet2を作成し、各マシンのHBA情報(WW
N)を割り当てる。LDの LUNを作成しLDSet1とLDSet2に割り当てる。

5

10 VMサーバの運用グループ、ホスト設定を追加
[運用]ビュー上で、VMサーバ用のGroupを作成する。ポリシーはPolicyを指定する。最適配置の
定を有効にし、監視プロファイルStandard Monitoring Profile(1min)、監視アカウントは
domain.net\administrator,domainpswdを設定する。Group 下にホストVMServer1と
VMServer2を作成し、NIC#1に192.168.50.51と52を登録して管理用IPアドレスとする。

クラスタの構築

VMServer1のフェールオーバークラスターマネージャーを使用してクラスタを作成する。
VMServer1とVMServer2をノードとして追加する。VMServer1上で手順4で構築した共有ディ
スクをオンラインにして、ボリュームを作成し、NTFSでフォーマットする。フェールオーバーク
ラスターマネージャーを使用して、”記憶域”にフォーマット済みのボリュームを追加して、”クラ
スターの共有ボリューム”を有効化する。”記憶域”に追加したボリュームを”クラスターの共有ボリ
ューム”に追加することで、クラスターディスク1がCSVとして認識されるようになる。

11 マスタマシン登録の実行
ホストVMServer1,VMServer2に対しマシンVMServer1,VMserver2をマスタマシン登録で
割 り 当 て 、 運 用 グ ル ー プ 上 で 稼 動 状 態 に す る 。 こ の 時 、 ESMPRO/SM へ のVMServer1 と
VMServer2の登録が自動的に行われる。また、VMServer1とVMServer2の上に仮想スイッチ
VSwitchとポートグループVM Networkが自動作成される。マスタマシン登録後、構成情報反映
のタイミングでSystemMonitorにグループGroupが作成され、VMServer1とVMServer2が自

6 サブシステムの追加、ポリシーの作成
サブシステム:Hyper-V Clusterを、ホスト名:HvCluster.domain.net、ドメイン名\アカウント

動的に登録される。

名 :domain.net\administrator 、 パ ス ワ ー ド :domainpswd で 追 加 す る 。 サ ブ シ ス テ
ム:DeploymentManagerをホスト名はlocalhost、パスワードはdpmmgrで追加する。ポリシ
ーは、Policyの名前で標準ポリシー(仮想マシンサーバ Hyper-V)をベースに作成する。

Hyper-Vクラスタ（MSFC）

SystemProvisioning(SSC Webコンソール)
[運用]ビュー

[管理]ビュー
6

[リソース]ビュー

10 グループ:Group、マシン種別:VMサーバ

7 マシン:VMServer1,OOB:192.168.50.2

y、 ”負荷監視を有効にする”をオン、

01,administrator,bmcpswd,NIC#1:00

性能データ収集設定をオン、監視プロファ

7

(1min)、アカウント:domain.net\ad
ministrator, domainpswd
仮想ネットワーク:NIC#2, Network

10 ホスト:VMServer2、NIC#1 IPと管理用

6 ポリシー:Policy

:16:97:A7:01:80,NIC#2:00:16:97:A7:01:81

2 SSCライセンス

VMサーバ:VMServer1

BMC(リモートKVMコンソール)

192.168.50.71
HvCluster

7 IPアドレス:192.168.50.201、アカウント: administrator, bmcpswd

サーバ: VMServer2

SystemMonitor

, domainpswd

11 マシン:VMServer1

BMC LAN
192.168.50.201

1

4

LD:LUN

VMServer2

3

2

1

アクセスコントロールライセンス

1

NIC#1 NIC#2

3

NIC#1 00:16:97:A7:01:80
NIC#2 00:16:97:A7:01:81

SAN
Windows Server 2008 R2 SP1

ストレージ

4 LDセット:LDSet1、HBAのWWN: 1000-0000-C93A-5DC2
4 LDセット:LDSet2、HBAのWWN: 1000-0000-C93A-5FC2

マシン:VMServer2

192.168.50.52

NIC#2 00:16:97:A7:01:79

3 管理サーバのIP:192.168.50.1

VM用LAN
BMC LAN
192.168.50.202

VMサーバ:

NIC#1 NIC#2

iStorageManager(iSM)

10 グループ:Group, domain.net\administrator

1
192.168.50.5

管理LAN

NIC#1 00:16:97:A7:01:78

DPMクライアント

(DNSサーバ)

SystemMonitor

192.168.50.51

VMサーバ:
VMServer1

7 IPアドレス:192.168.50.202、アカウント: administrator, bmcpswd

11 サーバ: VMServer１

2

iStorageManager

クラスタのIPアドレス:

ウン設定オフ

コントローラ

ESMPRO/ServerManager

1

障害時自動シャットダ

ドメイン

DeploymentManager

ミュニティ名:public,

コンピュータ: VMServer1 コンピュータ: VMServer2

ドメイン:domain.net

SystemProvisioning

2

3 Snmp送信先マネージ

9 グループ: DGroup

仮想スイッチ:VSwitch,ポートグループ:VM Network

SigmaSystemCenter

2008 R2 SP1

ャ: 192.168.50.1,コ

ESMPRO/ServerManager(SM)

1

Windows Server

VMサーバ:VMServer2

11

ドメイン管理者アカウント：administrator, domainpswd

2

ESMPRO/ServerAgent(SA)

DeploymentManager(DPM)

IP:192.168.50.52, DNS:192.168.50.5

192.168.50.1

[仮想]ビュー

仮想スイッチ:VSwitch,ポートグループ:VM Network

3 コンピュータ名:VMServer2,

管理サーバ:Mng

:vSwitch 、VLAN:VM Network

6

IP:192.168.50.51, DNS:192.168.50.5

11

dpmmgr

02,administrator,bmcpswd,NIC#1:00

6 データセンター:ClusterDC

3 コンピュータ名:VMServer1,

サブシステム:DeploymentManager,

ホスト名:localhost, パスワード:

マシン:VMServer2,OOB:192.168.50.2

8 論理ネットワーク:Network、仮想スイッチ

11 IP:192.168.50.52

9

6

5 CSV:クラスターディスク1
Windows Server 2008 R2 SP1

net\ administrator, domainpswd

:16:97:A7:01:78,NIC#2:00:16:97:A7:01:79

イル:Standard Monitoring Profile

10 ホスト:VMServer1、NIC#1 IPと管理用
11 IP:192.168.50.51

スト名: 192.168.50.71, domain.

7 グループ:RGroup

OS種別: Windows、ポリシー名:Polic

5 クラスタのIPアドレス:192.168.50.71

サブシステム: Hyper-V Cluster、ホ

ESMPRO/ServerAgent

1

DPMクライアント

LD:LUN、CSV : クラスターディスク1
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3.1.9.

KVM 環境
KVM とは、Kernel-based Virtual Machine の略で、Linux 上で仮想化環境を利用するため
のソフトウェアです。SigmaSystemCenter は、Red Hat Enterprise Linux 6、7 で提供される
KVM をサポートします。
KVM 環境では、 次の表の 機能をサポートし ます。VM 作成、電源操 作、VM 編集や
Migration などの基本的な機能のみをサポートします。ポリシーを利用する機能は利用不可
です。

機能

KVM

VM作成 / 削除 (Disk / Differential Clone)

利用可能

マシンプロファイル / VM編集

利用可能

スナップショット管理

利用不可

イメージ管理

利用可能

VMインポート / VMエクスポート

利用不可

VMクローン

利用可能

VM電源制御

利用可能

仮想マシンサーバの電源制御

利用可能

VM移動 (Migration / Quick Migration)

利用可能

VM移動 (Storage Migration / Move)

利用不可

VM移動 (Failover)

利用不可

障害時のVM自動Failover

利用不可

障害予兆時のVM自動Migration

利用可能

仮想マシンサーバのブートコンフィグ (vIO) 置換

利用可能

VM最適起動

利用可能

VM最適配置 (負荷分散、省電力)

利用可能

VM配置制約

利用可能

仮想マシンサーバ監視

利用可能

VM死活監視

利用可能

仮想マシンサーバHW予兆監視

利用可能

仮想マシンサーバへのパッチ配布

利用可能

VMへのパッチ・アプリケーション配布

利用可能

仮想マシンサーバプロビジョニング

利用不可

VMコンソール / コンソールスクリーンショット

利用可能

最新性能情報閲覧

利用可能 (一部の性能情報のみ)

性能監視、グラフ表示 (SystemMonitor)

利用可能 (一部の性能情報のみ)
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3.1.10. KVM 環境のシステム構成
KVM 環境のシステム構成について説明します。
KVM 環境のシステムは、SigmaSystemCenter の管理サーバと管理対象の仮想マシンサー
バ群で構成されます。また、共有のストレージプールを構築するために、NFS サーバが必要
です。NFS サーバが接続するストレージ用 LAN には、管理サーバと管理対象の仮想マシン
サーバが接続されている必要があります。その他、利用可能なストレージとして LVM にも対
応していますが、LVM については共有ディスクでの利用をサポートしておりません。
各仮想マシンサーバには、x64 プロセッサが搭載され、Intel VT の機能が必要です。
ネットワークは、管理用 LAN と仮想マシン用 LAN の 2 つを用意します。管理用 LAN は仮想
マシンサーバの制御、監視に使用し、仮想マシン用 LAN は仮想マシンの制御に使用します。
業務で利用するネットワークには、別のネットワークを別途用意するか、仮想マシン用 LAN
と共有するか、どちらかの方法が考えられます。管理サーバ、各仮想マシンサーバを両方の
ネットワークに接続します。
管理サーバと各仮想マシンサーバ間の主な接続プロトコルは、TCP と TLS (Transport
Layer Security) の 2 つがあります。セキュリティ面で優れた TLS の利用を推奨します。TLS
を利用するためには、管理サーバに仮想マシンサーバに接続するためのクライアント証明書
を置く必要があります。また、各仮想マシンサーバ上に仮想マシンサーバのサーバ証明書を
置く必要があります。
管 理 サ ー バ に は 、 SigmaSystemCenter を イ ン ス ト ー ル し ま す 。 Red Hat Enterprise
Virtualization Manager for Servers (RHEV-M-S) は 必 要 あ り ま せ ん 。
SigmaSystemCenter は KVM の各仮想マシンサーバに対し、RHEV-M-S を経由せず直接
制御することができます。
各仮想マシンサーバには、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) をインストールします。
RHEL インストールの際、KVM hypervisor、libvirtd、virt-manager がインストールされるよう
に 仮 想 化 パ ッ ケ ー ジ を イ ン ス ト ー ル す る 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 DPM ク ラ イ ア ン ト と
ESMPRO/ServerAgent をインストールする必要があります。DPM クライアントは主に電源
制御やパッチ配布で利用します。ESMPRO/ServerAgent は主に仮想マシンサーバのハー
ドウェア情報取得のために利用します。なお、SigmaSystemCenter は、単体のハイパーバ
イザとして利用が可能な Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor (RHEV-H) には対
応していません。
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管理サーバ
Windows Server
SystemProvisioning
DeploymentManager
SystemMonitor
ESMPRO/ServerManager

管理LAN
VM用LAN

VMサーバ１

DataCenter

VMサーバ2

VMサーバ3

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux

KVM hypervisor

KVM hypervisor

KVM hypervisor

libvirtd

libvirtd

libvirtd

virt-manager

virt-manager

virt-manager

DPMクライアント

DPMクライアント

DPMクライアント

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgent

ストレージ用LAN

NFSサーバ
ストレージ

ストレージ

プール

プール

次に仮想マシンサーバ内の構成について説明します。
仮想マシンサーバ上には、KVM hypervisor、libvirtd、virt-manager をインストールする必要
があります。また、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent をインストールする必要があ
ります。
各仮想マシンには、qemu-guest-agent と DPM クライアントがインストールされている必要が
あります。各仮想マシンの仮想 NIC は、仮想ネットワークを経由して仮想マシン用 LAN に接
続する必要があります。
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仮想マシンサーバ
仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

qemu-guest-agent

qemu-guest-agent

qemu-guest-agent

DPMクライアント

DPMクライアント

DPMクライアント

仮想NIC

仮想NIC

仮想ネットワーク

仮想NIC

Red Hat Enterprise Linux
KVM hypervisor
libvirtd
virt-manager
DPMクライアント

NIC3

NIC2

NIC1

ESMPRO/ServerAgent

VM用LAN
管理LAN
ストレージ用LAN

3.1.11. KVM 環境の構築例
KVM 環境の構築の一例を次の図で説明します。次の図では、仮想マシンサーバを管理可
能な状態にするまでの作業の流れを説明しています。仮想マシン作成の作業例については、
「1.4.14 イメージ展開の利用例 ‐Differential Clone、Disk Clone (DPM)‐」などを参照してく
ださい。
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1 ハードウェアの準備
用意した管理サーバ、仮想マシンサーバ、NFSサーバ、ネットワークを接続し、利用可能な状態に
する。ネットワークは管理LAN、VM用LAN、ストレージ用LANの3つを用意。

2 管理サーバにOS/SSC等のインストール、DPM初期設定、SSCライセンス登録

7 仮想マシンサーバの追加
[仮想]ビューで「KVMを管理する」を実行して、KVM管理を有効にする。「DefaultDataCenter」
を選択して、「VMサーバ追加」でVMServer1とVMServer2を追加する。
TLS接続の場合:

管理サーバにWindowsをインストールする。アカウントはadministrator, mngpswd。IPは

url: qemu+tls://VMServer1/system, qemu+tls://VMServer2/system

192.168.50.1。OSにIIS、ASP.NET、DHCPをインストールする。SSCをインストールする。SSC

TCP接続の場合:

のライセンスの登録後、PVMServiceサービスを再起動する。

ホスト名: 192.168.50.1、192.168.50.2

3 VMサーバのインストール

8 SystemProvisioningにVMサーバを登録、BMC設定

VMServer1とVMServer2にRed Hat Enterprise Linux 6.5 AMD 64 and Intel 64をインストー

サブシステム:DeploymentManagerをホスト名はlocalhost、パスワードはdpmmgrで追加す

ルする。インストール時に、サーバの役割として「仮想化ホスト」、パッケージグループとして「仮

る。[リソース]ビュー上でRGroupを作成する。RGroupに VMServer1とVMServer2のマシン

想化」を選択する。VMサーバのIPは192.168.50.51と52。VMServer1とVMServer2を名前解

登録を行う。
BMCを使用する場合、リモートKVMコンソールにSSC用のアカウントadministrator,

決できるように設定する。管理サーバIP192.168.50.1を指定し、DPMクライアントをインストー

bmcpswdを登録する。SSCのマシン設定でBMCのIPアドレス192.168.50.201,202とアカウン

ルする。 ESMPRO/SAをインストール後、ESMPRO/SA に接続先マネージャ192.168.50.1、コ

トadministrator、bmcpswdを指定し、OOBのアカウントを登録する。

ミュニティ名publicを設定する。ESMPRO/SAの障害時シャットダウンの設定を無効にする。

9 DPMにVMサーバを登録

4 ストレージプールの作成

DPMにグループDGroup を作成する。新規コンピュータとして検出されたVMサーバ２台を

NFSサーバのディレクトリを指定して、ストレージプールdata1を作成する。

5

ネットワークの作成

DGroup配下に追加する。コンピュータ名はVMServer1, VMServer2を指定する。

10 VMサーバの運用グループ、ホスト設定を追加

VMServer1とVMServer2のNIC#2で、仮想マシンが外部通信するためのBridged network br0

[ 運 用 ] ビ ュ ー 上 で 、 VM サ ー バ 用 の Group を 作 成 す る 。 Group 下 に ホ ス ト VMServer1 と

を作成する。

VMServer2を作成し、NIC#1に192.168.50.51と52を登録して管理用IPアドレスとする。

6 仮想マシンサーバ接続の準備

11 仮想マシンサーバのマスタマシン登録

仮想マシンサーバをリモートから制御するため、
/etc/sysconfig/libvirtd のLIBVIRTD_ARGS="--listen"行のコメントをはずす。
TLS接続の場合:VMServer1とVMServer2にTLSで接続するための証明書を作成する。CA証明書
を作成し、VMServer1、VMServer2、管理サーバに配置する。VMServer1とVMServer2には、

ホストVMServer1, VMServer2に対しマシンVMServer1,VMServer2をマスタマシン登録で
割 り 当 て 、 運 用 グ ル ー プ 上 で 稼 動 状 態 に す る 。 こ の 時 、 ESMPRO/SM へ の VMServer1 と
VMServer2の登録が自動的に行われる。

それぞれのサーバ用の証明書と秘密鍵、管理サーバにはクライアント用の証明書と秘密鍵を作成、
配置する。
TCP接続の場合:VMServer1とVMServer2にTCPで接続するため/etc/libvirt/libvirtd.confで
listen_tcp =1のコメントをはずし、auth_tcp = “none”を追加する。
libvirtdを再起動する。

SystemProvisioning(SSC Webコンソール)
[運用]ビュー

8 グループ:RGroup

バ、OS種別: Linux

8

8 マシン:VMServer1,OOB:192.168.50.2

10 ホスト:VMServer1、NIC#1 IPと管理用
11 IP:192.168.50.51

Red Hat Enterprise Linux 6.5

[管理]ビュー

[リソース]ビュー

10 グループ:Group、マシン種別:VMサー

01,administrator,bmcpswd

サブシステム:DeploymentManager,

3 コンピュータ名:VMServer1,

ホスト名:localhost, パスワード:

IP:192.168.50.51

4 ストレージプール:data1

dpmmgr

2 SSCライセンス

5 ネットワーク:br0

8 マシン:VMServer2,OOB:192.168.50.2

10 ホスト:VMServer2、NIC#1 IPと管理用

3 コンピュータ名:VMServer2,

02,administrator,bmcpswd

11 IP:192.168.50.52

IP:192.168.50.52

4 ストレージプール:data1

管理サーバ:Mng

7 データセンター: DefaultDataCenter
DeploymentManager(DPM)

7

VMサーバ:VMServer1

VMサーバ:VMServer2

1

2

SigmaSystemCenter
SystemProvisioning

2

Windows Server

DeploymentManager
ESMPRO/ServerAgent(SA)

9 グループ: DGroup
9 コンピュータ: VMServer1
9 コンピュータ: VMServer2

ESMPRO/ServerManager
SystemMonitor

3 Snmp送信先マネージ
ャ: 192.168.50.1,コ
ミュニティ名:public,

管理LAN

1

BMC(リモートKVMコンソール)

ウン設定オフ

8 IPアドレス:192.168.50.201、アカウント: administrator, bmcpswd
8 IPアドレス:192.168.50.202、アカウント: administrator, bmcpswd
ESMPRO/ServerManager(SM)
サーバ: VMServer2

DPMクライアント

VM用LAN

BMC LAN
192.168.50.201

障害時自動シャットダ

11 サーバ: VMServer１

5 ネットワーク:br0

192.168.50.1

[仮想]ビュー

192.168.50.51
VMサーバ: 1
VMServer1

BMC LAN
192.168.50.202

192.168.50.52

NIC#3

VMサーバ:

NIC#1 NIC#2

VMServer2

1

NIC#3

NIC#1 NIC#2

3

3

1

3 管理サーバのIP:192.168.50.1

Red Hat Enterprise Linux 6.5
ESMPRO/ServerAgent
DPMクライアント

1
NFSサーバ
ストレージプール : data1

4
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3.1.12. KVM 環境におけるクライアント証明書、サーバ証明書の作成方
法
KVM 環境で管理サーバと各仮想マシンサーバ間の接続プロトコルとして TLS を使用する場
合、管理サーバに仮想マシンサーバに接続するためのクライアント証明書と各仮想マシンサ
ーバ上に仮想マシンサーバのサーバ証明書を置く必要があります。
クライアント証明書、サーバ証明書の作成方法は、以下の libvirt のドキュメントを参照してく
ださい。
http://libvirt.org/windows.html#tlscerts
なお、上記ドキュメントでは、管理サーバでのクライアント証明書の置き場所は、以下のよう
に記述されています。


CA 証明書
%APPDATA%¥libvirt¥pki¥CA¥cacert.pem



クライアント証明書
%APPDATA%¥libvirt¥pki¥libvirt¥clientcert.pem



クライアントキー
%APPDATA%¥libvirt¥pki¥libvirt¥private¥clientkey.pem

上記%APPDATA%は、SystemProvisioning のサービス PVMService の実行アカウントの
環境変数%APPDATA%の値が使用されます。通常、実行アカウントは Local System が利
用されるため、以下の値となります。


Windows Server 2008 (32bit) の場合
C:¥Windows¥system32¥config¥systemprofile¥AppData¥Roaming¥



Windows Server 2008 R2 (64bit) の場合
C:¥Windows¥SysWOW64¥config¥systemprofile¥AppData¥Roaming¥
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3.2. VM 作成
新規の仮想環境を構築するにあたって、仮想マシン作成先の仮想マシンサーバとデータスト
アの容量や性能、仮想マシンのイメージ配布方法、ゲスト OS の設定など仮想マシン作成に
関して多くの考慮が必要です。このため、求められた要件の通りに安定的に稼動する仮想環
境 を 構 築 す る こ と は 多 く の IT 技 術 者 に と っ て 難 し い 課 題 と な っ て い ま す 。
SigmaSystemCenter の仮想マシン作成機能は、以下の特徴により、高度な仮想環境の迅
速な構築を実現します。
1.

様々な特徴があるイメージ配布方式が複数用意されています。運用や構築の条件に合
わせて柔軟に選択できます。
SigmaSystemCenter は、マスタ VM から取得した情報やイメージをベースに仮想マシ
ンを作成します。マスタ VM から取得した情報は、テンプレートで管理されます。マスタ
VM から取得したイメージの管理方法は、テンプレートの種類によって異なります。テン
プレートについては、「3.2.5 テンプレート」で説明します。

2.

仮想マシンへのリソース割り当て量について、用途に合わせてきめ細かい定義が可能
です。
仮想マシンを構成する仮想的な CPU やメモリなどのデバイスへのリリース割り当て量
は、マシンプロファイルで定義します。グループやモデルなど階層別に設定することがで
きます。マシンプロファイルについては、「3.3 仮想マシンに割り当てるデバイスのカスタ
マイズ」で説明します。

3.

仮想マシンに割り当てるリソースの利用状況を簡単に把握することができます。
仮想環境全体のリソースの利用状況は、リソースプールにより簡単に確認することがで
きるため、仮想マシンに希望の量のリソースを割り当てることができるかどうか容易に
把握することができます。リソースプールについては、「3.11 リソースプール」で説明し
ます。

4.

仮想マシンの配置先が自動的に適切に決定されるため、大量の仮想マシンの設計や
作成作業が容易になります。
仮想マシンの配置先の仮想マシンやデータストアは、運用グループに設定されたリソー
スプールやテンプレートなどの情報を元に VM 最適作成機能により偏りが出ず、バラン
スよく配置されるように自動的に決定されます。VM 最適作成については、「3.12.5 VM
最適作成」で説明します。

5.

仮想マシン上のゲスト OS の情報について、簡単に設定や管理ができます。
ホスト名や IP アドレスなどゲスト OS に設定する情報について、ホストプロファイルや運
用グループ / ホストの設定で管理することができます。ssc コマンドを利用して一括して
設定したり、作成したりすることも可能です。ゲスト OS に対する設定については、「1.4
イメージ展開について」で説明します。

また、ポリシーによる障害時対応動作などの運用中の動作の設定についても、上記の構築
用設定と合わせてできるため、構築後に速やかに運用に移れます。
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3.2.1.

仮想マシンの作成操作
SigmaSystemCenter の仮想マシンを作成する操作は、以下の種類があります。


[運用] ビューの新規リソース割り当て



[運用] ビューのマスタマシン登録



[仮想] ビューの VM 作成



[仮想] ビューの VM インポート



[仮想] ビューの VM クローン



[ポータル] ビューの VM 作成

次の 2 つの表の通り、各操作により、作成後の手動 OS インストールの必要有無、固有情報
やデバイスのカスタマイズ可否、仮想マシンの作成先の自動選択可否などが異なります。

機能項目

[運用] ビューと [ポータル] ビューの操作
[運用] ビューの新規リソース割り当て、[ポータル] ビューのVM作成

[運用] ビュー
のマスタマシン
登録

テンプレート指定
あり

OS手動インストー
ルの指定あり

インポート指定
あり

インポート指定
あり

既存ディスク指定
あり
([ポータル] ビュー
では指定不可)

－

KVMと
XenServerは
利用不可

XenServerは利
用不可

XenServerは利用
不可

KVMと
XenServerは
利用不可

作成後の手動
OSインストール
の必要有無

不要

インポート対象
のファイルに依
存

接続対象のディス
クに依存

必要

インポート対象
のファイルに依
存

イメージ展開によ
る固有情報反映

可能

可能

不可

－

不可

仮想マシン内の
デバイスのカスタ
マイズ

可能

可能

可能

可能

可能

VM最適作成によ
る作成先仮想マ
シンサーバ、デー
タストアの自動選
択

可能

可能

可能

可能

可能

リソースプールの
利用による仮想
リソースの管理

可能

可能

可能

可能

可能
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機能項目

[仮想] ビューの操作
VM作成

VMインポート

VMクローン

テンプレート指定
あり

テンプレート指定
なし、既存ディス
ク指定あり

テンプレート指定
なし、既存ディス
ク指定なし

Hyper-VとKVM
は利用不可

XenServerは利
用不可

XenServerは利
用不可

KVMと
XenServerは利
用不可

－

作成後の手動
OSインストール
の必要有無

不要

接続対象のディ
スクに依存

必要

インポート対象の
ファイルに依存

コピー元の仮想
マシンに依存

イメージ展開によ
る固有情報反映

不可

不可

－

不可

不可

仮想マシン内の
デバイスのカスタ
マイズ

不可

可能

可能

可能

不可

VM最適作成によ
る作成先仮想マ
シンサーバ、デー
タストアの自動選
択

不可

不可

不可

不可

不可

リソースプールの
利用による仮想
リソースの管理

不可

不可

不可

不可

不可

(1) [運用] ビューの新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成
新規リソース割り当てを実行すると、[運用] ビュー上のテナント / カテゴリ / グループ
/ モデル / ホストの設定を元に仮想マシンが作成されます。次のように [運用] ビュー
上の様々な設定を元に仮想マシンを作成し、構築することが可能なため、自動構築の
実行、リソースやイメージの高度な管理が必要な場合は、本操作を実行する必要があり
ます。その他の仮想マシンの作成方法として、手動による OS インストール、外部ファイ
ルからのインポートによる作成、既存ディスクの使用による作成にも対応しています。
•

様々な仮想マシンの作成方式に対応。

•

ホスト設定やホストプロファイルを使用して、ホスト名や IP アドレスなど、固有情報
の設定が可能。

•

マシンプロファイルを使用して、仮想マシン内の各デバイスへの仮想リソースの割
り当てのカスタマイズが可能。

•

VM 最適作成の機能により、仮想マシンの作成先の仮想マシンサーバやデータス
トアについて、最適な場所を自動選択することが可能。

•

リソースプールにより、仮想マシンに割り当てる仮想リソースの上限を制限したり、
使用状況の管理を行ったりすることが可能。
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仮想マシンを作成すると、仮想マシンは [運用] ビュー上でホスト定義に割り当てられた
状態で登録されます。また、[リソース] ビューや [仮想] ビュー上にも自動的に登録が
行われます。
[ポータル] ビューの VM 作成についても、[運用] ビューの新規リソース割り当てと同様
の利用が可能です。ただし、既存ディスクを使用した仮想マシン作成を行うことはできま
せん。
新規リソース割り当てでは、次のように 4 つの仮想マシン作成方法を利用することがで
きます。
•

テンプレートを利用して、仮想マシンを作成する場合
テンプレートを利用することにより、OS のインストール、固有情報の反映など、仮
想マシンを構築するために行う一連の作業を自動で行うことができます。
これにより、大量の仮想マシンの構築作業を、短時間で効率的に実施することが
可能となります。また、展開後に各仮想マシンに変更が必要になった場合も、再構
成の操作で変更内容の展開が簡単に実行可能です。
ただし、雛型となるマスタ VM を作成したり、テンプレート (イメージ)、マシンプロフ
ァイル、ホストプロファイルの設定、イメージ展開の準備などの多くの事前作業が必
要となります。
本操作での仮想マシンの構築方法については、「3.2.2 仮想マシンの構築方法の
概要」の「(1) SigmaSystemCenter により仮想マシン構築の一連の作業を自動
で行う」を参照してください。

グループ/ホスト
リソースプール

仮想マシン

固有情報

ホスト

新規リソース割り当て

イメージ

•

マシン
プロファイル

ジのコピーをベースに、ホス
トプロファイル等で指定した

プロファイル
テンプレート

テンプレートでの指定イメー

OS
固有情報反映

固有情報が反映された仮想マ
シンが作成される。

VM インポートにより仮想マシンを作成する場合
操作実行時に [仮想マシンをインポートする] を指定した場合、指定のファイルが
インポートされ、仮想マシンが作成されます。本操作は、VMware と Hyper-V で利
用可能です。
マスタとして利用する外部のファイルから仮想マシンを構築する場合は、本操作を
利用してください。
本方法では、仮想マシン作成後、ホストプロファイルなどの設定から固有情報の反
映が行われます。ホスト名や IP アドレスなどの固有情報の反映が必要でない場合
は、マスタマシン登録でインポートを行ってください。
インポートとエクスポートの詳細については、「3.2.6 仮想マシンのインポートとエク
スポート」を参照してください。
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[仮想マシンをインポー
グループ/ホスト
リソースプール

ホスト

固有情報

トする]の指定をON

仮想マシン

指定ファイルがインポートさ

新規リソース割り当て

れ、仮想マシンが作成される。

プロファイル
マシン
プロファイル

VMDK

固有情報の反映が行われる。

OS

OVAファイル

VMware、Hyper-Vで利用可

固有情報反映

能。

ファイル

•

既存ディスクを指定して仮想マシンを作成する場合
マシンプロファイルのシステムディスクに既存ディスクを指定した場合、既存ディス
クを使用して仮想マシンが作成されます。
削除済みの仮想マシンのディスクを利用して、仮想マシンを作成するときに本方法
を利用します。本方法では、ホスト名や IP アドレスなどの固有情報の反映を行うこ
とはできません。

固有情報反映は行われな

グループ/ホスト
リソースプール

ホスト
プロファイル
マシン

既存
ディスク

•

プロファイル

いが、OS名のみ必要

仮想マシン

指定の既存ディスクが接続さ

新規リソース割り当て

れた仮想マシンが作成され
既存

システムディスクに既存

ディスク

る。固有情報反映は行われな
い。

ディスクを指定

仮想マシン作成後に OS を手動でインストールする場合
操作実行時に [OS を手動でインストールする] を指定した場合は、テンプレートが
使用されず、OS がインストールされていない状態で仮想マシンが作成されます。
作成される仮想マシンはメンテナンスモードがオンの状態となります。
本方法は、OS インストールを後で行う場合に利用します。
OS がインストールされないため、光学ドライブの設定に OS のインストール媒体の
ISO イメージを指定して、OS のインストール作業を手動で行う必要があります。
ISO イメージの指定は、作成後に、光学ドライブ管理や VM 編集で行うことも可能
です。

仮想マシン

グループ/ホスト
リソースプール

れ た仮 想マシ ンが作 成

新規リソース割り当て

マシン
プロファイル

空
[OSを手動でインストー
ルする]の指定をON

空 のデ ィスク が接続 さ

メンテナンスモード

される。手動でOSのイ
ン スト ールを 行う必 要
がある。

(2) [運用] ビューのマスタマシン登録
マスタマシン登録の操作を実行したとき、[仮想マシンをインポートする] を指定した場合、
指定したファイルがインポートされ仮想マシンが作成されます。インポートの指定がない
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場合は、[リソース] ビュー上に割り当て対象の仮想マシンが登録されている必要がある
ため、仮想マシンの作成を行うことはできません。
本操作は、ファイルの内容のまま、仮想マシンを作成して、[運用] ビューに登録するこ
とができるため、外部の環境にある仮想マシンを移行するときなどに有効に利用できま
す。
マシンプロファイルの指定により、インポートするファイルと異なるデバイスの設定で仮
想マシンを作成することが可能です。ホスト名や IP アドレスなどの固有情報の反映を行
うことはできません。
インポートとエクスポートの詳細については、「3.2.6 仮想マシンのインポートとエクスポ
ート」を参照してください。

[仮想マシンをインポー
トする]の指定をON

グループ/ホスト
リソースプール

仮想マシン
指定ファイルがインポートさ

マスタマシン登録

れ、仮想マシンが作成される。
マシン
プロファイル

OVAファイル
VMDK

OS

[運用]ビューに登録される。
固有情報反映は行われない。

ファイル

(3) [仮想] ビューの VM 作成
VM 作成を実行すると、指定の仮想マシンサーバ上で仮想マシンを作成することができ
ます。自動的な構築ができないため、後で手動の作業が必要な場合があります。
マスタ VM の作成を行う場合など、[運用] ビュー上で管理する必要がない仮想マシンを
作成するときに、余分な準備作業を行わずに実施できます。
VM 作成は、テンプレートの指定有無とシステムディスクの既存ディスクの指定有無によ
り動作が異なります。いずれの方法においても、ホスト名や IP アドレスなど、固有情報
の設定が自動で行われないため、必要に応じて仮想マシン作成後に固有情報を設定す
る作業を行ってください。
以下の 3 通りの作成方法があります。
•

テンプレートを利用して、仮想マシンを作成する場合
テンプレートを指定して作成する場合、テンプレートの設定を元に仮想マシンが作
成されます。テンプレートの設定内容がそのまま引き継がれるため、仮想マシン作
成後に、ホスト名や IP アドレスなどの固有情報の設定を手動で行う必要がありま
す。また、仮想マシンのデバイスの設定変更が必要な場合は、仮想マシン作成後
に VM 編集で変更する必要があります。
Hyper-V、KVM の場合、テンプレートの指定を行うことはできません。
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テンプレートの指定がある場合は、

仮想マシン

テンプレートの設定が引き継がれた
仮想マシンが作成される。

テンプレート
イメージ

•

VM作成

後で、固有情報やデバイスのカスタ

OS

テンプレートの設定あり

マイズの作業が必要。

既存ディスクを指定して仮想マシンを作成する場合
テンプレートを指定しない場合は、仮想マシンの各デバイスの設定が表示されます。
システムディスクの設定に既存ディスクを指定した場合、既存ディスクのイメージを
使用した仮想マシンが作成されます。デバイスの設定は、[リソース] ビューのマシ
ンプロファイルをコピーすることができます。
XenServer の場合、テンプレートの指定なしで仮想マシンを作成することはできま
せん。

仮想マシン

システムディスクに既存ディ
スクを指定すると、既存ディ

デバイス設定
既存
ディスク

スクを使用した仮想マシンが

既存

VM作成

作成される。

ディスク

テンプレートの設定なし

•

仮想マシン作成後に OS を手動でインストールする場合
テンプレートを指定しない場合は、仮想マシンの各デバイスの設定が表示されます。
システムディスクの指定を新規作成にした場合は、新規作成された空のディスクが
接続された仮想マシンが作成されます。デバイスの設定は、[リソース] ビューのマ
シンプロファイルをコピーすることができます。OS がインストールされていない状態
で仮想マシンが作成されるため、作成後に OS のインストール作業が必要です。
XenServer の場合、テンプレートの指定なしで仮想マシンを作成することはできま
せん。

仮想マシン

システムディスクを新規に作成する
場合は、空のディスクが接続された

デバイス設定

空

VM作成
テンプレートの設定なし

仮想マシンが作成される。
後でOSインストール作業が必要。

仮想マシンを作成すると、仮想マシンは [リソース] ビューと [仮想] ビュー上に自動的
に登録されます。[運用] ビューへの登録は、マスタマシン登録で行う必要があります。
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(4) [仮想] ビューの VM インポート
VM インポートの操作により、指定のファイルをインポートして、指定の仮想マシンサー
バ上で仮想マシンを作成することができます。[運用] ビュー上で管理する必要がない仮
想マシンや後で [運用] ビューに登録する仮想マシンをインポートするときに本操作を
利用できます。
仮想マシンのデバイスの設定は、操作実行時に指定することが可能です。また、ホスト
名や IP アドレスなどの固有情報の設定は自動的に設定されません。必要な場合は、手
動で設定を行う必要があります。
インポートとエクスポートの詳細については、「3.2.6 仮想マシンのインポートとエクスポ
ート」を参照してください。

仮想マシン
デバイス設定

指定ファイルがインポートされ、
仮想マシンが作成される。

VMインポート

OS

OVAファイル

デバイスのカスタマイズの設定
が可能。
固有情報反映は行われない。

VMDK
ファイル

(5) [仮想] ビューの VM クローン
VM クローンを実行すると、指定の仮想マシンサーバ上で指定のコピー元と同じ仮想マ
シンを作成することができます。後で手動の作業が必要となりますが、仮想マシンの作
成のために様々な設定の準備を行う必要はないため、仮想マシンの作成を簡易に実施
できる点において、メリットがあります。
コピー元と同じ仮想マシンのため、ホスト名や IP アドレスなどの固有情報の設定を手動
で行う必要があります。また、仮想マシンのデバイスの設定変更が必要な場合は、仮想
マシン作成後に VM 編集で変更する必要があります。また、コピー元の仮想マシンに
OS がインストールされていない場合は、OS のインストール作業が必要です。
仮想マシンを作成すると、仮想マシンは [リソース] ビューと [仮想] ビュー上に自動的
に登録されます。[運用] ビューへの登録は、マスタマシン登録で行う必要があります。

仮想マシン

仮想マシン

コピー元の仮想マシンと同じ
設定の仮想マシンが作成され
る。

OS

VMクローン

OS

後で、固有情報やデバイスのカ
スタマイズの作業が必要。
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3.2.2.

仮想マシンの構築方法の概要
SigmaSystemCenter で管理する仮想マシンを構築する方法として、効率性や簡易度、利用
局面が異なる次の 5 つの方法があります。


複数の仮想マシン構築のために、SigmaSystemCenter により仮想マシン構築の一連
の作業を自動で行う



エクスポートしておいたファイルをインポートして、仮想マシンを作成する



残存している既存ディスクを使用して、仮想マシンを作成する



SigmaSystemCenter を使用して空の仮想マシンを作成した後、OS のインストールを手
動で行う



SigmaSystemCenter 以外のツールを使用して仮想マシンを構築した後、
SigmaSystemCenter に仮想マシンを登録する

上記のいずれの方法においても、構築後の仮想マシンに対する運用管理が実施できるよう
に、最終的に SigmaSystemCenter の Web コンソールの [運用] ビュー上に登録されるよう
に作業を行います。仮想マシンを [運用] ビューに登録することにより、障害時の復旧処理
や VM 最適配置など SigmaSystemCenter の主要な機能を利用することができるようになり
ます。
各方法について、詳細に説明します。
(1) SigmaSystemCenter により仮想マシン構築の一連の作業を自動で行う
テンプレートを使用した新規リソース割り当ての操作により、仮想マシンの作成、OS の
インストール、固有情報の反映など、仮想マシンを構築するために行う一連の作業を自
動で行うことができます。
これにより、大量の仮想マシンの構築作業を、短時間で効率的に実施することが可能と
なります。
また、新規作成だけではなく、作成済みの仮想マシンに対する変更も再構成の操作で
効率的に実施することが可能です。
ただし、次の図のように、雛型となるマスタ VM を作成したり、テンプレート (イメージ)、
マシンプロファイル、ホストプロファイルの設定、イメージ展開の準備などの多くの事前
作業が必要となります。
詳細な構築例については、「1.4.12 イメージ展開の利用例 ‐物理マシン展開、HW
Profile Clone (DPM)‐」、「1.4.13 イメージ展開の利用例 ‐Full Clone、Differential
Clone、Disk Clone (Sysprep、vCenter Server)‐」、「1.4.14 イメージ展開の利用例 ‐
Differential Clone、Disk Clone (DPM)‐」を参照してください。
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① マスタVM用の空の仮想マシンを作成する。

② OSインストール等により、手動でマスタVMの構築を行う。
ISOイメージ

[仮想]ビュー

マスタVM

[仮想]ビュー

デバイス設定

マスタVM

VM 編 集 で

空

VM作成

マウント

OS

OS等を
インストール

③ 構築したマスタVMを使用して、仮想マシン作成の

④ SSCにより仮想マシンの作成・自動構築を実行する。

ための準備を行う。

各種設定

グループ/モデル/ホスト

[仮想]ビュー

テンプレート

マスタVM
テンプレート
テンプレート作成、

OS

イメージ

イメージ作成

イメージ

リソース

[運用]ビュー

プール

仮想マシン

マシンプロ
ホストプロ

新規リソース

ファイル

ファイル

OS

割り当て

(OS手動インストールの指定なし)

(2) ファイルをインポートして、仮想マシンを作成する
任意の仮想マシンから事前にエクスポートしておいたファイルをインポートして仮想マシ
ンを作成し、[運用] ビューに登録する方法です。
仮想マシンからエクスポートしたファイルは、直接移動ができない複数システム間の仮
想マシンの移行や仮想マシンの復元の用途で利用することができます。また、
SigmaSystemCenter は各仮想化基盤製品で標準で提供されるファイル形式 (OVA や
VHD) に対応しているため、他の管理ツール上でエクスポートしたファイルから仮想マ
シンを作成するときにも利用できます。
[運用] ビューでは、マスタマシン登録と新規リソース割り当てでインポートの指定を行う
ことができます。新規リソース割り当てでは、操作実行時に固有情報の反映を行うこと
ができます。ただし、新規リソース割り当ては、VMware と Hyper-V で利用することがで
きます。
①ベースとなる仮想マシンに対して、エクスポートを実行。

②SSCによりファイルをインポートし、仮想マシンを作成。
各種設定

仮想マシン1

グループ/モデル/ホスト

[仮想]ビュー

OVAファイル
VMDK

OS

VMエクスポート

ファイル

リソース

マシンプロ

プール

ファイル

[運用]ビュー

仮想マシン2

ホストプロ
ファイル

OVAファイル
VMDK
ファイル

新規リソース

OS

割り当て or
マスタマシン
登録
(仮想マシンインポートの指定あり)

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
345

3 仮想環境の管理機能について
(3) 既存ディスクを使用して、仮想マシンを作成する
未使用の既存ディスクを使用して、仮想マシンを作成する方法です。
何らかの理由で削除が必要になった仮想マシンを再度作成するときに利用できます。
仮想マシンに使用する既存ディスクは、元の仮想マシンを削除するときに削除しないで
残しておく必要があります。
既存ディスクを使用した仮想マシンの作成は、[仮想] ビュー上で既存ディスクを使用し
た仮想マシンを作成した後にマスタマシン登録を行うか、[運用] ビュー上でマシンプロフ
ァイルに既存ディスクを設定して新規リソース割り当てを行うか、2 つの方法がありま
す。
②残しておいたディスクを使用して、仮想マシンを作成。

①仮想マシンの削除時にディスクを残す。

仮想マシン1

各種設定

[仮想]ビュー

グループ/モデル/ホスト

既存
既存

ディスク

VM削除

リソース

マシンプロ

プール

ファイル

ホストプロ

ディスク

ファイル

既存
ディスク

OS名のみ必要

[運用]ビュー

仮想マシン2

既存

新規リソース

ディスク

割り当て

(4) SigmaSystemCenter を使用して空の仮想マシンを作成した後、OS のインストールな
どを手動で行う
本方法では、以下の図のように、SigmaSystemCenter で OS がインストールされていな
い空の仮想マシンを作成した後、OS のインストールなどは手動で作業を行います。構
築中に多くの手作業が必要となりますが、シンプルかつ手軽に利用できることがメリット
です。
この方法では、OS 手動インストールの指定ありで新規リソース割り当ての操作を実行
します。
① [運用]ビュー上で空の仮想マシンを作成する。

② OSインストール等、仮想マシンの構築の続きを手動で行う。

各種設定
グループ/モデル/ホスト
リソース

マシンプロ

プール

ファイル

ISOイメージ

[運用]ビュー

仮想マシン

仮想マシン

空

新規リソース
割り当て

メンテナンスモード

(OS手動インストールの指定あり)

マウント

OS等を
インストール

OS
メンテナンスモード

完了したら解除が必要

(5) SigmaSystemCenter 以 外 の ツ ー ル を 使 用 し て 仮 想 マ シ ン を 構 築 し た 後 、
SigmaSystemCenter に仮想マシンを登録する
SigmaSystemCenter 以 外 の ツ ー ル で 構 築 し た 仮 想 マ シ ン に 対 し て 、
SigmaSystemCenter の VM 最適配置や障害時の自動復旧機能などの運用管理の機
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能を利用できるようにするために、SigmaSystemCenter の [運用] ビューに登録する
方法です。
このケースでは、以下の図のように、SigmaSystemCenter に仮想マシンを登録し、マス
タマシン登録を実行することで SigmaSystemCenter から運用管理が可能となります。
外部のツール以外に、SigmaSystemCenter の [仮想] ビュー上で作成した仮想マシン
についても、同様にマスタマシン登録で [運用] ビューに登録することが可能です。
仮想マシンを登録するためには、対象の仮想マシンが動作する仮想マシンサーバも
SigmaSystemCenter で管理する必要があります。
① 外部のツールを使用して仮想マシンを構築する。

② 構築した仮想マシンをSSCに登録し、マスタマシン登
録を実行する。

VMware
Hyper-V
KVM

仮想マシン
仮想マシン

XenServer
構築

3.2.3.

OS

OS

収集([リソース]ビュー等)
マシン登録([リソース]ビュー)
マスタマシン登録([運用]ビュー)

仮想マシンを管理するために必要な設定について
仮想マシンを管理するための設定は、仮想マシンに割り当てるリソース量、作成先の場所、
ゲスト OS の種類、ゲスト OS のカスタマイズの設定などの自動構築に関わる設定や、仮想
マシンに対する監視設定、障害時のポリシーアクションや VM 最適配置などの仮想マシンを
構築した後の運用に関わる設定があります。これらの自動構築や運用の設定は基本的に
[運用] ビュー上で行います。その他の自動構築のための準備作業や仮想環境のメンテナン
スの目的の設定や操作は、主に [仮想] ビュー上で行います。
仮想マシンに関連する主な [運用] ビューの設定項目は、以下の通りです。


運用グループ、モデル、ホスト
仮想マシンを管理するためには、[運用] ビュー上でグループ、モデル、ホストを作成す
る必要があります。ホストの設定では、ホスト名の設定があります。また、下記テンプレ
ート (イメージ) 以降の設定項目もグループ、モデル、ホストの設定画面から、設定を行
います。



テンプレート (イメージ)
仮想マシンの作成時に使用するテンプレートやイメージを設定します。テンプレート (イ
メージ) を使用しない場合、空の仮想マシン作成後に手動で OS をインストールしたり、
ファイルをインポートして仮想マシンを作成したり、既存ディスクから仮想マシンを作成し
たりする必要があります。
テンプレートについては、「3.2.5 テンプレート」で説明します。
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リソースプール
リソースプールにより、仮想マシンに割り当てる CPU、メモリ、ディスクなどの各種仮想
リソースが仮想的なプール上で管理されます。リソースプールでは、仮想マシンに割り
当て可能なリソース量やリソースの場所や優先順位なども管理が可能なため、作成可
能な仮想マシンの数やスペック、仮想マシンの作成先の場所なども把握することができ
ます。
リソースプールは、仮想マシンサーバの運用グループで作成し、仮想マシンのグループ、
上位のカテゴリ、または上位のテナントに割り当てて使用します。
リソースプールについては、「3.11 リソースプール」で説明します。



マシンプロファイル
マシンプロファイルでは、リソースプールから仮想マシンに割り当てる CPU、メモリ、ディ
スクなどのデバイスの設定を行います。マシンプロファイルにより、作成する仮想マシン
のハードウェアのスペックが決定します。
マシンプロファイルについては、「3.3 仮想マシンに割り当てるデバイスのカスタマイズ」
で説明します。



ホストプロファイル
ホストプロファイルを中心とした各設定で、仮想マシンの OS に設定する固有情報を設
定します。ホストプロファイルについては、「1.4 イメージ展開について」で説明します。



ネットワーク
ホストの設定で、仮想マシンに設定する IP アドレス、管理用 IP アドレスの情報を設定し
ます。IP アドレスプールを使用する場合は、論理ネットワークの設定が必要です。仮想
マシンが所属する論理ネットワークの指定は、上記マシンプロファイルで行います。論理
ネットワークについては、「4.5 論理ネットワークへの追加と削除 ‐概要‐」を参照してく
ださい。



VM 最適作成
VM 最適作成機能は、仮想マシンの作成先を自動的に決定する機能です。VM 最適作
成機能の専用の設定はなく、リソースプールやデータストアの設定が参照されます。
「3.12.5 VM 最適作成」を参照してください。



ポリシー
仮想マシン構築後の運用管理の設定です。仮想マシンのイベント発生時、ポリシーに設
定されているイベントに対応するアクションが実行されます。



VM 最適配置、VM 配置制約、VM 最適起動、VM 配置情報
仮想マシン構築後の運用管理の設定です。仮想マシンの仮想マシンサーバ、データス
トア上の配置方法に関わる設定を行います。仮想マシンの配置に関連する説明につい
ては、「3.12 仮想マシンの配置管理」で説明します。
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監視プロファイル
仮想マシン構築後の運用管理の設定です。仮想マシンの性能監視に関する設定を行
います。監視プロファイルについては、「2.6.3 SystemMonitor 性能監視の概要 ‐性能
履歴情報の収集、蓄積、閲覧、閾値監視」を参照してください。

上記の通り、仮想マシンの基本的な設定は [運用] ビュー上で行いますが、以下のようなケ
ースでは、[仮想] ビュー上で設定や操作を行います。


仮想マシンが所属する仮想マネージャ、データセンタ、仮想マシンサーバ、データストア
の閲覧、使用テンプレート・イメージの閲覧



[運用] ビュー上で管理しない仮想マシンの作成、デバイスの設定変更、移動、電源制
御。[運用] ビュー上で管理しない仮想マシンは、マスタ VM など業務目的でない用途で
使用する。



仮想マシンを使用したテンプレートやイメージの作成



再構成で変更ができないデバイスの設定変更



仮想マシンを構成する実際のデバイスの設定状況の確認



仮想マシンの構成ファイル情報の閲覧、削除



仮想マシンの一部性能情報の閲覧

[運用] ビューの各設定と仮想マシンとの関係について、以下のイメージとなります。

指定リソースプール内の適切な仮想マシンサ
ーバとデータストア上に仮想マシンを作成

リソースプール

運用グループ設定(ホスト/モデル等含む)
ホスト名、管理用IPアドレス、
その他

ポリシー

リソースプ
ール

データストア
VM 最 適 配

監視プロフ

置等

ァイル

仮想マシンサーバ
仮想ネットワーク

指定のゲス
マシンプロ
ファイル

テンプレート
イメージ

ホストプロ

トOS情報

ファイル

を設定

仮想マシン
Application
OS
VM
CPU

Memory

Disk

仮想マシン構築
後の運用管理に
関連する設定

マス タVM をベ ース とし たイ

指定のハードウェアスペックのVMを作

メージを持つVMを作成する。

成。指定仮想ネットワークに接続。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
349

3 仮想環境の管理機能について

3.2.4.

マスタ VM
マスタ VM とは、新規リソース割り当ての操作により仮想マシンの作成、および自動構築を実
施するときに作成する仮想マシンの雛型として利用する仮想マシンのことです。マスタ VM と
して利用する仮想マシンは、雛型として利用できるように OS や必要なソフトウェアのインスト
ールの準備を行った後、テンプレートやイメージの作成時に指定して使用します。
テンプレートの作成時に指定され、マスタ VM として使用された仮想マシンは、[仮想] ビュー
のマスタ VM 一覧上で表示され、アイコンに "M" のマークが表示されます。
レプリカ VM 以外の仮想マシンは、下記のように種類や稼動可否に関係なくマスタ VM として
使用可能です。


テンプレートの使用有無、種類に関係なく使用可能



[運用] ビュー上での稼動状態に関係なく使用可能



レプリカ VM は不可

マスタ VM として利用するためには、対象の仮想マシンに対して以下の準備を実施する必要
があります。


OS のインストール



DeploymentManager の固有情報反映を利用する場合、DPM クライアントのインストー
ル



各仮想化基盤製品のエージェントのインストール



•

VMware：VMware Tools

•

XenServer：XenServer Tools

•

Hyper-V：Hyper-V 統合サービス

•

KVM：qemu-guest-agent

利用の操作前に電源状態を規定の状態にしておく必要がある (下記の利用操作の表
を参照)

マスタ VM として使用する仮想マシンに対して、以下の操作や作業を行い利用します。

テンプレートの種類

マスタ VM に対する操作

説明

/ 作業
Full Clone

テンプレート作成

マスタVMを使用して、テンプレートを作成します。
操作前に使用するマスタVMの電源は、オフにしておく必要がありま
す。
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テンプレートの種類

マスタ VM に対する操作

説明

/ 作業
HW Profile Clone

マスタマシンセットアップ
シナリオ実行 / Sysprep
関連の準備作業

マスタマシンセットアップシナリオの実行、または手動でSysprep関
連の作業を行い、固有情報反映のための準備を行います。マスタマ
シンセットアップシナリオは、指定ソフトウェア配布での実行は不可
のため、DeploymentManagerからシナリオを実行する必要があり
ます。また、対象OSがWindows 2000、Windows Server 2003、
Windows XPの場合、マスタマシンセットアップシナリオを利用でき
ないため、手動でSysprep関連のファイルのコピーや実行を行う必
要があります。
操作前に使用するマスタVMの電源はオンにしておく必要がありま
す。また、準備を行った後は、マスタVMは固有情報が削除された状
態で電源オフになります。下記のバックアップを行う前に電源オンに
しないでください。

バックアップ

DeploymentManagerを利用して、指定のマスタVMのバックアップ
を行います。
バックアップは、マスタマシンセットアップシナリオの実行、または
Sysprep関連の準備を行った後に行います。これらの事前の作業
によりマスタVMの電源はオフになりますが、この状態でバックアッ
プを実行する必要があります。

Differential Clone /
Disk Clone

テンプレート作成

マスタVMを使用して、テンプレートを作成します。

Sysprep関連の準備作業

DeploymentManagerの固有情報反映を利用し、対象OSが
Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XPの場合、マ
スタVMに対して、手動でSysprep関連のファイルのコピーの準備作
業が必要です。
上記以外のOSの場合、マスタマシンセットアップシナリオが利用可
能で自動実行されるため、手動による作業は必要ありません。
vCenter Serverの固有情報反映を利用する場合は、本作業は必要
ありません。
作業前に使用するマスタVMの電源はオンにしておく必要がありま
す。また、準備を行った後は、マスタVMは電源オフにします。

テンプレート作成

指定のマスタVMを使用して、テンプレートを作成します。実行時、マ
スタVMからイメージ (レプリカVM) が作成されます。
操作前に使用するマスタVMの電源はオフにしておく必要がありま
す。

イメージ作成

テンプレートに関連付いているマスタVMを使用して、イメージ (レプ
リカVM) を作成します。
操作前に使用するマスタVMの電源はオフにしておく必要がありま
す。

マスタ VM として使用中の仮想マシンは、削除することができません。削除するためには、対
象のマスタ VM を使用しているテンプレートを先に削除する必要があります。
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3.2.5.

テンプレート
テンプレートとは、仮想マシンのハードウェア設定や OS イメージなどの情報で構成される、
仮想マシンを作成するための雛形です。テンプレートにより、インストールや構成時の反復作
業を省くことができます。テンプレートはマスタ VM として利用する任意の仮想マシンから作
成されるため、同一テンプレートから作成された仮想マシンは、基本的にマスタ VM のイメー
ジや設定を共通に持ちます。共通部分以外の個々の仮想マシン固有の設定については、マ
シンプロファイルやホストプロファイルなどの情報が使用され設定されます。マスタ VM から
作成するイメージの管理方法はテンプレートの種類によって異なります。Differential Clone
や Disk Clone については、パッチ適用などの更新が行われた際に作成されたマスタ VM の
複数の世代のイメージを同一テンプレート上で管理することができます。
SigmaSystemCenter では次の 4 種類のテンプレート方式を利用することができます。

テンプレート種類

操作

機能性

簡易性

仮想マシン

容量

特徴

作成性能

Full Clone

★★★

★

★★

★★

仮想化基盤製品の標準テンプレートを
使用する。VMware vCenter Serverと
テンプレートを共有できる点や設定の
しやすさがメリットである。

HW Profile
Clone

★

★

★☆

★★

物理マシンと同様にDPMによるバック
アップ・リストアで仮想マシンを作成す
ることができる。DeploymentManager
の高速Sysprepの機能により仮想マシ
ン作成性能の項目に☆が1つ追加され
た。

Differential
Clone

★

★★★

★★★

★★★

ベースとの差分情報のみを作成する
ため、容量が少なく、また、作成時間
が短い。ただし、マスタVMのスナップ
ショットの管理などが必要なため管理
コストは大きい。別途ライセンスが必
要。

Disk Clone

★★

★★

★☆

★★

イメージ管理機能により同一マスタVM
から作成したイメージの世代管理がし
やすい。Differential Cloneのようにマ
スタVMのスナップショットが必要ない
分、管理しやすい。
DeploymentManagerの高速Sysprep
の機能により仮想マシン作成性能の
項目に☆が1つ追加された。

各仮想環境における各種テンプレートの使用可否について、次の表を参照してください。括
弧内はゲスト OS の固有情報設定を行う製品です。推奨パターンは太字で記載します。斜体
字は非推奨です。
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3.2.6.

管理対象の環境

Full Clone

HW Profile Clone

Differential Clone

Disk Clone

VMware
(vCenter Server
管理)

利用可能

利用可能 (DPM)

利用可能 (vCenter
Server)

利用可能 (vCenter
Server)

スタンドアロン
ESXi

利用不可

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

XenServer

利用不可
*1

利用不可

利用可能 (DPM) *2

利用可能 (DPM)

Hyper-Vクラスタ

利用不可

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

Hyper-V単体

利用不可

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

KVM

利用不可

利用不可

利用可能 (DPM)

利用可能 (DPM)

※1

[運用] ビューから新規リソース割り当てによる通常の仮想マシン作成操作は不可。[仮
想] ビュー上で作成は可能だが、ゲストOSの固有情報設定は不可。

※2

XenServerでは、性能的なメリットが大きいため、Differential Cloneを推奨。容量的に
はメリットはほとんどない。

(vCenter
Server)

仮想マシンのインポートとエクスポート
エクスポートとインポートの機能により、仮想マシンの情報を外部ファイルに保存したり、外
部ファイルの仮想マシンの情報から仮想マシンを作成したりすることが可能です。
本機能は、以下の用途で利用可能です。


仮想マシンをファイルに変換してシステム外に持ち出すことが可能なため、直接移動が
できない複数システム間の仮想マシンの移行で利用することができます。



外部にエクスポートしたファイルを保管しておくことで、仮想マシンのバックアップとして
利用することができます。



各仮想化基盤製品で標準で提供されるファイル形式 (OVA や VHD) に対応しているた
め、他の管理ツール上でエクスポートしたファイルから仮想マシンを作成するときに利用
できます。

インポート / エクスポートの機能は、VMware と Windows Server 2012 以降の Hyper-V で
利用できます。ただし、Hyper-V では、Generation 2 の仮想マシンに対して、インポート機能
を利用できません。
インポートとエクスポートの機能が利用可能な操作は以下の通りです。インポートの操作の
とき、マシンプロファイルなどの設定によるデバイスのカスタマイズが可能です。また、新規リ
ソース割り当ての場合は、ホストプロファイルなどで指定する OS の固有情報の設定反映も
可能です。各操作の差分については、「3.2.1 仮想マシンの作成操作」を参照してください。


インポート
•

[運用] ビューの新規リソース割り当て

•

[運用] ビューのマスタマシン登録
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•

[ポータル] ビューの VM 作成

•

[仮想] ビューの VM インポート

•

ssc create machine

•

ssc assign machine

•

ssc vm import

エクスポート
•

[仮想] ビューの VM エクスポート

•

ssc vm export

なお、スタンドアロン ESXi、Hyper-V 環境でインポートありで新規リソース割り当てを行った
場合、固有情報の反映のためにシステムカスタマイズシナリオが使用されるため、ホスト名、
IP アドレス / DNS / WINS、管理者パスワードのみ固有情報の反映が可能です。また、シス
テムカスタマイズシナリオの 1 つである System_WindowsChgHostName は、実行後に OS
の再起動を行う設定をオフに変更する必要があります。詳細は、「1.4.11 システムカスタマ
イズシナリオ」を参照してください。
インポートとエクスポートで使用する外部ファイルは、次のように VMware と Hyper-V で異な
ります。


VMware
仮想マシンの情報を保存する下記の 2 種類の形式が利用可能です。
Hyper-V とは異なり、仮想マシンの各デバイスの情報も外部ファイルに保存されます。
これらの情報は、デバイスの設定の既定値として利用されます。
また、仮想マシンに接続されているすべてのディスクの情報が保存されます。
•

OVA 形式
拡張子が ova のファイルです。
下記 OVF ファイルの場合、複数ファイルで構成されますが、OVF ファイルの場合、
アーカイブされた 1 つのファイルで構成されます。

•

OVF 形式
拡張子が ovf のファイルです。
OVF は、仮想マシンファイルフォーマットの標準として、策定されたものです。
OVF ファイル以外に拡張子が vmdk のディスクのファイルで構成されます。インポ
ートとエクスポートで使用する vmdk ファイルは、マシンプロファイルのディスクの指
定では使用できないので注意してください。



Hyper-V
仮想マシンの仮想ディスク情報を保存する下記の形式が利用可能です。
VMware と異なり、システムディスクの情報のみが保存され、仮想マシンを構成するそ
の他のデバイスの情報は保存されません。そのため、インポートのときに仮想マシンを
構成する各デバイスの設定を行う必要があります。また、拡張ディスクの情報はインポ
ート・エクスポートすることはできません。
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VM 作成

•

VHD 形式
拡張子が vhd、もしくは vhdx のファイルです。
vhdx の形式は、Windows Server 2012 以降の Hyper-V で利用できます。
Windows Server 2012 以降の Hyper-V 上の仮想マシンで新規にディスクを作成
する場合は、vhdx の形式で作成されます。

VMware

OVA形式

OVAファイル
VMDK



[仮想]ビューの VM エクスポート



ssc vm export

ファイル

OVF形式

エクスポート
OVFファイル

仮想マシン

VMDK

ディスク

ファイル
インポート

Hyper-V

VHD形式



[運用]ビューの新規リソース割り当て

VHDX



[運用]ビューのマスタマシン登録

ファイル



[ポータル]ビューの VM 作成



[仮想]ビューの VM インポート

VHD



ssc create machine

ファイル



ssc assign machine



ssc vm import

インポートとエクスポートの操作を行うとき、外部ファイルを格納する場所から、仮想マシンサ
ーバに接続されているデータストア間で外部ファイルのデータの受け渡しが行われます。
インポートで使用する外部ファイルは下記の場所に用意する必要があります。また、エクス
ポートでは、下記の場所に出力されます。それぞれのファイルの受け渡しを行う場所では、フ
ァイルを格納するために必要な領域を確保しておく必要があります。


Web コンソールから操作の場合、ブラウザを実行するマシン
SigmaSystemCenter の管理サーバを経由して、データの受け渡しが行われるため、管
理サーバ上にも作業領域として外部ファイルのサイズ分の空き領域が必要です。作業
領域は、環境変数 TEMP の設定場所が利用されますが、ssc update environment
TempWorkingDir コマンドにより、明示的に指定することも可能です。
また、外部ファイルを転送する際にブラウザを実行するマシンから
SigmaSystemCenter の管理サーバに 26108 のポートに接続できるようにしておく必要
があります。
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ssc コマンドからの実行の場合、管理サーバ
Webコンソール
仮想マシン

OVAファイル

ディスク

VMDK
ファイル

ブラウザの実行端末

SigmaSystemCenter管理サーバ

仮想マシンサーバ

OVAファイル
VMDK
ファイル

SSCコマンドの実行
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3.3. 仮想マシンに割り当てるデバイスのカスタマイ
ズ
SigmaSystemCenter は、仮想マシンを構成するデバイスのリソース割り当て設定をカスタマ
イズすることができます。SigmaSystemCenter のデバイスカスタマイズ機能を利用すると、
用途に合わせて様々なスペックを持つ仮想マシンの定義が簡易にできるようになり、仮想環
境の高度な設計・運用が可能になります。
下記のデバイスについて扱うことができます。


コスト



CPU



メモリ



ネットワーク



システムディスク



拡張ディスク



光学ドライブ

上記のデバイスの設定で設定できない一部の設定について、仮想化基盤製品別の固有設
定として、構成パラメータ設定で設定することができます。
SigmaSystemCenter で設定できない項目や上記以外のデバイスについては、仮想化基盤
製品の機能を利用して設定する必要があります。
以下の設定、操作により、デバイス設定を定義したり、変更したりすることができます。
1.

マシンプロファイル
マシンプロファイルとは、新規に作成する仮想マシンや再構成する仮想マシンのハード
ウェアスペックを指定する設定です。[運用] ビューで設定します。以下の操作を実行し
たとき、マシンプロファイルで定義したハードウェアスペックを持つ仮想マシンが作成さ
れます。
マシンプロファイルには光学ドライブの設定はありません。

2.

•

新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成、スケールアウト

•

マスタマシン登録 (インポートの指定時のみ)

•

マスタマシン登録 (インポートを指定しないときは、ネットワークの設定のみ有効)

•

リソース割り当て

•

再構成

VM 編集、VM 作成 (テンプレート指定なし)、VM インポート実行時のデバイス設定
VM 作成の操作でテンプレートを指定しなかった場合や VM インポート実行時に、新規
に作成する仮想マシンのハードウェアスペックを指定して、作成することができます。
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また、VM 編集の操作により、作成済みの仮想マシンに対して、各デバイスのリソース
割り当て内容を変更することができます。
両方の操作は、[仮想] ビュー上で実行します。
3.

光学ドライブの設定
光学ドライブは、他のデバイスと異なり、必要になったときに設定を追加して利用します。
以下の操作で設定することが可能です。
•

新規リソース割り当て時に [OS を手動でインストールする] を選択した場合

•

光学ドライブ管理

•

VM 編集

•

VM 作成 (テンプレート指定なし)

VM作成、VMインポートの設定

マシンプロファイルの設定

CPU

メモリ

CPU

メモリ

ネットワーク

・CPU数

・メモリサイズ

・CPU数

・メモリサイズ

・仮想NIC数

・CPUシェア/リミット ・メモリシェア/リミット

テンプレ
ートでも

・CPUシェア/リミット ・メモリシェア/リミット ・仮想NIC の接続先

システムディスク

拡張ディスク

システムディスク

拡張ディスク

構成パラメータ設定

・サイズ(参照のみ)

・サイズ

・サイズ(参照のみ)

・サイズ

仮想化基盤別の固有設定

・Thin/Thick

・Thin/Thick

・Thin/Thick

・Thin/Thick

・格納先

・格納先

・格納先

・格納先

ネットワーク

光学ドライブ

・仮想NIC数

(VM作成のみ)

・仮想NIC の接続先

設定可能

OS手動インストール選択時

構成パラメータ設定

光学ドライブ

仮想化基盤別の固有設定

VM作成(テンプレート指定なし)、

新規リソース割り当て

新規リソース割り当て、

VMインポート

(OS手動インストール)

マスタマシン登録

new

光学ドライブ管理の設定
光学ドライブ

VM編集の設定

新規作成仮想マシンへの設定
VM再構成
リソース割り当て
光学ドライブ管理
VM編集

CPU

メモリ

・CPU数

・メモリサイズ

・CPUシェア/リミット ・メモリシェア/リミット

システムディスク

拡張ディスク

・サイズ(参照のみ)

・サイズ

・Thin/Thick

・Thin/Thick

・格納先

・格納先

ネットワーク

光学ドライブ

・仮想NIC数
・仮想NIC の接続先

構成パラメータ設定

作成済みの仮想マシンの設定変更

仮想化基盤別の固有設定
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マシンプロファイルは、運用グループ上のグループ、モデル、ホストの各階層で定義すること
ができるため、業務の要件に合わせて柔軟な運用が可能です。複数の仮想マシンに広範に
適用したいハードウェアスペックはグループ層で設定を行い、個別にハードウェアスペックを
指定したい仮想マシンにはホスト層で設定します。モデルの場合は、設定時、ホストとモデル
の関連付けが行われず、仮想マシンを新規に作成するタイミングで初めてホストとモデルの
関連付けが行われます。そのため、様々な状況を想定したハードウェアスペックのプロファイ
ルを持つモデルをあらかじめ複数用意しておき、仮想マシンを作成する際の運用状況に合
わせてハードウェアスペックを選択するような使い方ができます。
また、各デバイス別に引き継ぎ設定を行うことも可能です。ネットワークの設定は共通の設定
として上位層で行い、CPU やメモリなど仮想マシン別にカスタマイズしたいデバイスについて
は下位層で設定するような使い方が可能です。
マシン種別が VM のグループのみマシンプロファイルの設定が可能です。
既存バージョンにおける以下の設定項目はマシンプロファイルの設定に統合されました。


モデル設定の [ネットワーク] タブの設定 (SigmaSystemCenter 2.1 update 2 以前)
SigmaSystemCenter 2.1 update 2 以前からからアップグレードした場合は、グループ、
またはモデルのマシンプロファイルのネットワーク設定に引き継がれます。

3.3.1.

マシンプロファイルの利用例
次の図は、グループ内で Network Profile、Profile A、Profile B、Profile C の 4 つのマシンプ
ロファイルを持つグループ VMGroup の例です。
ネットワークの定義は、グループ全体で共通の NetworkProfile を定義します。CPU、メモリ、
ディスクの定義については、3 段階のレベルの業務負荷を想定し、それぞれに対応できるハ
ードウェアスペックとして、3 つのマシンプロファイル Profile A、Profile B、Profile C を定義し
ます。
グループ VMGroup には、Windows 2003 の OS イメージを持つテンプレート template_2003
を設定し、仮想マシングループ下の各仮想マシンは同一の OS イメージをベースとして、動作
することを想定します。
マシンプロファイル Profile A は、多くの業務で使用できる基本設定として利用するために、最
小のスペックを定義し、最上位のグループ VMGroup 上で設定します。マシンプロファイル
Network Profile は、グループ全体で共通のネットワーク設定としてグループ VMGroup 上で
設定します。
グループ VMGroup 配下には、Small Model と Large Model の 2 つのモデルを用意します。
モデル Small Model には上位のグループ VMGroup の設定としてマシンプロファイル Profile
A が引き継がれるように設定します。モデル Large Model は、高負荷な業務に対応できるよ
うに高いスペックが定義されているマシンプロファイル Profile B を設定します。ネットワーク
の設定については両方のモデルともグループ VMGroup の設定を引き継ぐようにします。
ホスト設定 VMHost1～VMHost6 ではマシンプロファイルを定義せず、上位層の設定が使用
されるようにします。これらのホストに対して新規リソース割り当てを行う際、作成した仮想マ
シンに対してかかる負荷を想定し、Small Model と Large Model のどちらかを選択します。
特別に高負荷がかかると想定されるホスト SpecialHost については、特別なハードウェアス
ペックが定義されたマシンプロファイル Profile C をホスト SpecialHost に設定します。
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ネットワークの設定についてはすべてのホスト上で定義せず上位の設定が使用されるように
します。
プロファイルの設定箇所
上位から引き継いだ設定

モデル

グループ
VMGroup

ホスト

Small Model

Profile Ａ

Profile Ａ

Network Profile

Network Profile

Template_2003
OS: Windows 2003

Large Model

VMHost1

Profile Ａ

VMHost2

Profile Ａ

VMHost3

Profile Ａ

VMHost4

Profile Ａ

VMHost5

Profile B

VMHost6

Profile B

Profile B
Network Profile

SpecialHost

Network Profile
仮想NIC#1:

VM Network

Profile A .. Small Instance

Network Profile

Network Profile

Network Profile

Network Profile

Network Profile

Network Profile
Profile C
Network Profile

Profile B .. Large Instance

Profile C .. Extra Large Instance

(Default)
CPU数:

1

CPU数:

2

CPU数:

CPUシェア:

低

CPUシェア:

高

CPUシェア:

メモリ量:

1,700MB

メモリ量:

システムディスク: 10,000MB

システムディスク:

拡張ディスク:

拡張ディスク:

3.3.2.

160,000MB

6,000MB
10,000MB
800,000MB

メモリ量:

4
最高
15,000MB

システムディスク: 10,000MB
拡張ディスク:

1,500,000MB

各階層でのマシンプロファイルの定義
マシンプロファイルの定義はグループ、モデル、ホストの各階層で行うことができます。各階
層間の関係は、下位層の定義が優先されるようになっています。また、各階層で定義を行う
かどうかを CPU、メモリ、ネットワーク、システムディスク、拡張ディスクの各デバイス別に設
定することができます。
各階層、各デバイス別に定義した結果として、仮想マシン作成時にどのようなマシンプロファ
イルの定義で仮想マシンが作成されるかは、ホストのマシンプロファイルの設定で確認する
ことができます。
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グループ
配下のモデルやホストで個別に定義していない場合は、仮想マシン作成の際、グルー
プのマシンプロファイルの定義が使用されます。モデルやホストでの既定の設定として、
グループの設定が使用されます。グループにテンプレートを設定している場合は、テン
プレートの設定がグループの既定の設定となります。
グループではなく下位のモデルでテンプレートが割り当てられている場合、テンプレート
設定はグループの既定値となりません。この場合は、テンプレートが割り当てられてい
るモデル設定の情報を引用すると、簡易に設定を行うことができます。



モデル
ホスト設定で個別のホストにマシンプロファイルが定義されていない場合、仮想マシン
作成時に指定されたモデルの設定が作成される仮想マシンのマシンプロファイルとして
使用されます。ホストやグループのマシンプロファイル設定画面では、指定モデルの設
定を既定の設定として引用することができます。モデル設定の既定値はグループ、また
はテンプレートの設定値です。グループとテンプレートの両方の設定がある場合は、グ
ループの設定値が既定値になります。



ホスト
個別のホストに対して、マシンプロファイルを定義します。ホスト設定で定義した設定値
は必ず仮想マシンのマシンプロファイルとして使用されます。ホストで設定が定義されて
いない場合は、仮想マシン作成時に選択されたモデルのマシンプロファイルの定義が
使用されます。モデルを選択しない場合や選択されたモデルに定義がない場合は上位
のグループ、またはテンプレートの定義が使用されます。グループとテンプレートの両方
に定義がある場合はグループの定義が使用されます。
システムディスクや拡張ディスクに既存ディスクを指定する場合は、ホスト単位に設定す
る必要があります。



各階層で定義がない場合
使用されているテンプレート上の各デバイス設定が仮想マシン作成の際に参照されま
す。

3.3.3.

名前付きのマシンプロファイルについて
名前付きのマシンプロファイルとは、マシンプロファイルの設定を事前に登録し、再利用する
ための機能です。
[リソース] ビュー上で名前付きのマシンプロファイルの登録を行った後、[運用] ビューのグ
ループ / モデルプロパティ、ホスト設定上のマシンプロファイルの設定にて、次の 2 種類の
方法のどちらかを選択し、登録済みの名前付きのマシンプロファイルを利用します。


登録済みの名前付きのマシンプロファイルの設定を利用する



登録済みの名前付きのマシンプロファイルから設定をコピーする
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名前付きのプロファイルには、次の 2 種類の公開範囲の設定があります。


Public
利用可能な範囲が限定されないマシンプロファイルです。[運用] ビュー上のすべてのグ
ループ / モデルプロパティ、ホスト設定で、Public すべてのマシンプロファイルを利用す
ることができます。



Private
指定のテナント配下でのみ利用することができるマシンプロファイルです。Private のマ
シンプロファイルを作成するときに、割り当てるテナントを指定して利用します。[運用]
ビューのグループ / モデルプロパティ、ホスト設定では、上位のテナントに割り当てられ
た Private のマシンプロファイルが利用可能となります。上位のテナントに割り当てられ
ていない Private のマシンプロファイルは利用できません。

SigmaSystemCenter をインストールしたときにデフォルトで次の 3 つの Public の名前付き
マシンプロファイルが利用できます。

マシンプロファイルの名前

設定

Large

CPU数:4、CPUシェア:標準、メモリサイズ:4096MB、メモリシェア:標準、
システムディスクタイプ:Thin

Medium

CPU数:2、CPUシェア:標準、メモリサイズ:2048MB、メモリシェア:標準、
システムディスクタイプ:Thin

Small

CPU数:1、CPUシェア:標準、メモリサイズ:1024MB、メモリシェア:標準、
システムディスクタイプ:Thin

各デバイスの設定値
マシンプロファイル、VM 編集、VM 作成 (テンプレート指定なし) では、デバイス別に以下の
設定項目があります。

3.3.4.

コスト情報の設定
仮想マシンのコスト値を設定します。

3.3.5.

CPU の設定
仮想マシンに割り当てる CPU 数や CPU の能力を設定します。
(1) 利用可能な操作
以下の操作実行時に指定の CPU が作成され、仮想マシンに割り当てられます。
•

新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成、スケールアウト

•

マスタマシン登録 (インポートの指定時のみ)
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•

リソース割り当て

•

再構成

•

VM 編集

•

VM 作成 (テンプレート指定なし)

CPU の設定項目について、以下に説明します。
(2) 設定項目
•

CPU 数
仮想マシンに搭載させる仮想 CPU の数を指定します。
VMware の vSphere5 環境では、マルチコアの設定を行うことが可能です。
SigmaSystemCenter は、次のように仮想マシンのコア数の合計が、CPU 数の指
定と同じになるように仮想マシンに CPU を割り当てます。

コア数の設定

テンプレート、またはイメージのコア数の設定を引き継ぐ

ソケット数の設定

CPU数の指定 / マスタVMのコア数

例: CPU 数の指定が 4、マスタ VM のコア数が 2 の場合、ソケット数は 2 となりま
す。
•

CPU シェア
実際に仮想マシンに割り当てる仮想マシンサーバの CPU リソースの配分の目安を
設定します。
以下の中から選択します。具体的な数値による指定も可能です。
-

4000 最高 / Highest

-

2000 高 / High

-

1000 普通 / Normal

-

500 低 / Low

-

250 最低 / Lowest

各仮想化基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を
使用します。

VMware

設定値 * CPU数

XenServer

設定値 * 256 / 100

Hyper-V

設定値 / 10

KVM

設定値 * 1024 / 1000
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各仮想化基盤製品は、CPU シェアの設定値以外に仮想マシンサーバ上で動作し
ている仮想マシン数なども考慮して、最終的な CPU リソースの割り当て量を決定し
ます。CPU シェアの設定値は仮想マシンサーバ上で動作している仮想マシン間の
相対的な値として使用してください。
•

CPU 予約
実際に仮想マシンに割り当てる仮想マシンサーバの CPU リソースの割り当て量下
限を MHz 単位で設定します。仮想化基盤製品により CPU リソースの配分が少なく
なりすぎないように、最低限の割り当て量を確保しておきたいときに設定します。
XenServer と KVM の場合は、CPU 予約の設定は使用されません。

VMware

設定値をそのまま使用

Hyper-V

設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値
(MHz))

VMが使用可能なリソースに対す
る割合 (%) で設定

"0"、または空を指定した場合は、CPU 予約の指定はなしとして扱われます。
•

CPU リミット
実際に仮想マシンに割り当てる仮想マシンサーバの CPU リソースの割り当て量上
限を MHz 単位で設定します。CPU シェア設定が他仮想マシンの CPU シェア設定
との間の相対的な値として使用されるのに対し、CPU リミット設定は設定値以上の
CPU リソースが割り当てられないようにするための値として使用されます。
XenServer の場合は、CPU リミットの設定は使用されません。
各仮想化基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を
使用します。

VMware

設定値をそのまま使用

Hyper-V

設定値 * 100 / (CPU数 * ホストク
ロック値 (MHz))

VMが使用可能なリソースに対す
る割合 (%) で設定

KVM

quota値 = 設定値 * period値 (デ
フォルト100000) / ホストクロック値
(MHz)

KVMにquota値を設定

"0"、または空を指定した場合は、CPU リミットの指定はなしとして扱われます。
(3) 各仮想化基盤の対応
上記説明の CPU の詳細機能の仮想化基盤別の利用可否や対応内容については、以
下の表の通りです。

機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

CPU数の指定・変更

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

CPUシェアの指定・変更

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能
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3.3.6.

機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

CPU予約の指定・変更

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

CPUリミットの指定・変更

利用可能

利用可能

利用不可

利用可能

メモリの設定
仮想マシンに割り当てるメモリの設定を行います。
(1) 利用可能な操作
以下の操作実行時に指定のメモリが作成され、仮想マシンに割り当てられます。
•

新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成、スケールアウト

•

マスタマシン登録 (インポートの指定時のみ)

•

リソース割り当て

•

再構成

•

VM 編集

•

VM 作成 (テンプレート指定なし)

(2) 設定項目
メモリの設定項目について、以下に説明します。
•

メモリサイズ
仮想マシンに割り当てるメモリ量を MB 単位で指定します。次のように、仮想化基
盤製品により指定値の扱いが異なります。
-

Hyper-V 以外の場合
設定値は、仮想マシンの物理メモリサイズとなります。

-

Hyper-V の場合
ダイナミックメモリが有効な場合、メモリサイズの設定は作成する仮想マシン
の物理メモリサイズの初期サイズとなります。仮想マシン作成後、ダイナミック
メモリにより動的に物理メモリサイズが変更されます。
ダイナミックメモリの動作を無効にしたい場合は、メモリリミットの設定をメモリ
サイズと同じ値にする必要があります。ダイナミックメモリが無効な場合、設定
値は仮想マシンの物理メモリサイズとなります。

•

メモリシェア
仮想マシンサーバ上で仮想マシンに実際に割り当てるメモリリソースの配分のため
の目安を設定します。Hyper-V のダイナミックメモリの場合は、仮想マシンの物理メ
モリサイズを決定するための目安として使用されます。
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メモリシェアの設定は VMware、Hyper-V で利用可能です。指定可能な設定は以
下の 4 つです。
-

2000 高

-

1000 標準

-

500 低

-

手動での設定 : 値で指定します。

各仮想化基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を
使用します。

VMware

設定値 * メモリサイズ / 100

Hyper-V

設定値 * 5

0 <= 計算結果 <= 10000になるように設定す
る必要があります。

各仮想化基盤製品は、メモリシェアの設定値以外に仮想マシンサーバ上で動作し
ている仮想マシン数なども考慮して、最終的なメモリリソースの割り当て量を決定し
ます。メモリシェアの設定値は仮想マシンサーバ上で動作している仮想マシン間の
相対的な値として使用してください。
•

メモリ予約
実際に仮想マシンに割り当てる仮想マシンサーバの物理メモリサイズの下限を MB
単位で設定します。仮想化基盤製品によりメモリリソースの配分が少なくなりすぎ
ないように、最低限の割り当て量を確保しておきたいときに設定します。メモリ予約
の設定は、VMware と Windows Server 2012 以降の Hyper-V で利用可能です。
Windows Server 2008 の Hyper-V の場合、指定値は無視されメモリサイズで設定
されます。
VMware の場合、"0"、または空を指定した場合は、メモリ予約の指定はなしとして
扱われます。
Hyper-V の場合、"0"、または空を指定した場合は、仮想マシンに対して指定値が
可能な最小値として扱われます。

•

メモリリミット
実際に仮想マシンに割り当てる仮想マシンサーバの物理メモリサイズの上限を MB
単位で設定します。メモリシェア設定が他の仮想マシンのメモリシェア設定との間
の相対的な値として使用されるのに対し、メモリリミット設定は、設定値以上のメモ
リリソースが割り当てられないようにするための値として使用されます。XenServer
と KVM の場合は、メモリリミットの設定は利用できません。
"0"、または空を指定した場合は、VMware の場合、メモリリミットの指定はなしとし
て扱われます。Hyper-V のダイナミックメモリの場合、最大サイズ (Windows
Server 2012 以降の Hyper-V: 1024GB、Windows Server 2008 R2: 64GB) の
指定として使用します。
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メモリの設定は、次の図のように、仮想化基盤製品の種類により利用方法が異なりま
す。
•

VMware の場合、メモリサイズの指定により仮想マシンの物理メモリサイズは決定
します。メモリリミットの設定は、仮想マシンサーバの実メモリ上で使用されるサイ
ズを制限するために使用されます。ただし、メモリリミットのサイズがメモリサイズよ
り小さい場合、仮想マシン上でのメモリ使用量がメモリリミットを超えると仮想マシン
の性能に影響が出るため、通常、メモリリミットは指定なしが推奨されます。

•

Hyper-V のダイナミックメモリの場合、メモリサイズの指定は仮想マシンの物理メモ
リサイズの初期設定として使用されます。その後、ダイナミックメモリにより動的に
物理メモリサイズが変わるため、メモリリミットの設定は、動的に変更される仮想マ
シンの物理メモリサイズの上限として使用されます。Windows Server 2012 以降
の Hyper-V の場合、メモリ予約は仮想マシンの物理メモリサイズの下限として使用
されます。Windows Server 2008 R2 の場合は、メモリサイズが下限となります。

VMwareの場合

メモリサイズ
メモリリミット

仮想マシン作成直後の仮想マシンが

メモリ予約

認識している物理メモリサイズ
仮想マシンが認識している
物理メモリサイズ
仮想マシンサーバ上で実際に

ゲ ス ト OS 上で 使 用 可

使用されている物理メモリサイズ

仮想マシンサーバ上で実際に使用されるメモリサイ
ズは、メモリシェアの設定や実際の負荷状況により、
メモリリミットとメモリ予約の間で動的に変化する。

能な物理メモリサイズ
はメモリサイズの指定
により決定する。

Hyper-Vのダイナミックメモリの場合
メモリリミット
メモリサイズ

仮想マシン作成直後の仮想マシンが

メモリ予約

認識している物理メモリサイズ
仮想マシンが認識している
物理メモリサイズ
仮想マシンサーバ上で実際に
使用されている物理メモリサイズ

Windows Server 2012のHyper-Vの場合、

Windows Server 2012のHyper-Vの場合、

仮想マシンサーバ上で実際に使用される物理

ダイナミックメモリにより指定メモリ予約と

メモリサイズも、指定メモリ予約と指定メモ

指定メモリリミットの間で、動的に仮想マシ

リリミットの間で動的に変化する。

ンの物理メモリサイズが変化する。

Windows Server 2008の場合、メモリサイ

Windows Server 2008の場合、メモリサイ

ズが下限となる。

ズが下限となる。
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仮想マシンサーバ上で使用中のメモリサイズや仮想マシンが認識しているメモリサイズ
などの各情報は、仮想マシンサーバのパフォーマンス情報で閲覧することができます。
パフォーマンス情報におけるメモリサイズの各情報の表示場所は、次の表の通りです。
仮想マシンサーバのパフォーマンス情報は、[仮想] ビュー－対象仮想マシンサーバの
[性能情報] － [パフォーマンス] タブの操作で表示されます。

確認項目

情報の表示場所

仮想マシンが認識しているメモリサイズ

"メモリサイズ" 列

ゲストOS上で使用されているメモリサイズ

"メモリ使用量" 列

仮想マシンサーバ上で対象仮想マシンのために使用中のメモリサイズ

"ホストメモリ使用量" 列

(3) 各仮想化基盤の対応
上記のメモリの詳細機能の仮想化基盤別の利用可否や対応内容については、以下の
表の通りです。

3.3.7.

機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

メモリサイズの指定・変更

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

メモリシェアの指定・変更

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

メモリ予約の指定・変更

利用可能

Windows Server 2012
以降では、利用可能。そ
れ以前では、利用不可
(VM編集では "0" を指
定)

利用不可

利用不可

メモリリミットの指定・変更

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

ネットワークの設定
仮想マシンに割り当てる仮想 NIC と仮想 NIC の接続先の論理ネットワークやポートグループ
(仮想ネットワーク) を設定します。ポートグループは、XenServer 環境では、XenServer ネッ
トワークに相当します。仮想 NIC は、#1～#10 まで設定することができます。XenServer で
は、設定可能な仮想 NIC の数は 7 枚までです。
(1) 利用可能な操作
以下の操作実行時に指定の仮想 NIC が作成され、仮想マシンに割り当てられます。ま
た、仮想 NIC は指定の接続先に接続されます。VM 編集では、接続先へ接続中の仮想
NIC に対して、切断状態にすることができます。XenServer では切断を行うことはできま
せん。
•

新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成、スケールアウト

•

マスタマシン登録

•

リソース割り当て

•

再構成

•

VM 編集
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•

VM 作成 (テンプレート指定なし)

•

VM インポート

(2) 設定項目
接続先の論理ネットワークやポートグループについて、マシンプロファイルと VM 編集 /
VM 作成 (テンプレート指定なし) の間で、指定可能な内容が異なります。
•

マシンプロファイル
マシンプロファイルでは、論理ネットワークやポートグループを指定することができ
ます。
論理ネットワークは既に定義済みで登録されている論理ネットワークの中から選択
して指定します。指定の論理ネットワーク内で定義されている仮想スイッチやポート
グループは、仮想化基盤製品を使用して作成する必要があります。VMware や
Hyper-V では、仮想マシンサーバのマスタマシン登録などの操作時に、指定の論
理ネットワーク内で定義されている仮想スイッチやポートグループが未作成の場合、
定義されている内容で自動的に作成されます。
ポートグループについては、作成済みのポートグループを指定します。未作成のポ
ートグループの名前を手入力で設定することが可能ですが、次の Hyper-V のケー
スを除き、新規リソース割り当てや再構成などを実行する前に仮想化基盤製品を
使用して手入力で指定した内容と同じ名前のポートグループを作成する必要があ
ります。
Hyper-V の場合、未作成のポートグループの名前を次の形式で設定した場合、新
規リソース割り当てや再構成時に、指定の内容でポートグループの作成が自動的
に行われます。仮想スイッチは、仮想化基盤製品を使用して作成しておく必要があ
ります。
指定形式: VirtualSwitchName-VLAN:VlanId

•

-

VirtualSwitchName : 接続先の仮想スイッチ名を指定します。

-

-VLAN: : 固定文字列です

-

VlanId : 仮想 NIC に割り当てる VLAN の ID を指定します。VLAN の ID を
指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。

VM 編集 / VM 作成 (テンプレート指定なし)、VM インポート
VM 編集と VM 作成 (テンプレート指定なし) では、既に作成済みの利用可能なポ
ートグループのみを指定できます。対象のポートグループが作成されていない場合
は、事前に、仮想化基盤製品を使用して仮想マシンサーバ上に作成し、収集で
SigmaSystemCenter に情報を取り込む必要があります。または、VMware や
Hyper-V では、VM 編集対象の仮想マシンが稼動する仮想マシンサーバで使用さ
れている論理ネットワークにポートグループの設定を追加し、該当仮想マシンサー
バに対して構成変更の操作を実行することでポートグループを作成することができ
ます。
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Web コンソールでは、接続先の設定が簡易にできるように接続先候補の一覧が表示さ
れます。接続先候補として、以下の条件を満たす論理ネットワークとポートグループが
表示されます。マシンプロファイルの場合、候補一覧中にないポートグループを手入力
で設定することができます。
•

•

論理ネットワーク
-

作成済みの公開範囲が Public の論理ネットワーク。

-

作成済みの公開範囲が Private の論理ネットワーク。Private の論理ネットワ
ークは、設定対象のマシンプロファイルのホスト / モデル / グループが所属
するテナントに割り当てられている必要があります。

ポートグループ
-

作成対象の仮想マシンの作成先候補となる仮想マシンサーバから使用可能
なポートグループ。仮想マシンの作成先候補となる仮想マシンサーバについ
ては、「3.12.6 作成先仮想マシンサーバとデータストアの選択基準」を参照し
てください。

(3) 各仮想化基盤の対応
上記説明のネットワークの詳細機能と仮想化基盤別の利用可否や対応内容について
は、以下の表の通りです。

3.3.8.

機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

仮想NIC数上限

10

8

7

10

仮想NICの追加と接続、接続
先の変更

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

仮想NICの削除

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

接続中のネットワークの切断
(VM編集のみ)

利用可能

利用可能

利用不可

利用可能

システムディスクの設定
ゲスト OS のインストール先となるシステムディスクの設定を行い、システムディスクの作成、
変更を行うことができます。
(1) 利用可能な操作
システムディスクについては、SigmaSystemCenter が行う処理内容は操作ごとに異な
ります。
各操作について、SigmaSystemCenter がシステムディスクに対して行う処理内容は、
以下の表の通りです。再構成の操作は、Reconstruct、Revert、マシンプロファイル適用
のオプションの選択により動作が異なります。

操作

処理内容

新規リソース割り当て、

マシンプロファイルで指定のシステムディスクが仮想マシンに割り
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操作

処理内容

[ポータル] ビューのVM作成、

当てられます。仮想マシンに割り当てるシステムディスクは、新規
作成を行うか作成済みの既存ディスクを使用するかを選択すること
ができます。作成済みの既存ディスクを使用する場合は、使用する
既存ディスクは他の仮想マシンに割り当てられていない未使用の
状態である必要があります。

スケールアウト

ディスクの内容は、新規作成か既存ディスクを使用するかの選択
や仮想マシンのインポートの指定により次のように異なります。
▪ 新規の作成を行う場合
指定のテンプレートをイメージをベースにホストプロファイルなど
の固有情報が反映されたイメージが作成されます。
▪ 既存ディスクを使用する場合
指定の既存ディスクの内容が維持されたままとなります。
▪ 仮想マシンのインポートを行う場合
インポートするファイルのイメージをベースにホストプロファイル
などの固有情報が反映されたイメージが作成されます。
既存ディスクの指定がある場合は、インポートするファイル中の
ディスクが使用され、既存ディスクの指定は無視されます。
リソース割り当て

仮想マシンに割り当てられている既存のディスクに対して指定のホ
ストプロファイルから固有情報反映のみが実行されます。イメージ
のコピーは実行されないため、固有情報以外のデータは維持され
ます。サイズ、タイプ、モードの設定変更がある場合は、これらの変
更も行われます。

再構成 (Reconstruct)

仮想マシンに割り当てられている既存のディスクに対して、指定の
テンプレートのイメージをベースにホストプロファイルなどの固有情
報が反映されたイメージが作成されます。ディスクは初期状態に戻
るため、操作実行前のデータは維持されません。
サイズ、タイプ、モードの設定変更がある場合は、テンプレートが
Disk Cloneの場合、変更の反映が行われます。テンプレートが
Differential Cloneの場合は、変更は維持されません。

再構成 (Revert)

操作によりディスクは、レプリカVMとの差分が少ない初期状態に戻
ります。ディスクが初期状態に戻るため、操作実行前のデータは維
持されません。
サイズ、タイプ、モードの設定変更は反映されません。

再構成 (マシンプロファイル適
用)

指定に従って、システムディスクのサイズ、タイプ、モードが変更さ
れます。ディスク上のデータに対する変更は行われないため、操作
実行前のデータは維持されます。

VM編集

指定に従って、システムディスクのサイズ、タイプ、モードが変更さ
れます。ディスク上のデータに対する変更は行われないため、操作
事項前のデータは維持されます。

マスタマシン登録

マシンプロファイルの指定は無視され、システムディスクに対する
変更は行われません。操作実行前のデータは維持されます。

VM作成 (テンプレート指定なし、
既存ディスク指定あり)

指定の既存ディスクがシステムディスクとして、新規作成された仮
想マシンに割り当てられます。操作実行前のデータは維持されま
す。

VM作成 (テンプレート指定なし、
既存ディスク指定なし)

サイズ、タイプ、モードの指定に従って空のシステムディスクが作成
され、新規作成された仮想マシンに割り当てられます。

VMインポート

インポートするファイルのイメージをベースに、サイズ、タイプ、モー
ドの指定に従ったシステムディスクが作成され、新規作成された仮
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操作

処理内容
想マシンに割り当てられます。インポートするファイルのディスク上
のデータに対する変更は行われません。

(2) 設定項目
システムディスクの設定項目については、以下に説明します。
•

タイプ
ディスクの実容量の可変 / 固定を指定します。Thick / Thin のどちらかを選択しま
す。Differential Clone で作成可能なタイプは、XenServer の SAN、ローカルディス
ク環境を除き、Thin のみです。システムディスクでは、RDM (物理) / RDM (仮想)
を指定できません。
-

Thick : 作成時に指定したサイズのディスクを作成します。
VMware の vSphere 5 環境では、Thick タイプのディスクは次の 2 種類があり
ます。SigmaSystemCenter の画面上では Thick と表示されます。Thick タイ
プのディスクを作成するとき、SigmaSystemCenter は Lazy Zeroed のディス
クを作成します。
▪ Lazy Zeroed : ディスク作成時にデータ初期化が行われません。ディスクに
アクセスが行われるときにアクセスがある領域に対してデータ初期化が行わ
れます。
▪ Eager Zeroed : ディスク作成時にすべての領域のデータ初期化が行われ
ます。VM 編集で Thin から Thick に変更した場合、Eager Zeroed のディスク
として設定されます。

-

•

Thin : ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に
割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として
使用されます。

モード
スナップショット作成時の変更保存方法を指定します。通常 / 独立型通常 / 独立
型読み取り専用のどれかを選択します。VMware 環境のみ設定可能です。他の仮
想化基盤では通常モードのみです。また、独立型読み取り専用の設定は、VM 編
集でのみ利用可能です。
-

通常 :
通常のディスクとして動作します。

-

独立型通常 :
通常のディスクと同様に動作しますが、独立型通常のディスクはスナップショッ
トの対象外となります。スナップショットを作成したときに該当ディスクの情報は
保存されません。そのため、仮想マシンを作成済みのスナップショットに戻した
場合、独立型で通常モードのディスクはスナップショットを作成した時点の状態
に戻りません。

-

独立型読み取り専用 :
仮想マシン起動中は通常のディスクと同様に動作しますが、仮想マシンを電
源オフした場合や作成済みのスナップショットに戻した場合、ディスクの内容
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は元の状態に戻ります。仮想マシン起動中に実行された変更内容はすべて破
棄され、独立型読み取り専用に設定を変更した時点の状態に戻ります。
•

サイズ
テンプレートを指定せずに新規に仮想マシンを作成する場合、新規に作成するシ
ステムディスクのサイズを指定します。既存のシステムディスクに対する変更やテ
ンプレートを使用して仮想マシンを作成する場合は、作成済みのシステムディスク
に対する容量の変更が可能です。この場合、増加のみが可能です。
システムディスクのサイズは MB 単位で指定します。新規に仮想マシンを作成する
場合、テンプレートの設定が既定値として設定されます。テンプレートから情報が
取得できない場合は、既定値は表示されません。

•

(作成先) データストア
ディスクのデータ置き場所であるデータストアを指定します。
新規にディスクを作成する場合は、作成先のデータストアとなります。また、指定は
省略可能です。
マシンプロファイルの指定を省略し、仮想マシン作成時の指定もない場合、作成先
データストアは仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
マシンプロファイルの指定と仮想マシン作成時の指定の両方がある場合、システム
ディスクについては、仮想マシン作成時の指定が優先されます。
タグで指定した場合、指定のタグと同じタグが設定されているデータストアが作成
先の候補となります。タグ指定は、マシンプロファイルでのみ利用可能です。
既存ディスクを使用する場合は、使用するファイルの指定のためにデータストアの
指定は必須です。また、仮想マシン作成時における作成先のデータストアの指定
は無視されます。

•

ディスクファイル
システムディスクの実体となるデータストア上のファイルです。使用する操作により、
設定や表示内容が異なります。マシンプロファイルや [仮想] ビューの VM 作成の
場合、仮想マシンに新規追加するシステムディスクを設定する画面が表示されま
す。VM 編集で作成済みの仮想マシンの編集を行うときは、割り当て済みのシステ
ムディスクの詳細情報が表示されます。
-

仮想マシンに新規追加するディスクの場合
新規追加するシステムディスクについて、新規にディスクを作成して仮想マシ
ンに割り当てるか、既に作成済みの既存ディスクを仮想マシンに割り当てるか
を指定します。
▪ 新規に作成する

作成先データストア配下に仮想マシン名のディレクトリが作成され、システ
ムディスクのファイルが作成されます。Hyper-V で作成データストアに VM 作
成先ディレクトリの設定がある場合、作成先データストア配下に指定の VM 作
成先ディレクトリが作成され、その下に仮想マシン名のディレクトリとシステム
ディスクのファイルが作成されます。KVM の場合、作成先データストア直下に
ファイルが作成されます。
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▪ 既存のディスクを使用する
使用する既存ディスクのデータストア上のファイルパスを指定する必要があ
ります。既に他の仮想マシンで使用中のディスクを共有して割り当てることは
できません。
-

仮想マシンに既に割り当て済みのシステムディスクの場合
割り当て済みのディスクに該当するデータストア上のファイルの情報が表示さ
れます。VM 編集でのみ表示されます。以下の通り仮想化基盤製品ごとに表
示される情報が異なります。
▪ VMware
ディスクに対応するファイルのパス情報が表示されます。
▪ Hyper-V
仮想ハードディスクファイルのパス情報が表示されます。
▪ KVM
ディスクに対応するファイルのパス情報が表示されます。
▪ XenServer
ディスクの UUID が表示されます。UUID の情報から、xe コマンドで詳細な
情報を確認することができます。

(3) 各仮想化基盤の対応
上記説明のシステムディスクの詳細機能の仮想化基盤別の利用可否や対応内容につ
いては、以下の表の通りです。
機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

システムディスクのタイプの指定

利用可能

利用可能

利用不可

利用可能

(Differential
Cloneの場合は
Thinのみ)

(Differential
Cloneの場合は
Thinのみ)

(使用するディスク
の種類により次の
設定となる)

(Differential Clone
の場合はThinの
み)

▪ SAN or ローカ
ル: Thick
(Differential
Cloneの場合も)
▪ NFS: Thin
既存ディスクは指
定不可
システムディスクのタイプの変更
(Differential Clone以外の場合)

ThinからThickへ
の変更のみ

利用可能 (スナッ
プショットがある
場合利用不可)

利用不可

利用不可

システムディスクのタイプの変更
(Differential Cloneの場合)

利用不可

利用不可

利用不可

利用不可

システムディスクのモードの指
定・変更

利用可能

利用不可 (通常
モードのみ)

利用不可 (通常
モードのみ)

利用不可 (通常モ
ードのみ)

システムディスクのサイズの表示

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能
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機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

システムディスクのサイズの指定

利用可能 (テンプ
レートを利用して
いる場合増加の
み可)

利用不可

(Differential Clone以外の場合)

利用可能 (テンプ
レートの指定があ
る場合増加のみ
可)

利用可能 (VM作
成 (テンプレート指
定なし) のみ可)

システムディスクのサイズの変更
(Differential Clone以外の場合)

増加のみ利用可
能

増加のみ利用可
能 (スナップショ
ットがある場合利
用不可)

利用不可

利用不可

システムディスクのサイズの指
定・変更 (Differential Cloneの
場合)

利用不可

利用不可

利用不可

利用不可

システムディスクの作成先データ
ストアの指定

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

3.3.9.

拡張ディスクの設定
データ用のディスクとなる拡張ディスクの設定を行い、拡張ディスクの作成、削除、切断、変
更を行うことができます。
(1) 利用可能な操作
以下の操作時に指定の拡張ディスクが仮想マシンに割り当てられます。仮想マシンに
割り当てる拡張ディスクは、新規の作成か既存のディスクかを指定することができます。
新規の作成を指定した場合は、操作時に新規に拡張ディスクが作成され、既存のディ
スクを指定した場合は既に作成済みの既存ディスクが仮想マシンに割り当てられます。
使用する既存ディスクは、他の仮想マシンに割り当てられていない未使用の状態である
必要があります。
VM インポート、リソース割り当て、再構成、[ポータル] ビューの VM 作成では、既存ディ
スクの拡張ディスクを仮想マシンに割り当てることはできません。
拡張ディスクは複数割り当てることが可能です。既に拡張ディスクが割り当てられている
仮想マシンに対して拡張ディスクを新規作成、追加することも可能です。
•

新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成、スケールアウト

•

マスタマシン登録 (インポートの指定時のみ)

•

VM 編集

•

VM 作成 (テンプレート指定なし)

•

VM インポート (※新規作成のみ利用可能)

•

リソース割り当て (※新規作成のみ利用可能)

•

再構成 (※新規作成のみ利用可能)

上記操作で作成された拡張ディスクは、仮想マシンに割り当てられただけの状態のため、
そのままでは利用できません。利用できるようにするためには、仮想マシンの利用者が
パーティション作成などの作業を仮想マシンの OS 上で行う必要があります。この作業
は、拡張ディスク用ドライブ作成スクリプトを利用して自動実行できる場合があります。
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仮想マシンに割り当てられた拡張ディスクに対して、VM 編集で、削除、および切断を実
行することができます。切断された拡張ディスクは、削除されずに仮想マシンから切り離
された状態で保持されます。
切断後の拡張ディスクの情報は、[仮想] ビューのデータストアの詳細情報で確認でき
ます。
また、切断後の拡張ディスクを既存ディスクとして、仮想マシンに再度割り当てすること
が可能です。
リソース割り当て、再構成では、拡張ディスクの削除、および切断を行うことはできませ
ん。マシンプロファイルの設定から削除された拡張ディスクは、リソース割り当て、再構
成の操作では削除されず、仮想マシンに割り当てられたまま残存します。拡張ディスク
を実際に削除したい場合は、VM 編集で削除してください。
割り当て済みの拡張ディスクに対して、VM 編集で、タイプやサイズやモードを変更する
ことが可能です。タイプやサイズやモードの変更では、ディスク内のデータは変更されず
そのまま維持されます。
リソース割り当て、再構成では、仮想マシンに割り当てられた拡張ディスクが 1 つのとき
のみ、変更することが可能です。マシンプロファイル上に拡張ディスクの設定が複数あ
る場合は、マシンプロファイル上でタイプやサイズのモードの設定を変更しても、再構成
時に変更内容は拡張ディスクに反映されません。
また、既存ディスクについては、リソース割り当て、再構成でタイプやサイズやモードを
変更できません。
タイプやサイズやモード以外の設定については、割り当て済みの拡張ディスクの設定を
変更することはできません。
マシンプロファイルでは、変更不可の項目についても、定義として設定を変更することは
可能です。ただし、変更不可の項目については、再構成を行っても、マシンプロファイル
の設定は拡張ディスクに反映されません。
拡張ディスクを複数作成する場合、Web コンソールで管理可能な拡張ディスクは最大で
6 個です。ssc コマンドにより VM 編集を実行する場合は、7 個以上の拡張ディスクを追
加・削除することが可能です。
拡張ディスクを複数管理する場合は、仮想マシン上で認識されるディスクと
SigmaSystemCenter 上の拡張ディスク設定の対応付けが把握できなくならないように
十分に注意してください。詳細は、「3.3.16 ゲスト OS 上で認識される拡張ディスクの識
別方法」を参照してください。
テンプレートやインポートするファイルに既に拡張ディスクが作成されていて、マシンプロ
ファイルの拡張ディスクの指定と重複している場合、マシンプロファイルの拡張ディスク
の指定は追加の指定とみなされます。元の拡張ディスクに加えて、マシンプロファイル
で指定の拡張ディスクが仮想マシンに追加されます。
(2) 設定項目
拡張ディスクの設定項目について、以下に説明します。
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•

(作成先) データストア
ディスクのデータ置き場所であるデータストアを指定します。
新規にディスクを作成する場合は、作成先のデータストアとなります。また、指定は
省略可能です。
マシンプロファイルの指定を省略し、仮想マシン作成時の指定もない場合、作成先
データストアは仮想マシン作成時に自動的に選択されます。マシンプロファイルの
指定と仮想マシン作成時の指定の両方がある場合、拡張ディスクについては、マ
シンプロファイルの指定が優先されます。
タグで指定した場合、指定のタグと同じタグが設定されているデータストアが作成
先の候補となります。タグ指定は、マシンプロファイルでのみ利用可能です。
タイプに RDM (物理) / RDM (仮想) を指定した場合は、作成先データストアは指
定できません。
既存ディスクを使用する場合は、使用するファイルの指定のためにデータストアの
指定は必須です。また、仮想マシン作成時における作成先のデータストアの指定
は無視されます。

•

ディスクファイル
拡張ディスクの実体となるデータストア上のファイルです。使用する操作により、設
定や表示内容が異なります。拡張ディスクが新規に追加するディスクの場合、新規
に追加するディスクの設定画面が表示されます。仮想マシンに割り当て済みの拡
張ディスクの場合は、そのディスクの詳細情報が表示されます。
-

仮想マシンに新規追加するディスクの場合
新規追加する拡張ディスクについて、新規にディスクを作成して仮想マシンに
割り当てるか、既に作成済みの既存ディスクを仮想マシンに割り当てるかを指
定します。
▪ 新規に作成する
作成先データストア配下に仮想マシン名のディレクトリが作成され、拡張デ
ィスクのファイルが作成されます。Hyper-V で作成データストアに VM 作成先
ディレクトリの設定がある場合、作成先データストア配下に指定の VM 作成先
ディレクトリが作成され、その下に仮想マシン名のディレクトリと拡張ディスクの
ファイルが作成されます。KVM の場合、作成先データストア直下にファイルが
作成されます。
▪ 既存のディスクを使用する
使用する既存ディスクのデータストア上のファイルパスを指定する必要があ
ります。既に他の仮想マシンで使用中のディスクを共有して割り当てることは
できません。

-

仮想マシンに既に割り当て済みの拡張ディスクの場合
割り当て済みのディスクに該当するデータストア上のファイルの情報が表示さ
れます。VM 編集でのみ表示されます。以下の通り仮想化基盤製品ごとに表
示される情報が異なります。
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▪ VMware
ディスクに対応するファイルのパス情報が表示されます。タイプが RDM (物
理) / RDM (仮想) の場合は、ディスクに対応する LUN ではなく、マッピングフ
ァイルの情報が表示されます。ディスクに対応する LUN の情報はターゲット
LUN で確認してください。
▪ Hyper-V
仮想ハードディスクファイルのパス情報が表示されます。タイプが RDM (物
理) の場合は、物理ハードディスクの情報が表示されます。ディスクに対応す
る LUN の情報はターゲット LUN で確認してください。
▪ KVM
ディスクに対応するファイルのパス情報が表示されます。
▪ XenServer
ディスクの UUID が表示されます。UUID の情報から、xe コマンドで詳細な
情報を確認することができます。
•

タイプ
ディスクの種類を指定します。Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想) の中から
選択します。既存ディスクを仮想マシンに新規に割り当てるときは指定できませ
ん。
-

Thick : 指定のデータストア上に指定サイズの拡張ディスクを作成します。
Thin と異なり、ディスクの実際のサイズは指定通りに作成されます。
VMware の vSphere 5 環境では、Thick タイプのディスクは次の 2 種類があり
ます。SigmaSystemCenter の画面上では Thick と表示されます。Thick タイ
プのディスクを作成するとき、SigmaSystemCenter は Lazy Zeroed のディス
クを作成します。
▪ Lazy Zeroed : ディスク作成時にデータ初期化が行われません。ディスクに
アクセスが行われるときにアクセスがある領域に対してデータの初期化が行
われます。
▪ Eager Zeroed : ディスク作成時にすべての領域のデータ初期化が行われ
ます。VM 編集で Thin から Thick に変更した場合、Eager Zeroed のディスク
として設定されます。

-

Thin : 指定のデータストア上に拡張ディスクを作成します。ディスク利用時に
必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。サイズ
の指定は動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。

-

RDM (物理) / RDM (仮想) : 指定の LUN (ディスクボリューム) を拡張ディス
クとして使用します。RDM (物理) を指定した場合、物理互換のモードで動作
します。RDM (仮想) を指定した場合、仮想互換のモードで動作します。RDM
について、「3.3.13 Raw Device Mapping (RDM)」を参照してください。マシン
プロファイルと VM 編集 / VM 作成 (テンプレート指定なし) で LUN の指定方
法が異なります。
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▪ マシンプロファイル
サイズとターゲット LUN での指定の条件を満たす LUN が選択されます。候
補となる LUN が複数ある場合は、ランダムに自動選択されます。
▪ VM 編集、VM 作成 (テンプレート指定なし)
ターゲット LUN で指定した LUN が使用されます。
•

モード
スナップショット作成時の変更保存方法を指定します。通常 / 独立型通常 / 独立
型読み取り専用のどれかを選択します。VMware 環境のみ設定可能です。
独立型読み取り専用の設定は、VM 編集でのみ利用可能です。タイプに RDM (物
理) を選択している場合は、独立型の指定はできません。
既存ディスクを仮想マシンに新規に割り当てるときは指定できません。
-

通常 :
通常のディスクとして動作します。

-

独立型通常 :
通常のディスクと同様に動作しますが、独立型通常のディスクはスナップショッ
トの対象外となります。スナップショットを作成したときに該当ディスクの情報は
保存されません。そのため、仮想マシンを作成済みのスナップショットに戻した
場合、独立型で通常モードのディスクはスナップショットを作成した時点の状態
に戻りません。

-

独立型読み取り専用 :
仮想マシン起動中は通常のディスクと同様に動作しますが、仮想マシンを電
源オフした場合や作成済みのスナップショットに戻した場合、ディスクの内容
は元の状態に戻ります。仮想マシン起動中に実行された変更内容はすべて破
棄され、独立型読み取り専用に設定を変更した時点の状態に戻ります。

•

サイズ
拡張ディスクの容量を指定します。タイプの指定により動作が異なります。既存ディ
スクを仮想マシンに新規に割り当てるときは指定できません。
-

Thick / Thin の場合
容量を MB 単位で指定します。作成済みの拡張ディスクの容量を変更 (増加
のみ) することもできます。サイズの設定は、省略できません。

-

RDM (物理) / RDM (仮想) の場合
▪ マシンプロファイル
拡張ディスクとして使用する LUN (ディスクボリューム) の条件を 10GB の
倍数単位で指定します。指定サイズ以上で指定サイズ+10GB 未満のサイズ
の LUN が候補となります。10GB の倍数以外で設定した場合はエラーになり
ます。サイズの設定を省略したり、0 を設定したりすることはできません。
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運用中の環境で、サイズ拡張などにより接続対象となる LUN の構成を変更す
る場合は注意してください。実際の構成と指定の条件が一致しなくなった場合
は条件の変更が必要です。
▪ VM 編集、VM 作成 (テンプレート指定なし)
VM 編集と VM 作成 (テンプレート指定なし) では LUN の指定はターゲット
LUN のみで行うため、サイズは設定できません。
•

ターゲット LUN
タイプが RDM (物理) / RDM (仮想) の拡張ディスクとして使用する LUN (ディスク
ボリューム) を指定します。タイプに Thick / Thin を指定した場合は、ターゲット
LUN は指定できません。拡張ディスクとして使用する LUN は、事前に ssc
rdmstorage update コマンドで RDM 用途であることを宣言しておく必要があります。
マシンプロファイルと VM 編集 / VM 作成 (テンプレート指定なし) で指定内容が異
なります。
-

マシンプロファイル
拡張ディスクとして使用する LUN (ディスクボリューム) の条件をタグで指定し
ます。ターゲット LUN でのタグの指定と同じタグの設定がある LUN が候補と
なります。
ターゲット LUN の設定は省略可能です。
LUN 側のタグの設定は、[運用] ビュー / リソースプールや [仮想] ビュー /
仮想マシンサーバ上の LUN 一覧で設定することができます。

-

VM 編集、VM 作成 (テンプレート指定なし)
拡張ディスクとして使用する LUN (ディスクボリューム) を LUN (ディスクボリュ
ーム) 名で指定します。ssc update vmproperty コマンドでは、LUN の
UniqueId で指定することも可能です。VM 編集と VM 作成 (テンプレート指定
なし) ではターゲット LUN の指定を省略できません。

•

コントローラ
拡張ディスクを制御するために仮想デバイスを設定します。PCI0、IDE0、IDE1、
SCSI0、SCSI1、SCSI2、SCSI3、SATA0、SATA1、SATA2、SATA3 の 11 種類と
自動選択 (既定値) を指定することが可能です。自動選択を指定した場合は、
SigmaSystemCenter が自動的にコントローラを選択します。仮想化基盤製品ごと
に、使用できる種類が異なります。後述の表を参照してください。

•

ディスク番号
コントローラにつなげるディスクの番号を設定します。次のようにコントローラの種
類により、指定可能なディスク番号の範囲が異なります。コントローラの指定が自
動選択の場合は、ディスク番号も自動選択となります。仮想化基盤製品によっても、
指定可能なディスク番号の範囲が異なります。後述の表を参照してください。
-

PCI0
0～31
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-

IDE0、IDE1
0～1

-

SCSI0、SCSI1、SCSI2、SCSI3
0～63

-

SATA0、SATA1、SATA2、SATA3
0～29

(3) 各仮想化基盤の対応
上記説明の拡張ディスクの詳細機能の仮想化基盤別の利用可否や対応内容について
は、以下の表の通りです。
機能

VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

拡張ディスクの追加

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

新規作成のみ
拡張ディスクの削除 (実際の削
除はVM編集のみ可能)

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

拡張ディスクの切断 (VM編集の
み)

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

拡張ディスクのタイプの指定

利用可能

利用可能

指定不可

利用可能

RDM (仮想) は
指定不可

(使用するディスク
の種類により次の
設定となる)

RDM (物理) と
RDM (仮想) は指
定不可

▪ SAN or ローカ
ル: Thick
▪ NFS: Thin
拡張ディスクのタイプの変更 (再
構成ではディスク数が1のときの
み利用可能)

ThinからThickへ
の変更のみ

ThinからThickへ
の変更とThickか
らThinへの変更
のみ (スナップシ
ョットがある場合
利用不可)

利用不可

利用不可

拡張ディスクのモードの指定 /
変更 (再構成ではディスク数が1
のときのみ利用可能)

利用可能

利用不可 (通常
モードのみ)

指定不可 (通常
モードのみ)

指定不可 (通常モ
ードのみ)

拡張ディスクのサイズの指定

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

拡張ディスクのサイズの変更
(再構成ではディスク数が1のとき
のみ利用可能)

増加のみ利用可
能

増加のみ利用可
能 (スナップショ
ットがある場合利
用不可)

利用不可

利用不可

拡張ディスクの作成先のデータ
ストアの指定

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能

ターゲットLUNの指定

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

コントローラとディスク番号の指
定

利用可能

利用可能

利用可能

利用可能
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仮想化基盤製品別に指定可能なコントローラの種類とディスク番号の範囲は、以下の
表の通りです。
コントローラ

ディスク番号

備考

IDE0、IDE1

0,1

0で設定されたディスクがない場合、1を指定
できない。

SCSI0、SCSI1、SCSI2、SCSI3

0～15 (7以外)

7はDisk Controllerが使用する。

SATA0、SATA1、SATA2、
SATA3

0～29

IDE0、IDE1

0,1

SCSI0、SCSI1、SCSI2、SCSI3

0～63

XenServer

SCSI0

0～7

KVM

IDE0、IDE1

0,1

PCI0

0～31

SCSI0、SCSI1、SCSI2、SCSI3

0～6

VMware

Hyper-V

PCI0を指定するとvirtioのディスクとして作成
されます。

コントローラとディスク番号を問題なく明示的に指定することは難しいので、基本的に自
動選択を設定してください。自動選択を設定した場合、拡張ディスクのコントローラは
SCSI が優先的に選択されます。VMware の Windows XP の仮想マシンについては、
IDE が優先されます。
コントローラとディスク番号の組み合わせを明示的に指定したい場合は、他のデバイス
が使っていないディスク番号を、各仮想化基盤製品を使用して事前に確認する必要が
あります。
仮想マシンに割り当てられる他のデバイス (NIC、光学ドライブなど) もディスクと同様
にコントローラにより制御が行われるため、他のデバイスもディスクと同様にコントローラ
とディスク番号が割り振られて使用されます。また、システムディスク用に使用されるコ
ントローラとディスク番号の組み合わせも拡張ディスク用に使用できません。以下の組
み合わせはシステムディスク用に優先的に使用されます。
•

VMware の場合 : IDE0:0/SCSI0:0/SATA0:0

•

Hyper-V の場合 : IDE0:0

•

XenServer の場合 : SCSI0:0

•

KVM の場合 : 明示的に決まっていません。virsh dumpxml コマンドで確認する必
要があります。詳細は、「3.3.16 ゲスト OS 上で認識される拡張ディスクの識別方
法」を参照してください。

3.3.10. 光学ドライブの設定
OS やアプリケーションのインストールなどで使用する光学ドライブの設定です。設定により、
仮想マシンの光学ドライブの追加、削除を行うことができます。
XenServer では、光学ドライブを利用できません。
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光学ドライブにマウントする媒体は、データストア上の ISO イメージのファイル名を指定して
行います。使用する ISO イメージファイルは、対象の仮想マシンが動作する仮想マシンサー
バのデータストア上に格納しておく必要があります。VMware の場合、格納先がデータストア
配下の任意のフォルダである ISO イメージもマウント対象として利用可能です。Hyper-V の
場合、データストア直下か、そのデータストア直下の名前が "ISO" のフォルダにある ISO イ
メージのみが利用可能です。KVM の場合、データストア直下にある ISO イメージのみ利用で
きます。サブフォルダにある ISO イメージは利用できません。
既定では、「仮想マシンエージェント for Hypervisor」の ISO イメージファイルが利用可能で
す。「仮想マシンエージェント for Hypervisor」は、VMware Tools (VMware) / 統合サービ
ス (Hyper-V) のインストーラが収録された ISO イメージで、光学ドライブ管理と VM 編集の
操作のときに指定可能です。
光学ドライブの設定は、以下の操作を実行するときに行います。マシンプロファイルに光学ド
ライブの設定はありません。光学ドライブを追加し、光学ドライブに ISO イメージファイルを指
定すると、仮想マシンに ISO イメージがマウントされ、仮想マシン上で利用できるようになりま
す。光学ドライブの削除や光学ドライブ「設定なし」にした場合は、仮想マシンから ISO イメー
ジがアンマウントされます。


新規リソース割り当て時に [OS を手動でインストールする] を選択した場合



光学ドライブ管理



VM 編集



VM 作成 (テンプレート指定なし)

追加可能な光学ドライブの数は最大で 4 までです。Hyper-V の場合、3 までです。光学ドライ
ブで使用可能なコントローラは IDE0、IDE1 のみのため、システムディスク、拡張ディスクで
既に IDE0、IDE1 が使用されている場合は、追加可能な数は前記の上限より減ります。コン
トローラの説明については、「3.3.9 拡張ディスクの設定」を参照してください。

3.3.11. 仮想化基盤別の固有設定 (構成パラメータ設定)
構成パラメータ設定は、仮想化基盤製品ごとに固有の設定を仮想マシンのデバイスに反映
させるための設定で、設定対象の項目を示すパラメータ名とそのパラメータの値の組み合わ
せで設定します。
構成パラメータ設定は、マシンプロファイルや VM 作成 / VM 編集などの指定だけでなく、テ
ンプレートに設定することも可能です。
テンプレートに設定した場合は、設定を行ったテンプレートを使用するときに、マシンプロファ
イルなどのデフォルトの設定として使用されます。
(1) 利用可能な操作
以下の操作実行時に指定の内容が仮想マシンに反映されます。
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•

新規リソース割り当て、[ポータル] ビューの VM 作成、スケールアウト

•

マスタマシン登録 (インポートの指定時のみ、ネットワーク関連の設定はインポート
でないときも可能)

•

リソース割り当て

•

再構成

•

VM 編集

•

VM 作成 (テンプレート指定なし)

•

VM インポート

(2) 設定項目
以下の表の設定が可能です。

仮想化基盤製品

パラメータ

値

VMware

vm.vcpu.cores-per-socket

仮想マシンのソケットあたりのコア数を整数値で入力します。

vm.vnic.device#selector

ネットワークの設定で設定されたNICに対して、NICのタイプを指
定します。

(※) selectorの部分にはNIC
番号を整数値で指定します。
#selectorは省略可能です。
省略した場合は、そのパラメ
ータに対応する値がすべて
のNICに適用されます。
#selector有りのパラメータと
無しのパラメータが混在する
場合は、selector番目のNIC
には#selector有りのパラメー
タに対応する値が適用されま
す。

以下から選択して入力してください。下記の選択肢中にないタイプ
が入力された場合、その設定は無視されます。
▪ e1000
Intel 82545EM ギガビットイーサネットNICのエミュレートバー
ジョンです。
▪ e1000e
Intel 82574 ギガビットイーサネットNICのエミュレートバージョ
ンです。
▪ pcnet32
AMD 79C970 PCnet32 LANCE NICのエミュレートバージョン
です。
▪ sriovethernetcard
SR-IOVをサポートする物理NICの仮想機能 (VF) の表現で
す。
▪ vmxnet
仮想マシンのパフォーマンス向けに最適化されたNICです。
▪ vmxnet2
vmxnetを基盤として高パフォーマンス機能を提供するNICで
す。
▪ vmxnet3
パフォーマンス向上のために設計された準仮想化NICです。
上記の各NICの詳細に関しては、VMware社発行の各製品マニュ
アルを参照してください。
なお、以下の操作において、既存の仮想マシンに設定されている
既存のNICに対するNICのタイプを指定しても、その指定は無視さ
れ既存NICのタイプは変更されません。
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仮想化基盤製品

パラメータ

値
▪ リソース割り当て
▪ 再構成
▪ VM編集

KVM

vm.vcpu.cores-per-socket

仮想マシンのソケットあたりのコア数を整数値で入力します。

3.3.12. 起動中の仮想マシンに対する構成変更について
次の表の通り、一部のデバイスについては、VM 編集の操作により起動中の仮想マシンに対
して起動中のまま構成を変更することが可能です。下表で変更不可のデバイスについては、
仮想マシンをシャットダウンした後に構成を変更する必要があります。

デバイスの種類

CPU

起動中の仮想マシンの構成変更可否
VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

変更可能 (CPU数削
減は不可)

変更不可

変更不可

変更不可

変更不可

変更不可

変更不可

変更可能 (接続・切断
のみ)

変更可能 (追加・
編集・削除)

変更可能

仮想NICの追加・削除
は不可

仮想NICの切断は
不可

変更可能 (サイズ縮小
は不可)

変更不可

変更不可

変更不可

変更可能 (サイズ縮小
は不可)

※VMware上でHot
Addの機能を利用可能
にしている場合
メモリ

変更可能 (サイズ縮小
は不可)
※VMware上でHot
Addの機能を利用可能
にしている場合

ネットワーク

システムディスク

変更可能

変更不可

ダイナミックメモリの上
限 (メモリリミット、拡大
のみ) と下限 (メモリ予
約、縮小のみ) の変更
は可能

※SCSIディスクのみ、
IDEディスクは不可
※Windows Server
2012 R2以降の
Hyper-Vが必要
拡張ディスク

変更可能 (サイズ縮小
は不可)
※IDEディスクは不可、
IDEディスク以外は可
能

変更可能 (サイズ縮
小、ディスク削除は不
可)
※SCSIディスクのみ、
IDEディスクは不可

※IDEディスクは不可、
IDEディスク以外は可
能

※サイズ拡張は、上記
条件に加え、Windows
Server 2012 R2以降
のHyper-Vが必要
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デバイスの種類

光学ドライブ (光
学ドライブ管理の
操作でも可能)

起動中の仮想マシンの構成変更可否
VMware

Hyper-V

XenServer

KVM

変更可能 ((アン) マウ
ントのみ可)

変更可能 ((アン) マウ
ントのみ可)

変更不可

変更可能 ((アン) マウ
ントのみ可)

3.3.13. Raw Device Mapping (RDM)
Raw Device Mapping (以降、RDM と記載する) は、仮想化基盤製品上でデータストアとし
て管理されていないストレージの LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンのディスクとして、
仮想マシンから直接アクセスできるようにする機能です。
SigmaSystemCenter では、拡張ディスクとして利用するディスクに対して RDM の利用が可
能です。システムディスク用には RDM は利用できません。
RDM は、VMware ESX 4.1 以上の VMware、Hyper-V で利用可能です。RDM は、KVM、
XenServer では利用できません。
RDM には、RDM (物理) と RDM (仮想) の 2 種類があります。




RDM (物理)
•

仮想マシンは、RDM (物理) の拡張ディスクとして割り当てられた LUN に対して、
直接アクセスすることができないため、性能面でのメリットがあります。

•

スナップショットの機能は利用できません。仮想マシンのスナップショットを作成した
場合、RDM (物理) のディスクのディスク情報は保存されません。

•

VMware、Hyper-V で利用可能です。

•

Hyper-V では、RDM はパススルーディスク (物理ハードディスク) と呼ばれます。

RDM (仮想)
•

スナップショットなどの仮想化基盤の製品の機能を利用することができます。

•

VMware で利用可能です。

RDM は、FC / iSCSI SAN 環境のストレージ上で作成された LUN を対象とします。NAS 環
境では、RDM 用に LUN を利用できません。
また、NAS 環境のデータストア上で作成されたシステムディスクを使用する仮想マシンに対
して、FC / iSCSI SAN 環境上のディスクボリュームを RDM として使用する場合も、デフォル
トでは使用できないので注意してください。この場合、RDM の情報が記載されたマッピングフ
ァイルを格納するデータストアが NAS 環境以外のデータストアになるように明示的に設定し
ておく必要があります。NAS 環境以外のデータストアのタグの設定に「:rdmmap」を設定して
ください。
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RDM 用の LUN として使用するディスクボリュームは、仮想マシンサーバに認識させておく必
要があります。以下の方法を実施してください。ストレージ側でサイズ拡張などの変更があっ
た場合は、その都度、下記の作業と SigmaSystemCenter に情報を反映させるために収集
を実施しておく必要があります。


VMware の場合
•



ssc scan datastore コマンドを実行します。

Hyper-V の場合
•

ホスト OS 上で、ディスクの再スキャンを実行した後、フェールオーバー クラスター
マネージャーでクラスターに登録します。その後、SigmaSystemCenter 上で収集
を実行し、ディスクボリュームの情報を取り込みます。

•

ディスクの再スキャンは ssc scan datastore コマンドで行うことも可能です。

RDM 用途に使用する LUN は、ssc rdmstorage update コマンドで RDM 用途であることを
宣言する必要があります。
RDM 用途の LUN は "未使用"、"使用中"、"使用済" の 3 つの使用状態があります。ssc
rdmstorage update コマンドで使用状態を変更することができます。


"未使用" の LUN は、仮想マシンに割り当てられていない状態で、割り当て可能な LUN
であることを示します。



"使用中" の LUN は、仮想マシンに割り当てられている状態を示します。



"使用済" の LUN は、現在、仮想マシンに割り当てられていませんが、過去に割り当て
られたことがあることを示します。仮想マシンに割り当てるためには、"未使用" の状態
にする必要があります。

RDM 用途であることが宣言された LUN は、リソースプール上に仮想マシンに割り当てが可
能なリソースとして表示されます。以下のいずれかの方法で、仮想マシンに LUN を割り当て
ます。


マシンプロファイルの設定で使用する RDM タイプの拡張ディスクの条件を定義して、新
規リソース割り当てや VM 再構成などの操作を実行して割り当てます。
マシンプロファイルの設定では、10GB の倍数単位でのサイズの範囲指定やタグといっ
た条件で、割り当てる LUN を指定します。運用中の環境で、サイズ拡張などにより接続
対象となる LUN の構成を変更する場合は注意してください。実際の構成と指定の条件
が一致しなくなった場合は、条件の変更が必要です。



VM 編集、VM 作成などの操作の場合、使用可能な RDM タイプの拡張ディスクの中か
ら明示的に指定して、割り当てを行います。

また、テナント別に割り当てる LUN の量の上限を明確に制限する必要がある場合は、テナン
トに割り当てるサブリソースプールに切り出す LUN の量を指定します。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
387

3 仮想環境の管理機能について
サブリソースプールの LUN の設定では、サブリソースプールで使用する予定の LUN の数を
10GB の倍数単位で指定します。サイズ拡張などで接続対象となる LUN の実際のサイズ構
成が指定と一致しなくなった場合は、指定の変更が必要です。
なお、RDM の拡張ディスクが割り当てられた仮想マシンから、テンプレートを作成した場合、
RDM の拡張ディスクはタイプが Thick の拡張ディスクに変換されます。

仮想マシンサーバ

仮想マシン

LUN(ディスクボリューム)

ディスクアレイ

データの

データの

をRDMで利用する場合は、

読み書き

読み書き

LUNは仮想ディスクとして
仮想マシンから直接アクセ
スされる。

データストア
タイプは
Thick,Thin

LUN(ディスクボリューム)
をデータストアとして利用

仮想ディスク

する場合は、データストア

タイプは

LUN2

RDM(物理),
RDM(仮想)

LUN１

内の1ファイルとして仮想
ディスクが作成され、仮想

ストレージプール

マシンに割り当てられる。

3.3.14. RDM の利用方法 (LUN 作成時)
RDM 用に使用する LUN (ディスクボリューム) を作成してから仮想マシンに割り当てるまで
の利用の手順は、概ね以下の通りです。手順のイメージについては、後述の図を参照してく
ださい。


RDM 用途の LUN の準備
1.

LUN を作成します。
ssc create diskvolume コマンドを実行し、LUN を作成します。

2.

LUN と仮想マシンサーバを接続します。
ssc assign diskvolume コマンドを実行し、LUN と仮想マシンサーバの接続を行い
ます。
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3.

スキャンを実行し、仮想マシンサーバに LUN を認識させます。
ssc scan datastore コマンドを実行し、仮想マシンサーバに接続している LUN を仮
想マシンサーバのホスト OS に認識させます。ssc scan datastore コマンドではス
キャン対象としてモデル単位で指定することができるため、複数の仮想マシンサー
バに対して一括してスキャンを実行することができます。
Hyper-V クラスタ環境では、LUN のクラスタ登録が SigmaSystemCenter からでき
ないため、以下の作業を行う必要があります。
1.

仮想マシンサーバのホスト OS 上で [ディスクの管理] を使用して、[ディスク
の再スキャン] を実行し、ホスト OS に LUN を認識させます。次に、認識され
た LUN に対して、[初期化] を行います。スキャンの作業は、ssc scan
datastore コマンドでも可能です。

2.

フェールオーバークラスタマネージャーを使用して、LUN をクラスタに登録しま
す。ただし、LUN を共有ボリューム (CSV) として登録しないでください。

3.

SigmaSystemCenter 上で収集を実行し、Hyper-V が認識した LUN の情報を
SigmaSystemCenter に取り込みます。
Hyper-V 単体環境では、クラスタ登録などの作業は必要ありませんが、仮想
マシンサーバのホスト OS に LUN をオフライン状態で認識させる必要がありま
す。オンライン状態の LUN は、RDM 用途で仮想マシンに割り当てることがで
きません。

4.

作成した LUN が RDM 用途であることを宣言します。
ssc rdmstorage update コマンドを実行し、対象の LUN が RDM 用途であることを
宣言します。RDM 用途外から RDM 用途を設定された LUN は使用状態が "未使
用" で設定されます。また、RDM 用途を設定された LUN は、[運用] ビュー / リソ
ースプールや [仮想] ビュー / 仮想マシンサーバ上の LUN 一覧に表示される情
報に追加されます。RDM 用途で使用状態が "未使用" となった LUN は、新規リソ
ース割り当て、再構成、VM 編集などの操作で仮想マシンに仮想ディスクとして割り
当てることが可能になります。



LUN の仮想マシンへの割り当て
1.

仮想マシンに RDM 用途の LUN を仮想ディスクとして割り当てます。
RDM 用途の LUN を拡張ディスクとして仮想マシンに割り当てる方法は、以下の 2
通りがあります。
両方とも、拡張ディスクのタイプは、RDM (物理) か RDM (仮想) で指定する必要
があります。仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられた LUN の使用状態は "
使用中" になります。
-

マシンプロファイルで対象の LUN が候補となるように拡張ディスクの設定を行
い、新規リソース割り当て、再構成などの操作で仮想マシンに割り当てる。

-

VM 編集、または VM 作成 (テンプレート指定なし) の操作で対象の LUN を
拡張ディスクの設定に追加し、仮想マシンに割り当てる。
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業務とリソースプールのイメージ

実環境のイメージ

リソースプール

ディスクアレイ

仮想マシンサーバ

データストア1
割り当て

業務グループ(テナント)

LUNを作成し、仮想マシンで利用できるように準備する。
業務とリソースプールのイメージ

リソースプール

実環境のイメージ
④RDM用に宣言すると
LUN一覧に表示される

ディスクアレイ

仮想マシンサーバ

データストア1

③LUNのスキャン
割り当て

②LUNと仮想マシ

使用状態:

①LUN(ディスクボ

未使用

リューム)の作成

LUN1(RDM)

ンサーバの接続
業務グループ(テナント)

④RDM用途のLUNとして宣言

仮想マシンを作成し、LUNを仮想ディスクとして割り当てる。

実環境のイメージ

業務とリソースプールのイメージ

リソースプール

仮想マシンサーバ

システムディスク

仮想マシン

(Thick)

仮想マシン

データストア1

使用状態: 拡張ディスク
(RDM(仮想))
使用中

割り当て

割り当て

ディスクアレイ

⑤VM作成

⑤VM作成

LUN1(RDM)
⑤VMに割り当てると使

業務グループ(テナント)

⑤VM作成

用中の状態になる

3.3.15. RDM の利用方法 (LUN 削除時)
RDM 用途で使用中の LUN (ディスクボリューム) 回収方法は、以下の通りです。手順のイメ
ージについては後述の図を参照してください。
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仮想マシンへの割り当ての解除
1.

対象の LUN と仮想マシンとの紐付けを解除します。
次の 2 通りの操作により、仮想マシンとの関連付けが削除されると、LUN の使用状
態は "使用済" になります。



-

VM 削除の操作で、LUN が割り当てられた仮想マシンを削除する。

-

VM 編集の操作で、仮想マシンから対象の LUN に該当する拡張ディスクに対
して、切断を実行する。

LUN の削除
1.

対象の LUN に対して RDM 用途の設定を解除
ssc rdmstorage update none コマンドを実行し、対象の LUN に対する RDM 用途
の設定を解除します。

2.

仮想マシンサーバと LUN の接続を切断します。
ssc release diskvolume コマンドを実行し、仮想マシンサーバから LUN を切断しま
す。
Hyper-V の場合、切断を実行する前に、フェールオーバークラスタマネージャーを
使用して、クラスターから LUN の登録を削除します。

3.

仮想マシンサーバに LUN が切断されたことを認識させるためのスキャンを実行し
ます。
ssc scan datastore コマンドを実行し、仮想マシンサーバから LUN が切断されたこ
とを仮想マシンサーバのホスト OS に認識させます。
スキャン後、[運用] ビュー / リソースプールや [仮想] ビュー / 仮想マシンサー
バ上の LUN 一覧に表示される情報が更新されます。

4.

LUN を削除します。
ssc delete diskvolume コマンドにより、対象の LUN を削除します。

使用済みの状態の LUN を削除せずに、再度 RDM 用途に利用するためには、使用済みの
LUN 上に存在するデータの削除を行う必要があります。データ削除方法は、以下の 2 つが
考えられますが、上記手順で LUN を削除した後に「3.3.14 RDM の利用方法 (LUN 作成時)」
に記載の手順で新規の LUN を追加する方法でも同じ結果を得ることができます。使用済み
LUN 削除後に新規 LUN を作成する方法は、他製品を使用せずに SigmaSystemCenter 上
ですべての手順が実行可能なため、こちらの方法を推奨します。


ゲスト OS のフォーマット機能を利用する
VM 編集などの操作を実行し、任意の仮想マシンに LUN を割り当てた後に、ゲスト OS
からフォーマットを実行します。仮想マシンに LUN を割り当てるには、事前に ssc
rdmstorage update コマンドで LUN の使用状態を "使用済" から "未使用" に変更す
る必要があります。



ストレージ管理ソフトウェアのフォーマット機能を利用する

ストレージ管理ソフトウェアがフォーマット機能をサポートしている必要があります。フォ
ーマットを実行する前に、RDM 設定の解除と LUN の切断を実行する必要があります。
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RDM 設定の解除は、ssc rdmstorage update none コマンド、LUN の切断は、ssc
release diskvolume コマンドを使用します。フォーマット後、ssc assign diskvolume コマ
ンドと ssc rdmstorage update none コマンドを使用して、LUN 接続と RDM 設定を再度
行います。

実環境のイメージ

業務とリソースプールのイメージ

リソースプール

ディスクアレイ

仮想マシンサーバ

データストア1
システムディスク

仮想マシン

(Thick)

割り当て

割り当て

使用状態: 拡張ディスク
(RDM(仮想))
使用中

仮想マシン

LUN1(RDM)
業務グループ(テナント)

仮想マシンを削除する。
実環境のイメージ

業務とリソースプールのイメージ

リソースプール

仮想マシンサーバ

①VM削除

データストア1
システムディスク

仮想マシン

(Thick)

割り当て

使用状態: 拡張ディスク
(RDM(仮想))
使用済

仮想マシン

LUN1(RDM)

①VM削除
業務グループ(テナント)

ディスクアレイ

①VM削除

①VM削除すると使用状
態は使用済になる

LUNを削除する

業務とリソースプールのイメージ

リソースプール

④スキャン後
割り当て

実環境のイメージ

ディスクアレイ

仮想マシンサーバ

データストア1

④LUNのスキャン
⑤LUNを削除

、LUN一覧に
反映される

業務グループ(テナント)

③仮想マシンサーバと LUN1(RDM)
の接続を切断する

する

②RDM用途の解除

3.3.16. ゲスト OS 上で認識される拡張ディスクの識別方法
ディスクの情報は、仮想化基盤製品、仮想マシンのゲスト OS の種類ごとにそれぞれ異なる
方法で管理されるため、SigmaSystemCenter の拡張ディスク設定との対応関係を把握する
ことが難しい場合があります。
そのため、拡張ディスクを複数管理する場合は、ゲスト OS 上で認識されるディスクと
SigmaSystemCenter 上の拡張ディスク設定の対応付けが把握できなくならないように十分
な注意が必要となります。
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以下のように、作成した拡張ディスクを特定できるように利用方法を工夫することを推奨しま
す。


拡張ディスクの追加は 1 つずつ行うようにします。追加した拡張ディスクに対するゲスト
OS の認識の確認を追加の度に行います。



複数の拡張ディスクのサイズをそれぞれ異なるサイズにすると、ディスクのサイズ情報
により拡張ディスクを識別することができます。



使用するコントローラは 1 つにして、複数のコントローラを区別する状況が発生しないよ
うにします。コントローラの情報は、ゲスト OS 上で確認することが特に難しいため、この
ような対策が有効となります。

拡張ディスクが特定できなくなった場合は、まず、ゲスト OS と仮想化基盤製品間の対応関
係を各仮想化基盤製品のサポート窓口まで問い合わせください。各仮想化基盤製品上での
ディスク設定を特定できた後は、次の表により、SigmaSystemCenter の拡張ディスク設定を
特定することができます。
以下の表は、SigmaSystemCenter と各仮想化基盤製品におけるディスクの設定情報の対
応関係の説明です。

製品

確認のためのツール

対応するディスク設定情報

SigmaSystemCenter

Webコンソール、sscコマンド

拡張ディスクのコントローラとディスク
番号

VMware (vSphere 5.5の場合)

vSphere Client

仮想ディスクの仮想デバイスノード
▪ IDEの場合、IDE(x:y) の形式で表
示される。
▪ SCSIの場合、SCSI (x:y) の形式で
表示される。
▪ SATAの場合、SATA(x:y) の形式
で表示される。
▪ xがコントローラの番号、yがディスク
番号に対応する。

Hyper-V (Windows Server 2008
R2の場合)

Hyper-V マネージャ

ハードドライブのコントローラーと場所
▪ コントローラーはコントローラ、場所
はディスク番号に対応する。
▪ コントローラーはIDEコントローラー
とSCSIコントローラーの2種類がある
IDEコントローラーには番号がついて
おり、コントローラの番号と対応する。
SCSIコントローラーはHyper-V マネ
ージャ上での表示順をコントローラの
番号として扱う。すべてのSCSIコント
ローラーは、名前が同じため名前で区
別できない。
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製品

確認のためのツール

対応するディスク設定情報

XenServer (XenServer 5.6の場
合)

XenCenter

Virtual DisksのPosition
▪ コントローラの表示はない。
(SigmaSystemCenterではSCSI0とし
て扱う。)
▪ Positionの番号がディスクの番号

KVM (Red Hat Enterprise Linux
6.5の場合)

コマンド: virsh dumpxml 仮想マシン名
コマンドを実行すると仮想マシンの定義
が記述されたXMLファイルが出力され
る。

virsh dumpxmlコマンドの実行で得ら
れたXMLファイルに記述された
<disk>タグ内の情報を確認する。(*1)
▪ <target>タグのbusの値がコントロ
ーラに対応する。busの値がvirtioの
場合はPCIO、ideの場合はIDEであ
る、scsiの場合はSCSIxである。
▪ PCI0 (virtio) の場合、<address>タ
グのslotの値がディスク番号に対応す
る。
▪ IDEの場合、<address>タグのbus
の値がコントローラの番号に対応す
る。
▪ IDEの場合、<address>タグのunit
の値がディスク番号に対応する。
▪ SCSIコントローラの場合、
<address>タグのcontrollerの値が
SCSIxのx、unitがディスク番号に対
応する。

(*1)


PCIO (virtio) のディスク情報
<disk type='file' device='disk'>
～
<target dev='vda' bus='virtio'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00'
slot='0x05' function='0x0'/>
</disk>



IDE のディスク情報
<disk type='file' device='disk'>
～
<target dev='hdb' bus='ide'/>
<address type='drive' controller='0' bus='0' unit='1'/>
</disk>



SCSI のディスク情報
<disk type='file' device='disk'>
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～
<target dev='sda' bus='scsi'/>
<address
unit='1'/>

type='drive'

controller='1'

bus='0'

target='0'

</disk>
仮想マシンのゲスト OS 上で確認可能なディスクの情報は、仮想化基盤製品の種類、OS の
種類、使用するコントローラなどにより異なります。各仮想化基盤製品のサポート窓口まで問
い合わせください。
参考として、仮想化基盤製品が vSphere 4.1、ゲスト OS に Windows 7、コントローラに
SCSI0 を使用した場合について説明します。
ディスク番号が 10 の拡張ディスクの情報は、[管理ツール] / [コンピュータの管理] / [デバイス
マネージャ] / [ディスクドライブ] のプロパティで [全般] タブの "場所" の情報に以下のよう
に表示されます。"Target Id" の番号でディスク番号を確認することができます。コントローラ
の情報は明示的に確認することはできません。
場所 160 (Bus Number 0, Target Id 10, Lun 0)

3.3.17. 拡張ディスク用ドライブ作成スクリプト
拡張ディスク用ドライブ作成スクリプト (CreateUserDrive.vbs) は、拡張ディスクを利用でき
るようにするための作業を自動的に行うツールです。
次の図のように VM 作成時に自動で実行したり、任意のタイミングでソフトウェア配布により
実行したりすることができます。
CreateUserDrive.vbs は、<SystemProvisioning のインストールディレクトリ>¥opt 配下にイ
ンストールされます。対応 OS は Windows7 のみです。
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スクリプトの実行内容

仮想マシン

使用方法1
事前にテンプレート(マスタVM)に格

対象の拡張ディスクにパーティションがない場合

納し、VM作成などで自動実行される

・Diskの署名

ようにする．

・パーティションの作成
・フォーマット
・ドライブ文字割り当て
対象の拡張ディスクにパーティションがある場合

CreateUserDrive.vbs

システムディスク

VM作成

・パーティションサイズを拡張
拡張ディスク
ソフトウェア配布

使用方法2
CreateUserDrive.vbs

拡張ディスクの準備後、ソフトウェア配
布で仮想マシン上でスクリプトを実行す
る。

CreateUserDrive.vbs の詳細な動作の説明、具体的な利用方法は以下の通りです。
(1) 動作詳細
CreateUserDrive.vbs は、仮想マシンのディスクの状態をチェックし、状況に合わせて
以下の処理を実行します。
•

システムディスクと別のディスクが存在し、それにパーティションが存在しない場合、
処理対象の拡張ディスクと判断します。この場合、拡張ディスクに対して以下の処
理を実行します。
-

Disk の署名

-

パーティションの作成

-

フォーマット

-

ドライブ文字として、D:を割り当てます。
このとき、CD-ROM/DVD ドライブが、D ドライブだった場合、そのドライブ文字
を別の文字に変更します。

•

システムディスクと別のディスクが存在し、それにパーティションが 1 個存在する場
合も処理対象の拡張ディスクと判断します。この場合、拡張ディスクに対して以下
の処理を実行します。
-

•

そのパーティションのサイズ拡張を実行

以下のような想定外の構成だった場合、処理を実行せずエラーで終了します。
-

システムディスクに相当するものがない

-

拡張ディスクがない

-

拡張ディスクが 2 個以上存在する

-

拡張ディスクにパーティションが 2 個以上存在する
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(2) 使用方法 (VM 作成時の自動実行)
CreateUserDrive.vbs が VM 作成などを行ったときに自動実行されるように、使用する
テンプレートや固有情報に仕掛けを組み込む必要があります。
仕掛けの主なポイントは以下の通りです。
•

イメージ展開時に CreateUserDrive.vbs が実行される ように、マスタ VM に
CreateUserDrive.vbs を配置し、テンプレート中に CreateUserDrive.vbs が含まれ
るようにします。

•

固有情報反映で CreateUserDrive.vbs が自動実行されるように、Windows OS が
提供する Sysprep のコマンド実行機能を利用します。下記の 2 つの機能を利用し
ます。下記を利用するためには、Sysprep 応答ファイルの使用が必須となります。
-

<RunSynchronousCommand>
Sysprep 実行中に実行されます。Sysprep 応答ファイル内に記述して設定し
ます。
ここでは、SetupComplete.cmd ファイルを作成する処理の実行で利用しま
す。

-

SetupComplete.cmd
Sysprep によるセットアップの最後に実行されます。
SetupComplete.cmd ファイルに実行するコマンドを記述
し、%WinDir%¥Setup¥Scripts に置きます。
ここでは、CreateUserDrive.vbs の実行のために利用します。

上記を利用するために、以下のように準備や操作を行います。
1.

マスタ VM に以下のディレクトリを作成し、CreateUserDrive.vbs を置きます。
C:¥Sysprep¥AutoRun
上記ディレクトリに格納された CreateUserDrive.vbs が含まれたテンプレートを作
成します。

2.

ホストプロファイルに使用する Sysprep 応答ファイルを設定します。
Sysprep 応答ファイルには、セットアップの最後に実行される SetupComplete.cmd
から、C:¥Sysprep¥AutoRun 配下のスクリプトが実行されるように、以下を追記し
ます。以下の内容は、SigmaSystemCenter が提供する Sysprep 応答ファイルの
サンプルファイルに記述されています。
<Order>2</Order>
<Path>cmd.exe /c &quot;echo for %%i in
(%SystemDrive%¥Sysprep¥Autorun¥*) do cmd /c &quot;%%i&quot;
&gt; %WINDIR%¥Setup¥Scripts¥SetupComplete.cmd&quot;</Path
>
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3.

新規リソース割り当てなど、固有情報反映の処理が行われる操作を実行します。
固有情報反映処理の最後に CreateUserDrive.vbs が実行されます。固有情報反
映の処理が行われる操作は以下の通りです。
-

新規リソース割り当て

-

リソース割り当て

-

再構成 (Reconstruct、Revert)

(3) 使用方法 (ソフトウェア配布による実行)
ソ フ ト ウ ェ ア の 配 布 に よ り 実 行 す る 方 法 は 、 DeploymentManager の シ ナ リ オ で
CreateUserDrive.vbs が実行されるようにします。拡張ディスクの作成や拡張などを行
った後に、任意のタイミングでシナリオを実行できます。
以下のように準備や操作を行います。
1.

DeploymentManager 上で、CreateUserDrive.vbs のパッケージをイメージビルダ
で作成し、その実行シナリオを登録します。シナリオ登録後、DPM 収集で
SigmaSystemCenter にシナリオの情報を取り込みます。

2.

拡張ディスクの作成や拡張など実行する操作を実行し、拡張ディスクを
CreateUserDrive.vbs が処理できる状態にします。

3.

指定ソフトウェア配布で CreateUserDrive.vbs のシナリオを実行します。

3.3.18. 仮想マシンのバージョンについて
各仮想化基盤製品では、仮想マシンがサポートする機能を、仮想マシンのバージョンによっ
て管理しています。
仮想マシンのバージョンにより、BIOS や UEFI、使用可能な仮想 PCI スロット、最大 CPU 数、
最大メモリ構成などの仮想マシンの仮想ハードウェアの特性や仮想マシンサーバの物理ハ
ードウェアのサポートが異なります。
各仮想化基盤製品の最新バージョンでは、基本的に、従来から最新までの仮想マシンのバ
ージョンを利用できるように下位互換がサポートされているため、ほとんどの利用局面では、
仮想マシンのバージョンを意識する必要はありません。
以下の状況の場合、仮想マシンのバージョンの影響により、機能が使用できない場合があり
ます。


新しいバージョンでサポートされた仮想ハードウェアの機能の利用が必要な場合



異なるバージョンの仮想マシンサーバ間で VM 移動を行う場合

仮想化基盤製品の各バージョンにおける仮想マシンのバージョンのサポートや仮想マシンの
バージョンの変更方法については、各仮想化基盤製品のマニュアルを参照してください。
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SigmaSystemCenter における仮想マシンのバージョンの扱いについては、以下の通りです。
仮想マシンのバージョンは、Web コンソールの [リソース] ビューにて、マシンの詳細情報の
[基本情報] に表示されるモデル名で確認することができます。
(1) VMware の場合
SigmaSystemCenter から仮想マシンを作成するとき、作成される仮想マシンのバージ
ョンは、以下の 2 通りのパターンがあります。
•

空の仮想マシンなどテンプレートを使用せずに仮想マシンを作成する場合、作成に
使用する ESX / ESXi のバージョンの既定バージョンの仮想マシンが作成されます。
既存ディスクを指定して、仮想マシンを作成する場合も本項目に該当します。

•

テンプレートを使用して仮想マシンを作成する場合、テンプレートに使用したマスタ
VM のバージョンが引き継がれます。VM インポートや VM クローンにより仮想マシ
ンを作成する場合も、元の仮想マシンのバージョンが引き継がれます。

VMware の場合、マシンの詳細情報のモデル名に表示される仮想マシンのバージョン
は、下記の通りです。後半部分の数値でバージョンを確認することができます。
•

VMware Virtual Machine 9

•

VMware Virtual Machine 10

(2) Hyper-V の場合
Hyper-V では、Generation 1 と Generation 2 の 2 つのバージョンがあります。
Generation 2 は、Windows Server 2012 R2 で利用できます。
SigmaSystemCenter から仮想マシンを作成するとき、作成される仮想マシンのバージ
ョンは、以下の 2 通りのパターンがあります。記載の通り、SigmaSystemCenter からテ
ン プ レ ー ト な し に Generation 2 の 仮 想 マ シ ン を 作 成 す る こ と は で き な い の で 、
Generation 2 のマスタ VM を作成する場合、Hyper-V マネージャなどを使用する必要が
あります。
•

空の仮想マシ ン などテン プレートを使用せずに仮想マシ ン を作成する 場合、
Generation 1 の仮想マシンが作成されます。既存ディスクを指定したり、VM インポ
ートの指定により、仮想マシンを作成する場合も本項目に該当します。VMware と
異なり、VM インポートでは元の仮想マシンのバージョンは引き継げません。

•

テンプレートを指定して仮想マシンを作成する場合、テンプレートに使用したマスタ
VM のバージョンが引き継がれます。VM クローンにより仮想マシンを作成する場合
も、元の仮想マシンのバージョンが引き継がれます。
-

ただし、Generation 2 の仮想マシンを HW Profile Clone で作成することはで
きません。

-

Generation 2 の仮想マシンに対して、DeploymentManager のバックアップ /
リストアの機能を利用することができません。
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Hyper-V の場合、マシンの詳細情報のモデル名に表示される仮想マシンのバージョン
は、下記の通りです。G2 は、Generation 2 です。
•

Hyper-V Virtual Machine

•

Hyper-V Virtual Machine G2
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3.4. Full Clone
Full Clone では、マスタ VM から作成した各仮想化基盤製品の標準テンプレートを元に、仮
想マシンが作成されます。
各仮想化基盤製品の標準テンプレートは、SigmaSystemCenter に取り込んで利用すること
ができます。Full Clone で作成した仮想マシンは、標準テンプレートのイメージがそのままコ
ピーされたものです。
Full Clone は、VMware、XenServer で利用することができますが、ホスト名、IP アドレスな
どのゲスト OS の固有情報設定機能は VMware のみ利用できます。
VMware におけるゲスト OS への固有情報の設定は、vCenter Server を利用して行なわれ
ます。
XenServer は、仮想マシン作成後にホスト名、IP アドレスなどの情報を手動で変更する必要
があります。
Full Clone で仮想マシンを作成する手順については、「1.4.13 イメージ展開の利用例 ‐Full
Clone、Differential Clone、Disk Clone (Sysprep、vCenter Server)‐」を参照してください。

マスタVM

コピー

OSイメージ

VM1

マスタVMの

OSイメージ

クローン
変換
コピー

テンプレート
OSイメージ

VM2
OSイメージ

VM3
OSイメージ
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3.5. HW Profile Clone
HW Profile Clone は、マスタ VM から取得した HW Profile の情報を元に空 VM を作成し、
ベースイメージをリストアすることで仮想マシンを作成します。ベースイメージのバックアップ
/ リストアは、DeploymentManager の機能を利用します。このために、HW Profile Clone の
テンプレートでは、DeploymentManager のシナリオも組み合わせて使用する必要がありま
す。
ホスト名、IP アドレスなどのゲスト OS の情報は、Windows の場合、Sysprep を使用して設
定します。Sysprep は DeploymentManager から実行されます。
HW Profile Clone は、Hyper-V、VMware で利用することができます。
HW Profile Clone で仮想マシンを作成する手順については、「1.4.12 イメージ展開の利用
例 ‐物理マシン展開、HW Profile Clone (DPM)‐」を参照してください。

空VM作成

VM1
OSイメージ

HW情報取得

HW Profile

VM2

マスタVM
OSイメージ

OSイメージ

DPM管理サーバ

バックアップ

VM3

バックアップ
イメージデータ

リストア

OSイメージ
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3.6. Differential Clone
3.6.1.

Differential Clone の概要
Differential Clone により、マスタ VM のスナップショットから作成したイメージを元に、仮想マ
シンを作成することができます。マスタ VM のスナップショットから作成したイメージのことをレ
プリカ VM と呼びます。
Differential Clone で作成した仮想マシンはレプリカ VM との差分情報のみを保持するため、
他の Clone 方式と比べて、ディスク容量を削減でき、短時間で仮想マシンを作成することが
できます。また、イメージ、スナップショットの管理機能や再構成 (Reconstruct) 機能により、
多数の仮想マシンに対するパッチ適用などのシステムの更新作業が簡易、かつ、迅速にで
きるようになります。
Differential Clone により作成した仮想マシンはレプリカ VM に対して関連付けられているた
め、マスタ VM に対し更新を行った場合でも、元となるレプリカ VM は変更されないため仮想
マシンには影響がありません。
また、同一のレプリカ VM を元に、複数の仮想マシンを作成することができます。
ホスト名、IP アドレスなどのゲスト OS の情報は、Windows の場合、Sysprep を利用して設
定します。VMware (vCenter Server 管理) の場合、Sysprep は vCenter Server から実行さ
れ ま す 。 VMware (vCenter Server 管 理 ) 以 外 の 環 境 に つ い て は 、 Sysprep は
DeploymentManager から実行されます。VMware (vCenter Server 管理) 以外の場合は、
DeploymentManager の Sysprep 自動実行シナリオがレプリカ作成時に実行されるように設
定する必要があります。
Differential Clone は、VMware、Hyper-V、XenServer、KVM で利用することができます。
KVM では、スナップショットを利用することができないため、マスタ VM から直接レプリカ VM
を作成します。
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
オプションが追加で必要です。

VM1
OS差分 拡張ディスク

マスタVM

コピー

レプリカVM

OSベースイメージ

差分抽出

VM2
OS差分 拡張ディスク

スナップショット

VM3
OS差分 拡張ディスク
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3.6.2.

再構成 (Revert)
Differential Clone の利用において、作成した仮想マシンのイメージの管理作業は重要で
す。
仮想マシン作成直後はマスタ VM と仮想マシンの差が少ないため OS 差分容量は小さいで
すが、仮想マシンを使用するうちに肥大化していき、仮想マシンの性能などに影響が発生し
ます。そのため、差分容量が小さくなるように定期的に初期状態に戻す作業を行う必要があ
ります。
SigmaSystemCenter では、再構成 (Revert) を利用することで、上記の作業を実施するこ
とができます。OS のスケジュール機能と ssc コマンドの組み合わせで、定期的に再構成
(Revert) を実行することも可能です。
拡張ディスクについては、初期状態に戻さず、データを維持するように動作します。また、
UUID の情報も変更されず維持されるため、再構成 (Revert) 後も同一マシンとして管理す
ることができます。

レプリカVM
VM1
容 量 が 増 加 拡張ディスク
したOS差分

再構成(Revert)

VM1
初期容量

拡張ディスク

に戻った
OS差分

関連情報: スマートグループを活用した再構成 (Revert) 方法については、「1.10.1 スマー
トグループを活用した再構成 (Revert) の実施」を参照してください。

3.6.3.

再構成 (Reconstruct)
もう 1 つの機能として再構成 (Reconstruct) があります。
再構成 (Reconstruct) は、マスタ VM に対してパッチの適用などのシステムの変更を行った
後、そのタイミングで作成したスナップショットから、もう 1 つのレプリカ VM を作成し、そのレ
プリカ VM を仮想マシンの新しいマスタイメージとします。
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再構成 (Reconstruct) を利用することで、システムの変更に伴うスナップショットの作成や
再構成 (Reconstruct) 操作の実行などを、使用するテンプレートを置き換えることなく、す
べての仮想マシンに対する共通の作業として 1 回で実施できるようになるため、効率的にシ
ステム更新作業を実施することができるようになります。
再構成 (Reconstruct) は仮想マシンを 1 度作り直すので、再構成 (Reconstruct) 実行時、
再構成 (Revert) と同様に OS 差分は初期状態になります。
拡張ディスクについては、初期状態に戻さず、データを維持するように動作します。また、
UUID の情報も変更されず維持されるため、再構成 (Reconstruct) 後も同一マシンとして管
理することができます。

テンプレート

マスタVM
OSベースイメージ

レプリカVM1

VM1
OS差分 拡張ディスク

VM2

初期のマスタVMの
スナップショット

OS差分 拡張ディスク

再構成(Reconstruct)

レプリカVM2

VM1
OS差分 拡張ディスク

パッチ適用後の
スナップショット

VM2
OS差分 拡張ディスク

3.6.4.

新規にマスタ VM を作成するときの Differential Clone 利用方法
新規の環境で、Differential Clone を使用して仮想マシンを作成するまでの作業の基本的な
流れは次の図の通りです。Sysprep / LinuxRepSetUp の作業など、イメージ展開関連の作
業を含めた手順は、「1.4.13 イメージ展開の利用例 ‐Full Clone、Differential Clone、Disk
Clone (Sysprep 、 vCenter Server) ‐ 」 や「 1.4.14 イ メ ー ジ 展 開 の 利 用 例 ‐ Differential
Clone、Disk Clone (DPM)‐」を参照してください。
なお、マスタ VM に拡張ディスクを割り当てた状態でイメージを作成しないでください。マスタ
VM に拡張ディスクが割り当てられた場合の Differential Clone の動作はサポートしません。
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１

マスタとなるVMを作成する。マス
タVMに割り当てるディスクはシス
テムディスクのみとする。

テンプレート

１

3

マスタVM

2

3

イメージ(レプリカVM)のベースと
なるマスタVMのスナップショットを
作成する。

マスタとなるVMとスナップショット
を選択し、テンプレートとイメージ
(レプリカVM)を作成する。

イメージ(レプリカVM)

OSベースイメージ

2
スナップショット

4
4

運用グループ上で必要な設定を
行い、VMを新規に作成する(新規
リソース割り当て)。

3.6.5.

VM

再構成 (Reconstruct) を行うときの Differential Clone 利用方
法
再構成 (Reconstruct) を実施する場合の作業の基本的な流れは次の図の通りです。
テンプレートは既に作成済みのものを使用するので新規に作成する必要はありませんが、イ
メージを作成する作業は必要です。
図のように複数の仮想マシンに対して同時に再構成 (Reconstruct) する場合は、以下の設
定で実行速度と処理負荷を調整することができます。


最大同時実行数: 処理の多重度を増やすことで、処理時間を短縮できる可能性があり
ます。



実行間隔: 再構成 (Reconstruct) の処理の負荷による業務への影響などが考えられ
る場合は、この設定で仮想マシンサーバへの負荷を調整します。
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Differential Clone
１

マスタVM上でパッチ適用などの
更新作業を実施する。

テンプレート

１
2

マスタVMの新しいスナップショット
を作成する。

3

新規作成したスナップショットを指
定し、イメージを新規作成する。
作成するイメージはデフォルト登
録しておく。

既存イメージ(レプリカVM)

マスタVM
OSベースイメージ

新規イメージ(レプリカVM)
既存

新規

スナップ

スナップ

ショット

4

VMに対し、再構成(Reconstruct)
を実行する。
対象となるVMが複数ある場合
は、まとめて1回の操作で再構成
(Reconstruct) を 実行 するこ とが
できる。

2

3

ショット

4

VM

VM

VM

VM

VM
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3.7. Disk Clone
Disk Clone により、マスタ VM から作成したイメージを元に、仮想マシンを作成することがで
きます。マスタ VM から作成したイメージのことをレプリカ VM と呼びます。
Differential Clone と異なり、Disk Clone で作成した仮想マシンはレプリカ VM との差分では
なく、レプリカ VM のイメージがそのままコピーされるものです。
Differential Clone のように他仮想マシンとのイメージ共有によりディスク容量削減などのメリ
ットはありませんが、イメージを単独で所有しているため他の仮想マシンの動作の影響を受
けにくいメリットがあります。
Disk Clone により作成した仮想マシンの元となるレプリカ VM はマスタ VM とは異なるので、
マスタ VM に対し更新を行った場合でも、元となるレプリカ VM には影響がありません。
ホスト名、IP アドレスなどのゲスト OS の情報は、Windows の場合、Sysprep を利用して設
定します。VMware (vCenter Server 管理) の場合、Sysprep は vCenter Server から実行さ
れ ま す 。 VMware (vCenter Server 管 理 ) 以 外 の 環 境 に つ い て は 、 Sysprep は 、
DeploymentManager から実行されます。VMware (vCenter Server 管理) 以外の場合は、
レプリカ作成時に DeploymentManager の Sysprep 自動実行シナリオが実行されるように
設定をする必要があります。
Disk Clone は、Hyper-V、XenServer、VMware、KVM で利用することができます。
Disk Clone で仮想マシンを作成する手順については、「1.4.13 イメージ展開の利用例 ‐
Full Clone、Differential Clone、Disk Clone (Sysprep、vCenter Server)‐」や「1.4.14 イメ
ージ展開の利用例 ‐Differential Clone、Disk Clone (DPM)‐」を参照してください。

VM1
OSイメージ

イメージ

マスタVM
OSイメージ

コピー

(レプリカVM)
OSイメージ

コピー

VM2
OSイメージ

VM3
OSイメージ
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Disk Clone

3.7.1.

Disk Clone の再構成 (Reconstruct)
Disk Clone の再構成 (Reconstruct) は、マスタ VM に対してパッチの適用などシステムの
変更を行った後に作成したレプリカ VM を新しいマスタイメージとして、仮想マシンを作り直す
ことができます。
再構成 (Reconstruct) を利用することで、システムの変更に伴う新しいマスタイメージ (レ
プリカ VM) の作成や再構成 (Reconstruct) 操作の実行などを、使用するテンプレートを置
き換えることなく、すべての仮想マシンに対する共通の作業として 1 回で実施できるようにな
るため、効率的にシステム更新作業を実施することができるようになります。
再構成 (Reconstruct) では、仮想マシンを作り直すため、再構成 (Reconstruct) を実行す
ると、再構成 (Reconstruct) 実行前の仮想マシンの更新内容は失われます。
拡張ディスクについては、初期状態に戻さず、データを維持するように動作します。また、
UUID の情報も変更されず維持されるため、再構成 (Reconstruct) 実行後も同一マシンとし
て管理することができます。
Disk Clone に つ い て は 、 再 構 成 (Revert) を サ ポ ー ト し て お り ま せ ん 。 再 構 成
(Reconstruct) のみ利用可能です。

テンプレート

VM1
イメージ1

マスタVM

コピー

OSイメージ

(レプリカVM)

VM2

OSイメージ

OSイメージ

コピー

パッチ適用などの

再構成

更新作業を実施

(Reconstruct)
VM1

イメージ2
コピー

OSイメージ

(レプリカVM)

OSイメージ

OSイメージ

OSイメージ

VM2
コピー

OSイメージ
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3.8. イメージの管理 (Differential Clone、 Disk
Clone)
3.8.1.

イメージとレプリカ VM
イメージとは、通常、仮想マシンなどを作成する際に元となる OS やディスクなどのバイナリ
データのことを言いますが、Differential Clone、Disk Clone において、イメージとはレプリカ
VM のことを指します。レプリカ VM は下記のように作成されます。


Differential Clone : 指定のマスタ VM 上のスナップショットを元に作成される



Disk Clone : 指定のマスタ VM を元に作成される

イメージは、Differential Clone と Disk Clone のテンプレート設定画面で管理することができ
ます。1 つのテンプレート上で複数のイメージを管理することができるため、同一のマスタ VM
から作成したイメージ間の世代の関係などの確認ができます。この複数イメージ管理機能と
再構成 (Reconstruct) 操作の利用により、パッチの適用作業などが少ない手順で簡易、か
つ迅速に実施できるようになります。
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Differential Cloneの場合
テンプレート

マスタVM

スナップショット2

スナップショット1
イメージ作成

イメージA

イメージB

イメージC

(レプリカVM)

(レプリカVM)

(レプリカVM)

VM作成

VM作成

VM1

VM作成

VM3

VM2

Disk Cloneの場合
テンプレート

マスタVM

イメージ作成

イメージA

イメージB

(レプリカVM)

(レプリカVM)

VM1

3.8.2.

VM2

仮想マシン作成時に使用されるイメージについて
テンプレートには、複数のイメージを管理することができますが、新規リソース割り当て / 再
構成 (Reconstruct) の操作で行われる仮想マシン作成の際に使用するイメージを指定する
必要があります。次の 2 つの方法で指定することができます。
1.

デフォルトイメージ
下記 2 の方法で固定的に使用するイメージが設定されていない場合は、デフォルトとし
て登録されているイメージが仮想マシン作成の際に使用されます。デフォルトイメージは、
次の方法で設定されます。
•

新規にテンプレートを作成する際、一緒に作成するイメージがデフォルトとして登録
される
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•

新規にイメージを作成する際、作成するイメージをデフォルトイメージとして登録す
るかどうかを指定することができる

•

テンプレート編集やテンプレートのイメージ一覧で指定のイメージにデフォルトイメ
ージを変更できる

テンプレート
デフォルト

イメージA

イメージB

イメージC

VM作成

VM

2.

グループ / モデルプロパティ設定での指定イメージ
グループ、またはモデルのソフトウェアの設定で仮想マシン作成の際に使用するイメー
ジを固定的に使用することができます。固定的な指定が有効な場合は、デフォルトとし
て登録されているイメージは使用されません。複数のグループ/モデルで 1 つのテンプレ
ートを使用している場合、それぞれのグループ/モデルで別のイメージを固定的に使用
することができます。固定的なイメージ指定を解除して、デフォルトイメージを使用するよ
うに元に戻すこともできます。

テンプレート
デフォルト

イメージA

グループA指定

イメージB

グループB指定

イメージC

VM作成

グループA

グループB

VM1

3.8.3.

VM作成

VM2

レプリカ VM の種類
Differential Clone の場合、レプリカ VM は作成方法が異なる次の 2 種類に種別できます。
通常の利用において、両者の違いを意識する必要はありません。
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マスタ・レプリカ VM
最初に直接マスタ VM から作成されたレプリカ VM です。下記のエッジ・キャッシュ・レプ
リカ VM のマスタイメージとなるので、マスタ・レプリカ VM と呼びます。イメージ (レプリ
カ VM) の詳細情報は、マスタ・レプリカ VM の情報が使用されます。



エッジ・キャッシュ・レプリカ VM
仮想マシンの作成先となるデータストアがマスタ・レプリカ VM の格納先と異なる場合、
仮想マシンの作成先となるデータストアにマスタ・レプリカ VM のクローンがコピーされ、
仮想マシンは、そのマスタ・レプリカ VM のクローンをベースに作成されます。このマス
タ・レプリカ VM のクローンは、キャッシュとして利用するため、エッジ・キャッシュ・レプリ
カ VM といいます。エッジ・キャッシュ・レプリカ VM は使用するすべてのデータストアに作
成されます。エッジ・キャッシュ・レプリカ VM により、仮想マシン作成処理や作成後の仮
想マシンの動作において、マスタ・レプリカ VM が格納されているデータストアへアクセス
が集中しなくなるため、ストレージへの負荷を分散することができます。

Differential Clone の場合、テンプレート作成、およびイメージ作成時に [レプリカ VM を指定
の位置に固定する] を選択した場合は、エッジ・キャッシュ・レプリカは作成されません。
この設定のテンプレート / イメージから作成する仮想マシンはすべてマスタ・レプリカ VM か
ら作成されます。
エッジ・キャッシュ・レプリカ VM により負荷分散を図る方法とは逆に、SSD などの高速なデバ
イスで構成されたデータストア上に配置されたマスタ・レプリカ VM に集中的にアクセスされる
ようにすることで性能の改善を図るに場合には、[レプリカ VM を指定の位置に固定する] の
指定を有効にしてください。
Disk Clone の場合、マスタ・レプリカ VM と異なるデータストア上に仮想マシンを作成するとき、
エッジ・キャッシュ・レプリカ VM は作成されず、直接マスタ・レプリカ VM から仮想マシンのイ
メージがコピーされます。
各レプリカ VM の作成・削除のタイミングは以下の通りです。エッジ・キャッシュ・レプリカ VM
については、作成と削除は自動的に行われるため、手動で作業を実施する必要はありませ
ん。


テンプレート、またはイメージ作成時にマスタ・レプリカ VM が自動的に作成されます。



テンプレート、またはイメージ削除時にマスタ・レプリカ VM、および関連するエッジ・キャ
ッシュ・レプリカ VM が自動的に削除されます。
•

イメージを使用して作成した仮想マシンが存在する場合は、テンプレート / イメー
ジの削除操作が失敗します。

•

[仮想] ビュー上でマスタ VM とマスタ・レプリカ VM を直接削除することはできませ
ん。



仮想マシン作成時、仮想マシンの作成先であるデータストアにエッジ・キャッシュ・レプリ
カ VM がない場合、エッジ・キャッシュ・レプリカ VM が自動的に作成されます。



仮想マシン削除、または再構成時、仮想マシンの作成先であるデータストアのエッジ・キ
ャッシュ・レプリカ VM を参照する仮想マシンが存在しなくなった場合、エッジ・キャッシ
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ュ・レプリカ VM が自動的に削除されます。ただし Xen 環境の場合は自動的に削除され
ないため、不要となったエッジキャッシュレプリカ VM は手動で削除してください。

Differential Cloneの場合
テンプレート
マスタVM

スナップショット1

スナップショット2

データストア(LUN) A

マスタ・
VM１

レプリカVM

VM2

A
“レプリカVMを指定の位置に
固定する”のチェックOn

データストア(LUN) B

エッジ・

マスタ・

キャッシュ・

レプリカVM

レプリカVM

B

イメージ A

VM3

VM4

イメージ B

Disk Cloneの場合
テンプレート
マスタVM

マスタ・
レプリカVM

データストア(LUN) A
VM１

VM2

A
イメージ A

データストア(LUN) B
マスタ・
レプリカVM

VM3

VM4

B
イメージ B

3.8.4.

イメージとレプリカ VM の名前
SigmaSystemCenter は、イメージの作成時に自動的に次のフォーマットでイメージの名前を
つけます。
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イメージ名 : MasterVMName-Template-Generation-Name
•

MasterVMName : マスタ VM の仮想マシン名

•

Template : 同一のマスタ VM を対象とした複数のテンプレートに対して、連番で番
号が振られます。

•

Generation : 世代。同一テンプレート上で作成した複数のイメージに対して連番で
番号が振られます。イメージ作成時に既に存在しているイメージ中の最大値に対し
て、+1 の値が設定されます。

•

Name : イメージ作成時に任意の文字列を指定します。既定値は (Image) です。

レプリカ VM の名前も SigmaSystemCenter が自動で設定します。上記のイメージ名を基本
に命名します。


マスタ・レプリカ VM 名 : Replica-ImageName
•



ImageName : イメージ名

エッジ・キャッシュ・レプリカ VM 名 : Replica-ImageName-cache-CacheNumber
•

ImageName : イメージ名

•

CacheNumber : 同一のマスタ・レプリカ VM から派生したエッジ・キャッシュ・レプリ
カ VM に対し、連番で番号が振られます。

イメージ
スナップショット

MasterVm-1-1-Image

Snapshot_A
イメージ
マスタVM
MasterVm

世代:1

世代:2

MasterVm-1-2-Image

テンプレート
Template_1
MasterVmを使用する
1つ目のテンプレート

スナップショット
Snapshot_B
イメージ

世代:1

MasterVm-２-1-Image
スナップショット
Snapshot_C

イメージ

世代:2

MasterVm-2-2-Image

テンプレート
Template_2
MasterVmを使用する
2つ目のテンプレート
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3.9. スナップショットの管理
SigmaSystemCenter は、仮想マシンのスナップショットを作成することができます。スナップ
ショットを作成すると、作成時点の仮想マシンの状態を保存することができます。作成済みの
スナップショットを指定して復元を行うと、仮想マシンをスナップショット作成時点の状態に戻
すことができます。
スナップショットは、元からの差分のみを保存するため、比較的少ない容量で作成することが
できます。また、スナップショットの作成と復元の操作が簡易に行えるため、ちょっとしたテス
トなどを実行し、ミスした場合に簡単に戻すことができるといったメリットがあります。
SigmaSystemCenter は、各仮想化基盤製品の機能を利用してスナップショットの管理機能
を実現しています。以下の機能を利用することができます。KVM 環境では、スナップショット
の管理機能を利用できません。


指定した仮想マシンが持つスナップショットの一覧を表示します。



指定した仮想マシンのスナップショットを作成します。
•

スナップショットの作成は、静止点を確保するために、仮想マシンを電源オフの状
態にしてから行ってください。

•

1 回の操作で複数の仮想マシンを一括してスナップショットを作成することもできま
す。



指定したスナップショットを削除します。



仮想マシンを指定したスナップショットの状態に戻します。

スナップショットのパスには、元になったスナップショットの情報を記録します。スナップショット
のパスの情報により、次の図のようにスナップショット間の関係を階層的に管理することがで
きます。
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スナップショット名
スナップショットのパス

Initial

Patch2

Patch3

Initial

Initial\ Patch2

Initial\ Patch2\Patch3

① 初期状態を保存

② パ ッ チ Patch2 を

③ 次にパッチPatch3

適用後に保存

を適用後に保存

Patch1
Initial\ Patch1
④ パッチPatch2の適用前にパッ
チPatch1の適用が必要という
ことが判明したので、初期状態
に復元した後、Patch1を適用
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3.10. VM 移動
VM 移動は、指定の仮想マシンを別の仮想マシンサーバ上に移動させる機能です。VM 移動
には、次の 3 種類があります。


Migration / Quick Migration



Storage Migration / Move



Failover

3.10.1. Migration / Quick Migration
Migration / Quick Migration は、移動元と移動先の仮想マシンサーバが共有しているデータ
ストア上に移動対象の仮想マシンが配置されている場合、仮想マシンを指定の仮想マシン
サーバに移動させることができます。データストアの配置を変更することはできません。
移動対象の仮想マシンが電源オン状態の場合、実行する操作により移動時の仮想マシンに
対する電源制御が異なります。"Migration" の場合、仮想マシンを電源オン状態のまま移動
させます。"Quick Migration" の場合、電源オン状態の仮想マシンをサスペンド状態にして
から移動させます。VMware の場合、電源オン状態の仮想マシンを Migration するためには、
VMotion のライセンスが必要となります。Quick Migration や電源オフ状態の仮想マシンを
Migration する場合、VMotion のライセンスは必要ありません。
移動対象の仮想マシンが電源オフ状態の場合は、Migration / Quick Migration 共に、同じ
動作となります。
移動後、電源オフ状態の仮想マシンを起動するかどうかをオプションで指定することができま
す。
移動後に仮想マシンが電源オンになる VM 移動を行う場合、配置制約の条件に整合してい
るか確認が行われます。配置制約に反した移動を行う場合、仮想マシンを移動できません。
移動する必要がある場合は、VM 移動の操作時、配置制約を無視する指定を行ってくださ
い。
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VM 移動
DataCenter1

VMサーバ１
VM1

Oｎ

VM2
VM3
VM4

Oｎ

Oｎ

VMサーバ2

Migration

VM1 Oｎ

Quick Migration

Suspend
Migration / Quick Migration

Off

(自動起動無し)
Migration / Quick Migration

Off

(自動起動有り)

VM2 Oｎ
VM3 Off
VM4 Oｎ

Oｎ

VM1

VM3

VM２

VM4

データストア

3.10.2. Storage Migration / Move
Storage Migration / Move は、指定の仮想マシンを別の仮想マシンサーバ、データストア上
に移動させることができます。Migration / Quick Migration との違いは、データストア間の移
動が含まれる点にあります。移動元と移動先の仮想マシンサーバが共有している同じデータ
ストア上に移動対象仮想マシンが配置されている場合、Migration と同じ動作になります。逆
に仮想マシンサーバ間の移動は行わずにデータストア間の移動だけを実行することも可能
です。
移動対象の仮想マシンが電源オン状態の場合、実行する操作により移動時の仮想マシンに
対する電源制御が異なります。"Storage Migration" の場合、仮想マシンを電源オン状態の
まま移動させます。"Move" の場合、電源オン状態の仮想マシンを電源オフ状態にして移動
させます。VMware の環境で、電源オン状態の仮想マシンを別データストアに Storage
Migration するためには Storage VMotion のライセンスが必要となります。電源オフの仮想
マシンを Storage Migration する場合、Storage VMotion のライセンスは必要ありません。な
お、Storage VMotion は vSphere 4.1 以降をサポートします。
移動対象の仮想マシンが電源オフ状態の場合は、Storage Migration / Move 共に同じ動作
となります。
移動後、電源オフ状態の仮想マシンを起動するかどうかをオプションで指定することができま
す。
仮想マシンの移動先のデータストアは、移動先の仮想マシンサーバに接続されているものが
候補となります。vSphere 5.0 以下の VMware の環境で、電源オン状態の仮想マシンに対す
る Storage Migration を実行する場合、移動元と移動先の仮想マシンサーバが共有している
データストアに対してのみ、移動させることができます。共有していないデータストアへの移
動 は エ ラ ー と な り ま す 。 そ の 他 環 境 で 電 源 オ ン 状 態 の 仮 想 マ シ ン に 対 す る Storage
Migration を実行する場合や電源オフの仮想マシンに対する Storage Migration や Move の
場合は、データストアを共有する必要はありません。
移動先の仮想マシンサーバに接続されているデータストアが複数あり、移動先のデータスト
アを自動選択に指定している場合は、移動先のデータストアは以下の順番で選択されます。
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(1) 移動先と移動元の仮想マシンサーバが共有しているデータストア上に移動対象の仮想
マシンサーバが配置されている場合は、データストア間の移動は行わずに仮想マシン
サーバ間の移動のみ行います。
(2) VMware の場合、ストレージ環境は SAN、NFS の順で選択されます。Hyper-V の場合、
CSV、SMB、ローカルディスクの順で選択されます。
(3) 空き容量の大きなデータストアが優先して選択されます。
VM 移動実行時、「拡張ディスクを移動対象から除外する」指定を行うことができます。指定
を有効にした場合、仮想マシンの拡張ディスクは、Storage Migration / Move で移動しませ
ん。
「拡張ディスクを移動対象から除外する」の指定を行わない場合は、仮想マシンの拡張ディ
スクはシステムディスクの移動先と同じデータストアに移動します。
タイプが RDM (物理)、RDM (仮想) の拡張ディスクを持つ仮想マシンについては、Storage
Migration / Move によりデータストア間を移動することはできません。ただし、vSphere 5 に
ついては、移動することが可能です。
なお、RDM の拡張ディスクは実体が 1 つの LUN でデータストア上にないため、Storage
Migration / Move の移動対象には含まれません。
移動後に仮想マシンが電源オンになる VM 移動を行う場合、配置制約の条件に整合してい
るか確認が行われます。配置制約に反した移動を行う場合、仮想マシンを移動できません。
移動する必要がある場合は、VM 移動の操作時、配置制約を無視する指定を行ってくださ
い。

DataCenter1

DataCenter2
VMサーバ2

VMサーバ１
VM1
VM2

Storage Migration
Oｎ

VM1

Oｎ

VMサーバ１
Oｎ
Oｎ

Oｎ

Oｎ

Oｎ

VM1
VM2
VM3
VM4

VM1
VM２
データストア１

Storage Migration
Storage Migration

VMサーバ2

Move

Off

VM1

(自動起動無し)

Move

(自動起動有り)
Off
Storage Migration/Move
(自動起動無し)
Off
Storage Migration/Move
Off

(自動起動有り)

VM2 Oｎ
VM3

Off

VM4 Oｎ

Oｎ

Oｎ

VM1
VM2
データストア2

Move

VM1
VM2
VM3
VM4

VM1

Move
Storage Migration/Move
Storage Migration/Move

データストア１

VM2
VM3
VM4

データストア2

3.10.3. Failover
Failover は、移動元の仮想マシンサーバが電源オフ状態のときに、指定の仮想マシンを別
の仮想マシンサーバ上に移動させることができます。
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VM 移動
移動対象の仮想マシンは、移動元と移動先の仮想マシンサーバが共有しているデータストア
上に配置されている必要があります。
本機能により、障害などが原因で移動元の仮想マシンサーバが起動できない状態のときで
も、仮想マシンを別の仮想マシンサーバに退避することができるようになります。また、仮想
マシンサーバの標準ポリシーを使用すると、障害のイベント発生後に障害が発生した仮想マ
シンサーバ上で動作していた仮想マシンを別仮想マシンサーバに自動的に移動させる復旧
処理を行うようにすることができます。
Hyper-V 単体環境では、ポリシーによる障害時の自動移動に対応していません。障害発生
後に仮想マシンを手動で移動してください。
移動後に仮想マシンが電源オンになる VM 移動を行う場合、配置制約の条件に整合してい
るか確認が行われます。配置制約に反した移動を行う場合、仮想マシンを移動できません。
移動する必要がある場合は、VM 移動の操作時、配置制約を無視する指定を行ってくださ
い。
VMware (vCenter Server 管 理 ) の 環 境 で Failover を 実 行 す る た め に は 、
SigmaSystemCenter の管理サーバから仮想マシンの移動先となる ESX / ESXi に接続でき
るようにしておく必要があります。他の VM 移動の場合、VM 移動の制御は vCenter Server
経由で行われますが、Failover の場合、一部の処理で SigmaSystemCenter から直接 ESX
/ ESXi に対して制御が行われます。
Hyper-V 単体環境やスタンドアロン ESXi の環境では、Failover を行った後、移動元の仮想
マシンサーバに移動対象の仮想マシンの登録が残ったままとなるため、この状態を解消する
必要があります。移動元の仮想マシンサーバが障害から回復したときに ssc recover
machine コマンドを移動元の仮想マシンサーバに対して実行し、移動対象の仮想マシンの
登録を解消してください。
移動対象の仮想マシンが移動先と起動元の両方に 2 重登録された状態のままにしておくと、
そのあとの運用に影響が発生します。

DataCenter1
VMサーバ2

VMサーバ１
VM1 Off

VM3 Oｎ

VM2 Off

VM2 Oｎ

Failover
Off

故障

Oｎ

VM1
VM2
VM3
データストア
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3.10.4. 各仮想化基盤の対応一覧


VMware / XenServer / KVM の場合
各仮想化基盤の VM 移動の対応は、次の通りです。Hyper-V については、後述の表を
参照してください。

操作

VMware

スタンドアロン ESXi (※1)

XenServer

KVM

利用可能 (電源オフ時のみ)

利用可能

利用可能

vCenter
Server 管理
Migration

利用可能

(NFSストレージプール利用時のみ)
Quick

利用可能

利用可能

利用不可

Migration

利用可能
(NFSストレージプール利用時のみ)

利用可能

利用可能 (電源オフ時のみ)

利用不可

利用不可

Move

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

Failover

利用可能

利用可能 (sscコマンド、ポリシー契
機のみ)

利用可能

利用不可

Storage
Migration

※1

スタンドアロンESXi環境では、以下の注意事項があります。
▪ 同一共有データストア上の仮想マシンのみ移動をサポートしています。
▪ Migration、Storage Migrationは、電源オフの仮想マシンのみ移動できます。ただし、移動先の仮想マシン
サーバが移動元と同じ場合、仮想マシンが電源オンでも成功します。
▪ Storage Migration、Moveの「移動先データストアの指定」でデータストアを指定しても別のデータストアに
移動できません。
▪ Storage Migration、Moveで「拡張ディスクを移動対象から除外する」設定のオン・オフに関わらず、仮想マ
シンの拡張ディスクは移動対象になります。



Hyper-V の場合
Hyper-V については、使用する Hyper-V の機能やバージョンにより利用可否が異なり
ます。
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VM 移動

VM 移動の操作

Migration /

VM 移動の実行内容
データストア間の

仮想マシンサー

移動有無

バ間の移動有無

移動しない

移動する

Hyper-V クラスタ

Hyper-V 単体

利用可能

次の条件を満たす場合、利用可
能

Quick Migration

▪ Windows Server 2012以降を利
用 (※1)
▪ ライブマイグレーション機能を利
用 (※2)
▪ 仮想マシンを配置する共有デー
タストアがSMBファイルサーバで
構築されている
(※3)

Storage Migration /

移動する

移動する

Move

移動不可

次の条件を満たす場合、利用可
能
▪ Windows Server 2012以降を利
用 (※1)
▪ ライブマイグレーション機能を利
用 (※2)

移動しない

次の条件を満たす場合、利用可能
▪ Windows Server 2012以降を利用 (※1)
▪ ライブマイグレーション機能を利用 (※2)

Failover

移動しない

移動する

次の条件を満たす場合、利用可能
▪ Windows Server 2012以降を利用 (※1)
▪ 仮想マシンを配置する共有データストアがSMBファイ
ルサーバで構築されている (※3)
▪ 仮想マシンにスナップショットが存在しない
ただし、ポリシーによる自動移動は利用不可。

※1

移動元と移動先の仮想マシンサーバは、Windows Server 2012以降のHyper-Vで動作している必要があり
ます。

※2

移動元と移動先の仮想マシンサーバにおいて、Hyper-Vのライブマイグレーション機能が利用可能になって
いる必要があります。
▪ Hyper-Vマネージャを利用して、移動元と移動先の仮想マシンサーバに対して、ライブマイグレーションの
設定を行います。ライブマイグレーションの送受信を有効にし、認証プロトコルとしてKerberos認証を利用す
るように設定する必要があります。
▪ アクティブディレクトリ上の移動元の仮想マシンサーバのマシンアカウントの設定にて、移動先の仮想マシ
ンサーバへの委任の設定が追加されている必要があります。

※3

Hyper-V単体環境で、移動元と移動先の仮想マシンサーバが共有するデータストアを構築するためには、
SMBファイルサーバが必要です。Migration / Quick Migrationを行うためには、移動元と移動先の仮想マシ
ンサーバが共有しているSMBファイルサーバのデータストア上で、移動対象の仮想マシンが動作している必
要があります。Storage Migration / Moveの操作でも、共有データストアを使用する場合は、SMBファイルサ
ーバが必要です。SMBファイルサーバについては、「3.1.7 Hyper-V環境でのSMBファイルサーバの利用」を
参照してください。
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3.10.5. VM 移動の実行不可の条件について
VM 移動は、使用する仮想環境の条件、移動対象の仮想マシンの構成や状態、移動元と移
動先の仮想マシンサーバの関係や状態によって、実行できない場合があります。
VM 移動の各操作における実行不可の条件について、以下に説明します。VM 移動の操作
が失敗する場合、下記の実行不可の条件を解消してから、再度操作を行ってください。
(1) 電源状態がオンの仮想マシンに対する Migration の実行不可条件
•

VMware の環境に VMotion のライセンスが登録されていない。

•

VMware の 場 合 、 移 動 元 と 移 動 先 の 仮 想 マ シ ン サ ー バ に 登 録 さ れ て い る
VMKernel に以下の問題がある。
-

VMotion が有効になっていない。

-

同じ LAN に接続していない。

•

Hyper-V の場合、Hyper-V の Migration の条件を満たしていない。「3.10.4 各仮想
化基盤の対応一覧」の Hyper-V の説明を参照してください。

•

仮想マシンに割り当てられたポートグループの設定が、移動先の仮想マシンサー
バのポートグループの設定にない。

•

移動元と移動先の仮想マシンサーバが、移動対象の仮想マシンが配置されるデー
タストアを共有していない。

•

移動元の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

移動先の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

移動元と移動先の仮想マシンサーバは、同じデータセンタに所属していない。

•

配置制約の設定に反する移動を実行。VM 移動の操作時に配置制約を無視する
指定により回避可能。

•

Hyper-V の場合、移動対象の仮想マシンは次のいずれかの特徴を持つ。
-

Hyper-V 単体環境において、移動対象の仮想マシンが、RDM のディスクを持
つ。

-

Hyper-V 単体環境において、移動対象の仮想マシンの CPU 数が、移動先の
仮想マシンサーバの vCPU 数サポート上限を超えている。

-

Hyper-V クラスタ環境において、移動対象の仮想マシンがクラスタに登録され
ていない。

-

Hyper-V クラスタ環境において、移動対象の仮想マシンが CSV に格納されて
いない。

(2) 電源状態がオンの仮想マシンに対する Storage Migration の実行不可条件
•

VMware の環境に Storage VMotion のライセンスが登録されていない。

•

VMware の 場 合 、 移 動 元 と 移 動 先 の 仮 想 マ シ ン サ ー バ に 登 録 さ れ て い る
VMKernel に以下の問題がある。

•

-

VMotion が有効になっていない。

-

同じ LAN に接続していない。

Hyper-V の場合、Hyper-V の Storage Migration の条件を満たしていない。
「3.10.4 各仮想化基盤の対応一覧」の Hyper-V の説明を参照してください。
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•

仮想マシンに割り当てられたポートグループの設定が、移動先の仮想マシンサー
バのポートグループの設定にない。

•

VMware の場合、移動元と移動先の仮想マシンサーバが、移動対象の仮想マシン
が配置されるデータストアを共有していない。(vSphere 5.1 以上の場合は実行可
能)

•

移動元の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

移動先の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

VMware の場合、移動対象の仮想マシンは、次のいずれかの特徴を持つ。
-

移動対象の仮想マシンは、Differential Clone テンプレートで作成された。

-

移動対象の仮想マシンは、Differential Clone テンプレートのレプリカ VM であ
る。

-

移動対象の仮想マシンは、RDM (物理) か RDM (仮想) のディスクを持つ。
(vSphere 5 の場合は実行可能)

•

移動元と移動先の仮想マシンサーバは、同じデータセンタに所属していない。

•

配置制約の設定に反する移動を実行。VM 移動の操作時に配置制約を無視する
指定により回避可能。

•

Hyper-V の場合、移動対象の仮想マシンは次のいずれかの特徴を持つ。
-

移動対象の仮想マシンが、RDM のディスクを持つ。

-

移動対象の仮想マシンの CPU 数が、移動先の仮想マシンサーバの vCPU 数
サポート上限を超えている。

(3) Quick Migration、および電源状態がオフの仮想マシンに対する Migration の実行不
可条件
•

Hyper-V の場合、Hyper-V の Migration の条件を満たしていない。「3.10.4 各仮想
化基盤の対応一覧」の Hyper-V の説明を参照してください。

•

仮想マシンに割り当てられたポートグループの設定が、移動先の仮想マシンサー
バのポートグループの設定にない。

•

移動元と移動先の仮想マシンサーバが、移動対象の仮想マシンが配置されるデー
タストアを共有していない。

•

移動元の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

移動先の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

VMware の場合、移動元と移動先の仮想マシンサーバは、同じデータセンタに所
属していない。および、移動対象の仮想マシンは次のいずれかの特徴を持つ。
-

移動対象の仮想マシンは、Differential Clone テンプレートで作成された。

-

移動対象の仮想マシンは、Differential Clone テンプレートのレプリカ VM であ
る。

-

移動対象の仮想マシンは、RDM (物理) か RDM (仮想) のディスクを持つ。
(vSphere 5 の場合は実行可能)

•

電源状態がオンの仮想マシンに対する Quick Migration、または自動起動が指定
されている場合に、配置制約の設定に反する移動を実行。VM 移動の操作時に配
置制約を無視する指定により回避可能。

•

Hyper-V の場合、移動対象の仮想マシンは次のいずれかの特徴を持つ。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
425

3 仮想環境の管理機能について
-

Hyper-V 単体環境において、移動対象の仮想マシンが RDM のディスクを持
つ。

-

Hyper-V 単体環境において、移動対象の仮想マシンの CPU 数が、移動先の
仮想マシンサーバの vCPU 数サポート上限を超えている。

-

Hyper-V クラスタ環境において、移動対象の仮想マシンがクラスタに登録され
ていない。

-

Hyper-V クラスタ環境において、移動対象の仮想マシンが CSV に格納されて
いない。

(4) Move、および電源状態がオフの仮想マシンに対する Storage Migration の実行不可
条件
•

Hyper-V の場合、Hyper-V の Storage Migration の条件を満たしていない。
「3.10.4 各仮想化基盤の対応一覧」の Hyper-V の説明を参照してください。

•

仮想マシンに割り当てられたポートグループの設定が、移動先の仮想マシンサー
バのポートグループの設定にない。

•

移動元の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

移動先の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

VMware の場合、移動対象の仮想マシンは次のどちらかの特徴を持つ。
-

移動対象の仮想マシンは、Differential Clone テンプレートで作成された。

-

移動対象の仮想マシンは、Differential Clone テンプレートのレプリカ VM であ
る。

•

移動対象の仮想マシンは、RDM (物理) か RDM (仮想) のディスクを持つ。
(vSphere 5 の場合は実行可能)

•

自動起動が指定されている場合に、配置制約の設定に反する移動を実行。VM 移
動の操作時に配置制約を無視する指定により回避可能。

•

Hyper-V の場合、移動対象の仮想マシンは次のいずれかの特徴を持つ。
-

移動対象の仮想マシンが、RDM のディスクを持つ。

-

移動対象の仮想マシンの CPU 数が、移動先の仮想マシンサーバの vCPU 数
サポート上限を超えている。

(5) Failover の実行不可条件
•

仮想マシンに割り当てられたポートグループの設定が、移動先の仮想マシンサー
バのポートグループの設定にない。

•

移動元と移動先の仮想マシンサーバが、移動対象の仮想マシンが配置されるデー
タストアを共有していない。

•

移動元の仮想マシンサーバの電源状態がオン。

•

移動先の仮想マシンサーバの電源状態がオフ。

•

移動元と移動先の仮想マシンサーバは、同じデータセンタに所属していない。

•

配置制約の設定に反する移動を実行。VM 移動の操作時に配置制約を無視する
指定により回避可能。

•

移動元の仮想マシンサーバの接続状態が「Disconnected」になっている。
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(6) その他の条件 (仮想化基盤製品の対応や VM 最適配置について)
その他、使用する仮想化基盤製品によっても VM 移動の実行可否が決まります。仮想
化基盤製品の対応については、「3.10.4 各仮想化基盤の対応一覧」を参照してくださ
い。
また、次の操作を行った場合は、移動対象の仮想マシンや移動先候補の仮想マシンサ
ーバは VM 最適配置機能により決定されるため、前述の説明と異なる条件が加わりま
す。「3.12.4 VM 最適配置の条件」の説明を参照してください。
•

VMS 操作のポリシーアクション

•

ssc evacuate / ssc vmop apply-rule コマンド。ssc evacuate コマンドの場合は、
移動対象として仮想マシンサーバを指定した時のみ
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3.11. リソースプール
3.11.1. リソースプールの概要
SigmaSystemCenter におけるリソースプールとは、CPU やメモリ、ディスクなど仮想マシン
を構成するリソースを管理しやすいようにまとめたものです。リソースプールによりクラウド環
境のリソースの管理が簡易、かつ効率よく実施できるようになります。
SigmaSystemCenter のリソースプールは次の特徴があります。
1.

大規模な環境のリソース管理が容易
リソースプールでは、仮想的な CPU やメモリなど仮想マシンを構成する仮想リソースの
情報でリソースを管理することができます。これまでは、マシンやストレージなどの仮想
マシンとは直接関係しない物理リソースの情報でリソースの管理を行う必要があったた
め、管理する台数が多くなると管理が難しいという問題がありましたが、リソースプール
によりリソースの管理が実施しやすくなります。
また、リソースプールの使用状況は、リソース種類別に、全体のリソース量や使用済み
のリソース量などの情報で確認することができます。容量が足りなくなったリソースは、
画面上で赤色や黄色に表示されます。また、リソースの使用量が閾値に達した場合は、
イベントを通報することも可能です。

2.

テナント別のリソース管理が可能
リソースプールから一部のリソースをサブリソースプールとして切り出して、任意のテナ
ントに割り当てることができます。1 つのリソースプールから複数のサブリソースプール
を切り出すことができるため、リソースプールは複数のテナントで共有して利用すること
ができます。各テナントは、割り当てられたサブリソースプール中のリソースを他のテナ
ントの影響を受けずに利用、管理することができます。逆に、マシン障害発生時の障害
復旧機能などテナント共通で必要な機能は、サブリソースプールの割り当て内容に関係
なくすべてのテナントで共通利用することができます。
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リソースプール

割り当て

使用量が閾値を超えた場合

サブリソースプールA

イベント通報

リソースプール

仮想マシン

割り当て

切り出し

仮想マシン

マシン

仮想化
切り出し

ネットワーク装置

サブリソースプールB

割り当て

仮想マシン

サブリソースプールC

割り当て

仮想マシン

切り出し

CPU

ストレージ

メモリ

ディスク

使用状況の表示

後述の図のリソースプールの使用例について説明します。
最初に、リソースプールを作成するために、リソースプールで管理するリソースを提供す
る 仮 想 マシ ン サ ー バを 、 マ シ ン 、ネ ッ ト ワー ク装 置 、 スト レージ の 物 理 リソ ース や
VMware などの仮想化基盤製品から構築します。構築した仮想マシンサーバはマスタ
マシン登録により、SigmaSystemCenter の運用グループ上のホストに割り当てます。
すべての仮想マシンサーバの運用グループのホストへの割り当てが完了した後、運用
グループからリソースプールを作成します。リソースプールの容量は、運用グループを
構成する全仮想マシンサーバのスペックをベースに算出されます。
次に、リソースプールで管理されるリソースを使用する側の設定を行います。
まず、テナント運用で仮想マシンを管理するためにテナントを作成します。テナント運用
とは、複数の組織やグループ間でお互いの仮想リソースや設定を共有しないようにする
運用方法のことです。ロール機能との組み合わせにより実現することができます。
作成したテナントはリソースプールから作成するサブリソースプールの割り当て対象とし
て使用します。
この後、リソースプールからサブリソースプールを作成し、テナントを割り当てます。各テ
ナントで作成された仮想マシンに割り当てられた分のリソースは、そのテナントが割り当
てられたサブリソースプール中の使用済みのリソースとして扱われます。複数のサブリ
セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
429

3 仮想環境の管理機能について
ソースプールを同一のテナントに割り当てると、配下のカテゴリ / グループでサブリソー
スプールを別々に割り当てて、それぞれでリソースの管理を行うことができます。
SigmaSystemCenterのWebコンソール

実環境の構成イメージ

[運用] ビュー
運用
リソースプール作成

グループ
ホスト
ホスト
ホスト

仮想マシンサーバ群

マスタマシン登録

仮想化

カテゴリ(最上位)

リソールプールの設定イメージ

カテゴリ(サブ)
ルートリソースプール

グループ

切り出し

サブリソースプールA
専有

ホスト
ホスト
ホスト
サブリソースプールB

カテゴリ(サブ)
グループ

専有

ホスト
ホスト
ホスト
カテゴリ(最上位)

共有

サブリソースプールC

サブリソースプールAとBを

グループ

専有

業務グループAに割り当て

サブリソースプールCを

ホスト
ホスト
ホスト

業務グループBに割り当て
業務の構成イメージ

リソース管理ID:1
サブリソースプールA

割り当て

サブリソースプールB

サブリソースプールA

割り当て

業務グループA(テナント)

業務サブグループA-1
サブリソースプールB

リソース管理ID:２

業務サブグループA-2

サブリソースプールC

業務グループB(テナント)

仮想マシン群

仮想マシン群

仮想マシン群

リソースプールでは、次の種類のリソースを管理することができます。


CPU



vCPU 数



メモリ
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リソースプール


ストレージ



VM 数



データストア



LUN



ポートグループ



論理ネットワーク

3.11.2. リソースプールの作成、割り当てについて
リソースプールには、次の 2 種類があります。


ルートリソースプール
最上位のリソースプールです。仮想マシンサーバのグループから作成します。ルートリ
ソースプールのリソースの容量は、リソースプールの作成元となる運用グループを構成
する全仮想マシンサーバのスペックから算出されます。



サブリソースプール
下位のリソースプールです。ルートリソースプールから切り出して作成します。ルートリソ
ースプールから切り出す際の指定値が、サブリソースプールのリソースの容量となりま
す。

ルートリソースプールを作成の際、次の指定を行う必要があります。


種別 : 共有か専有かを選択します。共有を指定した場合、リソースプールの複数のテ
ナント / グループ間で共有することができます。専有を指定した場合、単独のテナント
/ カテゴリ / グループのみがリソースプールを使用できるようになります。



vCPU の単位 : 仮想マシンに割り当てる vCPU のリソース量を指定します。周波数か 1
コアの vCPU 数のどちらかで指定します。Xen 環境ではコア数の情報を取得することが
できないため、1 コアの vCPU 数は選択しないでください。



グループへの割り当て : リソースプールの種別で専有を選択した場合、割り当て先の
テナントを指定します。

ルートリソースプールからサブリソースプールを切り出す際、次の指定を行う必要がありま
す。


種別 : 共有か専有かを選択します。サブリソースプールは、通常、専有を指定します。



リソース : vCPU 数、メモリ、ストレージ、VM 数の上限値と LUN のサイズ範囲別の個数
を指定します。指定した上限値は、ルートリソースプールからサブリソースプールに切り
出されたリソースの量として扱われます。サブリソースプールが割り当てられた仮想マ
シンのグループでは、上限値以上のリソースを使用して仮想マシンを作成することはで
きません。ただし、マスタマシン登録の操作が新規リソース割り当て / 再構成と同時に
組み合わせて実行された場合、上限を超えて仮想マシンを作成できてしまう場合があり
ますので注意してください。
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vCPU 数、メモリ、ストレージ、VM 数に "0"、または空を指定した場合は、仮想マシン作
成の際、リソース使用量が上限値を超えているかどうかのチェックが行われません。
"最大値を超えた割り当てを許容する" オプションを有効にすると、上位のリソースプー
ルのリソース量を超えた切り出しが可能です。オプションの指定がない場合は、上位の
リソースプールのリソース量を超えて切り出すことはできません。
LUN の設定では、10GB の倍数単位でサブリソースプールで使用する予定の LUN の
数を指定します。各行のサイズの範囲は、表示サイズ以上で表示サイズ+10GB 未満で
す。サイズ拡張などで接続対象となる LUN の実際の構成が指定と一致しなくなった場
合は、指定の変更が必要です。


グループへの割り当て : リソースプールの種別で "専有" を選択した場合、割り当て
先のテナントを指定します。

ルートリソースプール / サブリソースプールの割り当て先となるテナント / カテゴリ / グル
ープ / モデルには、次の 3 種類があります。


テナント
テナント運用を行うときに使用します。種別が専有のルートリソースプール、サブリソー
スプールを割り当てることができます。複数のリソースプールを割り当てることが可能で
す。作成時にリソース管理 ID を指定する必要があります。



テナント配下のカテゴリ / グループ / モデル
テナントに割り当てられた専有タイプのリソースプールのみを割り当てることができま
す。



上記以外のカテゴリ / グループ / モデル
種別が共有のルートリソースプールを割り当てて使用します。同一のルートリソースプ
ールを複数のカテゴリ / グループ / モデルで共有して利用することができます。

3.11.3. リソースプールの利用方法
リソースプールの主な利用方法として、次の 3 種類があります。


複数テナントでのリソースプールの共有



1 つのテナントでリソースプールを専有



リソース使用状況の閲覧目的や仮想マシンの配置先となる仮想マシンサーバの範囲指
定目的

以下、用途別に説明します。
1.

複数テナントでのリソースプールの共有
複数テナントで同じリソースプールを共有して利用します。各テナントは、割り当てられ
たサブリソースプール中のリソースを他のテナントの影響を受けずに利用・管理すること
ができます。仮想マシンサーバ障害発生時の障害復旧機能のような複数のテナントで
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共通利用が必要な機能は、使用するサブリソースプールに関係なく利用することができ
ます。
種別を共有に指定してルートリソースプールを作成し、切り出した複数のサブリソースプ
ールを各テナントに割り当てて利用します。サブリソースプールは専有タイプで作成しま
す。
サブリソースプールの割り当て先となるテナントには、リソース管理 ID を設定しておく必
要があります。
1 つのテナント内で複数のサブリソースプールを使用する場合は、テナントに複数のサ
ブリソースプールを割り当てます。
テナント内の配下のカテゴリ / グループ / モデルに 1 つのサブリソースプールを専有
させたい場合は、各カテゴリ / グループ / モデルにそれぞれ異なるサブリソースプー
ルを割り当てます。
配下のカテゴリ / グループ / モデルのすべての階層にリソースプールの割り当てがな
いパターンが存在する場合は、専有状態にならないことに注意してください。このパター
ン下のホスト定義に対して、仮想マシンを作成すると、最上位テナントに割り当てられた
サブリソースプールの中から自動選択されるため、各カテゴリ / グループ / モデルに
割り当てたサブリソースプールが使用される可能性があります。(「3.11.4 仮想マシン作
成時に使用されるリソースプールについて」を参照してください。)
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利用例1. 複数テナントでのリソースプールの共有
リソールプールの設定イメージ
切り出し

ルートリソースプール

サブリソースプールA
専有

ルートのリソースプ

サブリソースプールB

ールを共有で作成

専有

し、子のサブリソー
スを複数のテナント

サブリソースプールC

共有

に別々に割り当て

専有

る。
割り当て
業務の構成イメージ

割り当て

リソース管理ID:1
サブリソースプールA
サブリソースプールB

割り当て
サブリソースプールA

割り当て

業務グループA

業務サブグループA-1

(テナント)

サブリソースプールB

リソース管理ID:２

業務サブグループA-2

サブリソースプールC

仮想マシン群

仮想マシン群

割り当て

業務グループB

仮想マシン群

(テナント)

2.

1 つのテナントでリソースプールを専有
1 つのテナントでリソースプールを専有して利用します。専有の指定でリソースプールが
割り当てられたテナントは、他のテナントの影響を受けずにそのリソースプールを利用
することができます。
種別を専有に指定してルートリソースプールを作成し、テナントに割り当てます。他のテ
ナントに割り当てられている専有のリソースプールは割り当てることができません。リソ
ースプールの割り当て先となるテナントには、リソース管理 ID を設定しておく必要があり
ます。
テナント内の配下のカテゴリ / グループ / モデルが使用するリソースを制限したい場
合は、「3.11.4 仮想マシン作成時に使用されるリソースプールについて」の説明のよう
に、サブリソースプールを作成し割り当てることで、そのカテゴリ / グループ / モデル
のリソース使用量を制限することができます。
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利用例2. １つのテナントでリソースプールを専有
リソールプールの設定イメージ

ルートリソースプール

ルートのリソースプ
ールを専有で作成し、
１つのテナントでリ
ソースプールを専有
する。
専有のリソースプー

専有

ルを他のテナントに
割り当てることはで
きない。

割り当て

業務の構成イメージ
リソース管理ID:1
ルートリソースプール

割り当て

業務グループA

業務サブグループA-1

(テナント)
リソース管理ID:２

業務サブグループA-2

仮想マシン群

仮想マシン群

割り当て

業務グループB
(テナント)

3.

仮想マシン群

リソース使用状況の閲覧や仮想マシンの配置先となる仮想マシンサーバの範囲指定目
的
リソースプールの機能を簡易に利用したい場合の利用方法です。リソース使用状況の
閲覧や仮想マシンの配置先となる仮想マシンサーバの範囲を指定することができます。
本利用法ではテナント運用を行うことはできません。
複数のカテゴリ / グループ / モデルで同一のルートリソースプールを共有して利用し
ます。「1. 複数テナントでのリソースプールの共有」の利用方法のように、サブリソース
プールを作成しテナント間のリソース使用量の配分を設定したり、テナント運用のため
のテナントを作成したりすることなく簡易に利用することができます。
ルートリソースプールは、種別を "共有" で作成します。
リソースプールを使用するカテゴリ / グループ / モデルのプロパティで、作成済みのリ
ソースプールの一覧の中から選択して使用対象のリソースプールを指定します。複数
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のカテゴリ / グループ / モデルで同一のリソースプールを使用対象として指定するこ
とが可能です。
リソースプールの割り当て先となるカテゴリ / グループ / モデルは、テナント配下に作
成しないようにしてください。
利用例3. リソース使用状況の閲覧や仮想マシンの配置先となる仮想マシンサーバの範囲指定目的
リソールプールの設定イメージ

ルートリソースプール
ルートのリソースプ
ールを共有で作成し、
複数のカテゴリ/グル
ープ/モデルに割り当

共有

てる。

割り当て
業務の構成イメージ
ルートリソースプール

業務グループA

業務サブグループA-1

ルートリソースプール

業務サブグループA-2

仮想マシン群

仮想マシン群

割り当て

業務グループB

仮想マシン群
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3.11.4. 仮想マシン作成時に使用されるリソースプールについて
仮想マシン作成のとき、作成対象の仮想マシンのホスト設定が所属するカテゴリ / グループ
/ モデルの各階層でリソースプールが割り当てられている場合、最も下位のカテゴリ / グル
ープ / モデルに割り当てられているリソースプールが使用されます。
テナント運用の場合、最上位のテナントに複数のリソースプールを割り当てることができます。
下位のカテゴリ / グループ / モデルにリソースプールが割り当てられていない場合、テナン
トに割り当てられた複数のリソースプールが仮想マシンの作成のために使用するリソースプ
ールの候補となります。複数のリソースプールが候補となる場合は、最も空きの大きいリソー
スプールが使用されます。
下位のカテゴリ / グループ / モデルで使用するリソースの量を指定分確保する、あるいは、
指定分だけしか使用しないように制限するためにはサブリソースプールを切り出してそのカ
テゴリ / グループ / モデルに割り当てる必要があります。しかし、次の図のように、他の下
位のカテゴリ / グループ / モデルではサブリソースプールが割り当てられていない場合、
最上位のテナントに割り当てられているリソースプールがすべて使用候補となるため、目的
を実現することができません。サブリソースプールを使用してリソース量の配分を行う場合は、
テナントに割り当てられている複数のリソースプールが使用候補とならないように運用する
必要があります。
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リソース使用

リソース管理ID:1
サブリソースプールA
サブリソースプールB

業務サブグループA

仮想マシン群

リソース使用

テナント
割り当て

位のグループに割り
当てられているリソ

業務サブグループB

仮想マシン群

ースプールが利用す
る候補となる。

業務サブグループCに
サブリソースプールB

VM作成時、直近の上

サブリソースプールB

リソース使用

を専有させたいが、他
のグループからもサブ

業務サブグループC

仮想マシン群

リソースプールBが使
用されてしまう。

構成を変更
リソース使用

リソース管理ID:1
サブリソースプールA
割り当て
サブリソースプールB

テナント
子のグループにリソース
プールを割り当てる場合
は、他のグループで、複数

サブリソースプールA

業務サブグループB
割り当て
サブリソースプールB

ル情報が利用されないよ

仮想マシン群

リソース使用

カテゴリ

割り当てが可能な最上位
カテゴリのリソースプー

業務サブグループA

仮想マシン群

リソース使用

業務サブグループC

仮想マシン群

うに運用する必要がある。

3.11.5. リソースの種類
リソースプールで管理可能なリソースは、次の表の通りです。

分類

リソースの種別

説明

CPU

CPU

仮想マシンに割り当てるCPUのリソース量を周波数の単位で扱い
ます。リソースプールに所属する仮想マシンサーバに搭載された
CPUのスペックによって全体の容量が決定されます。

vCPU数

仮想マシンに割り当てるvCPUの数です。リソースプール作成時に
指定したvCPUの単位によって全体の容量が決定されます。
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分類

リソースの種別

説明

メモリ

メモリ

仮想マシンに割り当てるメモリの容量です。リソースプールに所属
する仮想マシンサーバのメモリサイズの合計が全体の容量となりま
す。

ストレージ

ストレージ

仮想マシンに割り当てる仮想ディスクの容量です。リソースプール
に所属する仮想マシンサーバが接続するVM作成先データストアの
容量と使用率上限 (%) により全体の容量が決定されます。

データストア

仮想マシンに割り当てる仮想ディスクの作成先として使用するデー
タストアを管理します。

LUN

仮想マシンに割り当てるRDMタイプの仮想ディスクの実体として使
用するLUNを管理します。

ポートグループ

リソースプールを構成する仮想マシンサーバ上で使用可能なポート
グループを管理します。ポートグループは仮想マシンサーバ上で使
用可能な仮想ネットワークで、論理ネットワークを構成する要素の1
つです。ポートグループ一覧ではポートグループの設定から論理ネ
ットワークを作成することができます。

論理ネットワーク

仮想マシンが接続する論理ネットワークを管理します。

VM数

リソースプールからリソースを割り当てた仮想マシンの数を管理し
ます。リソースプールに所属する仮想マシンサーバが接続するVM
作成先データストアのVM数上限により全体の容量が決定されま
す。

ネットワーク

その他

上記リソースに関する情報を次の 3 つの画面で確認することができます。


ルートリソースプール
リソースプールのすべてのリソースの情報を確認することができます。また、実消費リソ
ースの情報は、リソースプールに所属する仮想マシンサーバやデータストアの状況を確
認することができるため、主にリソースプールの管理目的で使用します。
ルートリソースプールの情報は、仮想マシンサーバのグループの [リソースプール] タ
ブで表示されます。利用するためには、仮想マシンサーバのグループに対して、リソー
スプールを作成する必要があります。リソースプールが割り当てられたテナント / カテ
ゴリのリソースプール一覧 ([リソースプール] タブ) から表示することもできます。
ルートリソースプールでは、以下のリソースの情報が表示されます。
•

CPU

•

vCPU 数

•

メモリ

•

ストレージ

•

データストア

•

LUN

•

ポートグループ

•

VM 数
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サブリソースプール
仮想マシンを構成する主なリソースである CPU、メモリ、ストレージの情報が表示されま
す。仮想マシンの作成の際に仮想マシンの作成に必要となるリソースが利用可能かど
うか確認するといったサブリソースプールの使用状況の確認のために利用します。
サブリソースプールは、ルートリソースプールのサブリソースプール一覧からサブリソー
スプールをクリックし、表示します。または、リソースプールが割り当てられたテナント /
カテゴリの [リソースプール] タブ上のリソースプール一覧からサブリソースプールをク
リックし、表示します。
以下のリソースの情報を確認することができます。



•

vCPU 数

•

メモリ

•

ストレージ

•

LUN

•

VM 数

•

作成可能 VM 数

リソースプールが割り当てられたテナント / カテゴリ
仮想マシンを構成する主なリソースである CPU、メモリ、ストレージや作成可能な VM 数
が表示されます。仮想マシンの作成の際にリソースプールの使用状況の確認のために
利用します。
リソースプールが割り当てられたテナント / カテゴリの [リソースプール] タブで情報が
表示されます。
以下のリソースの情報を確認することができます。
•

vCPU 数

•

メモリ

•

ストレージ

•

作成可能 VM 数

•

論理ネットワーク

•

LUN
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リソースプール
実環境の構成イメージ

システム管理者
(リソースプールを提供する側)
インフラの
実状況

リソースプールの管理観点の情報
仮想マシンサーバ群
情報表示

仮想化
リソールプールの設定イメージ

ルートリソースプール

切り出し

サブリソースプールA
専有

利用中の仮想環境における実際のリソー
サブリソースプールB

スの使用状況が表示される。サブリソース
プールの払い出しなど、リソースプールの

専有

共有

管理のために使用する。
テナント管理者/利用者

起動中の作成VMの情報

(リソースプール提供を受ける側)

リソース管理ID:1

割り当て
業務の構成イメージ

サブリソースプールA

リソースプールの利用観点の情報
情報表示

業務グループA
情報表示

仮想マシン群

リソース管理ID:2
サブリソースプールB

割り当てられたリソースプールから、
仮想マシンが何台作成可能かどうか
など、利用観点の情報が表示される。

業務グループB

仮想マシン群

起動中の作成VMの情報

次に各リソースの詳細について説明します。

3.11.6. ルートリソースプールの CPU、vCPU 数、メモリ、ストレージ、VM
数について
ルートリソースプールのリソースプール総数では、ルートリソースプールの CPU、vCPU 数、
メモリ、ストレージ、VM 数の状況を "総数"、"消費"、"未使用"、"予約済"、"実際に消費" の
情報で確認することができます。
リソースプールの総数の情報は、リソースプールのタブに切り替えた時や情報再取得や画
面更新を実行したときに更新されます。"実際に消費" 以外の各情報は、構成情報データベ
ースに登録されているデータを元に更新されます。"実際に消費" の情報は、仮想化基盤製
品から取得した仮想マシンサーバの実情報が元となります。
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総数
全体のリソースの量です。リソースプールに所属する仮想マシンサーバ、データストア
が持つリソースの量から算出されます。故障中の仮想マシンサーバの情報は加算され
ません。



消費
リソースプールのリソースの消費量です。構成情報データベースに登録されている仮想
マシンのデータを元に、リソースプールの消費量が計算されます。実際に仮想マシンサ
ーバ上で使用されているリソースの使用量とは異なる場合があります。ルートリソース
プールに対するリソースの消費量はチェックが行われないため、総量を超えるリソース
の消費が可能です。"消費" は、次の 2 つの情報で構成されます。



•

消費量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量と比較した消費量の割合

未使用
リソースの未使用の量です。"未使用" の値は、"総数" の値から "消費" の値を引いた
値です。次の 2 つの情報で構成されます。



•

未使用の量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量と比較した未使用量の割合

予約済
配下のサブリソースプールのリソース量の上限値の合計値が、予約済みの情報として
表示されます。サブリソースプールを切り出す際に「最大値を超えた割り当てを許容す
る」指定を有効にした場合、"予約済" の値が "総数" を超えるサブリソースプールの切
り出しが可能です。"予約済" は、次の 2 つの情報で構成されます。



•

予約済の量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量と対する予約済量の割合

実際に消費
仮想マシンサーバ上で実際に使用されている該当リソースの量です。"消費" の値が構
成情報データベースに登録されている仮想マシンのデータから算出されるのに対し、"
実際に消費" の値は実環境におけるリソースの使用状況を示します。次の 2 つの情報
で構成されます。故障中の仮想マシンサーバの情報は加算されません。
•

実際に消費されているリソース量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量に対する実際に消費されているリソース量の
割合
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リソースプール
"総数" 値との割合の情報はバーで表示されます。"消費" と "予約済" と "実際に消費" に
ついては、次のようにバーの表示の色が割合により変更されます。"未使用" については、
緑色の表示のみです。


割合 ≦ 60% : 緑色



60% ≦ 割合 ＜ 80% : 黄色



80% ≦ 割合 : 赤色

各リソースにおける各項目の詳細について説明します。
リソース

項目

説明

CPU

総数

リソースプールに所属する仮想マシンサーバのCPUの周波数を合計した
値です。各仮想マシンサーバの周波数は、リソース一覧で確認することが
できます。
各仮想マシンサーバの周波数は、搭載するCPUの周波数と搭載する数を
掛け合わせたものです。搭載するCPU数の数え方は、仮想化基盤製品に
より異なります。
▪ VMware : コア数
▪ VMware以外 : スレッド数

消費

作成済みの仮想マシンに割り当てられたCPUリソースの合計値です。個々
の仮想マシンに割り当てられたリソース量は、次のように仮想マシンに割り
当てられたvCPU数の情報とvCPUの単位の情報から計算されます。
▪ vCPUの単位として周波数を選択した場合
"CPU" の "消費" = "仮想マシンのvCPU数" × "vCPUの単位"
▪ vCPUの単位として1コアのvCPU数を選択した場合
計算できないため "0" となります。CPUリソースの消費量は、vCPU
数の情報で確認してください。

vCPU数

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

予約済み

配下のサブリソースプールで指定された上限値の合計値が、予約済みの
情報として表示されます。

実際に消費

仮想マシンサーバの実際のCPU負荷状況の情報の合計値です。仮想化
基盤製品から情報を収集します。仮想マシンの負荷以外に、仮想関係の
制御のために実行される仮想マシンサーバ自身の処理の負荷も本情報に
反映されます。

総数

対象リソースプールにおける "vCPUの単位" の指定値と仮想マシンサー
バの情報から計算されます。
▪ vCPUの単位として周波数を選択した場合
"vCPU数" の "総数" = "CPU" の "総数" ÷ "vCPUの単位"
▪ vCPUの単位として1コアのvCPU数を選択した場合
"vCPU数" の "総数" = 仮想マシンサーバのCPUコア数の合計
× "vCPUの単位"
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リソース

メモリ

ストレージ

項目

説明

消費

作成済みの仮想マシンに割り当てられたvCPU数の合計値です。各仮想マ
シンの消費の値は、新規リソース割り当て / 再構成時のマシンプロファイ
ルのCPU数の指定、またはVM編集時のCPU数の指定により決まります。
各仮想マシンの消費の値は、[仮想] ビューの仮想マシンの基本情報では
CPU数の値で、ssc changehistory show コマンドではCpuProfile
VirtualQuantityの値で確認することができます。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

予約済み

配下のサブリソースプールで指定された上限値の合計値が、予約済みの
情報として表示されます。

実際に消費

リソースプールの仮想マシンのうち、起動中の仮想マシンのみを計算対象
としたvCPU数の合計値です。すべてのマシンが起動中の場合は、"消費"
と同じ値になります。

総数

リソースプールに所属する仮想マシンサーバのメモリサイズを合計した値
です。各仮想マシンサーバのメモリサイズは、リソース一覧で確認すること
ができます。

消費

作成済みの仮想マシンに割り当てられたメモリサイズの合計値です。各仮
想マシンの消費の値は、新規リソース割り当て / 再構成時のマシンプロフ
ァイルのメモリサイズの指定、またはVM編集時のメモリサイズの指定によ
り決まります。各仮想マシンの消費の値は、[仮想] ビューの仮想マシンの
基本情報ではメモリサイズの値で、ssc changehistory show コマンドでは
MemoryProfile VirtualQuantityの値で確認することができます。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

予約済み

配下のサブリソースプールで指定された上限値の合計値が、予約済みの
情報として表示されます。

実際に消費

仮想マシンサーバの実際のメモリ使用量の合計値です。各仮想化基盤製
品の動的なメモリ管理の機能によりメモリ使用状況に合わせてメモリの実
際の割り当て配分が自動的に変更されます。そのため、マシンプロファイ
ルやVM編集で指定したメモリサイズとは、異なる量のメモリリソースが仮
想マシンに割り当てられます。動的なメモリ管理については、メモリシェア、
メモリ予約、メモリリミットで設定することができます。

総数

リソースプールに所属する仮想マシンサーバに接続するデータストアの容
量×使用率上限 (%) を合計した値です。カウント対象となるデータストア
は、データストアの設定でVM作成先候補に設定されているもののみです。
各データストアにおける使用率上限 (%) は、データストア編集で設定しま
す。

消費

作成済みの仮想マシンに割り当てられたストレージの合計値です。各仮想
マシンの消費の値は、新規リソース割り当て / 再構成時のマシンプロファ
イルのディスクサイズの指定、またはVM編集時のディスクサイズの指定に
より決まります。各仮想マシンの消費の値は、[仮想] ビューの仮想マシン
の仮想ディスク一覧ではサイズ (GB) の値で、ssc changehistory show
コマンドではStorageProfile[x] Sizeの値で確認することができます。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

予約済み

配下のサブリソースプールで指定された上限値の合計値が、予約済みの
情報として表示されます。
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リソース

VM数

項目

説明

実際に消費

データストアの実際のディスク使用量の合計値です。各仮想化基盤製品の
シンプロビジョニングの機能により、実際のディスク使用量はディスクサイ
ズの合計値より少ない場合があります。データストア一覧の各データストア
の使用量 (GB) の合計値と同じ値ですが、データストア一覧の方は構成
情報データベースのデータを元に表示されるので、最新の情報が表示され
ずに "実際に消費" の値と異なる場合があります。その場合は、収集操作
を行ってください。

総数

リソースプールに所属する仮想マシンサーバに接続するデータストア上で
作成可能な仮想マシンの数を合計した値です。カウント対象となるデータス
トアは、データストアの設定でVM作成先候補に設定されているもののみで
す。各データストアにおける仮想マシンの台数の上限は、データストア編集
で設定します。

消費

リソースプールを使用して作成された仮想マシンの台数です。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

予約済み

配下のサブリソースプールで指定された上限値の合計値が、予約済みの
情報として表示されます。

実際に消費

リソースプールの仮想マシンのうち、起動中の仮想マシンの数です。すべ
てのマシンが起動中の場合は、"消費" と同じ値になります。また、マスタ
VMやレプリカVMなど稼動ステータスがオフのマシンは、台数に含まれま
せん。

3.11.7. リソースプールのサブリソースプール一覧
リソースプールのサブリソースプール一覧では、ルートのリソースプールから切り出したサブ
リソースプールの一覧情報を確認することができます。サブリソースプールの情報は、リソー
スプールのタブに切り替えた時や画面更新を実行したときに更新されます。情報は、構成情
報データベースに登録されているデータを元に更新されます。
各サブリソースプールの情報として、切り出しの際に指定を行った vCPU 数、メモリ、ストレー
ジ、VM 数の "総数" と現在の "消費" の情報が表示されます。また、サブリソースプールが
適用されたテナント / カテゴリの情報が表示されます。
"編集" により、vCPU 数、メモリ、ストレージ、VM 数のリソース切り出し量を変更することで、
"総数" の設定を変更することができます。サブリソースプールの "総数" の情報は、上位の
ルートリソースプールにおける "予約済" の情報の算出のために使用されます。

3.11.8. リソースプールのリソース一覧
リソースプールのリソース一覧では、リソースプールで稼動している仮想マシンサーバの一
覧情報を確認することができます。
次のように、項目により、データの更新タイミングや取得方法が異なります。
状態、電源状態、CPU、メモリサイズの情報は、リソースプールのタブに切り替えた時や画
面更新を実行した時に更新されます。情報再取得を実行した時は更新されません。構成情
報データベースに登録されているデータを元に更新されます。
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CPU 使用量、メモリ使用量、稼動時間の情報は、リソースプールのタブに切り替えた時や情
報再取得や画面更新を実行したときに更新されます。仮想化基盤製品から取得した仮想マ
シンサーバの実情報が元となります。
各仮想マシンサーバについて、下記の情報を確認することができます。
項目

説明

状態

仮想マシンサーバのサマリステータスの情報です。

電源状態

仮想マシンサーバの電源状態です。

CPU (MHz)

仮想マシンサーバのCPUの周波数です。ルートリソースプールのCPUの "総数"
の値は、この情報の合計値です。

CPU使用量 (MHz)

仮想マシンサーバのCPUの現在の使用量です。ルートリソースプールのCPUの
"実際に消費" の値は、この情報の合計値です。

メモリサイズ (MB)

仮想マシンサーバのメモリサイズです。ルートリソースプールのメモリの "総数"
は、この情報の合計値です。

メモリ使用量 (MB)

仮想マシンサーバのメモリの現在の使用量です。ルートリソースプールのメモリ
の "実際に消費" の値は、この情報の合計値です。

稼動時間

仮想マシンサーバを起動してから現在までの時間の情報です。

各仮想マシンサーバの行の一番右側のアイコンをクリックすると、各仮想マシンサーバのデ
ータストア設定が表示されます。各仮想マシンサーバのデータストアに関する次の設定を行
うことができます。この設定は、ホスト設定から同様の設定を行うことができます。また、グル
ーププロパティ設定のデータストア設定では、グループ全体で同一の設定を行うことができま
す。


データストアを VM 作成先候補に含めるかどうかの設定
VM 作成先として設定されていないデータストア上では、仮想マシンは作成されません。
リソースプールのストレージの容量は、VM 作成先として設定されているデータストアの
容量×使用率上限 (%) の合計値です。



データストアの優先度の設定
仮想マシン作成時に作成先データストアを自動選択とした場合に、VM 最適作成機能が
作成先データストアを決定するための情報として使用されます。

3.11.9. リソースプールのデータストア一覧
リソースプールのデータストア一覧では、リソースプールで使用可能なデータストアの一覧情
報を確認することができます。データストア一覧の情報は、リソースプールのタブに切り替え
た時や画面更新を実行したときに更新されます。構成情報データベースに登録されているデ
ータを元に更新されます。使用量の情報も構成情報データベースから取得するため、最新の
情報が表示されない場合があります。最新の情報を取得するためには、各仮想マシンサー
バの収集を行ってください。
各データストアについて、下記の情報を確認することができます。
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項目

説明

サイズ (GB)

データストアのサイズです。各データストアの "使用率上限" 分のサイズの合計
値が、リソースプールのストレージの "総数" 値となります。

使用量 (GB)

実際のデータストアの使用量です。

空き容量 (GB)

"サイズ" の値から "使用量" の値を引いた値です。

使用率 / 上限 (%)

データストアの使用率と使用可能な使用率上限の設定値です。使用率はデータ
ストアのサイズに対する使用量の割合です。仮想マシンの作成先候補として、使
用率が上限を超えていないデータストアが優先されます。データストア編集で上
限値の設定を変更することができます。

VM数 / 上限

VM数は対象データストアを使用して作成された仮想マシンの数の情報です。上
限値は作成可能なVM数の上限値です。仮想マシンの作成先候補として、VM数
上限値を超えていないデータストアが優先されます。データストア編集で上限値
の設定を変更することができます。

タグ

データストアに設定されているタグの情報です。マシンプロファイルでディスクの
作成先データストアの指定がタグで行われている場合、タグの設定が一致する
データストアが仮想マシンの作成先候補となります。
データストアのタグは、データストア編集で設定することができます。また、ストレ
ージプールやディスクボリュームにタグを設定することで、データストア登録時に
自動的にタグを設定することが可能です。
「5.6.5 ストレージプール、ディスクボリュームへのタグ設定」を参照してください。

なお、データストア編集の設定は、[仮想] ビューのデータストア一覧からでも行うことができ
ます。

3.11.10. リソースプールの LUN 総数、LUN 一覧
リソースプールの LUN 総数、LUN 一覧では、RDM 用に使用する LUN (ディスクボリューム)
の情報を確認することができます。
リソースプールの LUN 総数、LUN 一覧の情報は、リソースプールのタブに切り替えたときや
画面更新を実行したときに更新されます。リソースプールの LUN 総数、LUN 一覧の情報で
表示される LUN は RDM 用のみです。「3.3.14 RDM の利用方法 (LUN 作成時)」の説明の
ように、RDM 用の LUN は ssc rdmstorage update コマンドで RDM 用途であることを宣言し
て利用する必要があります。
LUN 総数では、10GB 単位でサイズ別に RDM 用の LUN の統計情報を確認することができ
ます。

項目

説明

種別

統計対象のLUNの範囲を示すLUNのサイズの区分が "LUN (sizeGB)" の形式で表
示されます。表示のsizeは、統計対象となるLUNの範囲の最小値を示します。10GBの
倍数単位で表示され、size以上でsize+10GB未満のサイズのLUNが統計の対象とな
ります。

総数

リソースプールに所属する仮想マシンサーバ上にあるRDM用途のLUNの数を合計し
た値です。
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項目

説明

消費

リソースプールから仮想マシンに割り当てられて使用されたLUNの数です。使用状態
が "使用中"、"使用済" のLUNがカウント対象となります。
リソースプールの "消費" 値が配下のサブリソースプールの "消費" 値合計と一致し
ない場合は、リソースプールに "使用済" のLUNがあります。サブリソースプールでは
"使用中" のLUNのみが "消費" 値のカウント対象となるためです。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

予約済み

配下のサブリソースプールで指定された上限値の合計値が、予約済みの情報として表
示されます。

実際に消費

"消費" と同じ値です。

LUN 一覧では、リソースプールで使用可能な RDM 用の LUN について、以下の情報を確認
することができます。

項目

説明

名前

LUN (ディスクボリューム) の名前です。[リソース] ビューにLUNが作成されたディスク
アレイが登録されていない場合は、仮想化基盤製品が認識するLUNの名前が表示さ
れます。

ディスクアレイ

LUN (ディスクボリューム) が作成されたディスクアレイの名前です。[リソース] ビュー
にLUNが作成されたディスクアレイが登録されていない場合は、表示されません。

サイズ (GB)

LUNのサイズです。

状態

LUNの使用状態です。

適用グループ

LUNの割り当て先の仮想マシンが所属するテナント / カテゴリの名前です。

タグ

LUNに設定されているタグの情報です。マシンプロファイルのディスクのターゲットLUN
の指定がタグで行われている場合、タグの設定が一致するLUNが仮想マシンへの割り
当て候補となります。
LUNのタグは、LUN編集で設定することができます。また、ストレージプールやディスク
ボリュームにタグを設定することで、LUN登録時に自動的にタグを設定することが可能
です。「5.6.5 ストレージプール、ディスクボリュームへのタグ設定」を参照してください。

3.11.11. リソースプールのポートグループ一覧
リソースプールのポートグループ一覧では、リソースプールの仮想マシンサーバ上にあるポ
ートグループの一覧が表示されます。
ポートグループ一覧の情報は、リソースプールのタブに切り替えた時や画面更新を実行した
ときに更新されます。構成情報データベースに登録されているデータを元に更新されます。
仮想マシンサーバ上で登録されたポートグループと同じポートグループの定義を持つ論理ネ
ットワークがある場合、その論理ネットワークの情報として論理ネットワーク名と論理ネットワ
ークが割り当てられたテナント / カテゴリの名前が表示されます。
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あらかじめ仮想化基盤製品や Web コンソールの [仮想] ビュー上に作成しておいたポート
グループに対して関連付ける論理ネットワークを作成する場合、本画面を使用すると簡易に
設定することができます。新規作成する論理ネットワークに定義するポートグループを一覧
の中から選択し、[論理ネットワーク作成] をクリックすると、対象のポートグループが追加さ
れた状態で論理ネットワークの作成の画面が表示されます。
作成済みの論理ネットワークについては、編集アイコンをクリックし、論理ネットワーク編集の
画面で設定を変更することができます。
ポートグループの設定も含めて新規に論理ネットワークを作成する場合は、[リソース] ビュ
ーのネットワーク一覧から作成する必要があります。

ポートグループ一覧の表示

論理ネットワークの設定イメージ

リソールプールの設定イメージ

仮想マシンサーバ上で
作成されたポートグル
ープがリソースとして

ルートリソースプール
PortGroup1

VLAN3

PortGroup2

表示される。

LogicalNetwork1

VLAN2

同じポートグループ
定義を持つ論理ネッ

切り出し

トワークをポートグ

サブリソースプールA

PortGroup1

LogicalNetwork3
PortGroup3

成することができる。

実環境の構成イメージ

割り当て

業務の構成イメージ

仮想マシンサーバ

PortGroup1

vSwitch1

Group1

サブリソースプールA

VLAN2

LogicalNetwork1

LogicalNetwork3

LogicalNetwork1
Port

VLAN4

ループ一覧で確認・作

リソースプール作成

VLAN2

VLAN2

VLAN3

VLAN4

Port

Port

Group２

Group3

Tenant
テナント上では、仮想マシンが接続先

論理ネットワークと

作成されていない

として論理ネットワークを使用する

関連付いていない場

ポートグループは

ので、テナント上では、使用可能な論

合、テナントで利用対

リソースとして表

象として見えない。

示されない。

理ネットワークの一覧が表示される。
論理ネットワーク一覧の表示

各ポートグループについて、下記の情報を確認することができます。
項目

説明

名前

ポートグループの名前です。
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項目

説明

種別

ポートグループの種別です。論理ネットワークが作成可能なポートグループは
VirtualMachineタイプのもののみです。VMKernelやServiceConsoleなどは論
理ネットワークの設定で使用することはできません。

仮想スイッチ

対象の仮想スイッチの名前です。

VLAN 種別

使用するVLANの種別です。プライベートVLANと通常のVLANがあります。

VLAN ID

ポートグループに設定するVLAN IDです。

論理ネットワーク名

対象のポートグループの定義 (ポートグループ名、VLAN種別、VLAN ID) を有
する論理ネットワークの名前が表示されます。

適用グループ

論理ネットワークをPrivateで利用する場合の割り当て先のテナント名です。公開
範囲がPublicの場合は表示されません。

3.11.12. サブリソースプールの vCPU 数、メモリ、ストレージ、VM 数、LUN
総数について
サブリソースプールのリソースプール総数では、サブリソースプールの vCPU 数、メモリ、スト
レージ、VM 数、LUN 数の状況を "総数"、"消費"、"未使用"、"実際に消費" の情報で確認す
ることができます。
サブリソースプールの情報は、画面の表示時や画面更新を実行したときに更新されます。構
成情報データベースに登録されているデータを元に更新されます。


総数
ルートリソースプールから切り出したリソースの量です。



消費
サブリソースプールのリソースの消費量です。構成情報データベースに登録されている
仮想マシンのデータを元に、サブリソースプールの消費量が計算されます。サブリソー
スプールでは、消費量が総数を超える仮想マシンの作成を行うことはできません。ただ
し、総数の値が "0" の場合は、消費量のチェックは実行されません。"消費" は、次の
2 つの情報で構成されます。



•

消費量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量に対する消費量の割合

未使用
リソースの未使用の量です。"未使用" の値は、"総数" の値から "消費" の値を引いた
値です。次の 2 つの情報で構成されます。
•

未使用の量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量に対する未使用量の割合
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実際に消費
ストレージ・LUN の情報を除き、起動中の仮想マシンを対象として、サブリソースプール
のリソースの消費量を計算します。ストレージ・LUN の場合は、"消費" と同じ値です。
次の 2 つの情報で構成されます。
•

"実際に消費" 量の値

•

"総数" で示される全体のリソース量に対する実際に消費されているリソース量の
割合

"総数" 値との割合の情報はバーで表示されます。"消費" と "予約済" と "実際に消費" に
ついては、次のようにバーの表示の色が割合により変更されます。"未使用" については、
緑色の表示のみです。


割合 ≦ 60% : 緑色



60% ≦ 割合 ＜ 80% : 黄色



80% ≦ 割合 : 赤色

各リソースにおける各項目の詳細について説明します。
リソース

項目

説明

vCPU数

総数

ルートリソースプールから切り出したリソースの量です。

消費

対象サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マ
シンのvCPU数の合計値です。各仮想マシンの消費の値は、新規リソース
割り当て / 再構成時のマシンプロファイルのCPU数の指定、または、VM
編集時のCPU数の指定により決まります。各仮想マシンの消費の値は、
[仮想] ビューの仮想マシンの基本情報ではCPU数の値で、ssc
changehistory show コマンドではCpuProfile VirtualQuantityの値で確認
することができます。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

実際に消費

サブリソースプールの仮想マシンのうち、起動中の仮想マシンのみを計算
対象としたvCPU数の合計値です。すべてのマシンが起動中の場合は、"
消費" と同じ値になります。

総数

ルートリソースプールから切り出したリソースの量です。

消費

対象サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マ
シンのメモリサイズの合計値です。各仮想マシンの消費の値は、新規リソ
ース割り当て / 再構成時のマシンプロファイルのメモリサイズの指定、ま
たは、VM編集時のメモリサイズの指定により決まります。各仮想マシンの
消費の値は、[仮想] ビューの仮想マシンの基本情報ではメモリサイズの値
で、ssc changehistory show コマンドではMemoryProfile VirtualQuantity
の値で確認することができます。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

実際に消費

サブリソースプールの仮想マシンのうち、起動中の仮想マシンのみを計算
対象としたメモリサイズの合計値です。すべてのマシンが起動中の場合
は、"消費" と同じ値になります。

総数

ルートリソースプールから切り出したリソースの量です。

メモリ

ストレージ
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リソース

VM数

LUN総数

項目

説明

消費

対象サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マ
シンのストレージサイズの合計値です。各仮想マシンの消費の値は、新規
リソース割り当て / 再構成時のマシンプロファイルのディスクサイズの指
定、または、VM編集時のディスクサイズの指定により決まります。各仮想
マシンの消費の値は、[仮想] ビューの仮想マシンの仮想ディスク一覧では
サイズ(GB)の値で、ssc changehistory show コマンドでは
StorageProfile[x] Sizeの値で確認することができます。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

実際に消費

"消費" と同じ値です。

総数

ルートリソースプールから切り出したリソースの量です。

消費

対象サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マ
シンの数です。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

実際に消費

サブリソースプールの仮想マシンのうち、起動中の仮想マシンの数です。
すべてのマシンが起動中の場合は、"消費" と同じ値になります。

種別

統計対象のLUNの範囲を示すLUNのサイズの区分が "LUN (sizeGB)"
の形式で表示されます。表示のsizeは、統計対象となるLUNの範囲の最
小値を示します。10GBの倍数単位で表示され、size以上でsize+10GB未
満のサイズのLUNが統計の対象となります。

総数

ルートリソースプールから切り出したLUNの数です。

消費

対象サブリソースプールから仮想マシンに割り当てられているLUNの数で
す。使用状態が "使用中" のLUNがカウント対象となります。

未使用

"総数" の値から "消費" の値を引いた値です。

実際に消費

"消費" と同じ値です。

3.11.13. リソースプールが割り当てられたテナント / カテゴリのリソースプ
ールの情報
リソースプールが割り当てられたテナント / カテゴリでは、以下の情報を確認することができ
ます。
テナント / カテゴリのリソースプールの情報は、画面の表示時や画面更新を実行したときに
更新されます。構成情報データベースに登録されているデータを元に更新されます。


消費 vCPU



消費メモリ



消費ストレージ



作成可能 VM 数



論理ネットワーク一覧



LUN 総数
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リソースプール
消費 vCPU、消費メモリ、消費ストレージは、リソースプールの vCPU 数、メモリ、ストレージ
の "消費" と同じ情報が表示されます。
作成可能 VM 数は、3 つのマシンプロファイル "Large"、"Medium"、"Small" で作成した場
合に作成可能な VM 数を計算した情報です。"Small"、"Medium"、"Large" の順に表示され
ます。
マシンプロファイル "Large"、"Medium"、"Small" は、[リソース] ビュー上で編集することが
できます。
論理ネットワーク一覧には、テナント / カテゴリ内で利用可能な論理ネットワークが表示され
ます。同一の論理ネットワーク名で VLAN ID やポートグループ名が複数ある場合は、同一
の論理ネットワーク名の行が複数表示されます。
LUN 総数では、テナント / カテゴリに割り当てられたリソースプールで使用可能な LUN の統
計情報が表示されます。サブリソースプールで表示される情報と同じ情報が表示されます。
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3.12. 仮想マシンの配置管理
3.12.1. 仮想マシンサーバのキャパシティ制御
SystemProvisioning は、仮想マシンサーバの処理性能を超えて仮想マシンが配置されない
ように、仮想マシンサーバで動作可能な仮想マシン数を制限する機能を提供します。仮想マ
シンサーバの処理性能に対応した値を "キャパシティ値" として任意の数値で設定し、仮想
マシンが稼動時に必要とする性能に対応した値を "コスト値" として任意の数値で設定しま
す。仮想マシン移動、仮想マシン作成時には、仮想マシンサーバ上で電源オン状態の仮想
マシンの "コスト値" 合計が、仮想マシンサーバに設定された "キャパシティ値" を超えない
ように制御します。例えば、"キャパシティ値" が 100 の仮想マシンサーバは、"コスト値" が
10 の仮想マシン (電源オン状態) を 10 台まで作成することができます。


キャパシティ値
仮想マシンサーバに設定します。キャパシティ値の既定値は、(200) です。
設定箇所

優先

説明

順位



「VMサーバ編集」

1

該当仮想マシンサーバのキャパシティ値を指定しま
す。

「環境設定」の [仮想リソース] タブ

2

SystemProvisioningで使用するキャパシティ値の
既定値を指定します。

コスト値
仮想マシンに設定します。仮想マシンのテンプレート、またはマシンプロファイルで設定
することができます。SystemProvisioning からテンプレートを使用して作成された仮想
マシンのコスト値は、マシンプロファイル、またはテンプレートで指定された値となります。
また、コスト値が "0" の仮想マシンに対してリソース割り当て、またはマスタマシン登録
を行った場合は、マシンプロファイル、またはテンプレートで指定された値が仮想マシン
のコスト値に反映されます。コスト値の既定値は、(10) です。
vCenter Server などのサブシステムを使用して作成され、SystemProvisioning の管理
対象となった仮想マシンのコスト値は、"0" が設定されています。
設定箇所

優先

説明

順位
「VM編集」

1

該当仮想マシンのコスト値を指定します。

「マシンプロファイル」

2

マシンプロファイルに仮想マシンのコスト値を指定し
ます。

「テンプレート」

3

テンプレートに仮想マシンのコスト値を指定します。

「環境設定」の [仮想リソース] タブ

4

SystemProvisioningで使用するコスト値の既定値
を指定します。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
454

仮想マシンの配置管理

3.12.2. VM 最適配置
SigmaSystemCenter は、仮想マシンサーバの負荷状態を監視して、適正負荷状態を保ち
ます。高負荷の場合には、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 Migration により移動し、負荷を適正化します。
仮想マシンの移動だけでは高負荷が解消されない場合は、仮想マシンサーバを新たに起動
して使用することもできます。逆に、低負荷な状態で複数の仮想マシンサーバが使用されて
いるなど、マシンパワーが余剰となっている状況を検出した場合には、適正負荷を超えない
範囲で、より少ない台数の仮想マシンサーバ上へ仮想マシンを自動集約します。仮想マシン
の集約により稼動中の仮想マシンが 0 となった仮想マシンサーバをシャットダウンします。そ
の後、負荷が上昇した場合には、シャットダウンした仮想マシンサーバを起動して、仮想マシ
ンを Migration により移動し、適正負荷状態を保ちます。このように、負荷の状態に合わせて
仮想マシンサーバのシャットダウン / 起動を行うことにより、負荷を適正化するとともに、 省
電力運転をすることができます。
VM 最適配置機能を有効とするかどうか、また有効とする場合の適正負荷状態は、マシン種
別が VM サーバのグループ、またはモデル単位に設定できます。高負荷境界、目標稼動域、
低負荷境界を設定してください。
SigmaSystemCenter は、設定に基づき、それぞれの仮想マシンサーバの負荷が目標域に
収まるように、自動的に仮想マシンを Migration により移動して調整します。

高負荷解消の例で、SigmaSystemCenter の動作を説明します。SigmaSystemCenter は、
SystemMonitor 性能監視を利用して仮想マシンサーバの性能状態の監視を行います。
SystemMonitor 性 能 監 視 よ り 、 仮 想 マ シ ン サ ー バ の CPU 高 負 荷 が 通 報 さ れ る と 、
SigmaSystemCenter は、CPU 高負荷状態となっている仮想マシンサーバ上から CPU 負荷
の低い仮想マシンサーバ上へ全体のマシン負荷が均一となるように、仮想マシンを
Migration により移動します。
VM 最適配置機能では、仮想マシンサーバが障害などで停止した場合、停止した仮想マシン
サーバ上の仮想マシンを退避することができます。本機能については、「3.12.3 VM 退避」を
参照してください。
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注:
▪ VM 最適配置は、Web コンソールで設定します。指定方法の詳細については、
「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」の「6.3. VM 最適配置機能を設定する」を
参照してください。
▪ 仮想マシンサーバがモデルに割り当てられている場合、最適配置の設定はモデルに対し
て行う必要があります。グループの設定はグループに直接割り当てられた仮想マシンサーバ
にのみ適用されるため、モデルに割り当てられた仮想マシンサーバには有効となりません。

3.12.3. VM 退避
仮想マシンサーバが障害などで停止した場合、SigmaSystemCenter は VM 最適配置機能
により、共有ディスク上に存在している仮想マシンを他の健全な仮想マシンサーバへ退避し
ます。
VM 退避の場合は、VM 最適配置機能の有効 / 無効に関わらず、仮想マシンサーバのメモ
リ使用量やキャパシティなどを確認し、条件を満たす移動先に移動を行います。
このため、負荷分散 / 省電力を利用せず、VM 退避のみを利用する場合は、VM 最適配置
機能の設定を省略することができます。
VM 退避機能は、以下の操作で利用されます。

ポリシーアクション

コマンド

VMS操作 / 稼動中のVMを移動 (Failover)

ssc evacuate host (仮想マシンサーバ指定時)

VMS操作 / 稼動中のVMを移動 (Migration)

ssc evacuate machine (仮想マシンサーバ指定
時)

VMS操作 / 稼動中のVMを移動 (Migration /
Failover)
VMS操作 / 全VMを移動 (Failover)
VMS操作 / 全VMを移動 (Migration)
VMS操作 / 全VMを移動 (Migration / Failover)
VMS操作 / 全VMを移動 (Quick Migration /
Failover)

「稼動中の VM を移動」するポリシーアクションは、対象となった仮想マシンサーバ上で起動
状態にあった仮想マシンを移動対象とします。
「全 VM を移動」するポリシーアクションは、対象となった仮想マシン上のすべての仮想マシン
(停止中のものを含む) を移動対象とします。
VM 最適起動機能を有効にしている場合、障害が発生している仮想マシンサーバ上の仮想
マシンは、起動時に正常な仮想マシンサーバに退避したあと、起動を行います。このため、
VM 退避機能と VM 最適起動機能を併用する場合、「全 VM を移動」による退避を行う必要
はありません。
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VM 最適起動機能を無効にしており、かつ停止中の仮想マシンを正常な仮想マシンサーバ
に移動する必要がある場合は、「全 VM を移動」を利用してください。
移動対象となる仮想マシンの詳細な条件については、「3.12.4 VM 最適配置の条件」を参照
してください。
<VM 退避操作の移動方法>
VM 退避機能の各操作には、退避時に使用する移動方法が指定されています。各アクション
/ コマンドの指定に対し、VM 退避機能は仮想マシンを下表に記載の移動方法により移動し
ます。

アクション / コマンドの指定

移動方法

Migration

仮想マシンをMigrationにより移動します。

Quick Migration

仮想マシンをサスペンドし、そのあと移動します。移動後に仮想マシンを
起動します。

Move

仮想マシンを停止し、そのあと移動します。移動後に仮想マシンを起動
します。

Failover

仮想マシンをFailoverにより移動します。

コマンド (ssc evacuate host / machine) による 退避操作では、Migration / Move /
Failover の指定で移動を行います。
複数の移動方法が指定されている場合、最初に指定されている移動方法による移動を試行
し、それが失敗した場合に後に記載されている移動方法を順次施行します。
例えば、Migration / Failover が指定されている場合、最初に仮想マシンを Migration により
移動を試みます。
この移動が失敗した場合、さらに Failover による移動を試みます。
Migration による移動が成功した場合には、Failover は実行しません。
<VM 退避操作の実行結果>
VM 退避操作の結果、「3.12.4 VM 最適配置の条件」で移動対象となる仮想マシンについて、
移動できない仮想マシンが生じた場合は、VM 退避操作の実行結果は異常終了となります。
また、移動対象とされない仮想マシンが存在する場合については、下表に記載の条件により
結果を決定します (なお、稼動中の仮想マシンを移動対象とした場合は、電源オンの仮想マ
シンのみが判定対象です)。

VM の状態

操作結果への影響

優先度

Hold制約が設定されている

影響しない

1

管理状態が "管理外" である

影響しない

2

メンテナンスモードである

警告となる

3

他の操作が行われている

異常終了となる

4
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(* 複数条件成立の場合は、優先度の値が小であるものから順に判定されます。)
Hold 制約が設定されている仮想マシンは、どのような状態であっても VM 退避操作の結果
には影響しません。詳細については、「3.12.16 Hold 制約」を参照してください。

3.12.4. VM 最適配置の条件
VM 最適配置機能には、以下の動作が含まれます。

機能

ポリシーアクション

コマンド

負荷分散

VMS操作 / VMSロードバランス

－

省電力

VMS操作 / VMSパワーセーブ (省電力)

－

VM退避

VMS操作 / 稼動中のVMを移動

ssc evacuate host
ssc evacuate machine

VMS操作 / 全VMを移動

これらの動作を行うにあたり、移動先の仮想マシンサーバ、および対象の仮想マシンは以下
の条件を満たしている必要があります。


移動先候補の仮想マシンサーバ
•

移動元仮想マシンサーバと同じグループ、およびモデルに割り当てられている
-

移動元仮想マシンサーバがグループに直接割り当てられている場合、同じグ
ループに所属し、モデルに割り当てられていない仮想マシンサーバ。

•

移動元仮想マシンサーバと同じデータストアを共有している

•

ハードウェアステータスが "故障" / "一部故障" 状態ではない

•

停止していない、もしくは起動処理中ではない
ただし、負荷分散 / VM 退避の場合、現在起動中の仮想マシンサーバのみで問題
が解決できない場合には、停止している仮想マシンサーバを起動して使用、もしく
は起動処理中の仮想マシンサーバを、起動完了後に使用します (*1)。

•

他の操作が行われていない (起動処理以外)

•

キャパシティに空きがある

•

メモリに空きがある (VM 退避時は対象外)

•

メンテナンスモードでない

•

非常用ホストに設定されていない
ただし、VM 退避時において、非常用ホストが設定されている仮想マシンサーバが
存在する場合には、非常用ホストのみが利用されます。
詳細については、「3.12.20 非常用ホスト」を確認してください。
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移動対象仮想マシン
•

起動中である
ただし、ssc evacuate コマンドを-all オプションを指定して実行した場合、またはポ
リシーにおいて "VMS 操作 / 全 VM 移動" のアクションを実行した場合、この条
件は除外されます。

•

メンテナンスモードでない

•

他の操作が行われていない

•

管理状態が "管理中" である

•

Hold 制約が設定されていない

なお、Web コンソールに表示される電源状態は、実際の電源状態と異なる場合があります
が、仮想マシン、および仮想マシンサーバの起動状態は、各操作の実行時の実際のマシン
の状態が確認されます。Web コンソール上に表示される電源状態は確認されません。例え
ば、Web コンソール上に表示される電源状態が "On" の場合でも、実際にマシンが停止し
ている場合は、停止と判断されます。ただし、VM 退避時は、Web コンソール上に表示される
電源状態が確認されます。この場合、Web コンソール上で "On" ならば、ON とみなされま
す。"Off" の場合は、実際のマシンの状態で判断されます。
(*1)：
負荷分散の場合、起動操作に対して依存先を有する仮想マシンサーバは起動できません。
VM 退避操作の場合、起動状態の仮想マシンの移動先が、現在起動状態にある仮想マシン
サーバ内に解決できない場合、依存先の有無に関わらず起動対象となります。
省電力機能において、対象となる仮想マシンサーバは、以下の条件を満たしている必要が
あります。条件を満たしていない仮想マシンサーバは、省電力機能による移動 / 停止操作
の対象とはなりません。




仮想マシンサーバ上で、下記記載条件を満たす、電源オン状態の仮想マシンが存在し
ない。
•

管理状態が "管理中" ではない

•

Hold 制約を有する

•

EQ / Pin の複合制約を有する

•

メンテナンスモードである

停止した場合でも、動作に影響がない
•

XenServer 環境の場合、PoolMaster でない

•

Hyper-V クラスタ環境の場合、クラスタの代表でない



他のホストから依存先に設定されていない



非常用ホストに指定されていない
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3.12.5. VM 最適作成
VM 最適作成機能とは、仮想マシン作成の際、SystemProvisioning が自動的に適切な作成
先の仮想マシンサーバとデータストアを選択する機能です。
仮想マシンを作成するときに考慮しなくてはならないものの 1 つは、仮想マシンの性能です。
仮想マシンの性能は様々な要因により決まりますが、大きく影響を受けるものは配置先の仮
想マシンサーバとデータストアの負荷です。
仮想マシンサーバとデータストアの負荷状況が高い場合、その上で動作する仮想マシンは、
その影響を受け性能が悪化します。逆に、仮想マシンサーバとデータストアの負荷は、その
上で動作する仮想マシンの負荷に影響を受けます。また、上で動作する仮想マシンが多け
れば多いほど、負荷が大きくなります。
仮想マシンをいつでも同じ性能で利用できるようにするには、仮想マシンの性能が使用時間
帯によって偏ったり、時間差があったりしないようにする必要がありますが、そのためには、
仮想マシンを複数の仮想マシンサーバとデータストアにある程度分散して均一に配置するこ
とが良い方法となります。
VM 最適作成機能は、仮想マシン作成時、作成先候補である仮想マシンサーバとデータスト
アの使用状況が均一になるように、作成対象の仮想マシンの配置先を自動的に選択します。
VM 最適作成機能を利用することで、個々の仮想マシンの作成先の指定作業が必要なくな
るため、負荷バランスを考慮した仮想環境構築作業が容易になります。
仮想マシン作成時に作成先の仮想マシンサーバとデータストアを自動選択にした場合、VM
最適作成機能が動作します。VM 最適作成機能は、VMware、Hyper-V、XenServer、KVM
のすべての仮想化基盤製品で利用可能です。また、Full Clone、HW Profile Clone、
Differential Clone、Disk Clone のすべてのテンプレートで利用可能です。
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VMの作成先を手動選択した場合
DataCenter1

１

2

VMサーバ１

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6

VM7

VM8

少ない

VM作成時、作成先の仮
想マシンサーバとデータ
ストアの指定を手動で行

VM7作成

多い

う場合、図のように偏り
があるVMの配置が可能

VM8作成

である。
しかし、一般的には、負
VM1

VM2

VM5

VM6

VM7

VM8

データストア１

データストア2

VM3

VM4

荷の偏りが発生しないよ
うに、このような配置に

少ない

しない方が良い。
データストア3

データストア4

多い

VMの作成先を自動選択した場合
DataCenter1

１

2

VMサーバ１

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6

VM7

VM8

VM最適作成機能によ
り、仮想マシンサーバと

VM7作成

データストアの両方の使
用状況が考慮され、偏っ

VM8作成

た配置にならいように、
VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6

VM7

VM8

データストア2

データストア3

データストア4

データストア１

自動的にバランス良く
VMの配置が行われる。

3.12.6. 作成先仮想マシンサーバとデータストアの選択基準
仮想マシンの作成先候補となる仮想マシンサーバとデータストアは、次の図の例のように、
SigmaSystemCenter の設定や仮想マシン作成実行時の条件により決定します。図の例で
は、VM サーバ 2 とデータストア 1 が作成先になります。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
461

3 仮想環境の管理機能について
[運用]ビュー
運用
グループ(VMサーバ、リソースプール)
VMサーバ1

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

3.VMサーバのグループの

データストア設定

データストア設定でVM作

データストア1 VM作成先:On

成先として設定されてい

データストア2 VM作成先:On

るデータストア

データストア3 VM作成先:On

1.VMグループの

リソースプール

利用リソースプ

データストア1 使用率/上限: 30/60

ールに所属する

データストア2 使用率/上限: 30/60

VMサーバ

４.可能な限り使

データストア3 使用率/上限: 60/30

用量が使用率上限

グループ(VM)
マシンプロファイル

の指定を超えない

システムディスク: 作成先データストア：データストア1

ようにデータスト
アが選択される。

6.決定したデータストアに

2.ステータスが正常なVM

接続しているVMサーバ

サーバ

リソースプール
VMサーバ1

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

Off

Oｎ

Oｎ

Oｎ

5.マシンプロファ
イルで仮想マシン
のシステムディス
クの作成先として

データ
ストア1

データ

データ

ストア2

ストア3

指定されているデ
ータストア

(1) 作成先候補となる仮想マシンサーバ
次の 1、2、3 のすべての条件を満たす仮想マシンサーバが作成先の候補となります。
1.

作成先仮想マシンサーバの範囲
-

テナント運用の場合 (テナント配下のグループに VM を作成する場合)
▪ 作成対象の仮想マシンが所属するカテゴリ / グループ / モデルでリソース
プールが指定されている場合は、そのリソースプールのグループに所属する
仮想マシンサーバが候補となります。複数階層でリソースプールが指定され
ている場合は、下位層のリソースプールが優先されます。
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▪ カテゴリ / グループ / モデルでリソースプールが指定されていない場合、
テナントに割り当てられたリソースプールに所属する仮想マシンサーバが候補
となります。割り当てられたリソースプールが複数存在する場合は、それらに
所属するすべての仮想マシンサーバが候補となります。(リソースプールが割
り当てられていない場合は異常終了となります。)
-

テナント運用でない場合
▪ 作成対象の仮想マシンが所属するカテゴリ / グループ / モデルでリソース
プールが指定されている場合は、そのリソースプールのグループに所属する
仮想マシンサーバが候補となります。複数階層でリソースプールが指定され
ている場合は、下位層のリソースプールが優先されます。
▪ カテゴリ / グループ / モデルでリソースプールが指定されていない場合は、
指定テンプレートと同じ DataCenter に所属する仮想マシンサーバが対象とな
ります。

2.

テンプレートの有効範囲
使用するテンプレートの種類によって、以下の通り有効範囲が異なります。

仮想化基盤の種類

テンプレート種類

配置先候補となる仮想マシンサーバの対象範囲

VMware (VC管理)

Full Clone

使用テンプレートと同じvCenter Server管理サーバ
で管理されている仮想マシンサーバ

VMware (VC管理)

HW Profile Clone

使用テンプレートと同じvCenter Server管理サーバ
で管理されている仮想マシンサーバ

VMware (VC管理)

Differential Clone

使用テンプレートと同じvCenter Server管理サーバ
で管理されている仮想マシンサーバ

VMware (VC管理)

Disk Clone

使用テンプレートと同じvCenter Server管理サーバ
で管理されている仮想マシンサーバ

スタンドアロンESXi

HW Profile Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ

スタンドアロンESXi

Differential Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ

スタンドアロンESXi

Disk Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ

XenServer

Full Clone

テンプレートを格納するデータストアと接続されてい
る仮想マシンサーバ

XenServer

Differential Clone

使用テンプレートと同じDataCenterに所属する仮想
マシンサーバ

XenServer

Disk Clone

使用テンプレートと同じDataCenterに所属する仮想
マシンサーバ

Hyper-Vクラスタ

HW Profile Clone

使用テンプレートと同じDataCenterに所属する仮想
マシンサーバ

Hyper-Vクラスタ

Differential Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ

Hyper-Vクラスタ

Disk Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ
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仮想化基盤の種類

テンプレート種類

配置先候補となる仮想マシンサーバの対象範囲

Hyper-V単体

HW Profile Clone

使用テンプレートと同じDatastoreに所属する仮想マ
シンサーバ

Hyper-V単体

Differential Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
仮想マシンサーバ

Hyper-V単体

Disk Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
仮想マシンサーバ

KVM

Differential Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ

KVM

Disk Clone

テンプレートに関連付いているイメージの格納先の
データストアと接続されている仮想マシンサーバ

3.

仮想マシンサーバのステータス条件
作成先候補の仮想マシンサーバは、以下のステータスである必要があります。
-

管理中である

-

メンテナンスステータスがオフである。メンテナンスモードではない

-

他の操作が行われていない。実行ステータスが実行中でない

-

ハードウェアステータスが "故障" / "一部故障" 状態ではない

-

稼動ステータスが稼動状態である

-

仮想マシンのマシンプロファイルに設定されたすべてのネットワークに接続さ
れていること

-

電源状態、OS ステータスがオンである

また、作成対象の仮想マシンに Pin 制約が設定されている場合は、制約先となる
仮想マシンサーバのみが候補となります。EQ 制約については、設定は無視されま
す。
(2) 作成先候補となるデータストア
次の条件を満たすデータストアが作成先の候補となります。
•

上記 (1) により決定された作成先候補となる仮想マシンサーバと接続されている
データストアが候補となります。

•

VM サーバグループ / モデルの [データストア設定] で VM 作成先として設定され
ているデータストアのみが候補となります。

•

マシンプロファイルで仮想ディスクの作成先データストアが指定されている場合は、
指定されたデータストアが作成先となります。

•

マシンプロファイルで仮想ディスクの作成先データストアがタグ指定されている場合
は、指定されたタグが設定されたデータストアのみが候補となります。
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(3) 仮想マシンサーバとデータストアの選択基準
以下の基準により、候補の中から作成先となる仮想マシンサーバとデータストアが選択
されます。
1.

作成先仮想マシンサーバの選択基準
-

Pin 制約の優先度 (Pin 制約が設定されている場合)
▪ 優先度の値が小さいものを優先します。

-

所属リソースプールの作成可能 VM 数 (作成先リソースプールが未指定で、
候補が複数存在する場合)
▪ より多くの仮想マシンを作成可能なリソースプールに所属する仮想マシンサ
ーバを優先します。

-

作成先データストア
▪ 後述の「(2) 作成先データストアの選択基準」により、作成先として最も適切
と判断されたデータストアと接続された仮想マシンサーバを優先します。

-

メモリ予約値 (CPU / メモリ判定が有効 (※1) の場合)
▪ 仮想マシンサーバのシステム分のメモリ予約 (※2) と仮想マシンサーバ上
で動作する仮想マシンのメモリ予約値の合計が上限 (仮想マシンサーバのメ
モリサイズ) を超過しないものを優先します。

-

CPU 予約値 (CPU / メモリ判定が有効 (※1) の場合)
▪ 仮想マシンサーバのシステム分の CPU 予約 (※3) と仮想マシンサーバ上
で動作する仮想マシンの CPU 予約値の合計が上限 (仮想マシンサーバの総
CPU 周波数) を超過しないものを優先します。

-

メモリ使用量 (CPU / メモリ判定が有効 (※1) の場合)
▪ メモリ使用量が上限 (※4) を超過しない仮想マシンサーバを優先します。

-

CPU 使用量 (CPU / メモリ判定が有効 (※1) の場合)
▪ CPU 使用量が少ない (低負荷な) 仮想マシンサーバを優先します。

-

コスト値 : 空きが多いものを優先
▪ 仮想マシンサーバのキャパシティ値から仮想マシンサーバ上で動作する仮
想マシンのコスト値合計を引いた値が大きいものを優先します。仮想マシンサ
ーバのキャパシティ値は VM サーバ編集で設定します。仮想マシンのコスト値
は、テンプレート、およびマシンプロファイルで設定します。

(※1) CPU / メモリ判定の有効 / 無効は、以下のレジストリ値によって設定します
(既定では無効)。
-

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Engine

-

値 (型) : CreateVM_HostResourceUsage (REG_DWORD)
▪ 0 : 無効 (既定値)
▪ 1 : 有効
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(※2) 仮想マシンサーバのシステム分のメモリ予約は、以下のレジストリ値によっ
て設定します。
-

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Engine

-

値 (型) : HostSystemMemoryRatio (REG_SZ)
▪ 0.0 以上 1.0 以下の値のみ有効。範囲外、またはフォーマット不正の場合、
既定値となる。
▪ 既定値は 0.1

(※3) 仮想マシンサーバのシステム分の CPU 予約は、レジストリ値によって設定し
ます。
-

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Engine

-

値 (型) : HostSystemCpuRatio (REG_SZ)
▪ 0.0 以上 1.0 以下の値のみ有効。範囲外、またはフォーマット不正の場合、
既定値となる。
▪ 既定値は 0.05

(※4) メモリ使用量の上限は、仮想マシンサーバのメモリサイズと、以下のレジスト
リ値によって設定されるメモリオーバーコミット率によって決定されます。
-

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Provider¥VM¥{仮想基盤}
▪ {仮想基盤} は、VMware、Xen、Hyper-V のいずれか。

-

値 (型) : MemoryOverCommitRatio (REG_SZ)
▪ 0.0 以上 2.0 以下の値のみ有効。範囲外の場合、メモリ使用量の超過判定
は無効となる。
▪ 既定値は 1.0

2.

作成先データストアの選択基準
-

VM 数上限 (※1)・使用率上限 (※2)
▪ いずれも超過しないデータストアを優先します。

-

データストアの優先度
▪ 優先度の値が小さいデータストアを優先します。データストアの優先度は、
VM サーバグループ / モデルの「データストア設定」で指定します。

-

共有数 (接続されている仮想マシンサーバの数)
▪ より多くの仮想マシンサーバに接続されているデータストアを優先します。

-

稼動中仮想マシン数
▪ VM 数上限 (※1) に対する空きが多いデータストアを優先します。(分散)
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-

使用量
▪ 使用率上限 (※2) に対する空きが多いデータストアを優先します。(分散)

(※1) VM 数上限は、[運用] ビューの「リソースプール」、または [仮想] ビューの
「データストア編集」で設定します (既定値:100)。VM 数上限は絶対的な上限値で
はないため、他に作成可能な場所が存在しない場合、指定値を超過して仮想マシ
ンが作成される場合があります。
(※2) 使用率上限は、[運用] ビューの「リソースプール」、または [仮想] ビューの
「データストア編集」で設定します (既定値:80)。使用率上限は絶対的な上限値で
はないため、他に作成可能な場所が存在しない場合、指定値を超過して仮想マシ
ンが作成される場合があります。

3.12.7. VM 最適起動
VM 最適起動機能とは、仮想マシンを停止状態から起動する場合、または再起動する場合
に、SystemProvisioning が自動的に適切な仮想マシンサーバを選択し、仮想マシンを起動
する機能です。VM 最適起動機能を有効とするかどうかは、仮想マシンが所属するテナント /
カテゴリ / グループ / モデル単位に設定できます。複数の階層で設定されている場合は、
下位の階層の設定が優先されます。すべての階層で VM 最適起動機能の有効 / 無効の設
定がない場合は、VM 最適起動機能の設定は無効となります。
VM 最適起動機能が無効な時、SystemProvisioning は、通常、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を起動します。しかし、以下のような場合には、現在のホスト仮想
マシンサーバ上では仮想マシンを起動することができません。


ホスト仮想マシンサーバが停止している



ホスト仮想マシンサーバが処理中である



ホスト仮想マシンサーバが、メンテナンスモードである



ホスト仮想マシンサーバはキャパシティに空きがないため、新たに仮想マシンを起動す
ることができない



ホスト仮想マシンサーバのハードウェアステータスが故障状態である



配置制約を満たさないため、ホスト仮想マシンサーバ上で仮想マシンを起動することが
できない

VM 最適起動機能が有効な場合、SystemProvisioning は、起動先の仮想マシンサーバを自
動で選択し、その仮想マシンサーバ上で仮想マシンを起動します。このとき、起動状態の仮
想マシンサーバが存在しない場合などには、停止状態の仮想マシンサーバを自動で起動し、
仮想マシンの起動先とします。以下の表に VM 最適起動と動作の関係を示します。

現在のホスト上での起動

VM 最適起動

動作

可能

無効

現在のホスト上で起動
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現在のホスト上での起動

不可能

VM 最適起動

動作

有効

起動先仮想マシンサーバを自動
で選択して起動 (分散レベルに
従う)

無効

起動失敗

有効

起動先仮想マシンサーバを自動
で選択して起動 (分散レベルに
従う)

VM 最適起動による起動先仮想マシンサーバは、起動対象の仮想マシンのホストである仮
想マシンサーバがグループ直下に割り当てられている場合は同じグループ直下に割り当て
られている仮想マシンサーバの中から選択されます。起動対象の仮想マシンのホストである
仮想マシンサーバがモデルに割り当てられている場合は、同じモデルに所属する仮想マシン
サーバが起動先候補となります。
起動先仮想マシンサーバの選択方法は、次の表の通り、分散レベルの設定により変わりま
す。分散レベルが大きいほど、より仮想マシンを分散させる方向で起動先の仮想マシンサー
バが選択されます。デフォルトの分散レベルは 1 です。
分散レベルは、仮想マシンが所属するテナント / カテゴリ / グループ / モデル単位に設定
できます。複数の階層で設定されている場合は、下位の階層の設定が優先されます。分散
レベルの設定、および参照は、以下の ssc コマンドにより行います。(Web コンソールでは、
設定・参照はできません)


分散レベルの設定 : ssc update group -balancelevel n



分散レベルの設定の参照 : ssc show group

分散レベル

説明

0

現在の仮想マシンサーバが起動先として優先的に選択されます。
現在の仮想マシンサーバが停止状態の場合、あるいは仮想マシンの起動により現在の
仮想マシンサーバ上で起動中の仮想マシンのコスト値合計がキャパシティ値を超える場
合、候補となる仮想マシンサーバの中から起動先を探索します。
探索時には、起動状態でキャパシティの空きの大きい仮想マシンサーバを優先的に選択
します。
CPU / メモリによる判定は行われません。

1 (既定値)

現在の仮想マシンサーバが起動先として優先的に選択されます。
現在の仮想マシンサーバが停止状態の場合、あるいは仮想マシンの起動により現在の
仮想マシンサーバのCPU使用量上限 / CPU予約値上限 / メモリ使用量上限 / メモリ
予約値上限 / キャパシティ値を超える場合は、候補となる仮想マシンサーバの中から起
動先を探索します。
▪ CPU使用量の上限としてVM最適配置の稼動目標域上限の設定が参照されます。
▪ CPU予約値の上限として仮想マシンサーバの総CPU周波数が参照されます。
▪ メモリ使用量の上限として仮想マシンサーバのメモリサイズとメモリオーバーコミット率
が参照されます。(※3)
▪ メモリ予約値の上限として仮想マシンサーバのメモリサイズが参照されます。
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分散レベル

説明
探索時には、起動状態で低負荷の仮想マシンサーバを優先的に選択します。

2

候補となる仮想マシンサーバの中から起動先を探索し、起動状態で低負荷の仮想マシン
サーバを優先的に選択します。

3

候補となる仮想マシンサーバの中から起動先を探索し、低負荷の仮想マシンサーバ (停
止状態のものを含む) を優先的に選択します。停止状態の仮想マシンサーバは負荷
"0" とみなされるため、基本的に停止状態の仮想マシンサーバが優先されます。

設定なし

上位階層の設定を継承します。

起動先の探索時には、以下の基準により仮想マシンサーバが選択されます。
(1) 起動先仮想マシンサーバの選択基準
•

Pin 制約の優先度 (Pin 制約が設定されている場合)
-

•

起動状態 (分散レベルが 2 以下の場合)
-

•

CPU 使用量が少ない (低負荷な) 仮想マシンサーバを優先します。

移動が必要かどうか (分散レベルが 1 以下の場合)
-

•

メモリ使用量が上限 (※3) を超過しない仮想マシンサーバを優先します。

CPU 使用量 (分散レベルが 1 以上の場合)
-

•

仮想マシンサーバのシステム分の CPU 予約 (※2) と仮想マシンサーバ上で
動作する仮想マシンの CPU 予約値の合計が上限 (仮想マシンサーバの総
CPU 周波数) を超過しないものを優先します。

メモリ使用量 (分散レベルが 1 以上の場合)
-

•

仮想マシンサーバのシステム分のメモリ予約 (※1) と仮想マシンサーバ上で
動作する仮想マシンのメモリ予約値の合計が上限 (仮想マシンサーバのメモ
リサイズ) を超過しないものを優先します。

CPU 予約値 (分散レベルが 1 以上の場合)
-

•

起動状態の仮想マシンサーバを優先します。

メモリ予約値 (分散レベルが 1 以上の場合)
-

•

優先度の値が小さいものを優先します。

移動が不要な仮想マシンサーバ (現在の仮想マシンサーバ) を優先します。

コスト値 : 空きが多いものを優先
-

仮想マシンサーバのキャパシティ値から仮想マシンサーバ上で動作する仮想
マシンのコスト値合計を引いた値が大きいものを優先します。仮想マシンサー
バのキャパシティ値は、VM サーバ編集で設定します。仮想マシンのコスト値
は、テンプレート、およびマシンプロファイルで設定します。

(※1) 仮想マシンサーバのシステム分のメモリ予約は、以下のレジストリ値によって設
定します。
•

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Engine
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•

値 (型) : HostSystemMemoryRatio (REG_SZ)
-

0.0 以上 1.0 以下の値のみ有効。範囲外、またはフォーマット不正の場合、既
定値となる。

-

既定値は 0.1

(※2) 仮想マシンサーバのシステム分の CPU 予約は、以下のレジストリ値によって設
定します。
•

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Engine

•

値 (型) : HostSystemCpuRatio (REG_SZ)
-

0.0 以上 1.0 以下の値のみ有効。範囲外、またはフォーマット不正の場合、既
定値となる。

-

既定値は 0.05

(※3) メモリ使用量の上限は、仮想マシンサーバのメモリサイズと以下のレジストリ値に
よって設定されるメモリオーバーコミット率によって決定されます。
•

キー : HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥
PVM¥Provider¥VM¥{仮想基盤}
-

•

{仮想基盤} は、VMware、Xen、Hyper-V のいずれか

値 (型) : MemoryOverCommitRatio (REG_SZ)
-

0.0 以上 2.0 以下の値のみ有効。範囲外の場合、メモリ使用量の超過判定は
無効となる。

-

既定値は 1.0

3.12.8. VM 最適起動の動作イメージ
次の図で、最適起動の動作の一例を紹介します。
VM3 の起動操作を行った際、VM3 の現在のホストである VM サーバ 2 の電源はオフ状態の
ため、VM 最適起動により、他の仮想マシンサーバ上に移動してから起動の処理が行われ
ます。
移動先の候補は、VM サーバ 2 と同じ DataCenter1 配下の VM サーバ 1、VM サーバ 3、
VM サーバ 4 となりますが、以下の理由で VM サーバ 3 が選択されます。


VM サーバ 1 は、起動中仮想マシンのコスト値の合計値と負荷の両方が候補の仮想マ
シンサーバの中で最も高いため、優先度が低い



VM サーバ 4 は、起動中仮想マシンのコスト値の合計値と負荷の両方が候補の仮想マ
シンサーバの中で最も低いが、VM サーバ 2 と Datastore1 を共有していないため、移動
先候補の対象外
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DataCenter1
Capa CPU Mem

Capa CPU Mem

Capa CPU Mem

VMサーバ2 起動操作 VMサーバ3

VMサーバ１

Capa CPU Mem

VMサーバ4

VM1

Oｎ

VM3

Off

VM5

Off

VM7

VM2

Oｎ

VM4

Off

VM6

Oｎ

VM8

Oｎ

VM1

Off

VM2

VM3

VM4

Oｎ

VM5

VM6

Off

Oｎ

VM7

データストア１

Off

VM8

データストア2

DataCenter1
Capa CPU Mem

Capa CPU Mem

VMサーバ１
VM1
VM2

Capa CPU Mem

VMサーバ2 起動操作 VMサーバ3
VM5

VM3

Oｎ

VM4

Oｎ

Off

移動

VM6
VM3

Oｎ

VM1

Off

VM2

VM3

VM4

Off
Oｎ

Capa CPU Mem

VMサーバ4
VM7
VM8

VM6

データストア１

Off

Oｎ

Oｎ

VM5

Off

Oｎ

VM7

VM8

データストア2

3.12.9. VM 配置制約について
VM 配置制約機能とは、仮想マシンに対して、VM 移動操作、最適配置機能、および最適起
動機能による移動を制約する機能です。
VM 配置制約機能には、次の 4 種類の制約があります。


Pin 制約



EQ 制約



NE 制約



Hold 制約

Pin 制約は、特定の仮想マシンを特定のホストに結び付けて稼動させることができます。Pin
制約を使用するにあたり、以下のような設計を行うことにより、ハードウェア障害による共倒
れを防止するなどの運用が可能となります。
セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
471

3 仮想環境の管理機能について



特定の業務に関連する仮想マシンを 1 台のホストに集約する



同時停止を回避したい仮想マシンを異なるホストに結び付ける

業務A
VMサーバ１

業務B
VMサーバ2

VMサーバ3

予備機

EQ 制約は、特定の仮想マシンを別の特定の仮想マシンに結び付けて稼動させることができ
ます。EQ 制約を使用することで、Web サーバと AP サーバのように、密接に関係する複数台
の仮想マシンを同一のホスト上で実行する運用が可能となります。

VMサーバ１

VMサーバ2

VMサーバ3

Web Server AP Server

Web Server AP Server

EQ

EQ

NE 制約は、複数の仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバ上で稼動させることができ
ます。NE 制約を使用することで、クラスタ構成の仮想マシンのように、同一の仮想マシンサ
ーバ上で動作させるべきでない仮想マシン群を、互いに異なる仮想マシンサーバ上で実行
する運用が可能となります。

VMサーバ１

VMサーバ2

Cluster-2

Cluster-1

VMサーバ3

Cluster-1

NE
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Hold 制約は、特定の仮想マシンを現在所属しているホストに固定して稼動させることができ
ます。Hold 制約を使用することで、仮想マシンを最適起動 / 配置による移動対象から除外
することができます。

VMサーバ１

VMサーバ2

VM 配置制約機能を有効とするか、または有効とした場合にどのような制約を行うかの指定
は、マシン種別が VM サーバのグループ、またはモデル単位に設定できます。
なお、仮想マシンサーバがモデルに割り当てられている場合、モデルに設定された制約のみ
が有効になります。グループに設定された制約は、グループに直接割り当てられた仮想マシ
ンサーバに対してのみ有効であり、モデルに割り当てられた仮想マシンサーバには適用され
ません。
SigmaSystemCenter の最適配置、および最適起動機能が仮想マシンの移動を行う場合、
その移動先は、仮想マシンが所属する仮想マシンサーバと同じグループ、およびモデルに割
り当てられている仮想マシンサーバの中から選択されます。仮想マシンが所属する仮想マシ
ンサーバが、グループに直接割り当てられている場合、同じグループに所属し、モデルに割
り当てられていない仮想マシンサーバの中から選択されます。
通常、移動先の選択は最適配置 / 最適起動機能により自動的に行われ、ユーザが制御す
ることはできませんが、VM 配置制約機能を利用することで、移動先の選択に制限を加える
ことができます。
VM 配置制約は、電源がオンの仮想マシン、および起動操作が実施される仮想マシンに対し
て有効となります。このため、停止中の仮想マシンを起動せずに移動を行う場合、VM 配置
制約機能による制限を受けません。最適起動が有効な場合、このような仮想マシンは起動
操作時に配置制約が適用されます。
最適配置機能、および最適起動機能は、制約が有効な場合に限り、設定された制約に従っ
て移動先を決定します。また、VM 移動操作では、制約が有効であり、また移動先として制約
を満たさないホストを指定した場合には移動を行いません。
VM 配置制約機能による制約は、複数台のマシン間による制約であり、指定はホスト、もしく
は複数のホストによる制約グループ設定に対して行います。このため、マシンの置換などに
より、仮想マシンや仮想マシンサーバが変更された場合にも、制約は維持されます。
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VM 配置制約機能と最適配置 / 起動機能は競合する機能であるため、制約を行った場合、
最適配置 / 最適起動機能の効率や処理速度に影響を与える可能性があります。このため、
過剰な設定を行うことは避け、必要な範囲でのみ設定するように注意してください。仮想マシ
ンサーバ上に多くの仮想マシンを運用する環境において、すべての仮想マシンに対して制約
を設定するような運用は推奨しません。
1 つのグループ / モデルあたりに設定可能な制約は、2 ホスト間の関係に換算して 5000 個
までとなります。各制約に対し、ホスト間の関係数は以下の通りです。
制約種別

制約対象

制約先

関係数

Pin制約

ホスト

ホスト

1

Pin制約

VM制約グループ

ホスト

VM制約グループに所属するホスト数

Pin制約

ホスト

VMサーバ制約グループ

VMサーバ制約グループに所属するホスト数

Pin制約

VM制約グループ

VMサーバ制約グループ

(VM制約グループに所属するホスト数) ×
(VMサーバ制約グループに所属するホスト
数)

EQ、NE制約

VM制約グループ

－

VM制約グループに所属するホスト数－1

Hold制約

ホスト

－

1

Hold制約

VM制約グループ

－

VM制約グループに所属するホスト数

いずれの場合においても、関係数は 1 以上となります。例えば、VM が 1 台の VM 制約グル
ープに対する EQ 制約は、0 ではなく 1 となります。
VM 配置制約の設定は、Web コンソール、もしくは ssc コマンドから行います。Hold 制約につ
いては、ssc コマンドからのみ設定することが可能です。
Web コンソールによる設定については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コン
ソール編」を参照してください。ssc コマンドによる設定については、ssc コマンドリファレンスを
参照してください。

3.12.10. Pin 制約
Pin 制約は、仮想マシンを指定した仮想マシンサーバに固定 (pin) する制約です。この制約
を指定した場合、VM 移動操作、最適配置機能、および最適起動機能は、仮想マシンを指定
された仮想マシンサーバ以外への移動を行いません。1 台の仮想マシンを複数台の仮想マ
シンサーバに固定した場合、その範囲内でのみ移動を行います。
制約先となる仮想マシンサーバのホスト設定にリソースが割り当てられていない場合でも、
その制約は効果を持ちます。このため、このような制約しか存在しない状況では、最適配置
/ 最適起動機能は仮想マシンの移動 / 起動を実行できなくなります。
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表: Pin 制約のない仮想マシンサーバへの移動可否
(○:移動可能、×:移動不可、‐:影響しない)
操作 / 機能

対象 VM に制約あり
基本的な動作

対象 VM に制約

force が設定された

weak が設定された

制約がある場合

制約がある場合

なし

負荷分散 / 省電力
/ 配置制約適用

×

－

－

○

VM退避

○

×

－

○

最適起動 / 作成

×

－

○ (※1)

○

VM移動

×

－

○ (※1)

○

※1

ただし、制約先の仮想マシンサーバがすべて利用できない場合

VM 退避操作時においても、設定した制約には可能な限り従います。しかし、制約に従った
場合に仮想マシンの移動ができないと判断した場合、最適配置機能は制約を無視して移動
を試みます。VM 退避操作時においても、常に仮想マシンの移動先を制約する場合は、
force オプションを指定して制約を設定してください。この場合、最適配置機能は仮想マシン
の移動が不可能な場合においても、制約を守り移動を行いません。
同一の仮想マシンにおいて、force オプションが設定された制約と、設定されていない制約が
混在している場合、VM 退避操作時には force オプションが指定された制約のみが利用され、
設定されていない制約は無視されます。
VM 移動操作、最適起動機能、負荷分散、および省電力機能の場合には、両方の制約が利
用されます。
Pin 制約には優先度 (priority) を設定することができます。優先度は 1 から 4 の範囲で設定
し、値が小さい制約が優先して利用されます。最適配置機能、および最適起動機能は、優先
度の高い制約を優先し、移動先を決定します。
VM 退避操作では、force オプションによる制限が優先度より優先されます。つまり、同一の
仮想マシンに対して、force オプションが設定された制約と、設定されていない制約が混在し
た状態で設定されている場合、force オプションが設定されていない制約は、その優先度に
関わらず利用されません。最適起動、負荷分散、省電力機能の場合、force オプションの有
無は、優先度の算出に影響を与えません。
最適起動機能では、制約先の全仮想マシンサーバが故障 (一部故障) 状態、もしくはメンテ
ナンス状態にある場合、仮想マシンを起動できません。このようなときに、配置制約よりも仮
想マシンを起動することを優先したい場合は、制約に weak オプションを設定してください。仮
想マシンに weak オプションが指定されている制約が 1 つ以上存在するとき、制約先の全仮
想マシンサーバが利用不可能 (故障状態、またはメンテナンス状態) な場合に限り、制約先
でない仮想マシンサーバ上で仮想マシンが起動されます。
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最適配置機能については、weak オプションは影響しません。このため、制約先の全仮想マ
シンサーバが利用できない場合、最適配置機能は VM 退避操作時を除き、仮想マシンの移
動を抑制します。
制約グループを利用した場合、仮想マシンから、同一の仮想マシンサーバに対して複数の
Pin 制約が設定される場合があります。この場合において、各 Pin 制約の間で優先度、オプ
ションが異なっている場合には、「3.12.19 配置制約の整合性確認」に記載の条件に従い、
有効な Pin 制約が 1 つ選択されます。このような Pin 制約を行う場合は、制約がどのように
適用されるかに注意し、設定を行ってください。
force オプションと weak オプションは併用することが可能です。併用した場合、VM 移動操作、
および最適起動時には weak オプションを、仮想マシンサーバの VM 退避時には force オプ
ションを考慮して移動先を決定します。負荷分散、および省電力機能においては、これらの
オプションの影響はありません。
最適作成機能については、作成対象となる仮想マシンのホストに Pin 制約が存在する場合、
制約に従って作成先が制限されます。

3.12.11. Pin 制約の利用例
仮想マシンの配置先となる仮想マシンサーバを固定的にしたいケースとして、一般的に以下
のようなことが考えられます。
1.

障害時に業務が止まらないように、同じ業務を行う複数の仮想マシンを複数の仮想マシ
ンサーバに確実に分散して配置したい

2.

仮想マシン上で使用するアプリケーションのライセンス契約が仮想マシンの配置先候補
の仮想マシンサーバの台数や固有情報に基づいている。ライセンス費用低減のため、
仮想マシンの配置先候補の仮想マシンサーバの数を減らし、仮想マシンの配置先を固
定的にしたい

3.

特別な業務を行う仮想マシンが他仮想マシンの負荷の影響を受けないように、仮想マ
シンサーバ上で動作する仮想マシンの数を意図的に少なくしたい。そのため、特別な業
務を行う仮想マシンの配置先の仮想マシンサーバに配置する仮想マシンを固定的に設
定したい

上記の 1 の要件でシステムを構成した場合について説明します。
次の図は、グループ GroupA 配下のモデル VMSModel 上の仮想マシンサーバ VM サー
バ 1、VM サーバ 2、VM サーバ 3、VM サーバ 4、VM サーバ 5 とその上で動作する VM1、
VM2、VM3、VM4、VM5、VM6、VM7、VM8 に対して、Pin 制約を行った場合の例です。
システムには、2 つの業務 業務 A と業務 B があります。業務 A は、VM1、VM3、VM5、VM7
で実行し、業務 B は、VM2、VM4、VM6、VM8 で実行します。
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要件に対応するため、業務 A と業務 B の仮想マシン 1 台ずつの組み合わせで仮想マシン 2
台を各仮想マシンサーバ上に動作させるようにします。これにより、障害が発生しても各業務
が受ける被害は最小限で済みます。また、障害発生後、予備専用の仮想マシンサーバの
VM サーバ 5 に障害が発生した仮想マシンサーバ上で動作していた仮想マシンが退避でき
るようにします。
上記を実現するために、配置制約は各仮想マシンに対して稼動用と予備用の 2 つの仮想マ
シンサーバの組み合わせで固定 (pin) の配置制約を適用します。運用中は稼動用の仮想
マシンサーバ上で動作させるために、配置制約の優先度は稼動用の仮想マシンサーバの方
を高く設定します。図では、緑、赤、青、黄の各色の pin が配置制約を表し、仮想マシンごと
に、配置の対象となる稼動用と予備用の仮想マシンサーバに 1 個ずつ固定された状態にな
っています。VM1 の場合、緑色の pin が稼動用の VM サーバ 1 と予備用の VM サーバ 5 に
固定されます。
この配置制約により、障害時を除き、各仮想マシンは稼動用と予備用の 2 つの仮想マシンサ
ーバしか移動できなくなります。障害時は、業務をできるだけ早く復旧させる必要があるので、
配置制約が無視される場合があります。
次の図のステップ②は、VM サーバ 3 の障害時に配置制約が無視された例です。
厳密に配置制約を適用する場合は、Force 指定を行います。また、予備機側を起動状態で
スタンバイさせている場合も配置制約どおりに動作します。
配置制約から外れた状態になった場合は、次の図のステップ③のように配置制約に従った
配置を行う操作により、配置制約どおりに仮想マシンを配置しなおすことができます。
また、切り戻しのため、VM サーバ 3 の復旧後に再び配置制約に従った配置を行う操作を行
った場合、配置制約の優先度設定により、VM5 と VM6 は、VM サーバ 3 に Migration され
ます。
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１

ＶＭサーバ3でアクセス不可障害が発生し、ポリシ

各VMに対し、稼動用と予備用の2つ

ーにより、ＶＭサーバ3上のVMの移動処理が起動

のVMサーバの組み合わせで固定

される。

(pin) の配置制約をセットする。
業務A

GroupA\
VMSModel

業務B
予備機

VMサーバ１

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

VMサーバ5

VM1

VM3

VM5

VM7

VM1

VM5

VM2

VM4

VM6

VM8

VM2

VM6

VM3

VM7

VM4

VM8

Oｎ

Oｎ

Oｎ

Oｎ

Off

２

VMサーバ5はOffのため、すぐに移動できない状

Force指定で制約している場合や、

態と判断され、ＶＭサーバ2とＶＭサーバ4にVM

Hot Standby(予備機の電源がOn)

がFailoverされる。

の場合はVMサーバ5に移動する。
業務A

GroupA\
VMSModel

業務B
予備機

VMサーバ１

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

VMサーバ5

VM1

VM3

VM5

VM7

VM1

VM5

VM2

VM4

Failover VM6

VM8

VM2

VM6

VM6

VM3

VM7

VM4

VM8

Failover

VM5
Oｎ

Oｎ

故障 Off

Oｎ

Off

3

ＶＭサーバのモデルグループに対し配置制約適用
(ssc vmop apply-rule)を実行すると、VM5とVM6
がＶＭサーバ5にHot Migrationされる。
業務A

GroupA\
VMSModel

業務B
予備機

VMサーバ１

VMサーバ2

VMサーバ3

VMサーバ4

VMサーバ5

VM1

VM3

VM5

VM7

VM1

VM5

VM2

VM4

VM6

VM8

VM2

VM6

VM5
Oｎ

Oｎ

VM6
故障 Off

Oｎ

Hot Migration

Hot Migration

VM3

VM7

VM4

VM8
On
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3.12.12. EQ 制約
EQ 制約は、複数台の仮想マシンの移動先を、同一の仮想マシンサーバとなるように制限す
る制約です。この制約が指定された場合、最適配置機能、および最適起動機能は、これらの
仮想マシンが、同一の仮想マシンサーバで動作するように移動を行います。また、VM 移動
操作については、これらの仮想マシンに対して同時に移動を実行しない限り、移動を行いま
せん。
この制約は、起動状態の仮想マシン (最適起動の場合には、起動対象の仮想マシンも含
む) に対してのみ有効となります。制約範囲内にある停止状態の仮想マシンは、移動先の
判定時に考慮されず、移動を行うこともありません。
EQ 制約は、VM 制約グループに対して設定を行います。VM 制約グループに関する説明は、
「3.12.18 制約グループ」を参照してください。
EQ 制約は、1 つの組合せで 8 台以下となるように設定してください。1 つの EQ 制約の組に
対し、これを超える台数の仮想マシンを制約することは推奨されません。
EQ 制約は、同一の仮想マシングループに存在する仮想マシン間に限り有効となります。異
なる仮想マシングループに所属する仮想マシン間で制約を行うことはできません。
最適作成機能については、EQ 制約は考慮しません。作成する仮想マシンのホストに EQ 制
約が設定されていた場合でも、この制約は無視して作成箇所が選択されます。仮想マシン作
成後に配置制約を適用するには、最適起動による電源操作、もしくは配置制約を適用する
操作を実施する必要があります。配置制約を適用する操作については、「ssc コマンドリファ
レンス」の「3.3.5 配置制約に従った配置」を参照してください。
注: SigmaSystemCenter 3.1 以前と、SigmaSystemCenter 3.1 update 1 以降では、EQ 制
約の設定方法が変更になっています。
SigmaSystemCenter 3.1 以前に設定した EQ 制約は、SigmaSystemCenter 3.3 update 1
以降では無効となります。
また、そのままでは制約の追加 / 編集を行うことができません。
SigmaSystemCenter 3.1 以前に設定した EQ 制約を利用 / 編集する場合は、配置制約の
整合性確認操作を行ってください。
本操作を実行することにより、既存の制約に対し整合を取り、利用 / 編集を行うことができ
るようになります。
配置制約の整合性確認については、「3.12.19 配置制約の整合性確認」、および ssc コマン
ドリファレンスを参照してください。
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3.12.13. EQ 制約の利用例
複数台の仮想マシンを同じ仮想マシンサーバ上に配置する必要があるケースとしては、一
般的に以下のような場合が考えられます。
仮想マシン間の通信が多く、異なる仮想マシンサーバに配置した場合にネットワーク負
荷や遅延が問題となる。これを防ぐために、同一の仮想マシンサーバ上に配置したい。
このような要件でシステムを構成した場合について説明します。
次の図は、グループ GroupA 上の仮想マシンサーバ VM サーバ 1、VM サーバ 2、VM サー
バ 3 と、その上で動作する VM1、VM2、VM3、VM4、VM5、VM6、VM7、VM8 が存在する状
況において、密接に関係する一部の VM 間で EQ 制約を設定した場合の例です。
システムにある業務のうち、業務 A と業務 B の仮想マシンはそれぞれ 1 つの組となって動作
しており、これら 2 つの仮想マシン間では頻繁に通信が発生します。このため、このような仮
想マシン群は、十分なパフォーマンスを発揮させるために同一の仮想マシンサーバ上で動作
することが求められます。
上記を実現するためにこれら仮想マシンの組に対して EQ の配置制約を適用します。本例で
は、VM1 と VM2、および VM3 と VM4 がそれぞれ上述の組となる仮想マシンであり、このた
め EQ 制約は、VM1 と VM2、および VM3 と VM4 の間で設定します。
この配置制約により、各仮想マシンの組は、常に同一の仮想マシンサーバで動作するように
なります。次の図のステップ②は、VM サーバ 1 で障害が発生し、この上で動作していた VM
が退避された例です。VM サーバ 1 上にある仮想マシンのうち、VM1 と VM2、および VM3
と VM4 はそれぞれ同じ仮想マシンサーバが退避先となります。それ以外の仮想マシンにつ
いては、負荷状況に応じて各々移動先が決定されます。
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１

ＶＭサーバ1でアクセス不可障害が発生し、ポリシ

業務Aと業務BのVMに対し、EQの配

ーにより、ＶＭサーバ1上のVMの移動処理が起動

置制約(VM1とVM2、およびVM3と

される。

VM4)を設定する。
業務A

Category\
GroupA

業務B

VMサーバ１
VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6

VM7

VM8

Oｎ

２

VMサーバ3

VMサーバ2

Oｎ

Oｎ

VMサーバ1上の仮想マシンは、VMサーバ2とVM
サーバ3に移動される。VM1とVM2、およびVM3
とVM4は同じVMサーバに移動する。
業務A

Category\
GroupA

業務B

VMサーバ１
VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6
故障

VMサーバ3

VMサーバ2

Failover

VM1

VM2

Failover
Failover

VM7

Off

VM5
Oｎ

Failover

VM3

VM4

VM8

VM6
Oｎ

3.12.14. NE 制約
NE 制約は、複数台の仮想マシンの移動先を、互いに異なる仮想マシンサーバとなるように
制限する制約です。この制約が指定された場合、最適配置機能、および最適起動機能は、
これらの仮想マシンが、互いに異なる仮想マシンサーバで動作するように移動を行います。
また、VM 移動操作については、移動先の仮想マシンサーバ上に、対象仮想マシンと NE 制
約による関係を有する仮想マシンが存在する場合、移動を行いません。
この制約は、起動状態の仮想マシン (最適起動の場合には、起動対象の仮想マシンも含
む) に対してのみ有効となります。制約範囲内にある停止状態の仮想マシンは、移動先の
判定時には考慮されません。
NE 制約は、VM 制約グループに対して設定を行います。VM 制約グループに関する説明は、
「3.12.18 制約グループ」を参照してください。
NE 制約は、1 つの組み合わせで 8 台以下となるように設定してください。1 つの NE 制約の
組に対し、これを超える台数の仮想マシンを設定することは推奨されません。
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NE 制約は、同一の仮想マシングループに存在する仮想マシン間に限り有効となります。異
なる仮想マシングループに所属する仮想マシン間で制約を行うことはできません。
NE 制約は、最適起動、および (VM 退避操作も含めた) 最適配置のすべての機能に対して
強制されます。このため、NE 制約が設定された VM 制約グループに含まれる仮想マシンが、
起動先となる仮想マシンサーバの数より大きい場合、すべての仮想マシンを起動することが
できません。NE 制約を設定する場合、対象となる仮想マシンの数に注意して設定を行ってく
ださい。
最適作成機能は、NE 制約を考慮しません。作成する仮想マシンのホストに NE 制約が設定
されていた場合でも、この制約を無視して作成箇所が選択されます。仮想マシン作成後に配
置制約を適用するには、最適起動による電源操作、もしくは配置制約を適用する操作を実施
する必要があります。配置制約を適用する操作については、「ssc コマンドリファレンス」の
「3.3.5 配置制約に従った配置」を参照してください。

3.12.15. NE 制約の利用例
仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置したいケースとして、一般的に以下のよ
うな場合が考えられます。
1.

仮想マシンの構成上、同じ仮想マシンサーバ上で動作することができない仮想マシンが
存在する。仮想マシンサーバの障害時にはこれらの仮想マシンを非常用ホストに退避
させるが、複数台の仮想マシンサーバの障害が発生した場合に、これらの仮想マシン
が同じ非常用ホスト上で動作することは避けたい。

2.

仮想マシンに対してクラスタを構築することにより可用性を確保している。これらの仮想
マシンを確実に異なる仮想マシンサーバ上で動作するように制限し、クラスタの両系が
同時に停止する状況を防ぎたい。

3.

仮想マシンの負荷パターンが同じ仮想マシンが存在する。これらの仮想マシンが同一
の仮想マシンサーバ上で動作した場合、高負荷により問題が発生する可能性があるた
め、同じ仮想マシンサーバ上で動作させることは避けたい。

上記の 1 の要件でシステムを構成した場合について説明します。
次の図は、グループ GroupA 上の仮想マシンサーバ VM サーバ 1、VM サーバ 2、VM サー
バ 3、VM サーバ 4 と、その上で動作する VM1、VM2、VM3、VM4、VM5、VM6 において、リ
ソース競合の関係にある一部の VM 間で NE 制約を設定した場合の例です。ここで、VM サ
ーバ 4 は、「3.12.20 非常用ホスト」に指定されています。
システムにある業務のうち、業務 A と業務 B の仮想マシンはそれぞれ 1 つの組となって動作
しており、この組になっている 2 つの仮想マシン間ではリソース競合が存在するため、同一の
仮想マシンサーバで動作させた場合に問題が生じます。このため、これらの仮想マシン群を
同一の仮想マシンサーバで動作させないことが求められます。
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上記を実現するために、これらの仮想マシンの組に対して NE の配置制約を適用します。本
例では、VM1 と VM2、および VM3 と VM4 間でリソース競合が存在しており、このため NE
制約は VM1 と VM2、および VM3 と VM4 の間で設定しあ m す。
この配置制約により、各仮想マシンの組は、それぞれ異なる仮想マシンサーバで動作するよ
うになります。次の図のステップ②は、VM サーバ 1 で障害が発生し、この上で動作していた
VM が退避された例です。VM サーバ 1 上にある仮想マシンのうち、VM1 は VM2 との間に
NE 制約がありますが、VM2 は非常用ホストである VM サーバ 4 外で動作しているため、
VM1 は VM サーバ 4 に退避されます。VM5 については、制約されていないため、同じく VM
サーバ 4 に退避されます。
次の図のステップ③は、ステップ②の状況からさらに VM サーバ 2 で障害が発生した状況を
示しています。ここで、VM3 は VM4 との間に NE 制約がありますが、VM4 は非常用ホストで
ある VM サーバ 4 外で動作しているため、VM3 は VM サーバ 4 に退避されます。しかし、
VM2 は VM1 との間に NE 制約があり、かつ VM1 が非常用ホストである VM サーバ 4 で動
作しているため、VM2 は退避されません。
このため、VM2 は最終的にはフェイルオーバされず停止された状態となりますが、VM1 と同
じ VM サーバ 4 で起動することにより、リソース競合が生じて VM1 で問題が発生する状況は
回避されます。
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１

ＶＭサーバ1でアクセス不可障害が発生し、ポリシ

業務Aと業務BのVMに対し、NEの配

ーにより、ＶＭサーバ1上のVMの移動処理が起動

置制約(VM1とVM2、およびVM3と

される。

VM4)を設定する。
業務A

Category\
GroupA

VMサーバ１
VM1

業務B

VMサーバ2

NE

VMサーバ3

非常用

VM2

NE

VM3

VM4

VM5

VM6

Oｎ

２

VMサーバ4

Oｎ

Oｎ

Oｎ

VMサーバ1上の仮想マシンは、非常用ホストであ
るVMサーバ4に移動する。その後、VMサーバ2
で障害が発生し、移動処理が起動される。
業務A

Category\
GroupA

業務B

VMサーバ１

VMサーバ2

VM1

VM2
VM3

VM5
故障

Off

VMサーバ3

Failover
NE
Failover

Oｎ

VMサーバ4

NE

非常用

VM1

VM4
VM6

VM5

Oｎ

Oｎ

3
VMサーバ2上の仮想マシンは、非常用ホストであ
るVMサーバ4に移動される。ただし、VM2は、
VM1がVMサーバ4に存在するため、移動されな
い。
業務A

Category\
GroupA

業務B

VMサーバ１

VMサーバ2

VM1

VM2
VM3

VM5
故障

Off

VMサーバ3

NE
Failover

Off

非常用

VM1

NE

VM4
VM6

故障

VMサーバ4

VM3
VM5

Oｎ

Oｎ
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3.12.16. Hold 制約
Hold 制約は、現在所属している仮想マシンサーバ上に配置を固定する制約です。この制約
を指定した仮想マシンは、VM 最適配置機能、および最適起動機能において、移動対象から
除外されます。VM 移動操作においては、この制約を指定した仮想マシンが電源オンの場合
に限り、移動を行いません。
VM 最適起動機能においては、この制約が指定されている仮想マシンは、VM 最適起動が無
効に設定されている場合と同様に動作します。例えば、仮想マシンが現在所属している仮想
マシンサーバが、故障状態やメンテナンス状態などにある場合、VM 最適起動機能が有効で
あったとしても起動されません。
VM 最適配置機能においては、この制約が指定されている仮想マシンは移動対象から除外
されます。
また、VM 退避操作時には、当該仮想マシンは移動できませんが、エラー報告の対象からは
除外されます。すなわち、Hold 制約を有する仮想マシンのみが退避元の仮想マシンサーバ
に残っている状況の場合、VM 退避操作は正常終了します。
VM 最適作成機能は、Hold 制約を考慮しません。作成する仮想マシンのホストに Hold 制約
が設定されていた場合でも、この制約を無視して作成箇所が選択されます。
Hold 制約は、他の制約と排他的に設定を行う必要があります。既に他の制約が設定されて
いる状況で、Hold 制約を設定することはできません。また、Hold 制約が設定されている仮想
マシンに対し、他の制約を設定することはできません。

3.12.17. 各制約の複合設定


EQ 制約
EQ 制約は、Pin 制約と同時に設定することが可能です。この場合、EQ 制約された仮想
マシン群は、Pin 制約の許す範囲内で同一の仮想マシンサーバ上で動作するように移
動されます。
EQ 制約と Pin 制約を同時に設定する場合、EQ 制約が設定された全仮想マシンに対し、
同一の Pin 制約を設定する必要があります。EQ 制約が設定された仮想マシン間で、異
なる Pin 制約を設定することはできません。このため、EQ 制約が設定されている対象に
Pin 制約を設定する場合、Pin 制約は EQ 制約と同じ VM 制約グループに限り、設定す
ることができます。
EQ 制約は、Pin 制約以外の制約とは同時に設定することができません。このような制
約を設定しようとした場合、設定操作でエラーとなります。
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NE 制約
NE 制約は、Pin 制約と同時に設定することが可能です。この場合、NE 制約された仮想
マシン群は、Pin 制約に従いつつ、互いに異なる仮想マシンサーバ上で動作するように
移動されます。
NE 制約と Pin 制約の間には、複合設定時の制限はありません。NE 制約の仮想マシン
の一部に対してのみ、Pin 制約を設定することが可能です。
NE 制約は、Pin 制約以外の制約とは同時に設定することができません。このような制
約を設定しようとした場合、設定操作でエラーとなります。



Hold 制約
Hold 制約は、いかなる配置制約とも複合設定することはできません。Hold 制約が設定
されている仮想マシンに対し、配置制約を設定しようとした場合、設定操作でエラーとな
ります。

3.12.18. 制約グループ
制約グループ機能は、VM 配置制約機能に対し、複数の仮想マシン、および仮想マシンサー
バのホストをグループ化します。制約グループは、配置制約設定時、ホストの代わりに制約
対象 / 制約先に利用することができます。
制約グループには、2 つの種別があります。それぞれの機能については、下表記載のとおり
です。

種別

機能

VM制約グループ

仮想マシンをグループ化する。
各制約の制約対象に設定することが可能。

VMサーバ制約グループ

仮想マシンサーバをグループ化する。
Pin制約を制約先に設定することが可能。

制約対象に VM 制約グループを設定した配置制約は、その VM 制約グループに所属するす
べての仮想マシンに対する制約とみなします。
下図は、


仮想マシン： VM-001、VM-002、VM-003

のように 3 台の仮想マシンが存在し、それらに対して Pin 制約として仮想マシンサーバ (VM
サーバ) への制約を設定する場合の例です。
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A) 各仮想マシンにそれぞれ制約を設定

B) VM制約グループを構成して制約を設定

VMサーバ

VMサーバ

VM制約グループ

配置制約1

配置制約1

配置制約2

配置制約3

VM-001

VM-001

VM-002

VM-002

VM-003

VM-003

A) は、各仮想マシンに対し、それぞれ "VM サーバ" に Pin 制約を設定した例です。
B) は、各仮想マシンを VM 制約グループとしてグループ化し、この VM 制約グループを
"VM サーバ" に Pin 制約を設定した例です。
これら 2 つの制約例は、同じ制約が設定されているものと解釈されます。
また、A) の例の場合、新たに仮想マシン (VM-004) を追加して同じ配置制約を設定する場
合、VM-004 に対しても既存と同じように設定する必要がありますが、B) の例の場合は VM
制約グループに VM-004 を追加することで実現することが可能となります。特に Pin 制約の
制約先が複数存在するような場合には、A) の例では VM-004 にすべての制約を設定する
必要があるため、B) の例のように、VM 制約グループを利用することで管理を簡略化するこ
とが可能になります。
制約グループの設定先と、設定可能なホストについては、下表の通りとなります。

種別

設定 (所属) 先

設定可能なホスト

VM制約グループ

グループ

グループ所属のホスト

(マシン種別：VM)
VMサーバ制約グループ

グループ / モデル

設定先がグループの場合

(マシン種別：VMサーバ)

グループ所属ホストのうち、モデルに割り当て
ていないもの、および未割り当てのホスト
設定先がモデルの場合
グループ所属ホストのうち、設定先モデルに
関連付くもの、および未割り当てのホスト

配置制約の設定時において、VM 制約グループは所属グループに関わらず制約対象に利用
することができます。VM サーバ制約グループは、配置制約を設定するグループ / モデルが
同一のものに限り、制約先を利用することができます。モデルに作成した制約グループは、
グループに設定することはできません。
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VM 制約グループに対しては、以下の制限があります。


EQ 制約が設定されている VM 制約グループに所属するホストを他の制約グループに
設定することはできません。



Pin 制約、および Hold 制約が設定されているホストを、EQ 制約が設定されている VM
制約グループに追加することはできません。

VM 制約グループは、すべてのグループに対する設定の総和に対し、1000 個まで設定する
ことが可能です。
VM サーバ制約グループは、各グループ / モデルに対して 100 個まで設定することが可能
です。
1 つの制約グループに所属できるホスト数の上限は、100 となります (ただし、EQ 制約、また
は NE 制約を設定する場合、別途上限があります)。
これらの上限を超える設定を行うことは、推奨されません。
VM 制約グループの設定については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソ
ール編」、および ssc コマンドリファレンスを参照してください。

3.12.19. 配置制約の整合性確認
複数の種別の配置制約を設定した場合や、制約グループを利用して配置制約を設定した場
合は、その制約の設定に問題がないかを事前に確認を行ってください。
ssc コマンドの "vmop verify-rule" を実行すると、Pin 制約と EQ 制約の間に問題が存在す
るか否かを確認することができます。本コマンドを、不正な組合せが存在する状態で実行し
た場合、不正な制約の一覧とその種別が出力されます。

不正制約の種別

説明

備考

ConflictPinAndEq

EQ制約の範囲とPin制約の範囲に矛盾が存
在する。

(*1)

ConflictPriority

EQ制約の範囲に、Pin制約の優先度 / オプ
ションの矛盾が存在する。

(*1)

ConflictRelation

制約グループで設定した制約との間に、制約
対象 / 制約先の競合がある。

(*1): SigmaSystemCenter 3.1 update 1 以降に新規で作成した制約に対しては、発生しま
せん。
"ConflictRelation" は、同じ制約対象 / 制約先に対し、Pin 制約が複数存在する場合に検
出されます。これは、複数の VM 制約グループに所属するホストが重複している場合などに
発生します。
この場合、制約は以下の順に優先度を判定し、最も優先度の高い制約が利用されます。
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1.

制約対象 / 制約先がともにホストである制約

2.

force が指定されている制約

3.

weak が指定されている制約

4.

priority が高い制約

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: SigmaSystemCenter 3.1 以前に EQ 制約を設定した場合は、アップグレード後に一度整
合性の確認を行ってください。整合性の確認を行うまで、設定されている EQ 制約は無効とな
ります。また、これらの制約が存在する状況では、新規で制約を追加 / 編集することができ
ません。
整合性の確認を行った後、自動的に VM 制約グループが作成され、EQ 制約が反映されま
す。ただし、移行前の状態で制約に矛盾がある場合、矛盾している部分の EQ 制約は無効に
なります。

3.12.20. 非常用ホスト
非常用ホストとは、VM 退避機能による仮想マシンの退避時に限り、退避先として利用する
仮想マシンサーバを指定する機能です。
仮想マシンサーバ故障時における対応を考慮する場合、故障した仮想マシンサーバ上で動
作している仮想マシンをどこに退避するのかを考える必要があります。VM 退避機能では、こ
れらの判断を自動的に行い、リソース状況を考慮して仮想マシンの退避先を決定します。

VMサーバ１

VMサーバ２

VMサーバ３

図: 通常の VM 退避
しかし、例えば仮想マシンの性能を重視するような運用においては、他の仮想マシンに影響
が発生するような移動を行わない制御が必要となる場合があります。このような場合の対応
方法のひとつとして、事前に退避先として利用する仮想マシンサーバを用意しておき、障害
時にはこれ以外の仮想マシンサーバへの仮想マシン移動が発生しないように構成する方法
があります。
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この設定は、VM 配置制約機能による設定を行うことでも可能ですが、ホストを追加した場合
に設定を見直す必要があり、また正しく設定されているかの検証も容易ではありません。非
常用ホストは、このような退避先としてのみ利用する仮想マシンサーバを指定し、VM 最適配
置 / 最適起動などによる移動先の制御を行うための設定です。

VMサーバ１

VMサーバ２

VMサーバ３
非常用

図: 非常用ホストが存在する場合の VM 退避
非常用ホストに設定された仮想マシンサーバは、VM 退避機能による仮想マシンの移動時
のみ利用されます。仮想マシンの起動 / 移動操作時や、負荷分散・省電力時の起動 / 移
動先としては利用できません。非常用ホストに指定されている仮想マシンサーバを仮想マシ
ンの起動 / 移動先として利用する場合、事前に非常用ホストの設定を解除する必要があり
ます。
省電力によるシャットダウン操作は、非常用ホストに対しては実行されません。このため、省
電力のポリシーを利用した場合でも、非常用ホストが省電力操作により停止することはあり
ません。
VM 退避の実行時、非常用ホストが存在することを検出した場合には、仮想マシンの移動先
として非常用ホストのみを利用するように移動を計画します。非常用ホストが複数台存在す
る場合、これらの非常用ホストに設定された仮想マシンサーバ間で、リソース状況を考慮し
て移動先を決定します。ただし、仮想マシンに Pin 制約が設定されている場合は、制約によ
る移動先を優先的に処理します。
表: Pin 制約と非常用ホスト併用時の退避先
Pin 制約

退避先

あり (force指定)

force指定の制約先のみ

あり

制約先と非常用ホスト (制約優先)

なし

非常用ホストのみ
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VMサーバ１

VMサーバ２

VMサーバ３
非常用

図: 制約と非常用ホストが存在する場合の退避
非常用ホストにすべての仮想マシンを退避できない場合、可能な限り非常用ホストに退避し、
残りは退避を行いません。ただし、停止中の非常用ホストが存在する場合には、非常用ホス
トを起動して退避を行います。また、複数台の非常用ホストが設定されている場合は、退避
可能な仮想マシンをすべて移動させるために必要な台数の非常用ホストを起動します。
注: 非常用ホストの指定は、Web コンソール上でホスト設定の [全般] タブの [非常用ホス
トに設定する] チェックボックスをオンにすることで行います。

3.12.21. VM 配置情報について
VM 配置情報機能とは、仮想マシンに対して仮想マシンサーバ上の配置を記録する機能で
す。この情報は、任意のタイミングで仮想マシンに適用し、配置を変更することができます。
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VMサーバ1

VMサーバ2

VMサーバ3

仮想マシンの配置情報を記録
配置情報
記録
ssc vmopコマンド

VMサーバ1

VMサーバ2

VMサーバ3

様々な運用により、仮想マシンが元の
配置と異なる仮想マシンサーバに移動
してしまうことは避けがたい。しかし、
手動で元に戻すのは非常に面倒！
解決
VM配置情報機能によりコマンド実行１回

VMサーバ1

VMサーバ2

VMサーバ3

で簡易に元の配置に戻すことが可能！
適用

配置情報

ssc vmopコマンド

配置情報は、仮想マシンのホストと仮想マシンサーバのホストに対する関係として設定しま
す。このため、仮想マシンを作成しなおした場合や障害などで仮想マシンサーバを交換した
場合にも、設定は維持されます。
仮想マシンサーバの指定は、ホスト名を利用して設定します。このため、ホスト名を変更した
場合には、配置情報を見直す必要があることに注意してください。
配置情報は、仮想マシングループ下のホストのタグに設定されます。配置情報を表すタグは
"@pl:" から始まります。このタグを手動で編集 / 削除した場合には、配置情報の設定に影
響があるので注意してください。
注: 配置情報の追加は、コマンドから行ってください。手動で設定した場合の動作について
は、保証できません。
また、配置情報は 1 台の仮想マシンに対して複数設定することができます。個々の配置情報
は名前 (キーワード) を持ち、この名前を指定することで、操作対象となる配置情報を選択
できます。
配置情報名 (キーワード) に設定できる文字列については、以下の通りです。


文字列長：32 文字以下



使用できる文字：半角英数字 (A-Z,a-z,1-9)、アンダーバー(_)、ハイフン(-)
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VM 配置情報の設定数については、以下の条件を満たす必要があります。


1 つの仮想マシングループに対し、配置情報名は 20 個以下



1 つの仮想マシングループに対し、配置情報の総数は 5000 個以下

この制限を超える設定を行った場合の動作については保証されません。
VM 配置情報機能は、ssc vmop コマンドによる操作のみ対応しています。
各操作は、仮想マシングループ、もしくは仮想マシンモデル単位で行います (個々の仮想マ
シンを指定して操作することも可能です)。
ただし、配置情報の適用操作に限り、仮想マシンサーバグループ、もしくは仮想マシンサー
バモデルを対象にすることが可能です。この場合、対象となる仮想マシンは、該当グループ
/ モデルの仮想マシンサーバに属している全仮想マシンとなります。
ssc vmop コマンドやその機能の詳細については、ssc コマンドリファレンスを参照してくださ
い。

3.12.22. VM 配置情報適用操作の条件
VM 配置情報を適用する操作において、移動対象となる仮想マシンは、以下の条件を満たし
ている必要があります。


指定された名前 (キーワード) の配置情報を有している



メンテナンスモードでない



他の操作が行われていない



運用グループに属しており、管理状態が "管理中" である



現在所属している仮想マシンが、運用グループに属している仮想マシンサーバ上に存
在する

仮想マシンの電源状態については、オン / オフに関わらず移動対象とします。
配置情報は、以下の条件を満たしている場合のみ有効と判断されます。


指定先として設定されているホスト名を有する仮想マシンサーバのホストが存在する



指定先の仮想マシンサーバのホストに、リソースが割り当てられている



仮想マシンが現在所属している仮想マシンサーバのホストと、同一のグループ、および
モデルに所属しているホストが指定先である
•

仮想マシンサーバのホストがグループに直接割り当てられている場合は、同一の
グループに所属し、モデルに割り当てられていない仮想マシンサーバに限る

有効でないと判断された配置情報は、設定されていないものとみなします。
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仮想マシンの移動先となる仮想マシンサーバは、以下の条件を満たしている必要がありま
す。


移動先仮想マシンサーバが運用グループに属しており、リソースが割り当てられている



移動元仮想マシンサーバと同一のグループ、およびモデルに所属している
•

移動元仮想マシンサーバがグループに直接割り当てられている場合、同一のグル
ープに所属し、モデルに割り当てられていない仮想マシンサーバ



移動元仮想マシンサーバと同じデータストアを共有している



ハードウェアステータスが "故障"、または "一部故障" ではない



他の操作が行われていない
(起動操作については除きます。)



キャパシティ値に空きがある (*1)



メンテナンスモードでない

仮想マシン、および仮想マシンサーバの電源状態は、実際の電源状態と
SigmaSystemCenter 上の電源状態が異なる場合があります。本操作において、仮想マシン
の電源状態は、実際の電源状態と SigmaSystemCenter 上の電源状態のどちらかが "On"
であれば、オンとみなします。仮想マシンサーバについては、実際の電源状態を利用しま
す。
仮想マシンの移動先となる仮想マシンサーバの電源がオフの場合、以下の動作を行いま
す。


仮想マシンの電源状態がオンの場合
仮想マシンサーバの起動を行い、起動完了後に移動を行います。



仮想マシンの電源状態がオフの場合
仮想マシンサーバの移動を行わず、移動対象外とします。ただし、仮想マシンサーバの
起動操作が行われる (電源状態がオンの仮想マシンの移動先となっている) 場合には、
起動完了後に移動を行います。
仮想マシンの移動先となる仮想マシンサーバが起動処理中の場合、仮想マシンの起動
完了後に移動を行います。この場合、仮想マシンの電源状態がオフであっても、移動対
象となります。
VM 配置情報機能は、VM 配置制約機能より優先されます。このため、配置情報に競合
する制約が設定されていた場合、制限を無視して移動を行います。配置情報の適用後
も制約に従うようにする場合は、配置情報を制約違反とならないよう設定する必要があ
ります。
なお、配置情報の適用操作では、Failover 操作をサポートしていません。このため、下
記の状況において、配置情報適用操作の結果は保証されません。
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障害などにより、仮想マシンの Failover が必要な状況
(例：電源状態がオンの仮想マシンが、停止状態の仮想マシンサーバ上に存在する)



SigmaSystemCenter 外で操作を行ったことにより、仮想マシンの電源状態が
SigmaSystemCenter 上の状態と異なっている場合

このような状況下にある場合は、事前に Failover 操作 / 収集操作を行い、問題を解消する
必要があります。
配置情報適用操作を同一の対象 (仮想マシン) に対して複数並列に実行した場合、いずれ
か一方の情報に基づき移動が行われます。対象が複数の場合、それぞれの仮想マシンが
どちらの操作で指定されている配置になるかは不定です。
(*1) 仮想マシンの移動先となる仮想マシンサーバにキャパシティの空きがない場合、可能で
あれば、移動先に存在する仮想マシンの退避を試みます。退避対象となる仮想マシンにつ
いては、下記の条件を満たす必要があります。


適用する配置情報名の配置情報が設定されていない



移動を行う仮想マシンと同一のグループ、およびモデルに属している
•



仮想マシンがグループに直接割り当てられている場合、同一のグループに所属し、
モデルに割り当てられていない仮想マシン

配置制約が設定されていない (制約の種類に関わらず)

3.12.23. VM 配置情報機能の利用例
VM 配置情報を利用するケースとして、一般的に以下のようなことが考えられます。
1.

仮想マシンサーバの障害時、Failover 操作によって退避した仮想マシンを、復旧後に元
の配置に戻したい。

2.

時間帯や業務別に仮想マシンの配置を決めておき、適時配置を変更したい。

上記、1 の要件で配置情報を構成した場合について、説明します。
次の図は、仮想マシンサーバグループ GroupA 配下のモデル VMSModel 上の仮想マシン
サーバ VMS1、VMS2、VMS3、VMS4 とその上で動作する VM1、VM2、VM3、VM4、VM5、
VM6 について、正常時の状態を示したものです。
この状態の配置を、VM 配置情報機能を利用し、配置情報 Keyword1 として設定しておきま
す。
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1. 正常時の状態における仮想マシンの配置を、現在の配置に従って記録する。
GroupA\VMSModel
VMS１

VMS2

VMS3

VM1

VM3

VM5

VM2

VM4

VM6

配置情報(keyword1)

VMS4
記録

VMS１ VMS2

VMS3

VM1

VM3

VM5

VM2

VM4

VM6

VMS4

ここで VMS1 に障害が発生したとします。
VMS1 上で動作していた仮想マシンについて、業務を継続するために仮想マシンの退避を
行います。この結果、VMS1 上で移動していた VM1、および VM2 は、正常な仮想マシンサー
バにそれぞれ Failover されます。

2. VMS1が故障し、その上で動作していたVM1, VM2がFailoverされる。
GroupA\VMSModel
VMS１

Failover

VMS2

VMS3

VMS4

VM1

VM3

VM5

VM1

VM2

VM4

VM6

VM2

配置情報(keyword1)
VMS１ VMS2

VMS3

VM1

VM3

VM5

VM2

VM4

VM6

VMS4

故障
Failover

この後、VMS1 を修理、もしくは交換により、正常化します。ここで、元の運用を戻すためには、
VM1、VM2 のそれぞれの仮想マシンを元の配置に戻す必要があります。しかし、仮想マシン
の台数が多い場合などにおいては、元の配置に戻すための手順が煩雑になり、対応が容易
ではありません。
このような場合に、正常状態の配置情報が存在しているならば、この配置情報を適用するこ
とで容易に元の配置に戻すことが可能です。
配置情報 Keyword1 には、VM1、および VM2 の配置先として VMS1 が記録されているため、
これを適用すると VM1、および VM2 は VMS1 に移動します。その他の仮想マシン (VM3、
VM4、VM5、VM6) は、配置情報 Keyword1 と同じ配置先で稼動しているため、何も行いま
せん。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
496

仮想マシンの配置管理
3. 配置情報(Keyword1)を適用し、正常時の配置に戻す。
GroupA\VMSModel
VMS１

Migrate

VMS2

VMS3

配置情報(keyword1)

VMS4

VM1

VM3

VM5

VM1

VM2

VM4

VM6

VM2

適用

VMS１ VMS2

VMS3

VM1

VM3

VM5

VM2

VM4

VM6

VMS4

復旧
Migrate

同様に、VMS2、VMS3 が故障した場合にも、配置情報 Keyword1 を適応することで、元の
状態に戻すことができます。
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3.13. 仮想環境の障害対応について
3.13.1. 仮想マシンサーバダウン時の VM 退避
仮想環境に対する SigmaSystemCenter の障害復旧機能の 1 つとして、障害発生時に実行
される仮想マシンの退避の機能があります。
SigmaSystemCenter
は 、 vCenter
Server 、 ESMPRO/ServerManager 、
SystemProvisioning などにより、仮想マシンサーバに対し定期的に死活監視を行います。
仮想マシンサーバからの反応がなくなった場合、SigmaSystemCenter は VM 最適配置機能
の VM 退避機能により、その仮想マシンサーバ上で動作していた仮想マシンを別仮想マシン
サーバに退避させることで、業務を継続できるようにします。
VM 退避機能では、システム全体の仮想マシンの配置状況を確認し、仮想マシンの退避先と
なる仮想マシンサーバを自動で適切に決定することができます。また、VM 配置制約機能に
より、配置先の仮想マシンサーバの決定方法をシステムの要件に応じてカスタマイズするこ
とが可能です。
そして、SigmaSystemCenter は、VM 退避をより確実に実行できるように、次の機能も提供
しています。


仮想マシンサーバの強制 OFF
障害時、障害が発生した仮想マシンサーバがオフ状態になっていることを想定し、移動
元の仮想マシンサーバがオフ状態でも移動が可能な Failover を使用して、仮想マシン
を別仮想マシンサーバに退避させる必要があります。
しかし、仮想マシンサーバの電源はオン状態ではあるがその上のホストが反応しない半
死のような状況では、通常、仮想マシンの Failover を実行することができません。
Failover の実行条件を満たすためには仮想マシンサーバを電源オフ状態にする必要が
ありますが、仮想マシンサーバが半死状態のため通常のシャットダウンでは失敗するケ
ースが少なくありません。
これに対し、SigmaSystemCenter は BMC 経由の電源制御で仮想マシンサーバを強制
OFF することで、Failover が可能な状態にすることができます。これにより、仮想マシン
サーバがどのような状態のときでも確実に Failover を実行することができるようになりま
す。



仮想マシンサーバの診断処理
ネットワークスイッチの障害やストレージの障害などシステム全体に波及するような障害
やダウン状態の仮想マシンサーバが多数あるような状況の場合、復旧処理を実行して
も成功せず、復旧処理の負荷により更に状況が悪化することも考えられます。このよう
な状況のときは、診断処理により復旧処理は実行されません。
また、仮想マシンサーバが一時的な高負荷な状況のとき、監視製品が誤ってアクセス
不可のイベントを検出し、実行する必要がない復旧処理が実行される可能性がありま
す。このような問題に対しても、診断処理により対応することができます。診断処理によ
り仮想マシンサーバが正常と判断した場合は、復旧処理は実行されません。
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本機能を利用するために使用する標準ポリシーは、標準ポリシー (仮想マシンサーバ)、標
準ポリシー (仮想マシンサーバ 予兆)、標準ポリシー (仮想マシンサーバ 省電力) です。こ
れらの標準ポリシーでは、VMS アクセス不可のポリシー規則が有効な状態で登録されてい
ます。
次の図は、VMware (vCenter Server 管理) の環境で標準ポリシー (仮想マシンサーバ) を
使用した場合に、VMS アクセス不可のイベントが発生したときの動作の説明です。
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１

障害の発生、VMSアクセス不可のイベントの検出
仮想マシンサーバ上で障害が発生すると、vCenter Serverと仮想マシンサーバ間の通信が不可状態になるため、vCenter
ServerはVMSアクセス不可のイベントを検出する。障害イベントはSystemProvisioningに通知される。

VMサーバ１
管理サーバ

VM1 Off

vCenter Server

VM2 Oｎ

死活監視

VM3 Oｎ
Oｎ

SystemProvisioning

VMサーバ2

死活監視

VM4 Oｎ

VM1

VM3

VM2

VM4

データストア

Oｎ

2

ポリシーの起動、診断処理・強制Off・Failoverの実行
検出されたVMSアクセス不可の障害イベントを受け、以下のポリシーアクションが実行される。
1. メール通報、イベントログ出力を行う。
2. ステータスに故障をセットする。
3-1. 障害状況が復旧可能な状況かどうか診断処理を行う。
3-2. 障害発生した仮想マシンサーバが電源On状態の場合は、強制Offする。
4. 障害発生した仮想マシンサーバ上で動作していたVMを別仮想マシンサーバにFailoverする。移動後に、VMが起動され
ることで業務が復旧する。

VMサーバ１
管理サーバ

VM1 Off
VM2 Oｎ

vCenter Server

3-1.診断処理
3-2.強制Off

SystemProvisioning

VM3 Oｎ

Off

故障

VMサーバ2
VM4 Oｎ
1.イベントログ出力

VM2
VM3

1.メール通報

起動操作を行うとVM最
適起動の機能により、別
VMサーバに移動する。

4.Failover
VM1

VM3

VM2

VM4

データストア

Oｎ
Oｎ

Oｎ
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3.13.2. HW 障害予兆発生時の VM 退避
もうひとつの復旧機能は、温度異常などの HW 障害予兆発生時に実行される仮想マシンの
VM 退避の機能です。
マシンに搭載されている BMC は、障害の予兆となるハードウェアの異常な状態を検出する
こ と が で き ま す 。 BMC で 検 出 さ れ た 異 常 は ESMPRO/ServerAgent 、
ESMPRO/ServerManager、または Out-of-Band Management (OOB 管理) を経由して、
イベント通知されます。通知されたイベントを受け、SigmaSystemCenter はその仮想マシン
サーバ上で動作している仮想マシンを別仮想マシンサーバに Migration することで、障害に
よる業務停止を事前に回避するようにします。
前述の仮想マシンサーバダウン時の VM 退避では障害発生時に一時的に業務停止が発生
しますが、本機能を利用することで仮想マシンサーバの障害を事前に回避できるため、業務
をできるだけ停止しないような運用が可能になります。
センサー診断では、イベント受信後、OOB 管理によりハードウェア状態の再度確認が行わ
れます。状態に変わりがなければ、引き続き復旧処理が実行されます。OOB 管理が無効な
場合は、センサー診断の処理は実行されず、ポリシーの次のアクションが実行されます。
本機能を利用するためには、ESMPRO/ServerAgent の障害時自動シャットダウンの設定を
無効にしておく必要があります。
注:
▪ ESX (Linux) の場合、ESMamsadm を起動し、「Base Setting」から「Shutdown Setting」
画面で [Enable the function] のチェックボックスをオフにします。
▪ Hyper-V (Windows) の場合、ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルより、[全般]
タブ － "通報設定" － アラートマネージャ画面上で、 [設定] メニューから「通報基本設定」
－ [その他の設定] タブの "シャットダウン開始までの時間設定" のアイコンを赤にします。
本機能を利用するために使用する標準ポリシーは、標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予
兆)、標準ポリシー (仮想マシンサーバ Hyper-V 予兆) です。これらの標準ポリシーでは、
予兆関連のイベントのポリシー規則が有効な状態で登録されています。その他の仮想マシ
ンサーバ用の標準ポリシーについては、予兆関連のイベントのポリシーが無効状態で追加さ
れているため、設定を有効に変更することで利用可能です。
次の図は、VMware (vCenter Server 管理) の環境で標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予
兆) を使用した場合に、HW 予兆:筐体温度異常のイベントが発生したときの動作の説明で
す。
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１

障害の発生、HW障害予兆の検出
仮想マシンサーバ上で温度異常などの障害の予兆が発生すると、BMCが検出し、SystemProvisioningにsnmpトラップを
送信する。

VMサーバ１
管理サーバ
vCenter Server

VM1

Off

VM2

Oｎ

VM3

Oｎ

BMC
SystemProvisioning

snmpトラップ

Oｎ

VMサーバ2
VM4 Oｎ

VM1

VM3

VM2

VM4

データストア

BMC
Oｎ

2

ポリシーの起動、センサー診断・Migration・シャットダウンの実行
検出された障害イベントを受け、以下のポリシーアクションが実行される。
1. 障害発生マシンに実装されているハードウェアセンサー情報をBMC経由で取得し、問題が発生していないか確認する。問
題がある場合は、ステータスに故障をセットし、処理を続行する。
2. メール通報、イベントログ出力を行う。
3. 障害発生した仮想マシンサーバ上で動作していたVMを別仮想マシンサーバにMigrationする。Migrationが失敗した場合
は、Failoverを実行する。
４. 障害発生した仮想マシンサーバをシャットダウンする。

VMサーバ１
VM1

管理サーバ

Off

VM2 Oｎ

vCenter Server

1.センサー診断
SystemProvisioning

VM3 Oｎ
BMC
Off

故障

4.シャットダウン VMサーバ2
VM4 Oｎ
VM2

2.イベントログ出力
2.メール通報

VM3

起動操作を行うとVM最適
起動の機能により、別VM
サーバに移動する。

3.Migration/
Failover
VM1

VM3

VM2

VM4

データストア

Oｎ
Oｎ

BMC
Oｎ
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3.13.3. ブートコンフィグ (vIO) 置換による仮想マシンサーバの N+1 リカ
バリ
もうひとつの復旧機能は、ブートコンフィグ (vIO) 置換により障害が発生した仮想マシンサ
ーバを予備機に切り替える機能です。
ブートコンフィグ (vIO) 置換とは、Express5800 / SIGMABLADE の vIO コントロール機能を
利用して、稼動中のマシンを予備マシンに切り替える機能です。vIO コントロール機能とは、
SIGMABLADE の MAC アドレスや WWN、UUID を仮想化する技術です。
ブートコンフィグ (vIO) 置換は物理環境、仮想環境のほとんどの環境で利用することができ
ます。物理マシンや仮想マシンサーバに対する、マシン置換の操作やポリシーアクションに
より利用します。
ブートコンフィグ (vIO) 置換による仮想マシンサーバの N+1 リカバリには、以下の特徴があ
ります。


切り替えのために、SigmaSystemCenter 上でストレージ関連の設定が必要なくなりま
す。SAN ブート置換では、ストレージへのアクセスコントロール制御が必要でしたが、ブ
ートコンフィグ (vIO) 置換では、仮想化された WWN の使用によりストレージへのアク
セスコントロール制御を行わずに、稼動マシンから予備マシンへ切り替えることができる
ようになります。
また、ストレージ制御が不要になるため、SigmaSystemCenter が対応していないストレ
ージ機種を使用した環境においても、SigmaSystemCenter の N+1 リカバリの機能を利
用できるようになります。



MAC アドレスや WWN、UUID の情報を管理しているソフトウェアが、切り替えの影響を
うけなくなります。従来のブートコンフィグ置換以外の N+1 リカバリでは、切り替えを行っ
たとき、ハードウェア情報の管理しているソフトウェアは切り替え時に行われるハードウ
ェアの情報変更の影響を受ける場合がありました。ブートコンフィグ置換では、MAC アド
レスや WWN、UUID を変更することなく切り替えを行うことができるため、MAC アドレス
や WWN、UUID の情報を管理するソフトウェアは切り替えの影響を受けません。ただし、
MAC アドレスや WWN、UUID 以外のハードウェアの情報を管理しているソフトウェアが
切り替え時に動作しない可能性は依然として残ります。



仮想環境で利用可能な唯一の N+1 リカバリの方法です。

ブートコンフィグ (vIO) 置換の利用方法詳細については、「SigmaSystemCenter ブートコン
フィグ運用ガイド」を参照してください。
障害発生時にブートコンフィグ (vIO) 置換が行われるようにするために、ポリシーの設定に
障害時のイベントに対応するアクションとして、マシン置換を設定します。仮想環境向けの標
準ポリシーでは、復旧のアクションとして仮想環境専用の障害復旧のアクションである仮想
マシンの Failover や Migration が設定されているため、ポリシーの設定を変更する必要があ
ります。仮想環境専用の障害復旧機能のアクションをマシン置換に置き換えて利用すること
も可能ですが、次の説明のように仮想環境専用の障害復旧機能とブートコンフィグ (vIO)
置換を組み合わせて利用することで、より効果的な復旧処理が可能になります。
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(1) 仮想マシンサーバダウン時の VM 退避との組み合わせ
ブートコンフィグ (vIO) 置換を「3.13.1 仮想マシンサーバダウン時の VM 退避」で説明
の障害復旧処理と組み合わせて利用します。
先に高速に処理が可能な仮想マシンの Failover を実行することで、迅速に復旧を行う
ことができるため、業務のタイムダウンを最小限に止めることができます。その後、仮想
マシンサーバの置換により正常な仮想マシンサーバの台数を障害前の状態に戻すこと
ができます。
VM退避とブートコンフィグ(vIO)置換の組み合わせによる復旧 その1
(仮想マシンサーバの障害発生時)
物理マシン1

診断処理・強制Off・

物理マシン3(予備機)

物理マシン2

論理マシン1

論理マシン2

Failoverの実行

VM1 Off

VM4 Oｎ

診断・強制OFFとFailover

VM2 Oｎ

VM2

VM3 Oｎ

VM3

を実行し、業務を実行してい
る仮想マシンの復旧を先に

2.Failover

行う。
Off

1.診断・

故障

ブート
コンフィグ

データストア

強制Off

物理マシン1

マシン置換の実行

ブート

Oｎ

コンフィグ

VM1

VM3

VM2

VM4

VM2
VM3

故障

ブート
コンフィグ

データストア

論理マシン1

VM4 Oｎ

ンサーバの復旧を行う。

Off

Off

物理マシン3(予備機)

論理マシン2

VM1 Off

グ置換)を実行し、仮想マシ

Oｎ

物理マシン2

論理マシン1

マシン置換(ブートコンフィ

Oｎ

Oｎ

VM1 Off

Oｎ
Oｎ
ブート

ブート

コンフィグ

Oｎ

VM1

VM3

3.マシン置換

VM2

VM4

(ブートコンフィグ置換)

コンフィグ

(2) HW 障害予兆発生時の VM 退避との組み合わせ
ブートコンフィグ (vIO) 置換を「3.13.2 HW 障害予兆発生時の VM 退避」で説明の障害
復旧処理と組み合わせて利用します。
先に仮想マシンの Migration を行った後、仮想マシンサーバの置換を行うことで、業務
を停止せずに復旧を行うことができます。仮想マシンの Migration だけの場合は、障害
が発生した仮想マシンサーバをシャットダウンするため、仮想マシンサーバの台数が少
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仮想環境の障害対応について
なくなり、システムが縮退した状態になりますが、ブートコンフィグ (vIO) 置換との組み
合わせにより、縮退状態から復旧することができます。
VM退避とブートコンフィグ(vIO)置換の組み合わせによる復旧 その２
(仮想マシンサーバの障害予兆発生時)
物理マシン1

Migrationの実行

論理マシン1

Migrationを実行し、業務を
実行している仮想マシンを
起動中のまま別仮想マシン
サーバに退避する。

物理マシン3(予備機)

物理マシン2
論理マシン2

VM1 Off

VM4 Oｎ

VM2 Oｎ

VM2

VM3 Oｎ

VM3

Oｎ
Oｎ

1.Migration/Failover

Oｎ

故障

ブート
コンフィグ

データストア

物理マシン1

マシン置換の実行
障害マシンのシャットダウ

VM1

VM1

VM3

VM2

VM4

物理マシン3(予備機)

論理マシン2

VM2

実行し、仮想マシンサーバの

ブート
コンフィグ

Oｎ

データストア

VM1 Off

Oｎ

VM3

復旧を行う。
故障

論理マシン1

VM4 Oｎ

Off

(ブートコンフィグ置換)を

Off

Off

コンフィグ

物理マシン2

論理マシン1

ンの代わりに、マシン置換

ブート

Oｎ

Oｎ
ブート

ブート

コンフィグ

Oｎ

VM1

VM3

2.マシン置換

VM2

VM4

(ブートコンフィグ置換)

コンフィグ

3.13.4. 各障害復旧機能の対応環境
各障害復旧の機能の対応環境について、下記を参照してください。

N+1 リカバリ
イメージ復元

仮想環境用の障害対応機能
SAN ブート置換

ブートコンフィグ

障 害 時 の VM

障害予兆時の VM

(vIO) 置換

自動 Failover

自動 Migration

物理環境

利用可能

利用可能

利用可能

対象外

対象外

VMware
vCenter Server
管理

利用不可

利用不可

利用可能

利用可能

利用可能
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N+1 リカバリ
イメージ復元

仮想環境用の障害対応機能
SAN ブート置換

ブートコンフィグ

障 害 時 の VM

障害予兆時の VM

(vIO) 置換

自動 Failover

自動 Migration

スタンドアロン
ESXi

利用不可

利用不可

利用可能

利用可能

利用可能
(Migration不可。
シャットダウン後に
移動)

XenServer

利用不可

利用不可

利用可能

利用可能

利用可能

Hyper-Vクラスタ

利用不可

利用不可

利用可能

利用可能

利用可能

Hyper-V単体

利用不可

利用不可

利用可能

利用不可

利用不可

KVM

利用不可

利用不可

利用可能

利用不可

利用可能

3.13.5. 仮想環境の監視について
SigmaSystemCenter は、主に次の表の方法で仮想環境の監視を行います。各監視機能の
詳細については、「2.3 SigmaSystemCenter の監視機能」を参照してください。

監視方法

監視内容

異常時の検出イベント (ポリ

イベント発生時の

シー規則名)

SigmaSystemCenter
の主な対応動作

備考

死活監視

仮想マシンサーバ
の稼動状況、管理
サーバと仮想マシ
ンサーバ間の接続
監視

VMSアクセス不可、ターゲット
アクセス不可

イベント通知、別仮想マ
シンサーバへの仮想マ
シンの退避

－

IPMIによるハ
ードウェア監視

仮想マシンサーバ
のHW状態の監視

HW予兆：ファン / 冷却装置
異常、ファン / 冷却装置異常
(復旧不能)、HW予兆：電圧
異常、電圧異常 (復旧不
能)、HW予兆：電源装置異
常、HW予兆：冷却水漏れ、
HW予兆：筐体温度異常、筐
体温度異常 (復旧不能)、
CPU温度異常、CPU障害、
CPU縮退障害、メモリ障害、
メモリ縮退障害

イベント通知、別仮想マ
シンサーバへの仮想マ
シンの退避

－

SystemMonitor
による性能監視

VM最適配置におけ
る仮想マシンサー
バの負荷状態の監
視、収集性能デー
タの閾値監視

高負荷検出(SysmonPerf)、
低負荷検出(SysmonPerf)、
性能情報と監視種類の組み
合わせのイベント (ポリシー
に追加の定義が必要)

VM最適配置による負
荷分散、省電力

VM最適配置用
以外の監視は監
視プロファイル設
定により閾値監
視の設定追加が
必要

ディスクパス監
視

仮想マシンサーバ
とストレージ間の接
続監視

ディスクパス接続切断、ディス
クパス冗長性低下、ディスク
パス間欠障害

イベント通知

監視対象が
VMware
(vCenter Server
管理) のESXの
場合、監視設定

(それぞれポリシーの追加の
定義が必要)
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監視方法

監視内容

異常時の検出イベント (ポリ

イベント発生時の

シー規則名)

SigmaSystemCenter

備考

の主な対応動作
の追加により監
視が可能。
ネットワークパ
ス監視

ネットワークパス接続切断、
ネットワークパス冗長性低下

仮想マシンサーバ
と外部ネットワーク
機器間の接続監視

(それぞれポリシーに追加の
定義が必要)

イベント追加、別仮想マ
シンサーバへの仮想マ
シンの退避

監視対象が
VMware
(vCenter Server
管理) のESXの
場合、監視設定
の追加により監
視が可能。

3.13.6. 仮想環境の障害について
仮想環境では次の図のような障害が考えられます。

VMware(VC管理)の場合

管理LAN
VM用LAN

管理サーバ

BMC LAN

SystemProvisioning

1.管理サーバ障害

ＳAN

2.連携製品障害
DPM

VC

3.管理サーバ通信障害
スイッチ

4.NWスイッチ障害
6.BMC通信障害

5.VMS通信障害
VMサーバ１

VMサーバ2

7.VM通信障害

VMサーバ3

9.VMS・HW障害予兆

8.VMS障害

10.VMS高負荷状態
13.VMS複数同時障害

12.VM障害

11.VMS低負荷状態
14.FCパス障害
15.FCスイッチ障害
FCスイッチ

17.データストア容量不足

16.ストレージ装置障害
ストレージ
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No

障害

障害内容

障害の影響

復旧作業

SigmaSystem
Center の 対 応

その他の可用性
向上方法など

可能な動作
1

管理サーバ
障害

管理サーバの
HW/OS/SSC
障害

管理中全マシン
の監視/制御不
可

管理サーバHW
交換、OS再起動
など

－

定期的なバック
アップ。クラスタ
ソフトやFTサー
バ利用による管
理サーバの冗長
化

2

連携製品障
害

VCやDPMなど
の障害

VC:管理中
VMS・VMの監
視/制御不可、
DPM:VM作成
不可/パッチ・
AP適用不可

各製品のサービ
ス再起動など

連携動作時に障
害を検出。

クラスタソフトに
よる管理サーバ
の冗長化

管理中全マシン
の監視/制御不
可

NIC/ケーブルの
交換

3

管理サーバ
通信障害

管理サーバ
NIC障害/NWケ
ーブル断線

検出時に画面上
で通知。
死活監視で障害
を検出。 *1

管理サーバの管
理LAN・NICの
冗長化

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
4

5

NWスイッチ
障害

VMS通信障
害

NWスイッチの
HW障害

VMSの管理
LAN・NIC障害
/NWケーブル
断線

全業務実行不
可。管理中全マ
シンの監視/制
御不可

NWスイッチHW
交換・設定変更な
ど

障害発生VMS
の制御不可。障
害発生VMS上
のVMに対して
Migrationなど
ほとんどの制御
が不可

NIC/ケーブルを
交換する

死活監視で障害
を検出。 *1

NWスイッチの
冗長化

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
死活監視やネッ
トワークパス監
視で障害を検
出。 *1

VMSの管理
LAN・NICの冗
長化

検出時、別VMS
へVM退避を行
う。VMSは予備
機へ切り替えを
行う。 *2
また、イベントの
通知や画面上で
通知を行う。

6

BMC通信障
害

VMSのBMC・
NIC障害/NWケ
ーブル断線

BMC経由の電
源制御/監視/診
断不可

HW障害箇所/ケ
ーブルを交換す
る

連携動作時に障
害を検出。

－

検出時に画面上
で通知。
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No

障害

障害内容

障害の影響

復旧作業

SigmaSystem
Center の 対 応

その他の可用性
向上方法など

可能な動作
7

VM通信障害

VMSのVM用
LAN・NIC障害
/NWケーブル
断線

障害発生VMS
上のVMの業務
実行不可。VM
作成不可(DPM
使用時)/パッ
チ・AP適用不
可

VMの再起動など

ネットワークパス
監視で障害を検
出。 *1

VMSのVM用
LAN・NICの冗
長化

検出時、別VMS
へVM退避を行
う。
また、イベントの
通知や画面上で
通知を行う。

8

VMS障害

VMSのHW/OS
障害

障害発生VMS
上のVMの業務
実行不可

障害発生VMS上
のVMを別VMS
へ移動後、VMS
を交換する。OS
障害原因を取り
除く。

死活監視やハー
ドウェア監視で
障害を検出。 *1

－

検出時、別VMS
へVM退避を行
う。VMSは予備
機へ切り替えを
行う。 *2
また、イベントの
通知や画面上で
通知を行う。

9

VMS・HW障
害予兆

致命的でない
VMSのHW障
害

症状が悪化し
た場合、VMS
障害が発生す
る可能性がある

障害箇所HW交
換。VMS本体を
交換する場合
は、VMS上のVM
を別VMSへ移動
が必要

ハードウェア監
視で障害を検
出。

－

検出時、別VMS
へVM退避を行
う。VMSは予備
機へ切り替えを
行う。*2
また、イベントの
通知や画面上で
通知を行う。

10

VMS高負荷
状態

VMSが高負荷
状態になる

高負荷による業
務遅延

－

性能監視で障害
を検出。

－

検出時、VM最
適配置による負
荷分散を行う。
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No

障害

障害内容

障害の影響

復旧作業

SigmaSystem
Center の 対 応

その他の可用性
向上方法など

可能な動作
11

VMS低負荷
状態

VMSが低負荷
状態になる

VMS利用効率
の低下

－

性能監視で障害
を検出。

－

検出時、VM最
適配置による省
電力を行う。
12

VM障害

VMのHW/OS
障害

障害発生VMの
業務実行不可

VMの再起動など

死活監視で障害
を検出。 *1

クラスタソフトに
よるVMの冗長
化

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
13

14

VMS複数同
時障害

FCパス障害

電源などの共
有装置障害
(ブレードの場
合) や停電によ
る複数VMSの
停止

停止したVMS
上の業務実行
不可

VMSのHBA障
害/FCケーブル
断線

障害発生VMS
上のVMの業務
実行不可

電源などの共有
装置を交換、停
電復旧後に起動

死活監視で障害
を検出。 *1

電源装置の冗
長化、UPSの導
入

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
HBA/FCケーブル
の交換

ディスクパス監
視で検出。 *1

HBA冗長化

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
15

FCスイッチ
障害

FCスイッチ障
害

全業務実行不
可

FCスイッチの交
換

ディスクパス監
視で検出。 *1

FCスイッチ冗長
化

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
16

ストレージ装
置障害

ストレージのポ
ート/コントロー
ラ/ディスク障害

全業務実行不
可

ストレージ障害箇
所の交換。データ
が無くなった場合
はシステム再構
築が必要

ディスクパス監
視で検出。 *1
検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。

ポート/コントロー
ラの冗長化。デ
ィスクを冗長性
のあるRAIDレベ
ルで構成する
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No

障害

障害内容

障害の影響

復旧作業

SigmaSystem
Center の 対 応

その他の可用性
向上方法など

可能な動作
17

データストア
容量不足

データストアの
容量不足

新規VM作成不
可、VMのディ
スク拡張不可

データストア追
加、容量拡張

データストアの
監視で検出。

－

検出時にイベン
トの通知や画面
上で通知を行
う。
*1

死活監視やディスクパス監視、ネットワークパス監視では、該当箇所の障害の影響により発生する現象を障害
として検出します。そのため、該当箇所の障害を明示的に特定して検出することはできません。各監視機能の
詳細については、「2.3 SigmaSystemCenterの監視機能」を参照してください。

*2

VMSの予備機への切り替えは、ブートコンフィグ (vIO) 置換の設定が必要です。ブートコンフィグ (vIO) 置換
は、Express5800 / SIGMABLADEでのみ利用可能です。「3.13.3 ブートコンフィグ (vIO) 置換による仮想マ
シンサーバのN+1リカバリ」を参照してください。

各障害の具体的な検出動作や復旧動作詳細について、仮想化基盤全体で共通部分もあり
ますが、仮想化基盤別に異なる部分も多くあります。

3.13.7. vCenter Server 管理の場合のポリシー動作
下記表では、VMware (vCenter Server 管理) の環境において、「3.13.6 仮想環境の障害
について」で説明した障害が発生した場合の、標準ポリシー (仮想マシンサーバ 予兆) をベ
ースに作成したポリシーの動作について、説明します。
VMware は、vSphere 5 を利用した場合の説明です。
No.11 の VMS 低負荷状態については、ポリシーが既定で無効になっているため、設定を有
効に変更します。No.17 については、システムポリシー (マネージャ) の説明です。
No.7 と Vo.12 の仮想マシンの障害については、標準ポリシー (仮想マシン) の説明です。
下記表の障害時の既定動作では、検出イベントに設定された復旧アクションの動作について
説明します。

No

障害

検出イベント (ポリ

障害の検出動作概要

シー規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作
概要 (一部イベントについては、デ
フォルト値から変更)

1

管理サーバ障
害

なし

なし

なし

2

連携製品障害

なし

各製品を使用する処理でマネー
ジャへのアクセス不可を検出

障害イベントは検出されないので、
ポリシーによる復旧処理は実行さ
れない。
管理コンソールのダッシュボードや
サブシステムで障害マネージャ情
報が表示される。

3

管理サーバ通

VMSアクセス不可

障害により管理サーバからVMS

障害情報のメール通報とイベントロ
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No

障害

検出イベント (ポリ

障害の検出動作概要

シー規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作
概要 (一部イベントについては、デ
フォルト値から変更)

信障害

4

5

NWスイッチ障
害

VMS通信障
害

VMSアクセス不可

VMSアクセス不可
(冗長性低下)

へアクセスできなくなるため、
vCenter ServerがVMSのアクセ
ス不可障害を検出

グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。

障害により管理サーバからVMS
へアクセスできなくなるため、
vCenter ServerがVMSのアクセ
ス不可障害を検出

障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。

VMSアクセス不可

VMSアクセス不可

障害により管理サーバからVMS
へアクセスできなくなるため、
vCenter ServerがVMSのアクセ
ス不可障害を検出

障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。

冗長性低下 (監視設定追加が必
要)
vCenter Serverがネットワークの
冗長性低下を示すアラームを検
出。監視の追加方法は、「2.8 ネ
ットワークパス監視」参照。

診断処理では、障害により全VMS
へのアクセスが不可のためVM退
避先はないので復旧不可と判断
し、エラー終了する。

診断処理では、障害により全VMS
へのアクセスが不可のためVM退
避先はないので復旧不可と判断
し、エラー終了する。

診断処理では、1台のみがアクセス
不可の状況のため復旧可能な障
害と判断する。VM用LAN経由
(DPM経由) で対象VMS上のVM
のシャットダウンを行う。VMSの強
制Offを実行する。VMをFailoverで
別VMSへ退避後、VMを起動し、業
務の復旧を完了する。
冗長性低下
障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。対象VMS
上のVMをMigrationで別VMSに移
動する。Migrationが失敗した場合
は、Failoverを実行する。

6

BMC通信障
害

なし

BMCを使用する処理でBMC利
用不可を検出

障害イベントは検出されないので、
ポリシーによる復旧処理は実行さ
れない。
管理コンソールのマシン詳細設定
でOOB管理接続不可状態が表示
される。

7

VM通信障害

既定ではなし (接
続切断、冗長性低
下)

監視設定追加などにより以下の
検出が可能。「2.8 ネットワーク
パス監視」参照。
接続切断
vCenter Serverがネットワークの
接続切断を示すアラームを検出

障害情報のメール情報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。対象VMS
上のVMをMigrationで別VMSに移
動する。Migrationが失敗した場合
は、Failoverを実行する。

冗長性低下
vCenter Serverがネットワークの
冗長性低下を示すアラームを検
出
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仮想環境の障害対応について
No

障害

検出イベント (ポリ

障害の検出動作概要

シー規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作
概要 (一部イベントについては、デ
フォルト値から変更)

8

VMS障害

VMSアクセス不可

VMSアクセス不可

CPU温度異常

障害により管理サーバからVMS
へアクセスできなくなるため、
vCenter ServerがVMSのアクセ
ス不可障害を検出

ファン / 冷却装置
異常 (復旧不能)
電圧異常 (復旧不
能)
筐体温度異常 (復
旧不能)

CPU温度異常、ファン / 冷却装
置異常 (復旧不能)、電圧異常
(復旧不能)、筐体温度異常 (復
旧不能)
ESMPRO/ServerAgent、または
OOB管理経由でHW障害を検出
する。

9

VMS・HW障
害予兆

HW予兆：ファン/冷
却装置異常
HW予兆：電圧異
常

ESMPRO/ServerAgent、または
OOB管理経由でHW障害を検出
する

HW予兆：電源装
置異常

高負荷検出
(SysmonPerf)

HW障害予兆のポリシーを利用す
るので、あらかじめ、
ESMPRO/ServerAgentの障害時
自動シャットダウンの設定を無効に
しておく必要がある。

まず、センサー診断を行い、復旧処
理を行うべき状況かどうかを判断
する。

HW予兆：筐体温
度異常

VMS高負荷
状態

診断処理では、1台のみがアクセス
不可の状況のため復旧可能な障
害と判断する。対象VMS上のVM
のシャットダウンを行う。VMSの強
制Offを実行する。VMをFailoverで
別VMSへ退避後、VMを起動し、業
務の復旧を完了する。なお、CPU
温度異常の場合はVMSダウン直
前にイベントが発生するので、
VMS停止は自明なため、診断処理
と強制Offは実行しない。

ポリシーにより次の処理が行われ
る。

HW予兆：冷却水
漏れ

10

障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。

処理を実行すべき状況と判断した
場合、VMSのステータスを故障状
態に変更する。さらに障害情報のメ
ール通報とイベントログ出力を行
い、対象VMS上のVMをMigration
で別VMSに移動する。Migrationが
失敗した場合はFailoverを実行す
る。最後に、対象VMSをシャットダ
ウンする。
SystemMonitor性能監視により
VMサーバ高負荷を検出

ポリシーにより、VMSロードバラン
スアクションが実行される。
負荷が集中しているVMS上から、
負荷があまり高くない他のVMSへ
VMをMigrateすることにより、高負
荷状態のVMS負荷を適正化する。

11

VMS低負荷
状態

低負荷検出
(SysmonPerf)

SystemMonitor性能監視により
VMサーバ低負荷を検出

障害イベントに対するポリシー規則
を有効 (デフォルトは無効) に変更
しておく必要がある。
ポリシーにより、VMSパワーセーブ
アクションが実行される。
適正負荷を超えない範囲で、より
少ない台数のVMS上に配置される
ようにVMを自動集約する。また、
稼動するVMが "0" となったVMS
はシャットダウンされ、システム全
体の消費電力を低減するように動
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3 仮想環境の管理機能について
No

障害

検出イベント (ポリ

障害の検出動作概要

シー規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作
概要 (一部イベントについては、デ
フォルト値から変更)
作する。

12

VM障害

既定ではなし (マ
シンアクセス不可)

vCenter ServerがHeartbeatアラ
ームを検出 (デフォルトは無効)
*1

ポリシーにより、障害情報のメール
通報とイベントログ出力を行い、
VMのステータスを故障状態に変更
する。

13

VMS複数同
時障害

VMSアクセス不可

障害により管理サーバからVMS
へアクセスできなくなるため、
vCenter ServerがVMSのアクセ
ス不可障害を検出

障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。診断処理
では、障害発生したVMSの数が多
い場合は復旧不可と判断し、エラ
ー終了する。

14

FCパス障害

既定ではなし

接続切断

15

FCスイッチ障
害

(接続切断、冗長性
低下、間欠障害)

監視追加設定などにより以下の
検出が可能。「2.7 ディスクパス
監視」参照。

16

ストレージ装
置障害

接続切断
vCenter Serverがストレージパ
スの接続切断を示すアラームを
検出
冗長性低下
vCenter Serverがストレージパ
スの冗長性低下を示すアラーム
を検出
間欠障害
vCenter Serverがストレージパ
スの間欠障害を示すアラームを
検出

障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。
診断処理で、1台のみがアクセス不
可の状況のため復旧可能な障害と
判断した場合、VM用LAN経由
(DPM経由) で対象VMS上のVM
のシャットダウンを行う。VMSの強
制OFFを実行する。VMをFailover
で別VMSへ退避後、VMを起動し、
業務の復旧を完了する。
診断処理で、障害により複数VMS
でディスクアクセスが不可のため
VM退避先はないので、復旧不可と
判断した場合は、エラー終了する。
冗長性低下
障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。
間欠障害
障害情報のメール通報とイベントロ
グ出力を行い、VMSのステータス
を故障状態に変更する。

17

データストア
容量不足

データストア ディ
スク割り当て量不
足

vCenter ServerがDatastore
Overallocation、または
Datastore usageアラームを検出

ポリシーにより、障害情報のメール
通報とイベントログ出力を行う

データストア ディ
スク使用量不足
※1

大量の仮想マシンが存在する大規模な環境では、仮想マシンが高負荷な状態や仮想マシンの電源制御により
頻繁にHeartbeatアラームのイベントが発生し、管理サーバの性能に影響が出る場合があります。そのため、
デフォルトではHeartbeatアラームの監視が動作しないように無効になっています。
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ネットワークの管理機能について

4.

本章では、SigmaSystemCenter のネットワークの管理機能について説明します。

•
•
•
•
•
•
•
•
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ロードバランサ制御 .................................................................................................. 582
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4 ネットワークの管理機能について

4.1. ネットワークの管理の概要
SigmaSystemCenter は、ネットワーク関連の機能として大きく以下の 2 つの機能がありま
す。
1.

管理対象マシンの論理ネットワークへの追加と削除
SigmaSystemCenter は、物理スイッチや仮想スイッチの制御を行うことで、管理対象マ
シンのネットワークへの追加と削除を実現します。
論理ネットワークをはじめとする SigmaSystemCenter の様々なネットワーク関連の機
能を利用することで、簡易にネットワークの設計・構築・運用ができるようになります。
また、SigmaSystemCenter では、物理スイッチから仮想スイッチまで、幅広い種類のス
イッチを制御対象として扱うことができます。

2.

管理対象マシンのロードバランサのトラフィック振り分け先の追加と削除
ロードバランサは、外部からのアクセスを複数のマシンに振り分けることでシステムの負
荷を分散させる装置です。SigmaSystemCenter は、ロードバランサの振り分け先として
管理対象マシンの登録追加と登録削除を行います。SigmaSystemCenter は、専用の
ハードウェアの物理ロードバランサだけでなく、ソフトウェアで構築されたソフトウェアロ
ードバランサの制御を行うことが可能です。

１．論理ネットワークへの追加と削除

追加

管理対象マシン

削除
論理ネットワーク

2．ロードバランサのトラフィック振り分け先の追加と削除

追加

ロードバランサ

管理対象マシン

削除
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ネットワークの管理の概要
SigmaSystemCenter は、管理する環境の種類により、それぞれ異なる製品を使用します。
物理スイッチと物理ロードバランサなど、物理的なネットワーク装置の管理は、NetvisorPro
を使用して行います。本章で説明を行う NetvisorPro のバージョンは、NetvisorPro V 2.0 以
上です。
仮想環境のネットワークについては、VMware などの各仮想化基盤製品を利用して管理しま
す。
ソフトウェアロードバランサについては、InterSecVM/LB と Linux Virtual Server で構築した
ロードバランサに対応します。
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4.2. ネットワークの基礎知識
4.2.1.

スイッチとは
スイッチとは、LAN ケーブル用の複数の差し込み口 (ポート) を備えた複数のマシンやネット
ワーク装置間の接続を行うためのネットワーク装置です。
SigmaSystemCenter では、VLAN やポートグループの制御対象として管理することができ
ます。SigmaSystemCenter は、以下の種類のスイッチを扱うことができます。


物理スイッチ



仮想スイッチ



分散スイッチ (分散仮想スイッチ)

VLAN 制御の対象となる物理スイッチは、NetvisorPro が持つ SigmaSystemCenter 連携
(NetworkProvisioning) 機能の VLAN 設定に対応している必要があります。
物理スイッチの機種によって動作仕様に差異があります。本書では、SigmaSystemCenter
の機能レベルでの説明のみを記載しています。個別の装置の詳細については、各装置の説
明書を参照してください。
仮想スイッチ、分散スイッチは、各仮想化基盤製品で実現されます。機能的には、物理スイッ
チと同様の機能が提供されます。SigmaSystemCenter は、VMware / Hyper-V の仮想スイ
ッチに対して、各仮想化基盤製品の機能を利用して制御を行うことができます。分散スイッチ
については、VMware でのみ利用可能です。

4.2.2.

VLAN とは
VLAN (Virtual Local Area Network) とは、スイッチ内のネットワークを複数のグループに分
割する機能のことを指します。分割されたグループは、ブロードキャストフレームが届く範囲
となるため、VLAN 機能はブロードキャストドメインを分割する機能ともいうことができます。
ブロードキャストフレームは、ネットワーク上のすべてのホストに送信されるため、ネットワー
ク内のホスト数が多い場合、ネットワーク全体のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があ
ります。
VLAN によりネットワークを複数のブロードキャストドメインに分割することで、ネットワーク内
のトラフィックを抑制することができます。
また、異なる VLAN の間では通信することができないため、システムのセキュリティを向上す
ることができます。VLAN 間の通信を行う場合は、ルータ経由での通信が必要となります。
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同じスイッチに接続されている
ホスト間でも、接続しているポー
トが 異な るVLAN に 所属 して い
る場合は互いに通信できない。
スイッチ

VLAN2

ブロードキャストドメイン

VLAN3

ブロードキャストドメイン

次の図のように、VLAN を利用することで、物理的な接続形態に依存することなく複数のホス
トを複数のネットワークに分割することができるようになります。
物理的な接続形態を変更することなく、スイッチの設定変更のみでネットワーク構成を変更
す る こ と が で き る た め 、 ネッ ト ワ ー ク 構 成 の 変 更 作 業 が 従 来 と 比 べ 容 易 に な り ま す 。
SigmaSystemCenter を利用すると、更に容易、かつ迅速にネットワーク構成の変更ができ
るようになります。

スイッチ1

スイッチ2

VLAN2

VLAN3
このホストをVLAN2のネッ
トワークに変更したい場合

スイッチ2のVLAN設定を変更するだけで
容易にネットワーク構成を変更できる

スイッチ2

スイッチ1

このポートをVLAN2に設定変更。

VLAN2

VLAN3
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4 ネットワークの管理機能について
VLAN の グ ル ー プ を 分 割 す る た め の 方 法 と し て 様 々 な 方 法 が あ り ま す が 、
SigmaSystemCenter では対応している VLAN は以下の通りです。




4.2.3.

物理スイッチ
•

ポートベース VLAN

•

タグベース VLAN

仮想スイッチ / 分散スイッチ
•

タグベース VLAN

•

プライベート VLAN

ポートベース VLAN
ポートベース VLAN は、スイッチのポートを単位に VLAN のグループを構成する方式です。
ホストからポートを経由してスイッチに入力されたフレームは、スイッチ内でポートに割り当て
られた VLAN のフレームとして扱われます。ポートベース VLAN では、マシンとスイッチのポ
ート間の関係が 1 対 1 とシンプルになるため、スイッチに接続されたマシンの VLAN を管理し
やすいメリットがあります。
指定された 1 つの VLAN のみのフレームを送受信できるポートのことを一般的にアクセスポ
ートと呼びます。アクセスポートからマシンへの接続は、アクセスリンクと呼びます。アクセス
リンクは、1 つの VLAN にしか属しません。

VLAN2

VLAN3

スイッチ

アクセスポート

アクセスリンク

4.2.4.

タグベース VLAN
タグベース VLAN は、イーサーネットフレームに VLAN のグループを識別するタグを付与す
ることで VLAN を実現する方式です。そのため、タグベース VLAN では、1 つのポートで複数
の異なる VLAN を通信させることが可能になります。次の図のように、複数のスイッチにわた
って複数の VLAN を共有するような構成の場合、タグベース VLAN を利用するとスイッチ間
の通信用に使用するポートを最小限の数で構成することができます。
複数の VLAN のフレームを送受信できるポートのことを一般的に "トランクポート" と呼びま
す。また、トランクポートへの接続をトランクリンクと呼びます。トランクリンクは、複数の
VLAN のトラフィックを転送できるため、トランクポートから複数の VLAN に属するマシンやネ
ットワーク装置への接続が可能となります。
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タグ情報の記述方法は、IEEE802.1Q として標準化されています。物理スイッチだけでなく、
VMware ESX でも対応しています。

トランクポート

トランクリンク

スイッチ1

トランクポート

スイッチ2

VLAN2

4.2.5.

VLAN3

デフォルト VLAN
VLAN が未割り当てのポートは、通常、デフォルト VLAN と呼ばれる VLAN が割り当てられ
た状態となります。工場出荷時、スイッチの全ポートはデフォルト VLAN に属します。
一般的に、デフォルト VLAN の ID は "1" が設定されます。

4.2.6.

仮想スイッチと分散スイッチ
仮想環境では、仮想マシンサーバ内に仮想的なスイッチを作成することができます。仮想ス
イッチは、複数の仮想マシン間の接続を行うために使用されます。物理環境と同様に、仮想
マシン上の仮想 NIC から仮想スイッチのポートへ接続される形で利用されます。また、仮想
マシンが仮想マシンサーバ外のマシンと通信する場合、仮想スイッチに接続された仮想マシ
ンサーバの物理 NIC を経由して通信されます。
分散スイッチは、複数の仮想マシンサーバで 1 つの仮想スイッチが動作しているように管理
することができる機能です。分散スイッチは、DataCenter 単位で作成することができます。
分散スイッチにより、複数の仮想マシンサーバの構成でも、仮想マシンサーバごとに仮想ス
イッチを作成する必要がないため、ネットワークの設定が簡易になります。
なお、分散スイッチは VMware のみで利用可能で、SigmaSystemCenter は以下の 2 種類
に対応しています。


VMware : 分散スイッチ (デフォルトで利用可能な分散スイッチ)



Cisco : Nexus 1000V

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
521

4 ネットワークの管理機能について
仮想スイッチの場合
仮想マシンサーバ

仮想マシンサーバ

仮想マシンサーバ
ごとに仮想スイッ

仮想マシン

チが作成される

仮想スイッチ

仮想スイッチ

仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

分散スイッチの場合

仮想マシン

仮想マシン

複数の仮想マシンサ

仮想マシンサーバ

仮想マシンサーバ

ーバで単一の仮想ス
イッチが動作してい
るように管理するこ
とができる。

分散スイッチ

仮想マシン

4.2.7.

仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

ポートグループ
ポートグループは、仮想スイッチ、または分散スイッチ上の設定が共通なポートの集まりです。
同じポートグループに所属する仮想マシンで 1 つのネットワークが構成されます。個々のポ
ートの設定を行う必要がないため、設定が簡易になるメリットがあります。1 つの仮想スイッ
チ / 分散スイッチに複数のポートグループを作成することができます。
ポートグループ単位で VLAN やトラフィック管理などの設定を行うことができます。
VMware、Hyper-V、KVM は、タグベース VLAN に対応しています。ポートグループに VLAN
を設定すると、仮想マシンサーバの外部に送信されるイーサーネットフレームに VLAN のタ
グが付加されます。仮想マシンサーバに接続している物理スイッチ側でもタグベース VLAN
を利用できるように設定することで、複数の装置にまたがって同一の VLAN ID のネットワー
クを構成することができます。
XenServer については、SigmaSystemCenter は VLAN の設定機能に対応していません。
XenServer では、仮想化基盤製品側で VLAN の設定を行う必要があります。
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VMware では、ポートグループに対して、帯域制御 (トラフィックシェーピング) の設定を行う
ことができます。帯域制御 (トラフィックシェーピング) により、ポートグループ内のトラフィック
に対してトラフィック量の制限を行うことができるようになります。ssc portgroup update コマ
ンドの bandcontrol オプションで帯域制御 (トラフィックシェーピング) のオン・オフを行うこと
ができます。
ポートグループの VXLAN の設定については、SigmaSystemCenter から行うことができない
ため、vSphere Client などで行う必要があります。VXLAN は、VMware の分散スイッチ
(vCloud Networking and Security が必要) か Nexus 1000V でのみ利用可能です。

4.2.8.

プライベート VLAN
プライベート VLAN とは、次の図のように、VLAN を更に複数のグループに分割する機能で
す。プライベート VLAN により、同じ VLAN 内のマシン間の通信を隔離することができるため、
同じサブネット上でセキュリティを確保したいときなどに有用です。
プライベート VLAN は、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の 2 種類で構成する必要があり
ます。
プライマリ VLAN は、元となる VLAN で 1 つのプライベート VLAN に 1 つのプライマリ VLAN
を設定できます。
セカンダリ VLAN は、次の種類があります。プライベート VLAN 内のポートは、セカンダリ
VLAN のどれかの種類に属している必要があります。

Type

説明

無差別

無差別VLANは、セカンダリVLANの種類に関係なくすべての通信相手に対してトラフィッ
クを流します。無差別VLANは、プライマリVLANと同じVLAN IDです。プライベートVLAN
内で1つだけ設定できます。

隔離

通信相手が無差別VLANに所属する場合のみ、トラフィックを流します。同じVLAN IDの
隔離VLANの別ポートにもトラフィックを流すことはできません。隔離VLANは、プライベー
トVLAN内で1つだけ設定できます。

コミュニティ

同じVLAN IDのコミュニティVLANと無差別VLANに所属する通信相手に対してトラフィッ
クを流します。

SigmaSystemCenter で扱えるプライベート VLAN は、VMware の環境のみです。物理スイ
ッチやその他仮想化基盤製品については、対応していません。
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プライマリVLAN
(セカンダリVLAN
(無差別))

セカンダリVLAN

セカンダリVLAN

(隔離)

(コミュニティ)

192.168.1.11

マシン

192.168.1.12

マシン

192.168.1.13

マシン

スイッチ

192.168.1.14

マシン

192.168.1.15

マシン

プライベートVLANにより、同じサブネット上のマシン間の通信の隔
離を簡易に行うことができる。プライベートVLANなしに同様の設定
を行う場合、マシンごとにサブネットを構成する必要がある。

4.2.9.

VXLAN とは
VXLAN (Virtual Extensible Local Area Network) とは、大規模なネットワークにおける
VLAN の課題を解決するために新たに用意されたネットワークを分割するための規格です。
VXLAN は、まだ標準化されていないドラフトの規格です。
VLAN が 12 ビットの ID を使うのに対し、VXLAN は 24 ビットの ID を使います。これにより、
VLAN では最大で分割可能だったネットワークは 4094 個でしたが、VXLAN では最大で約
1677 万の分割が可能になります。
また、VXLAN では、レイヤ 2 の通信をレイヤ 3 (ネットワーク層) でトンネリングすることで、
ブロードキャストドメインを延長することができます。
SigmaSystemCenter では、以下の 2 種類のスイッチでの VXLAN の利用に対応します。ス
イッチの構築方法などは各社製品マニュアルを参照してください。


VMware : 分散スイッチ (デフォルトで利用可能な分散スイッチ)
•



vCloud Networking and Security (旧称: vShield) との連携が必要。

Cisco : Nexus 1000V

上記スイッチは、VMware vSphere を介して利用することができます。スイッチの情報は、
vCenter Server を経由して、分散スイッチとして SigmaSystemCenter に登録されます。
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VXLAN の指定は、VLAN と同様にポートグループの設定で行うことができます。ポートグル
ー プ に 対 す る VXLAN の 設 定 は 、 vSphere Client な ど で 行 う 必 要 が あ り ま す 。
SigmaSystemCenter で VXLAN の設定を行うことはできません。
ポートグループに VXLAN の設定を行った後の以下の利用については、VLAN と同様に
SigmaSystemCenter から利用可能です。


VXLAN の設定が行われたポートグループに対する仮想マシンの接続の制御



論理ネットワークへ VXLAN が設定されたポートグループを追加すること

4.2.10. ロードバランサとは
ロードバランサ (負荷分散装置) は、外部ネットワーク上のクライアントからのアクセスを複
数のサーバに振り分ける装置です。クライアントからのアクセスを複数サーバに分散させる
ことにより過負荷によるシステムダウンや応答速度の遅延を防ぐことができます。
また、その他に以下の特徴があります。


分散先のサーバの撤去や追加が、サーバクラスタなど他の負荷分散の仕組みと比べる
と容易です。SigmaSystemCenter を利用すると更に容易になります。



分散先のサーバに対してヘルスチェックを行い、障害時に振り分け先から外すことが可
能です。

SigmaSystemCenter は、以下のロードバランサに対応します。


物理ロードバランサ
専用のハードウェアで提供されるロードバランサです。SigmaSystemCenter では、
NetvisorPro 経由で物理ロードバランサを制御することができます。物理ロードバランサ
は、NetvisorPro が持つ SigmaSystemCenter 連携 (NetworkProvisioning) 機能のロ
ードバランサ設定に対応している必要があります。



ソフトウェアロードバランサ
一般的なソフトウェアで構築されたロードバランサです。SigmaSystemCenter は、
InterSecVM/LB と Linux Virtual Server (LVS) で構築されたソフトウェアロードバラン
サに対応しています。

ロードバランサの機種によって動作仕様に差異があります。本書の説明では、
SigmaSystemCenter の機能レベルの説明のみを記載しています。個別の装置やソフトウェ
ア製品の詳細については、各装置やソフトウェア製品の説明書を参照してください。
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サーバ

クライアント

ロードバランサ

外部ネットワーク

4.2.11. ソフトウェアロードバランサとは
ソフトウェアロードバランサとは、一般の OS 上で動作するソフトウェアで実現されたロードバ
ランサのことをいいます。専用のハードウェアを購入しなくても、ロードバランサの機能が利
用できるところにメリットがあります。
SigmaSystemCenter では、ソフトウェアロードバランサを構築するための製品として、次の 2
種類に対応しています。


InterSecVM/LB (推奨)
NEC が提供する仮想アプライアンス版のロードバランサです。VMware と Hyper-V の仮
想マシン上で利用することができます。



Linux Virtual Server (LVS)
Linux OS 上で利用可能なロードバランサのソフトウェアパッケージです。Red Hat
Enterprise Linux など、主要な Linux ディストリビューションで提供されるソフトウェアパ
ッケージの 1 つとして提供されます。

SigmaSystemCenter では、ソフトウェアロードバランサ構築のために InterSecVM/LB を導
入することを推奨しています。InterSecVM/LB の PP サポートサービスを購入済みの場合は、
InterSecVM/LB に関するサポートを受けることが可能になります。
SigmaSystemCenter の PP サポートサービスでは、SigmaSystemCenter によるソフトウェ
アロードバランサの制御に関する部分のみをサポート範囲とします。ソフトウェアロードバラ
ンサで使用する製品の動作やソフトウェアロードバランサの利用方法に関する質問について
は、InterSecVM/LB の PP サポートサービスを購入していない場合、基本的には対応できま
せん。LVS の導入環境についても、LVS の動作や利用方法に関する質問には対応できませ
ん。
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ソフトウェアロードバランサの制御は、SigmaSystemCenter に Network Appliance Control
オプションのライセンスを追加する必要があります。SigmaSystemCenter の Enterprise
Edition では、Network Appliance Control オプションのライセンスが含まれるため、追加の
必要はありません。
また、InterSecVM/LB を利用するためには、InterSecVM/LB の最新のアップデートモジュー
ルの適用が必要です。
ソフトウェアロードバランサを構築した仮想マシンは、SigmaSystemCenter で管理すること
ができます。N+1 リカバリや VM 自動 Failover などの SigmaSystemCenter の障害復旧機
能を利用することで、障害が発生したソフトウェアロードバランサの復旧処理を自動的に行う
ことが可能です。
ソフトウェアロードバランサを冗長構成にした場合は、SigmaSystemCenter に登録できるソ
フトウェアロードバランサはアクティブ側のみとなります。そのため、スタンバイ側のソフトウェ
アロードバランサがアクティブになったときにロードバランサ制御を行えなくなります。

4.2.12. 仮想サーバとリアルサーバ
ロードバランサを利用したシステムを構築するためには、仮想サーバとリアルサーバの 2 つ
の概念を理解する必要があります。SigmaSystemCenter においても、これらの概念を使っ
た設定が必要です。
仮想サーバとは、外部ネットワーク上のクライアントからのアクセス対象となるサーバです。
仮想サーバの実体は存在しませんが、外部からはシステムが提供するサービスを仮想サー
バが提供しているように見えます。
リアルサーバとは、仮想サーバの実体となるサーバです。クライアントからの仮想サーバに
対するアクセスは、ロードバランサにより任意のリアルサーバに振り分けられます。1 つの仮
想サーバに対して複数のリアルサーバを関連付けることにより、クライアントからのトラフィッ
クを複数のマシンに分散させることができるようになります。

クライアント
実体は存在しない
仮想サーバ

リアルサーバ
192.168.5.11

10.10.1.10

リアルサーバ
192.168.5.12

ロードバランサ
外部ネットワーク
リアルサーバ
192.168.5.13
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4.2.13. ロードバランサの負荷分散について
ロードバランサは、トラフィックの負荷分散を実現するために、OSI 参照モデルにおける次の
2 つのどちらかの層で処理を行います。


レイヤ 4 (L4 負荷分散)
ロードバランサは、ポート番号などパケット内にあるレイヤ 4 (トランスポート層) の情報
を使用して、パケットを振り分けます。



レイヤ 7 (L7 負荷分散)
ロードバランサは、HTTP などレイヤ 7 (アプリケーション層) の情報を使用して、パケッ
トを振り分けます。

SigmaSystemCenter では、上記について明示的に選択を行う指定方法はなく、セッション維
持方式の指定により決まります。
L4 負荷分散において、ロードバランサがクライアントから送信されるパケットを扱う方式とし
て、次の 2 種類があります。ロードバランサによりパケット内の一部分の変換が行われるた
め、SigmaSystemCenter では、変換方式と呼びます。L7 負荷分散については、下記の
NAT と同様にすべてのアクセスにおいてロードバランサを経由しますが、実現方式が異なる
ため、NAT とは呼称されません。
(1) Network Address Translation (NAT)
Network Address Translation (以降、NAT と記述) は、クライアントからリアルサーバ
へのアクセスとリアルサーバからクライアントへのレスポンスの両方とも、ロードバラン
サを経由する方式です。シンプルな構成のため、設計・構築がしやすいことがメリットで
す。
InterSecVM/LB では、本方式はオプションのため、標準では利用できません。

クライアント

ロードバランサ

リアルサーバ

(2) Direct Server Return (DSR)
Direct Server Return (以降、DSR と記述) は、リアルサーバからクライアントへのレス
ポンスについてロードバランサを経由しないようにする方式です。ロードバランサを経由
しないため、効率的な負荷分散が可能となります。しかし、この方式を利用するために
は、リアルサーバの OS に対して、ループバックアダプタの設定など、特別な設定を手動
で行う必要があります。DSR は、その他に MAT (Mac Address Translation) やダイレ
クトレスポンスとも呼ばれます。
InterSecVM/LB では、本方式がデフォルトの方式です。
NetvisorPro 経由の物理ロードバランサ制御では、本方式は利用できません。
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クライアント

ロードバランサ

リアルサーバ
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4.3. ネットワークの管理を行うためのシステム構成
4.3.1.

物理スイッチと物理ロードバランサの制御を行うためのシステム
構成
物理スイッチと物理ロードバランサの制御は、NetvisorPro を使用して行います。
NetvisorPro は物理ネットワーク装置の制御を実行するために必要です。NetvisorPro が利
用不可の場合は、ネットワーク装置制御を実行することはできません。NetvisorPro は、
SigmaSystemCenter (SystemProvisioning) の管理サーバと同一の管理サーバと別管理
サーバのどちらの構成でも利用可能です。NetvisorPro を SigmaSystemCenter と別の管理
サーバにインストールする場合は、SigmaSystemCenter から NetvisorPro に管理用 LAN を
経由して接続できるようにネットワークを構成してください。複数の NetvisorPro と 1 つの
SigmaSystemCenter の組み合わせの構成も可能です。
NetvisorPro は、制御対象となるネットワーク装置に管理用 LAN を経由して接続できるよう
にする必要があります。管理用 LAN は、制御対象とならないように利用する必要があります。
また、NetvisorPro がインストールされたマシンに NetworkProvisioning 機能ライセンスのイ
ンストールが必要です。NetworkProvisioning 機能ライセンスがインストールされていない場
合は、ネットワーク装置制御を実行することはできません。
制御対象となるネットワークは、管理対象ネットワーク装置と管理対象マシンと各構成装置を
つなぐネットワークケーブルで構成されます。SigmaSystemCenter は、管理対象ネットワー
ク装置と管理対象マシンの構成変更を行うことで、ネットワーク構成の変更制御を行います。

NetvisorPro

SigmaSystemCenter

SystemProvisioning

NetvisorPro V

管理対象マシン群
ルータ

管理用LAN
制御対象LAN

管理対象ネットワーク装置
制御対象のネットワーク

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
530

ネットワークの管理を行うためのシステム構成

4.3.2.

物理スイッチと物理ロードバランサの制御を行うために必要な準
備
SigmaSystemCenter からネットワーク装置 (物理スイッチと物理ロードバランサ) に対して、
VLAN と ロ ー ド バ ラ ン サ の 制 御 を 行 う た め に は 、 ネ ッ ト ワ ー ク 装 置 と NetvisorPro と
SigmaSystemCenter に対して、以下の作業を実施しておく必要があります。
1.

ネットワーク装置
NetvisorPro から接続し制御できるように、外部から接続可能な状態にしておく必要が
あります。SigmaSystemCenter と NetvisorPro から接続できるようにネットワークを構
成します。ネットワーク装置の電源を起動し、外部からいつでも接続できる状態にします。
ログインのパスワードを初期設定から変更が必要な場合は、変更を行います。また、
NetvisorPro が装置情報を取得できるように、SNMP の設定をしておく必要があります。

2.

NetvisorPro
•

ネットワーク装置を登録する
NetvisorPro の自動発見の機能を利用して、ネットワーク装置を登録します。自動
発見の機能を利用する前に動作モードを定義モードに変更しておく必要があります。
また、NetvisorPro が装置情報を取得できるように、NetvisorPro と装置との間で
SNMP 通信ができるようにしておく必要があります。自動発見以外の機能を使用し
て登録した場合は、装置の登録後に明示的に装置情報の更新を行う必要がありま
す。
装置情報が正しく取得されていない場合、SigmaSystemCenter は NetvisorPro に
登録されているネットワーク装置をスイッチやロードバランサとして認識できない場
合やネットワーク制御がエラーになる場合があります。

•

ネットワーク装置へのログイン設定を行う
装置に接続できるようにログイン設定を行います。設定後、設定が正しいかどうか
NetvisorPro のテスト機能を使用して接続の確認を行ってください。

3.

SigmaSystemCenter
•

サブシステム "WebSAM NetvisorPro" を登録する
NetvisorPro 経由でネットワーク装置を管理するためには、サブシステム
"WebSAM NetvisorPro" の登録が必要です。

•

ネットワーク装置を登録する
[リソース] ビュー上で対象のネットワーク装置を登録することで、ネットワーク装置
の利用が可能な状態になります。
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4.3.3.

仮想環境のネットワーク制御を行うためのシステム構成
SigmaSystemCenter は、仮想環境のネットワーク制御を VMware などの各仮想化基盤製
品を利用して行います。VMware の場合は、SigmaSystemCenter は VMware vCenter
Server を経由して、仮想マシンサーバである VMware ESX Server 上の仮想スイッチの制御
を行います。SigmaSystemCenter / VMware vCenter Server は、管理用 LAN を経由して
仮想マシンサーバに接続できるようにする必要があります。
また、物理環境と同様に NetvisorPro を使用して、仮想マシンサーバに接続する物理スイッ
チの制御を行うことが可能です。物理スイッチを制御するための構成については、「4.3.1 物
理スイッチと物理ロードバランサの制御を行うためのシステム構成」を参照してください。

管理サーバ VMware vCenter Server
SystemProvisioning
NetvisorPro V
VM用LAN

物理スイッチ

管理LAN

制御対象の範囲
仮想スイッチ

VMサーバ１

VM用LAN

VMware ESX Server
仮想マシン

仮想マシン

VMware ESX Server

仮想マシン
仮想スイッチ

Service Console

4.3.4.

VMサーバ2

SAN
VMKernel

仮想環境のネットワーク制御を行うために必要な準備
SigmaSystemCenter から仮想環境のネットワークの制御を行うためには、物理スイッチ、
NetvisorPro、仮想化基盤製品、SigmaSystemCenter に対して、作業を行う必要があります。
物理スイッチと仮想化基盤製品の作業に大きく分けられます。
1.

物理スイッチの準備
物理マシンサーバと接続する物理スイッチに対して制御を行う場合は、準備を行います。
「4.3.2 物理スイッチと物理ロードバランサの制御を行うために必要な準備」を参照して
ください。

2.

仮想化基盤製品
仮想環境が利用できる状態にします。基本的に仮想環境の一般的な準備の方法と違
いはありません。仮想環境の説明「3.1 システム構成」を参照してください。
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なお、分散スイッチについては、vCenter Server 上で作成する必要があります。分散ス
イッチを作成するためには、分散スイッチの機能が利用可能な VMware の Edition が必
要です。

4.3.5.

ソフトウェアロードバランサ制御を行うためのシステム構成
InterSecVM/LB を使用してソフトウェアロードバランサを構築する場合、変換方式の指定を
DSR にするか、NAT にするかにより、クライアントとリアルサーバ間のネットワークの構成が
異なります。DSR の構成と NAT の構成について、それぞれ説明します。
Linux Virtual Server についても、InterSecVM/LB と同様の構成で構築することができます。
説明の図では、仮想化基盤製品に VMware を使用した場合の構成で説明しています。
(1) Direct Server Return (MAT) を使用する場合
各仮想マシンサーバ上では、リアルサーバとなる分散ノードの仮想マシンと
InterSecVM/LB の仮想マシンが動作します。
図のように、クライアントと分散ノードと InterSecVM/LB は、パケット転送・外部接続用
LAN を経由して接続できるようにします。分散ノードと InterSecVM/LB は同一ネットワー
クセグメントに接続する必要があります。また、各仮想マシンサーバ上では仮想スイッチ
を作成し、各仮想マシンが外部の LAN と接続できる構成にする必要があります。
SigmaSystemCenter は 、 管 理 サ ー バ か ら SLB 制 御 用 LAN を 経 由 し て 、
InterSecVM/LB に接続します。図では SLB 制御用 LAN とパケット転送・外部接続用
LAN は同一ネットワークとしていますが、別ネットワークで構築も可能です。
DSR のシステム構成を利用するためには、分散ノードにループバックアダプタなどの設
定が必要です。
InterSecVM/LB の CPU 負荷による動的重み付け機能を利用する場合、各分散ノード
に分散ノードモジュールをインストールする必要があります。

クライアント

管理サーバ
VMware vCenter Server
SystemProvisioning
SLB制御・パケット転送・外部接続用LAN

VMサーバ１

VMサーバ2

仮想スイッチ

VMware ESX Server

分散ノードモジュール

InterSecVM/LB
(仮想マシン)

VMware ESX Server

仮想スイッチ
分散ノードモジュール

分散ノードモジュール

リアルサーバ

リアルサーバ

リアルサーバ

分散ノード
(仮想マシン)

分散ノード
(仮想マシン)

分散ノード
(仮想マシン)
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(2) Network Address Translation (NAT)を使用する場合
L7 負荷分散についても、NAT と同様の構成で利用することができます。
各仮想マシンサーバ上では、リアルサーバとなる分散ノードの仮想マシンと
InterSecVM/LB の仮想マシンが動作します。
図のように、クライアントと InterSecVM/LB は外部接続用 LAN を経由して接続し、分散
ノードと InterSecVM/LB は、パケット転送用 LAN を経由して接続できるようにします。
各仮想マシンサーバ上では仮想スイッチを作成し、各仮想マシンが外部の LAN と接続
できる構成にする必要があります。
SigmaSystemCenter は 、 管 理 サ ー バ か ら SLB 制 御 用 LAN を 経 由 し て 、
InterSecVM/LB に接続します。図では SLB 制御用 LAN とパケット転送用 LAN は同一
ネットワークとしていますが、別ネットワークで構築も可能です。
InterSecVM/LB の CPU 負荷による動的重み付け機能を利用する場合、各分散ノード
に分散ノードモジュールをインストールする必要があります。

クライアント

外部接続用LAN

VMサーバ１

仮想スイッチ

InterSecVM/LB
(仮想マシン)

VMサーバ2

仮想スイッチ

VMware ESX Server

分散ノード
(仮想マシン)

分散ノード
(仮想マシン)

分散ノードモジュール

VMware ESX Server
分散ノード
(仮想マシン)

分散ノードモジュール 分散ノードモジュール

リアルサーバ

リアルサーバ

仮想スイッチ

リアルサーバ

仮想スイッチ

SLB制御・パケット転送用LAN

管理サーバ
VMware vCenter Server
SystemProvisioning

4.3.6.

ソフトウェアロードバランサ制御を行うために必要な準備
1.

ソフトウェアロードバランサの構築
InterSecVM/LB、または Linux Virtual Server を使用して、ソフトウェアロードバランサを
構築します。
InterSecVM/LB は、VMware、または Hyper-V の仮想マシンサーバ上で動作する仮想
マシン上に構築する必要があります。仮想環境の構築方法については、「3.1 システム
構成」を参照してください。
InterSecVM/LB の構築方法については、以下のサイトのセットアップ手順説明書を参
照してください。
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http://www.nec.co.jp/intersecvm/LB/download.html
2.

SigmaSystemCenter へのソフトウェアロードバランサの登録
サブシステム "Software Load Balancer" を指定し、手順 1 で構築したソフトウェアロー
ドバランサを登録します。登録時、ソフトウェアロードバランサへの接続情報として、ソフ
トウェアロードバランサのホスト名、ポート、アカウント名、パスワードの指定が必要です。
ポートは、SSH プロトコルの番号を指定します。既定値は "22" です。
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4.4. ネットワーク制御に関連する装置の登録
SigmaSystemCenter からネットワークの制御を実行するためには、制御の対象となる装置
や装置内の構成の情報を SigmaSystemCenter に登録する必要があります。
物理環境、仮想環境について、それぞれ説明します。

4.4.1.

物理環境の装置
物理環境でネットワーク制御を行うためには、マシン、物理スイッチ、ロードバランサの登録
が必要です。マシンには、NIC の登録が必要です。それぞれ、次の図のように登録を行いま
す。

物理環境の場合

[リソース]ビュー
システムリソース
マシン
マシン
物理NIC
物理スイッチ

マシン
ネットワーク
ネットワーク
スイッチ
ロードバランサ

ロードバランサ

1.

マシン、物理 NIC
論理ネットワークへの追加・削除の対象、あるいはロードバランサのトラフィック振り分け
先の対象となる管理対象マシンを登録します。マシンを登録するためには、事前に
DeploymentManager に登録するかマシン登録スクリプト (SIGMABLADE の vIO コン
トロール機能を利用する場合) を使用する必要があります。
マシンの登録方法については、「1.2.2 [リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン (ブート
コンフィグ (vIO) 運用でない場合)‐」や「1.2.3 [リソース] ビューへの登録 ‐物理マシン
(ブートコンフィグ (vIO) 運用の場合) ‐」を参照してください。
また、マシンの構成として、制御対象の物理スイッチに接続する NIC の情報を登録する
必要があります。登録する NIC には、接続先の物理スイッチのポートの情報が必要とな
ります。登録された NIC に物理スイッチとポートの情報が設定されていない場合は、ネ
ットワーク制御は実行されません。接続先の物理スイッチは、事前に登録しておく必要
があります。また、IP アドレスの割り当て先、あるいは、VLAN 制御の対象として使用す
る NIC には NIC 番号を設定しておく必要があります。
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NIC の情報は、自動と手動の方法で登録することができます。下記の製品で登録され
ている NIC の情報は、収集実行時に自動的に SigmaSystemCenter に登録されます。

2.

•

DeploymentManager

•

ESMPRO/ServerManager

物理スイッチ
論理ネットワークの制御の対象となる物理スイッチを登録します。物理スイッチを登録す
るためには、事前に物理スイッチを NetvisorPro に登録し、NetvisorPro のサブシステム
を SigmaSystemCenter に登録しておく必要があります。論理ネットワークの制御対象
となるポートについては、上記マシンの NIC 情報に登録しておく必要があります。
登録した物理スイッチに対して、以下の直接的な操作を行うことが可能です。ただし、論
理ネットワークの制御対象となるポートに対しては、直接操作を行わないでください。

3.

•

VLAN の作成・削除

•

ポートに対する VLAN の割り当て・割り当て解除

ロードバランサ
ロードバランサのトラフィック振り分け先の追加・削除の制御の対象となるロードバラン
サを登録します。ロードバランサを利用するためには、以下の作業が必要です。

4.4.2.

•

物理ロードバランサを制御する場合、事前に物理ロードバランサを NetvisorPro に
登録し、NetvisorPro のサブシステムを SigmaSystemCenter に登録しておく必要
があります。

•

InterSecVM/LB、または Linux Virtual Server のソフトウェアロードバランサを制御
する場合は、事前にソフトウェアロードバランサを構築し、ソフトウェアロードバラン
サのサブシステムを SigmaSystemCenter に登録しておく必要があります。

仮想環境の装置
仮想環境でネットワーク制御を行うときに、登録が必要なリソースについて説明します。次の
図のような登録が必要となります。
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仮想環境の場合

[リソース] ビュー

[仮想] ビュー

システムリソース

仮想

マシン

データセンタ

マシン

仮想マシンサーバ
仮想スイッチ一覧

ネットワーク

ネットワーク一覧

ネットワーク

仮想マシン

スイッチ

仮想NIC

ロードバランサ

ロードバランサ

仮想マシンサーバ

物理スイッチ

物理NIC
仮想スイッチ

分散スイッチ
ポートグループ

仮想マシン

仮想NIC

(1) 仮想マシンサーバ、物理 NIC
論理ネットワークへの追加・削除の対象となる仮想マシンサーバを登録します。仮想マ
シンサーバは、vCenter Server などの仮想マネージャの利用などにより、[仮想] ビュー、
[リソース] ビューの両方に登録する必要があります。
仮想マシンサーバの登録方法については、「1.2.4 [リソース] ビューと [仮想] ビューへ
の登録 ‐仮想マシンサーバ (ブートコンフィグ (vIO) 運用でない場合)‐」や「1.2.5 [リソ
ース] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシンサーバ (ブートコンフィグ (vIO)
運用の場合)‐」を参照してください。
また、物理環境と同様に、制御対象の物理スイッチに接続する NIC の情報を登録する
必要があります。登録された NIC に物理スイッチとポートの情報が設定されていない場
合は、物理スイッチに対するネットワーク制御は実行されず、仮想スイッチ側のネットワ
ーク制御のみ行われます。接続先の物理スイッチは、事前に登録しておく必要がありま
す。
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(2) 仮想マシン、仮想 NIC
論理ネットワークへの追加・削除の対象となる仮想マシンを [仮想] ビューと [リソース]
ビューの両方に登録します。新規リソース割り当ての操作などで作成した仮想マシンの
登録は自動的に行われるため、通常、仮想マシンの登録の作業を行うことはありませ
ん。
仮想マシンの登録方法については、「1.2.6 [リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録
‐仮想マシン (新規リソース割り当てで仮想マシンを作成する場合)‐」や「1.2.7 [リソー
ス] ビューと [仮想] ビューへの登録 ‐仮想マシン (作成済みの仮想マシンを登録する
場合)‐」を参照してください。
SigmaSystemCenter 以外で作成した仮想マシンは、収集で SigmaSystemCenter に
情報を取り込むことができます。この場合、[仮想] ビューには自動で登録されます。[リ
ソース] ビューには登録の操作を行い、管理外から管理中の状態にする必要がありま
す。
仮想 NIC は、新規リソース割り当ての操作などによる仮想マシンの作成の際に、マシン
プロファイルの設定に従って自動作成されます。SigmaSystemCenter 以外で作成した
仮想マシンの仮想 NIC の情報は、収集で SigmaSystemCenter に取り込むことができ
ます。
また、[仮想] ビューの VM 編集を使用して、作成済みの仮想マシンに対して、新規の仮
想 NIC を追加したり、作成済みの仮想 NIC を削除したりすることができます。
仮想 NIC の MAC アドレスは、仮想化基盤製品によって自動生成されたものが仮想 NIC
に割り当てられます。
Hyper-V の場合、仮想マシンの起動などのタイミングで MAC アドレスが動的に変更さ
れます。割り当てられる MAC アドレスを固定にしたい場合、[管理] ビュー / 環境設定
/ 仮想リソースの MAC アドレスプール機能を有効にしてください。
DeploymentManager のバックアップ・リストア機能や固有情報反映の機能といった管
理対象マシンの MAC アドレスが不変であることが前提のソフトウェアを利用する場合は、
MAC アドレスプール機能を有効にしてください。
他の仮想化基盤製品では、仮想 NIC の MAC アドレスは動的に変更されません。
(3) 物理スイッチ
物理環境と同様に、論理ネットワークの制御の対象となる物理スイッチを登録します。
論理ネットワークの制御対象となるポートについては、仮想マシンサーバの NIC 情報に
登録しておく必要があります。
(4) 仮想スイッチ / ポートグループ
論理ネットワークの制御の対象となる仮想スイッチやポートグループを登録します。仮
想マシンを論理ネットワークへ追加する前に、接続先となる仮想スイッチやポートグルー
プを作成しておく必要があります。
仮想スイッチとポートグループは、仮想マシンサーバのデバイスの 1 つとして登録されま
す。仮想スイッチは、[仮想] ビュー上で明示的に作成や登録することはできません。
仮想スイッチとポートグループは、以下の方法で登録することができます。
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•

事前に仮想化基盤製品上で作成した後に、SigmaSystemCenter に収集で情報を
取り込みます。SigmaSystemCenter で収集を実行すると、[仮想] ビューに自動で
登録されます。
-

Hyper-V の場合、仮想化基盤製品上で仮想スイッチを作成すると、作成した
仮 想 ス イ ッ チ の 名 前 を 使 用 し た ポ ー ト グ ル ー プ
VirtualSwitchName-VLAN:NONE が、SigmaSystemCenter に収集で情報を
取り込んだ時にデフォルトで作成されます。デフォルトのポートグループには、
VLAN が割り当てられていません。

•

ポートグループは、[仮想] ビュー上で作成・削除することが可能です。

•

仮想マシンサーバのマスタマシン登録などの操作を行ったとき、制御対象の仮想
マシンサーバ上に仮想スイッチとポートグループが存在しない場合、自動的に仮想
スイッチとポートグループの作成と登録を行います。自動的に仮想スイッチとポート
グループの作成・登録を行うためには、仮想マシンサーバの運用グループの [ネッ
トワーク設定] タブで論理ネットワークを設定しておく必要があります。

(5) 分散スイッチ
論理ネットワークの制御の対象となる分散スイッチを登録します。分散スイッチは、
VMware でのみ利用可能です。分散スイッチは、SigmaSystemCenter から作成するこ
とはできないため、vCenter Server 上で作成する必要があります。分散スイッチを作成
するためには、分散スイッチの機能が利用可能な VMware の Edition が必要です。分
散スイッチの作成後、SigmaSystemCenter 上では、収集で分散スイッチの情報を取り
込む必要があります。
(6) ロードバランサ
ロードバランサのトラフィック振り分け先の追加・削除の制御の対象となるロードバラン
サを登録します。ロードバランサを利用するためには、物理環境と同様の作業が必要で
す。
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4.5. 論理ネットワークへの追加と削除 ‐概要‐
4.5.1.

論理ネットワークとは
(1) 概要
論理ネットワークとは、仮想スイッチや物理スイッチなどの各種装置における実動作の
違いを隠蔽化し、ネットワークを仮想的に扱えるようにしたものです。論理ネットワークに
より、内部のネットワーク構成を意識することなく、管理対象マシンと接続先のネットワー
クの関係を定義できるようになります。
論理ネットワークは、ネットワークを構成するために必要な次の情報で構成され、NIC 番
号との組み合わせで使用されます。NIC 番号は、管理対象マシン上の NIC を特定する
ための番号です。
•

VLAN、ポートグループ
VLAN やポートグループは、スイッチに接続する複数の管理対象マシンを複数のグ
ループに分割し、分割したグループをネットワークとして利用できるようにします。
論理ネットワークには、通常、VLAN・ポートグループのどちらかを 1 つ、またはそれ
ぞれ 1 つずつ設定して利用します。

•

スイッチ
VLAN やポートグループの登録先となるスイッチです。

•

IP アドレスプール
論理ネットワークに接続する管理対象マシンのネットワークアドレスや払い出す IP
アドレスの範囲などを定義します。払い出せる IP アドレスの範囲は、1 つのサブネ
ットです。論理ネットワークに登録できる IP アドレスプールは、IPv4 と IPv6 ごとに 1
つずつです。

論理ネットワークに登録できる IP アドレスプールは 1 つのため、論理ネットワークで定義
できるネットワークの範囲は 1 つのサブネットです。
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論理ネットワーク
サブネット
IPv6用

スイッチ
IPv4用

VLAN

IPアドレス

ポートグループ

プール

IPアドレス
NIC番号

管理対象マシン

SigmaSystemCenter は、リソース割り当てなど運用操作の際に、NIC 番号と論理ネット
ワークの関連付けの定義に従って、ネットワークの制御を実行します。NIC 番号は、制
御対象の NIC と NIC に接続するスイッチを特定するための情報として使用されます。
VLAN の情報は、スイッチ上のポートやポートグループに割り当てる VLAN の情報とし
て使用され、IP アドレスプールの情報は、指定した NIC 番号の NIC に設定する IP アド
レスの情報として使用されます。

スイッチ

論理ネットワーク

論理ネットワーク
適用

・ VLAN:VLAN2

VLAN2

・ IP アドレスプール：
NIC2

192.168.1.11-192.168.1.20

192.168.1.11

NIC番号:2
管理対象マシン

(2) 論理ネットワークと NIC の接続関係
論理ネットワークと NIC の組み合わせについて、1 対 1 だけでなく、片方が複数の 1 対
n の関係で設定する場合があります。
NIC と論理ネットワークが 1 対 n
1 つの NIC に対して複数の論理ネットワークが関係する場合として、対象の環境により、
以下の構成があります。
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•

物理環境の場合
物理スイッチ上の 1 つのポートに対し、複数の VLAN を割り当てる構成があります。
ポートベース VLAN では、1 つのポートに対し複数の VLAN を割り当てることはで
きないので、この場合は、VLAN はタグベース VLAN を指定する必要があります。

•

仮想環境の場合
仮想マシン上の仮想 NIC に対して、複数の論理ネットワークを割り当てることはで
きません。
仮想マシンサーバ上の物理 NIC に対しては、複数の論理ネットワークを割り当てる
ことが可能ですが、物理環境と同様に物理スイッチ側のポートはタグベース VLAN
での利用となります。
仮想スイッチ側の構成は、仮想スイッチ上の複数のポートグループを物理 NIC に
割り当てる構成となります。ただし、仮想スイッチについては、1 つの物理 NIC に対
して、複数の仮想スイッチを割り当てることができません。
そのため、NIC に割り当てる複数の論理ネットワークに対して、スイッチ名を設定す
る場合は、同一の仮想スイッチ名を設定する必要があります。

NIC と論理ネットワークが n 対 1
1 つの論理ネットワークに対して複数の NIC が関係する場合として、NIC を冗長化構成
にしたときがあります。SigmaSystemCenter は、このケースにも設定できるようになっ
ています。ただし、IP アドレスプールの設定は使用できません。
なお、物理環境で NIC を冗長化した場合の SigmaSystemCenter の利用方法は、「ネッ
トワークアダプタ冗長化構築資料」を参照してください。
(3) 論理ネットワークの適用可能な範囲の設定
論理ネットワークには、次の 2 種類の公開範囲の設定があります。
•

Public
利用可能な範囲が限定されない論理ネットワークです。[運用] ビュー上のすべて
のグループ / モデルプロパティ設定、ホスト設定で Public のすべての論理ネットワ
ークを利用することができます。

•

Private
指定のテナント配下のみで利用することができる論理ネットワークです。Private の
論理ネットワークを作成するときに、割り当てるテナントを指定して利用します。[運
用] ビューのグループ / モデルプロパティ設定、ホスト設定では、上位のテナント
に割り当てられた Private の論理ネットワークが利用可能となります。上位のテナン
トに割り当てられていない Private の論理ネットワークは利用できません。

4.5.2.

論理ネットワークの定義場所
Web コンソール上の論理ネットワークの定義場所について説明します。
[リソース] ビューの論理ネットワーク一覧に論理ネットワークを登録します。論理ネットワーク
を構成する VLAN と IP アドレスプールの情報を定義します。
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[運用] ビュー上では、グループ、モデル、ホスト (マシンプロファイル) のいずれかの設定上
で、管理対象マシンが参加する論理ネットワークの指定を NIC 番号との組み合わせで行い
ます。設定場所は、次のように管理対象の種類により異なります。

管理対象マ

設定場所

備考

▪ [運用] ビュー－グループ
プロパティ設定－ [ネットワ
ーク設定] タブ

設定した論理ネットワークに仮想設定が含まれていた場
合、仮想設定は無視します。

シンの種類
物理マシン

▪ [運用] ビュー－モデルプ
ロパティ設定－ [ネットワー
ク設定] タブ
仮想マシン
サーバ

▪ [運用] ビュー － グルー
ププロパティ設定 － [ネッ
トワーク設定] タブ

両方に設定がある場合は、モデルプロパティ設定－ [ネッ
トワーク設定] タブが優先され、グループプロパティ設定
－ [ネットワーク設定] タブの設定は無視されます。
両方に設定がある場合は、モデルプロパティ設定－ [ネッ
トワーク設定] タブが優先され、グループプロパティ設定
－ [ネットワーク設定] タブの設定は無視されます。

▪ [運用] ビュー － モデル
プロパティ設定 － [ネット
ワーク設定] タブ
仮想マシン

[運用] ビュー － 各プロパ
ティ設定 － [マシンプロフ
ァイル] タブのネットワーク
情報

マシンプロファイルは、グループ、モデル、ホストの各階層
で設定が可能です。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
544

論理ネットワークへの追加と削除 ‐概要‐

[運用]ビュー

[リソース]ビュー

[仮想]ビュー
仮想

システムリソース

運用

ネットワーク

グループ

データセンタ

スイッチ

モデル

仮想マシンサーバ

物理スイッチ

ホスト

仮想スイッチ一覧

ポート一覧

ネットワーク一覧

分散スイッチ

管理対象マシンが接続する論理ネ

VLAN(ポートグループ)一覧

ットワークを[運用]ビュー上で設

プライベートVLAN一覧

定する。管理対象の種類によって、

VLAN一覧

設定場所が異なる。

ネットワーク一覧

論理ネットワークの定義は、
[リソース]ビュー上のネッ
トワーク一覧下に登録する。

物理スイッチ、物理スイッチのVLANの情
報は[リソース]ビューで確認できる。
仮想スイッチ、仮想スイッチのポートグル
ープの情報は[仮想]ビューで確認できる。
分散スイッチに関する情報は、[リソース]
ビュー/[仮想]ビューで確認できる。

論理ネットワーク

左記の論理ネットワークの実環境のイメージ
物理スイッチ

・ VLAN:
物理スイッチ、VLAN名:VLAN2,VLANID:2
仮想スイッチ、VLAN名:ポートグループ1,VLANID:2

・ IP アドレスプール：
192.168.1.11-192.168.1.20

NIC番号:2

VLAN2
trunk

仮想マシンサーバ

論理ネットワーク
物理NIC

仮想スイッチ

論理ネットワーク

ポート VLAN2
グループ1
仮想NIC

仮想NIC

仮想マシン

4.5.3.

仮想マシン

論理ネットワークへの追加と削除の実動作
SigmaSystemCenter により行われる管理対象マシンの論理ネットワークへの追加と削除は、
対象となる環境により異なる方法で実現しています。
(1) 物理環境の場合
物理環境の場合、管理対象マシンに接続されている物理スイッチのポートの VLAN 設
定を制御することにより、対象マシンの論理ネットワークへの追加と削除を行います。同
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じ VLAN が割り当てられている複数の管理対象マシンの間でネットワークが構成されま
す。
管理対象マシンの IP アドレスは、イメージ展開の機能を利用して設定を行うことが可能
です。「1.4 イメージ展開について」を参照してください。
物理スイッチの VLAN の制御は、NetvisorPro 経由で行います。
物理スイッチ

論理ネットワーク2

論理ネットワーク1
VLAN2

VLAN3

VLAN3

物理スイッチのポートに対して
VLANの設定を行う。

物理NIC

物理NIC

物理NIC

IPアドレスの設定など

物理マシン

物理マシン

物理マシン

(2) 仮想環境の場合
仮想環境の場合、仮想マシンの仮想 NIC とポートグループに対して、関連付けの設定
を行うことで、対象の仮想マシンの論理ネットワークへの追加と削除を行います。同じポ
ートグループに属する複数の仮想マシンの間でネットワークが構成されます。また、ポ
ートグループに VLAN を割り当てる場合、他の仮想マシンサーバ上の同一 VLAN に属
する仮想マシンとネットワークを構成することが可能になります。
仮想マシンの IP アドレスは、イメージ展開の機能を利用して設定を行うことが可能です。
「1.4 イメージ展開について」を参照してください。
仮想環境のネットワーク制御は、仮想化基盤製品経由で行います。ただし、仮想マシン
サーバの物理 NIC に接続する物理スイッチの VLAN 制御については、NetvisorPro 経
由で行います。
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物理スイッチ

VLAN2

論理ネットワーク1

VLAN3
trunk

論理ネットワーク2

物理NICと仮想スイッチとの接続。

仮想マシンサーバ

物理スイッチのVLAN制御。

物理NIC

仮想スイッチ
論理ネットワーク1
ポート

論理ネットワーク2
VLAN3

VLAN2

ポート

グループ1

仮想NIC

仮想マシン

4.5.4.

グループ２

仮想NIC

仮想マシン

仮想NIC

仮想マシンの仮想NICと仮想
スイッチとの接続を行う。
IPアドレス設定

仮想マシン

IP アドレスプール
IP アドレスプールは、論理ネットワークを構成する要素の 1 つで、管理対象マシンにセットす
る IP アドレス群を貯めておき、必要時に IP アドレスを払い出す仕組みを持った機能です。
IP アドレスプールは、IPv4 と IPv6 の各 IP のバージョンごとに、設定を行うことができます。
[運用] ビュー上でマスタマシン登録を除く次の稼動の操作を行うと、対象ホストの設定に対
して IP アドレスの払い出しが行われます。


リソース割り当て



新規リソース割り当て



スケールアウト



用途変更

このとき、操作対象のホストに関連する設定では、次の設定になっている必要があります。
条件を満たさない場合は、IP アドレスの払い出しは行われません。


操作対象のホスト設定上で、対象の NIC に IP アドレスの設定がない



操作対象のグループ / モデル / マシンプロファイルで指定されている論理ネットワー
クに IP アドレスプールの設定がある
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上記の払い出しの確認は、IPv4 と IPv6 の各 IP のバージョンごとに行われます。例えば、IP
アドレスプールに IPv4 と IPv6 の両方の設定がある場合、両方のアドレスの払い出しについ
て、確認が行われます。
IP アドレスの払い出しが行われると、対象となったホスト設定では、払い出された IP アドレス
が設定された状態になります。ホスト設定を確認することで払い出された IP アドレスを確認
することができます。IP アドレスプールから払い出されてホスト設定に設定された IP アドレス
は、ホスト設定で明示的に指定された場合と同様に使用されます。
次に操作を行うとホスト設定への IP アドレス設定の適用は解除され、払い出された IP アドレ
スは、IP アドレスプールに回収されます。


割り当て解除



スケールイン



用途変更 (いったん、回収された後、用途変更先で IP アドレスプールの設定がある場
合、再度払い出しが行われる)

IP アドレスプールから払い出される IP アドレスは、IP アドレスプール内で一意です。複数の
ホストに同じ IP アドレスが重複して払い出されることはありません。複数のグループ / モデ
ル / マシンプロファイルに対して、同一の論理ネットワークが設定されている場合、そのグ
ループ / モデル / マシンプロファイル共通で一意の IP アドレスが払い出されます。また、ホ
スト設定に手動で設定された IP アドレスが、IP アドレスプールの払い出し範囲と重複する場
合、その IP アドレスは払い出されません。
IP アドレスプールの払い出し対象のホストの OS に対して直接 IP アドレスを設定する場合、
直接設定する IP アドレスは IP アドレスプールと重複しないように設定する必要があります。
設定が重複する場合、複数のホストが同じ IP アドレスで動作する可能性があります。重複す
る可能性がある IP アドレスは、後述の図のように、IP アドレスプールに払い出しの除外対象
として登録してください。
なお、SigmaSystemCenter で IP アドレスプールからの IP アドレス払い出し機能を使用せず、
DHCP で払い出された IP アドレスを使用する運用の場合は、次のように IP アドレスプールを
使用しない設定にする必要があります。


操作対象のホスト設定上で、対象の NIC に IP アドレスの設定がない



操作対象のグループ / モデル / マシンプロファイルで指定されている論理ネットワー
クに IP アドレスプールの設定がない
または、論理ネットワークの指定がない

IP アドレスプールは、次の情報で構成されます。


プール名 : IP アドレスプールの名前を指定します。



サブネットマスク (IPv4 のみ) : 払い出す IP アドレスのサブネットマスクを指定します。
IP アドレスプールが払い出す IP アドレスは、割り当てる IP アドレスの範囲の指定とサブ
ネットマスクの指定の組み合わせで決定します。



サブネットプレフィックス長 (IPv6 のみ) : 払い出す IP アドレスのサブネットプレフィック
ス長を指定します。IP アドレスプールが払い出す IP アドレスは、割り当てる IP アドレス
の範囲の指定とサブネットプレフィックス長の組み合わせで決定します。
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ゲートウェイ : ゲートウェイの IP アドレスを設定します。



割り当てる IP アドレス範囲 : 払い出す IP アドレスの範囲を指定します。サブネットマス
クが設定されている必要があります。



•

名前 : メモとして使用します。

•

開始アドレス、終了アドレス : 払い出す IP アドレスの範囲を設定します。

•

Public IP (IPv4 のみ) : 表示用に使用する IP アドレスです。外部ネットワークから
見える管理対象マシンの IP アドレスが NAT で変換される場合に使用します。
Public IP は、ポータルサイトなどで閲覧することができます。

•

管理用 IP アドレスにする (IPv4 のみ) : 払い出す IP アドレスを管理用 IP アドレス
として使用するかどうかを指定します。同一ホスト上の複数の NIC に管理用 IP アド
レスにする指定がある場合は、小さい NIC 番号の NIC に適用された IP アドレスが
管理用 IP アドレスとして設定されます。ホスト設定に明示的に管理用 IP アドレスの
指定がある場合は、ホスト設定の管理用 IP アドレスの指定が優先されます。

除外する IP アドレス範囲 : 払い出しを除外する IP アドレスの範囲を指定します。複数
追加が可能です。次の情報で構成されます。
•

名前 : メモとして使用します。

•

開始アドレス、終了アドレス : 除外する IP アドレスの範囲を設定します。範囲で指
定する以外にも、終了アドレスを省略して、単一アドレスの指定ができます。

次の図は、IP アドレスプールの利用イメージです。
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ポータルサイト等

Public IPは表示用。
実際の変換用の設定

IPアドレスプール
Pool1

として使用されない。
IPv4用

払出用IPアドレス

Public IP

192.168.1.1

10.1.1.1

192.168.1.2

10.1.1.2

10.1.1.1

10.1.1.2

10.1.1.4

ルータでのNATによる変換

192.168.1.3
192.168.1.４

10.1.1.4

192.168.1.1

IPアドレスプール設定

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.４

IPv4

固定IPで利用

・プール名: Pool1
・サブネットマスク: 255.255.255.0
・デフォルトゲートウェイ:
・割り当て:

管理対象マシン
払い出しの除外対象として設定

・名前: IP Range

IPアドレスプール設定

・レンジ: 192.168.1.1-192.168.1.4

IPv6

・プール名:

・Public IP: 10.1.1.1-10.1.1.4

・サブネットプレフィックス長:

・除外：

・デフォルトゲートウェイ:

・名前:DHCP Server

・割り当て:

・レンジ: 192.168.1.3

・除外：

設定なし

次の表では、SigmaSystemCenter の各利用方法について、IP アドレスプールの払い出しの
動作と管理対象マシンへの IP アドレスの適用の動作の関係を説明しています。対象のグル
ープ / モデル / マシンプロファイルに IP アドレスプールが設定された論理ネットワーク設定
を指定していることを前提とします。

操作対象

SigmaSystemCenter 利用内容

IP アドレスプール

SigmaSystemCenter の IP アドレスの

からの IP アドレス

適用動作

の払い出し
物理マシン

▪ 管理対象マシンに対して、展開型ディ
スクイメージの配布が伴う操作を実行す
る

実行される

IPアドレスプールから払い出されたIPアド
レスが管理対象マシンに適用されます。

▪ ホストの設定にIPアドレスの指定はな
し
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操作対象

SigmaSystemCenter 利用内容

IP アドレスプール

SigmaSystemCenter の IP アドレスの

からの IP アドレス

適用動作

の払い出し
▪ 管理対象マシンに対して、展開型ディ
スクイメージの配布が伴う操作を実行す
る

実行されない

ホストで設定したIPアドレスが管理対象
マシンに適用されます。

実行されるが、有
効に使用されな
い。

フルバックアップ型ディスクイメージを使
用しているため、固有情報反映の動作は
なく、管理対象マシンに対してIPアドレス
プールから払い出されたIPアドレスは適
用されません。IPアドレスプールに管理
用IPアドレスにする指定がある場合は、
払い出された管理用IPアドレスが管理対
象マシンのIPアドレスと一致しない問題
が考えられます。IPアドレスプールでは
なく、ホスト設定で明示的に管理用IPアド
レスを指定するようにしてください。

実行されない

マスタマシン登録の操作を行った場合
は、IPアドレスプールからの払い出しは
行われません。マスタマシン登録の対象
マシンに対して管理用IPアドレスの設定
を行いたい場合は、ホスト設定で明示的
に管理用IPアドレスを指定してください。
なお、ホスト設定で明示的にIPアドレスの
指定を行った場合も、マスタマシン登録
の場合は、ソフトウェア配布が実行され
ず、固有情報反映の動作はないので、管
理対象マシンへIPアドレスの適用は行わ
れません。

▪ チーミングの設定があるマシンに対し
て操作を行う

サポート対象外

チーミングの設定を行う場合は、IPアドレ
スプールではなく、ホスト設定で明示的に
IPアドレスの設定を行ってください。

仮想マシン
サーバ

▪ 仮想マシンサーバに対して操作を行う

サポート対象外

仮想マシンサーバについては、IPアドレ
スプールではなく、ホスト設定で明示的に
IPアドレスの設定を行ってください。

仮想マシン

▪ 新規リソース割り当てやリソース割り
当ての操作を実行する

実行される

IPアドレスプールから払い出されたIPアド
レスが管理対象マシンに適用されます。

実行されない

ホスト設定で指定したIPアドレスが管理
対象マシンに適用されます。

▪ ホストの設定でIPアドレスの指定があ
る
▪ 管理対象マシンに対して、フルバック
アップ型ディスクイメージの配布が伴う
操作を実行する
▪ ホストの設定にIPアドレスの指定はな
し

▪ マスタマシン登録を実行する
▪ ホストの設定にIPアドレスの指定はな
し

▪ ホストの設定にIPアドレスの指定はな
し
▪ 新規リソース割り当てやリソース割り
当ての操作を実行する
▪ ホストの設定にIPアドレスの指定があ
る
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操作対象

SigmaSystemCenter 利用内容

IP アドレスプール

SigmaSystemCenter の IP アドレスの

からの IP アドレス

適用動作

の払い出し
▪ マスタマシン登録を実行する
▪ ホストの設定にIPアドレスの指定はな
し

実行されない

マスタマシン登録の操作を行った場合
は、IPアドレスプールからの払い出しは
行われません。ホスト設定で明示的にIP
アドレスを設定した場合も、マスタマシン
登録ではソフトウェア配布が実行されな
いので、管理対象マシンへIPアドレスの
適用は行われません。
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4.6. 論理ネットワークへの追加と削除 ‐物理環境‐
4.6.1.

物理スイッチに対する VLAN 制御の基本動作
SigmaSystemCenter は、NetvisorPro を使用して物理スイッチに対し、以下の VLAN の制
御が可能です。
1.

VLAN の作成と削除

2.

スイッチのポートに対して、VLAN の割り当てと割り当て解除

3.

VLAN の割り当ての際、複数 VLAN の使用可否の設定

SigmaSystemCenter の VLAN 制御の対象となる VLAN やポートに対して、スイッチの直接
操作で設定を変更しないでください。スイッチの直接操作で設定を行った場合、
SigmaSystemCenter には反映されません。既にスイッチ上のみに設定されている VLAN に
ついては、SigmaSystemCenter にスイッチと同じ設定を登録することで設定内容を合わせ
ることができます。
(1) 指定 VLAN の作成と削除
スイッチに対して指定 VLAN の作成と削除を実行します。
(2) ポートに対する指定 VLAN の割り当てと割り当て解除
スイッチの指定ポートに対して、指定の VLAN の割り当てと割り当て解除を実行します。
VLAN の割り当てを行うと、制御対象となったポートは指定 VLAN と同一の VLAN が割
り当てられた他のポートと通信ができるようになります。割り当て解除を行うと、他のポ
ートと通信ができなくなります。VLAN を割り当てた対象ポート上での複数 VLAN の使用
可否については、下記(3)のタグの指定により切り替わります。
指定 VLAN の割り当てと割り当て解除の動作は、リソース割り当てなど各運用操作を実
行したときに実行されます。「4.6.3 SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるネッ
トワーク制御について (物理環境の場合)」を参照してください。
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次の図は、VLAN の割り当てと割り当て解除の制御の説明です。

SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter

NetvisorPro V

NetvisorPro V

管理サーバ

管理サーバ

スイッチの指定ポートに
指定のVLANを割り当てる

5

スイッチ

5

スイッチ

スイッチの指定ポー
1

2

VLAN3

3
VLAN2

4
VLAN3

1
VLAN3

2
VLAN2

3
VLAN2

4
VLAN3

トから指定 のVLAN
の割り当てを解除す
る

マシン1

マシン2

マシン3

マシン4

マシン1

マシン2

マシン3

マシン4

(3) ポートに対する複数 VLAN の割り当て可否の指定 (タグの使用可否の指定)
VLAN の割り当て処理の際、タグの指定により、制御対象のポートに対して複数 VLAN
の割り当て可否を設定できます。この設定により、制御対象ポートに入力されるイーサ
ーネットフレーム内の VLAN タグの利用可否が切り替わります。運用グループやスイッ
チの各ポートに対してタグの使用可否の指定を設定することができます。
タグの指定がない場合は、制御対象のポートはアクセスポートとして動作するように設
定されます。タグの指定がある場合は、トランクポートとして動作するように設定されま
す。利用する VLAN の種類とタグの指定の関係は、次の表のとおりです。

タグの指定

利用する VLAN の種類

あり

タグベースVLAN

なし

ポートベースVLAN

単一のポートに種類の異なる VLAN を混在して設定することはできません。
既に VLAN が割り当てられているポートにタグの指定がある場合、そのポートに対して
タグ指定ありで、別の VLAN を割り当てることができます。VLAN 割り当て済みのポート
にタグの指定がない場合、そのポートに対して別の VLAN を割り当てることはできませ
ん。
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タグ指定があるとき、次の図のように VLAN 制御が実行されます。
SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter
マシン7

マシン6

NetvisorPro V

スイッチの指定ポ

管理サーバ

ートから指定の
VLAN2

スイッチ1

VLAN3

３

を解除する

1

VLAN2

スイッチ2

2
2

VLAN2

VLAN3

スイッチ3

VLAN2

2

VLAN3

VLAN2

VLAN2

マシン1

4.6.2.

VLAN3

マシン2

5

2

VLAN2

VLAN2

VLAN3

マシン3

6

VLAN3
trunk
trunk
VLAN3

VLAN3

指 定 の VLAN を 割 り
当てる

マシン4

スイッチ3

VLAN3

３ trunk

trunk

スイッチの指定ポー

VLAN3

4

マシン5

trunk

2

4

1

トにタグ指定ありで
4

VLAN2

スイッチ2

VLAN3

1
3

スイッチ1
1

３

trunk

4
３

VLAN2

trunk

1
VLAN2

管理サーバ

VLAN の 割 り 当 て

4

マシン7

マシン6

NetvisorPro V

VLAN2

2

マシン5

trunk
VLAN3

1
VLAN2

3

VLAN2

マシン1

4

マシン2

VLAN3

5

VLAN3

マシン3

6

マシン4

物理スイッチの VLAN 制御を実行するために必要な設定につい
て
SigmaSystemCenter か ら 物 理 ス イ ッ チ の VLAN の 制 御 を 行 う た め に は 、 以 下 の
SigmaSystemCenter の設定が必要です。下記設定を実施する前に、「4.3.2 物理スイッチ
と物理ロードバランサの制御を行うために必要な準備」に記載の作業を行う必要がありま
す。
1.

[リソース] ビュー上で制御対象のスイッチを登録する
[リソース] ビューのスイッチ一覧上で、制御対象のスイッチを登録します。

2.

[リソース] ビュー上で管理対象マシンが接続する論理ネットワークの登録を追加する
[リソース] ビューの論理ネットワーク一覧上で、管理対象マシンの接続先となる論理ネ
ットワークを登録します。追加した論理ネットワークには、VLAN の情報を登録する必要
があります。登録した内容は、VLAN 制御の際にスイッチに割り当てる VLAN の情報と
して使用されます。
なお、論理ネットワーク上で定義する VLAN を事前に作成しておく必要はありません。
VLAN 制御時、指定の VLAN が作成されていない場合、SigmaSystemCenter は自動
的に VLAN を作成します。
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3.

[リソース] ビュー上で制御対象の管理対象マシンの NIC とスイッチのポートとの関連付
け設定を行う
[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] タブ上で、NIC とスイッチの
ポートと関連付けを行います。この関連付けの設定により、VLAN 制御の際に制御対象
のマシンと接続されているスイッチのポートの情報が取り出されます。

4.

[運用] ビュー上で管理対象マシンが接続するネットワークと NIC 番号との関連付け設
定を行う
[運用] ビューのグループプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブ上で、管理対象マ
シンが接続する論理ネットワークと NIC 番号の組み合わせを登録します。
VLAN 制御の際、制御対象のマシンの登録情報から NIC 番号に対応する NIC の情報
が取り出されます。そして、その NIC に関連付けられたスイッチとポートの情報から、
VLAN を割り当てるスイッチとそのスイッチのポートが決定します。
上記の設定を行ったうえで、「4.6.3 SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるネッ
トワーク制御について (物理環境の場合)」に記載の操作を行うと、実際の VLAN の割り
当て / 割り当て解除の制御が実行されます。上記設定だけでは、実際の VLAN の割り
当て / 割り当て解除の制御は実行されません。

運用操作により、物理スイッチに VLAN が割り当てられたポートの状況は、物理スイッチのポ
ート一覧の画面で確認することができます。以下の情報が表示されます。


ポートに接続されたマシンと NIC 番号



タグの使用可否



割り当てられている VLAN 名



VLAN の適用状態
以下の状態があります。
•

適用済 : 正常に VLAN が割り当てられた状態

•

適用処理中 : VLAN を割り当て中の状態

•

適用解除中 : VLAN を割り当て解除中の状態

•

適用エラー : VLAN の割り当て / 割り当て解除が何らかの原因で失敗した場合

•

未適用 (表示上は空欄) : VLAN が割り当てられていない状態
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物理スイッチの VLAN 関連の設定や操作の利用例を次の図で説明します。

SigmaSystemCenterの設定

3.Machine1のネットワーク
設定でMachine1のNIC2と

1.NetvisorProに登録済

SWITCH1のポート1との関

みのSWITCH1を[リソー
ス]ビュー/ネットワーク

[運用]ビューの階層

デバイス配下に登録する。

Group1

連付けの設定を登録する。
[リソース]ビュー
Machine1
ネットワーク NIC一覧

Host1

NIC番号

1

00:30:13:E3:48:2A

2

00:30:13:E3:48:2B

[運用]ビュー
Group1

2

スイッチ

ポート

SWITCH1

1

SWITCH1

ネットワーク設定
NIC番号

MACアドレス

設定情報

スイッチ名

タグ

ポート一覧
ポート

Network1

接続マシン-NIC番号

タグ

VLAN名

ソース割り当て後、スイッ

Port2
Port3

4.運用グループGroup1の

チのポート一覧に適用され
たMachine1やVLAN2の

Network1

VLAN設定にNIC番号2と

2.論理ネットワーク

Network1の組み合わせを登

Network1を新規に

録する。リソース割り当てなど

登録する。使用する

の運用グループでの操作から

VLANはVLAN2を追

実行されるネットワーク制御

加する。スイッチを

では、この情報を元に処理が行

明示的に指定する必

われる。

要はない。

情報が表示される。

VLAN一覧
スイッチ

VLAN

全スイッチ(物理)

VLAN2

VLAN種別

VLAN ID

VLAN

ポート一覧

ポート 接続マシン-NIC番号

Port1

適用状態

5.Host1にMachine1をリ

Port1

タグ

Machine1-2

2

VLAN名

適用状態

VLAN2

適用済

Port2

上記設定の対象環境の構成イメージ
SigmaSystemCenter

管理サーバ

SWITCH1

Port3

NetvisorPro V

NetvisorPro V

管理LAN

管理LAN

2

5.Host1にMachine1の

VLAN2

リソース割り当てを実行

NIC2

1

Group1

プール

Machine１

2

SWITCH1

1

Group1の

SigmaSystemCenter

管理サーバ

Network1
NIC2

Host1
NIC1

Machine１

NIC1
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4.6.3.

SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるネットワーク制御
について (物理環境の場合)
SigmaSystemCenter の運用操作を実行したときに、SigmaSystemCenter が行う VLAN 制
御の動作について説明します。基本的な VLAN 制御の動作については、「4.6.1 物理スイッ
チに対する VLAN 制御の基本動作」を参照してください。
(1) VLAN 追加 / 削除
[リソース] ビューの VLAN 一覧の画面上で VLAN 追加 / 削除を行うことができます。
SigmaSystemCenter から VLAN を追加したとき、既にスイッチ上に VLAN が作成済み
の場合は、スイッチへの設定操作がスキップされ、SigmaSystemCenter に作成済みの
VLAN が登録されます。ただし、既に VLAN をポートに割り当て済みの場合は、割り当
て済みのポートも指定する必要があります。SigmaSystemCenter から VLAN を削除し
たとき、割り当て済みのポートがある場合は、同時に割り当て解除の制御も実行されま
す。
SigmaSystemCenter からの VLAN の削除を実行したとき、SigmaSystemCenter と
NetvisorPro 上の登録は削除されますが、スイッチ上で VLAN の登録の削除は行われ
ません。
(2) リソース割り当て / マスタマシン登録 / スケールアウト
プール上にある管理対象マシンを運用グループのホストへリソース割り当て操作を行う
と、操作対象となった管理対象マシンに対して、ホストとして業務で利用できるように一
連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、VLAN 制御もプロビジョニングの処
理の 1 つとして実行されます。マスタマシン登録 / スケールアウトもリソース割り当てと
同様の VLAN 制御が実行されます。
VLAN 制御では、リソース割り当てを行う管理対象マシンに繋がっているスイッチのポー
トに対して、運用グループ設定で指定された VLAN を割り当てる処理が行われます。
制御対象となるスイッチ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや [リ
ソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場合は、
VLAN 制御は実行されません。設定内容については、「4.6.2 物理スイッチの VLAN 制
御を実行するために必要な設定について」を参照してください。
1.

[運用] ビュー
-

2.

管理対象マシンが接続する論理ネットワークとマシン側の NIC 番号の組み合
わせの指定

[リソース] ビュー
-

接続先の論理ネットワークの登録。使用する VLAN の情報が必要

-

制御対象のスイッチの登録

-

管理対象マシンの NIC (番号) とスイッチのポートとの関連付けの設定
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管理サーバ
SigmaSystemCenter
NetvisorPro V
管理LAN

3

スイッチ1

論理ネットワーク1

VLAN2

2

1

運用グループA

プール
ホスト1

マシン１

ストレージ
マシン2

ホスト2にマシン２のリソース割り当て操作を
実行。
スイッチ1に対するVLAN制御
マシン2が接続されているスイッチ1のポート2に

管理サーバ

VLAN2を割り当てる。
VLAN制御

VLAN2

NetvisorPro V
管理LAN

3

スイッチ1

SigmaSystemCenter

論理ネットワーク1
1

2

VLAN2

運用グループA
ホスト1
マシン１

ホスト2

ストレージ

マシン2

その他の制御

その他の制御
マシン２に対して電源制御、リストア、ストレージ制御などを実行する

(3) 割り当て解除 / スケールイン
稼動中の運用グループのホストに対して割り当て解除操作を行うと、操作対象となった
管理対象マシンに対して、業務から外すための一連のプロビジョニング処理が行われま
す。このとき、VLAN 制御もプロビジョニングの処理の 1 つとして実行されます。スケー
ルインも割り当て解除と同様の VLAN 制御が実行されます。割り当て解除時、"マシンを
解体しない" を選択した場合は、VLAN 制御は実行されません。
VLAN 制御では、割り当て解除する管理対象マシンに繋がっているスイッチのポートに
対して、運用グループ設定で指定された VLAN の割り当てを解除する処理が行われま
す。
制御対象となるスイッチ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや [リ
ソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場合は、
VLAN 制御は実行されません。設定内容については、「4.6.2 物理スイッチの VLAN 制
御を実行するために必要な設定について」を参照してください。
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1.

[運用] ビュー
管理対象マシンが接続する論理ネットワークとマシン側の NIC 番号の組み合
わせの指定

2.

[リソース] ビュー
-

接続先の論理ネットワークの登録。使用する VLAN の情報が必要

-

制御対象のスイッチの登録

-

管理対象マシンの NIC (番号) とスイッチのポートとの関連付けの設定

管理サーバ
SigmaSystemCenter
NetvisorPro V
管理LAN

3

スイッチ1

論理ネットワーク1

VLAN2

VLAN2

1

2

ホスト1

ホスト2

運用グループA

マシン１

ストレージ

マシン2

ホスト2にマシン２の割り当て操作解除を実行。

スイッチ1に対するVLAN制御

管理サーバ

マシン2の接続ポート2とVLAN2の割り当てを解

SigmaSystemCenter

除する。

NetvisorPro V

VLAN制御

論理ネットワーク1

VLAN2

管理LAN

3

スイッチ1

2

1

運用グループA

VLAN2

プール
ホスト1

マシン１

ストレージ
マシン2

その他の制御

その他の制御
マシン２に対して電源制御、ストレージ制御などを実行する

(4) 置換
稼動中の運用グループのホストに対して置換操作を行うと、利用中の管理対象マシン
から予備機としてプール上で待機している管理対象マシンに使用マシンリソースを切り
替えるための一連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、VLAN 制御もプロビ
ジョニングの処理の 1 つとして実行されます。
VLAN 制御では、まず、利用中の管理対象マシンに繋がっているスイッチのポートに対
して、運用グループ設定で指定された VLAN の割り当てを解除する処理が行われます。
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次に切り替え先となる管理対象マシンに繋がっているスイッチのポートに対して、運用
グループ設定で指定された VLAN を割り当てる処理が行われます。
制御対象となるスイッチ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや [リ
ソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。設定内容については、
「4.6.2 物理スイッチの VLAN 制御を実行するために必要な設定について」を参照してく
ださい。
[運用] ビュー

1.

-

管理対象マシンが接続する論理ネットワークとマシン側の NIC 番号の組み合
わせの指定

[リソース] ビュー

2.

-

接続先の論理ネットワークの登録。使用する VLAN の情報が必要

-

制御対象のスイッチの登録

-

管理対象マシンの NIC (番号) とスイッチのポートとの関連付けの設定 (置換
元マシンと置換先マシンの両方に設定が必要となる)

管理サーバ
SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

論理ネットワーク1

VLAN2

VLAN2

1

管理LAN

4

スイッチ1

2

3

マシン2

マシン3

プール

運用
グループA マシン1
ホスト1

ストレージ

ホスト2

ホスト2に対してマシン３を使用して置換操作を

スイッチ1に対するVLAN制御
マシン2の接続ポート2とVLAN2の割り当てを解除

実行。

する。マシン3の接続ポート3にVLAN2を割り当て

管理サーバ
SigmaSystemCenter

る。

NetvisorPro V

VLAN制御

論理ネットワーク1

VLAN2

1

論理ネットワーク1
VLAN2

VLAN2

2

3

プール

運用
グループA

管理LAN

4

スイッチ1

マシン1
ホスト1

マシン2
ホスト2

運用
マシン3
ホスト2

グループA

ストレージ

その他の制御

その他の制御
マシン２、マシン3に対して電源制御、リストア、ストレージ制御などを実行する
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(5) 用途変更
稼動中の運用グループのホストから別の運用グループのホストへ用途変更操作を行う
と、操作対象となった管理対象マシンに対して、稼動する運用グループを変更するため
の一連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、VLAN 制御もプロビジョニング
の処理の 1 つとして実行されます。
VLAN 制御では、まず、処理対象の管理対象マシンに繋がっているスイッチのポートに
対して、移動元の運用グループ設定で指定された VLAN の割り当てを解除する処理が
行われます。次に、同じポートに対して、移動先の運用グループ設定で指定された
VLAN を割り当てる処理が行われます。
制御対象となるスイッチ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや [リ
ソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。設定内容については、
「4.6.2 物理スイッチの VLAN 制御を実行するために必要な設定について」を参照してく
ださい。
1.

[運用] ビュー
-

2.

管理対象マシンが接続する論理ネットワークとマシン側の NIC 番号の組み合
わせの指定

[リソース] ビュー
-

接続先の論理ネットワークの登録。使用する VLAN の情報が必要

-

制御対象のスイッチの登録

-

管理対象マシンの NIC (番号) とスイッチのポートとの関連付けの設定
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管理サーバ
SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

論理ネットワーク1

VLAN2

論理ネットワーク2
VLAN2

1

管理LAN

4

スイッチ1

2

3

VLAN3

運用

運用
グループA マシン1

マシン2

ホスト1

マシン3 グループB

ホスト2

ストレージ

ホスト3

運用グループAのホスト2を運用グループBのホ

スイッチ1に対するVLAN制御

スト4へ用途変更操作を実行。

マシン2の接続ポート2とVLAN2の割り当てを解除

管理サーバ

し、VLAN3を割り当てる。

SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

VLAN制御

4

スイッチ1
論理ネットワーク1

VLAN2

1

VLAN2

2

論理ネットワーク2

VLAN3

VLAN3

3

運用
グループA

管理LAN

運用
マシン1
ホスト1

マシン2
ホスト2

ホスト４

マシン3

グループB

ホスト３

ストレージ

その他の制御

その他の制御
マシン２に対して電源制御、リストア、ストレージ制御などを実行する

(6) 直接 VLAN 割り当て / 割り当て解除操作
[リソース] ビューのポート一覧の画面上で、指定のスイッチ上の指定のポートに対して
指定 VLAN の割り当て / 割り当て解除の操作を行います。(2)～(5)の操作は一連のプ
ロビジョニングの処理の一部として VLAN 制御が実行されますが、本操作では VLAN 制
御のみが単独で行われます。(2)～(5)の操作での制御対象として設定されているスイッ
チ上のポートに対して、本操作を実行することはできません。
制御対象となるスイッチについては、事前に [リソース] ビュー上で登録しておく必要が
あります。
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管理サーバ

管理サーバと２つのスイッチの接続がループし

SigmaSystemCenter

ないように管理LANのポートにVLAN4を割り

NetvisorPro V

当てておく。(スイッチの直接操作が必要。)

VLAN4

スイッチ1

4

4
3

VLAN2

論理ネットワーク1

1

2

マシン１

VLAN4

スイッチ2

管理LAN

3

VLAN3

VLAN2

論理ネットワーク2

論理ネットワーク1

マシン2

1

2

マシン3

VLAN3

論理ネットワーク2

マシン4

VLAN制御

マシンと関係がないポートに対しては、

各スイッチのポート3をトランクポートとして利用する。

直接VLAN操作を実行する。

スイッチ1のポート3にVLAN2とVLAN3をタグ指定あり
で割り当てる。スイッチ2のポート3にVLAN2とVLAN3を
タグ指定ありで割り当てる。

管理サーバ

SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

VLAN4

スイッチ1
VLAN2

論理ネットワーク1

マシン１

4

4
trunk

1

2

VLAN3

VLAN2

VLAN2

VLAN3

VLAN3

3

3

論理ネットワーク2

マシン2

VLAN4

スイッチ2

trunk
VLAN2

論理ネットワーク1

マシン3

1

2

管理LAN

VLAN3

論理ネットワーク2

マシン4

(7) 構成変更
論理ネットワークの設定上で VLAN の定義を変更後に構成変更操作を行うと、処理対
象の管理対象マシンに接続されたスイッチのポートに割り当てる VLAN を定義に合わせ
て変更することができます。
構成変更操作では、VLAN 以外にロードバランサやストレージの構成について個別に
制御を実行することが可能です。物理スイッチの VLAN の構成を変更するためには、構
成変更操作の実行時に表示される処理の一覧の中から "VLAN 制御" を選択する必
要があります。
"VLAN 制御" では、グループ、またはモデルプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブ
に設定された物理スイッチのみを制御対象とします。グループとモデルプロパティの両
方に物理スイッチの設定がある場合、モデルプロパティの設定が優先されます。
変更対象となる VLAN の設定については、事前に [リソース] ビュー上で下記の設定を
しておく必要があります。設定の変更がない場合は、構成変更の操作実行時に VLAN
制御は実行されません。
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1.

[リソース] ビュー
接続先の論理ネットワークに登録する VLAN の情報を変更する

管理サーバ
SigmaSystemCenter
NetvisorPro V
管理LAN

2

スイッチ1
VLAN2

1

論理ネットワーク1

運用グループA
ホスト1

ストレージ

マシン１

論理 ネ ット ワ ーク 1 のVLAN 設定 をVLAN2か ら
VLAN3に変更し、ホスト1の構成変更操作を実行。
スイッチ1に対するVLAN制御
マシン1が接続されているスイッチ1のポート2に
割り当てるVLANをVLAN2からVLAN3に変更する。

管理サーバ

VLAN制御

VLAN2

1

NetvisorPro V
管理LAN

2

スイッチ1

SigmaSystemCenter

VLAN３

運用グループA

論理ネットワーク1

ホスト1

ストレージ

マシン１

その他の制御

その他の制御
マシン1に関するストレージやロードバランサなどのその他の構成変更操作やマシン1のシャッ
トダウンを実行する。
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4.7. 論理ネットワークへの追加と削除 ‐仮想環境‐
4.7.1.

仮想環境のネットワーク制御の対象範囲
SigmaSystemCenter が仮想環境のネットワーク制御を行う対象は、SigmaSystemCenter
の使用方法により異なります。大きく次の 3 つに分けることができます。
1.

通常の運用操作におけるネットワーク制御
仮想マシンサーバや仮想マシンに対して、[運用] ビュー上で新規リソース割り当てなど
の運用操作を行うと、仮想マシンが業務で利用するネットワークに接続できるように次
の制御対象に処理を行います。
•

仮想マシンサーバの物理 NIC と接続している物理スイッチのポート

•

仮想マシンサーバ内の仮想スイッチやポートグループ

•

仮想マシンの NIC

本動作について、次節以降で詳細に説明します。
なお、通常の運用操作では、管理 LAN 側の仮想マシンサーバの設定 (VMware の場
合、ServiceConsole や VMKernel のポートグループや IP アドレスの設定など) の処理
を行うことができません。そのため、これらの設定については仮想化基盤製品を使用し
て仮想マシンサーバに対して直接設定を行う必要があります。仮想マシンサーバ上の
ネットワークの設定をすべて一通り自動で行うためには、下記の仮想マシンサーバプロ
ビジョニングを利用する必要があります。
2.

仮想マシンサーバプロビジョニングにおけるネットワーク制御
仮想マシンサーバプロビジョニングは、仮想マシンサーバのインストールとインストール
後の設定を自動化する機能です。仮想マシンサーバ内にあるネットワーク関係の設定
についても、仮想マシンサーバプロビジョニングにより、仮想マシンの作成や Migration
が可能な状態になるように処理が行われます。
仮想マシンサーバプロビジョニングの使用方法については、本書では説明しません。
「SigmaSystemCenter 仮想マシンサーバプロビジョニングソリューションガイド」を参照
してください。

3.

物理スイッチの外部ポートに対する VLAN 制御
仮想マシンサーバと直接接続していない物理スイッチのポートは、上記 1 の制御対象の
範囲から外れます。これらのポートに対しても、VLAN の制御を行うことが可能です。
「4.6.3 SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるネットワーク制御について (物理
環境の場合)」の「(6) 直接 VLAN 割り当て / 割り当て解除操作」を参照してください。
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次の図は、VMware の環境の場合の説明です。

管理サーバ

SigmaSystemCenter
NetvisorPro V
vCenter Server

VM用LAN

物理スイッチ
VLAN2

VLAN2

通常運用における制御対象の
範囲

外部ポートについて

trunk

管理LAN

VLAN3
trunk

論理ネットワーク1

もVLAN制御可能

VLAN3

論理ネットワーク2

仮想マシンサーバ
物理NIC

([運用]ビューでの定義可能箇所)

仮想スイッチ
論理ネットワーク1

論理ネットワーク2

ポート

VLAN3

VLAN2

ポート

グループ1

VMSプロビジョニングで

グループ２
仮想NIC

仮想NIC

仮想NIC

自動設定処理が可能な範囲
仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン
仮想スイッチ

物理NIC

Service Console

4.7.2.

VMKernel

仮想環境のネットワーク制御の基本動作
前 節 に 記 載 の 通 常 の 運 用 操 作 に よ り 、 SigmaSystemCenter は 、 仮 想 化 基 盤 製 品 や
NetvisorPro を利用して、次の 3 種類の仮想環境のネットワーク制御を実行することができま
す。
1.

仮想マシンサーバの物理スイッチ側ネットワークへの追加 / 削除
リソース割り当てやマスタマシン登録の操作により、仮想マシンサーバを運用グループ
上で稼動する操作を行うと、SigmaSystemCenter は操作対象の仮想マシンサーバの
物理 NIC と接続している物理スイッチのポートに対して VLAN 制御を行います。この制
御は、制御対象の物理スイッチ上にある論理ネットワークと仮想マシンサーバのホスト
情報との関連付けの定義を元に行われます。
物理スイッチの制御を SigmaSystemCenter から行うためには、NetvisorPro が必要と
なります。SigmaSystemCenter から物理スイッチの制御を行わない場合は、物理スイ
ッチに対して直接 VLAN の設定を行う必要があります。
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2.

仮想マシンサーバの仮想スイッチ側ネットワークへの追加 / 削除
リソース割り当てやマスタマシン登録の操作により、仮想マシンサーバを運用グループ
上で稼動する操作を行うと、SigmaSystemCenter は操作対象の仮想マシンサーバの
物理 NIC と仮想マシンサーバ内の仮想スイッチやポートグループとの接続の処理を行
います。この制御は、制御対象の仮想スイッチ上にある論理ネットワークやポートグル
ープと仮想マシンサーバのホスト情報との関連付けの定義を元に行われます。
このとき、接続対象の仮想スイッチが仮想マシンサーバ内に存在しない場合は、仮想ス
イッチの作成を行います。また、ポートグループが存在しない場合、ポートグループの作
成を行います。
SigmaSystemCenter から物理 NIC と仮想スイッチの接続の制御を行わない場合は、
仮想化基盤製品に対して直接仮想スイッチなどの設定を行う必要があります。

3.

仮想マシンの仮想ネットワークへの追加 / 削除
新規リソース割り当てやリソース割り当てなどの操作により、仮想マシンを運用グルー
プ上で稼動する操作を行うと、SigmaSystemCenter は操作対象の仮想マシンの仮想
NIC と仮想マシンが動作する仮想マシンサーバ内の仮想スイッチやポートグループとの
接続の処理を行います。この制御は、制御対象の仮想スイッチ上にある論理ネットワー
クやポートグループと仮想マシンのホスト情報との関連付けの定義を元に行われます。
このとき、新規に仮想マシンを作成する場合は、仮想 NIC の作成を行います。
その他、IP アドレスの払い出しや設定の処理を行います。
接続先の仮想スイッチやポートグループは、手順 2 などの操作により、事前に作成して
おく必要があります。

複数の仮想マシンサーバ上に存在する仮想マシンを同一の論理ネットワークに接続する環
境を構築するためには、上記の 3 種類の制御で使用する論理ネットワークは、同一のものを
指定する必要があります。
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論理ネットワークへの追加と削除 ‐仮想環境‐
1. 仮想マシンサーバの物理スイッ
チ側ネットワークへの追加/削除
物理スイッチ

物理スイッチ

論理ネットワーク

物理スイッチのVLAN制御

VLAN2
trunk

仮想マシンサーバ

仮想マシンサーバ

物理NIC

物理NIC
論理ネットワーク

仮想スイッチ
ポート

仮想マシンサー

グループ

バのマスタマシ
ン登録などを実
行

VLAN2

物 理 NIC と 仮 想 ス イ
仮想スイッチの
作成。ポートグ
ループ作成。

ッチの接続。

2. 仮想マシンサーバの仮想
スイッチ側ネットワークへ
の追加/削除

仮想マシンの新規
物理スイッチ

リソース割り当て
などを実行
VLAN2
trunk

仮想マシンサーバ

論理ネットワーク
物理NIC
論理ネットワーク

仮想スイッチ
ポート

仮想NIC作成。

VLAN2

仮 想 NIC と 仮 想 ス イッ チ

グループ

IPアドレスの払い出しや

の接続。

仮想NIC

設定。
仮想マシン

3. 仮想マシンの仮想ネッ
トワークへの追加/削除

4.7.3.

仮想環境のネットワーク制御を実行するために必要な設定につい
て
ネットワーク制御の種類別に設定方法を説明します。
(1) 仮想マシンサーバの物理スイッチ側ネットワークへの追加 / 削除
SigmaSystemCenter か ら 物 理 ス イ ッ チ の VLAN の 制 御 を 行 う た め に 、 以 下 の
SigmaSystemCenter の設定が必要です。下記設定を実施する前に、「4.3.4 仮想環境
のネットワーク制御を行うために必要な準備」を行う必要があります。
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1.

[リソース] ビュー上で制御対象のスイッチを登録する
[リソース] ビューのスイッチ一覧上で、制御対象のスイッチを登録します。

2.

[リソース] ビュー上で仮想マシンサーバが接続する論理ネットワークの登録を追加
する
[リソース] ビューの論理ネットワーク一覧上で、仮想マシンサーバの接続先となる
論理ネットワークを登録します。
追加した論理ネットワークには、VLAN の情報を登録する必要があります。登録し
た内容は、VLAN 制御の際にスイッチに割り当てる VLAN の情報として使用されま
す。
なお、論理ネットワーク上で定義する VLAN を事前に作成しておく必要はありませ
ん。VLAN 制御時、指定の VLAN が作成されていない場合、SigmaSystemCenter
は自動的に指定の VLAN を作成します。

3.

[リソース] ビュー上で制御対象の管理対象マシンの NIC とスイッチのポートとの関
連付け設定を行う
[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] タブ上で、NIC とスイッ
チのポートと関連付けを行います。本関連付けの設定より、VLAN 制御の際に制
御対象のマシンと接続されているスイッチのポートの情報が取り出されます。

4.

[運用] ビュー上で仮想マシンサーバが接続する論理ネットワークと NIC 番号との
関連付け設定を行う
[運用] ビューのグループ、またはモデルプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブ
上で、仮想マシンサーバが接続する論理ネットワークと NIC 番号の組み合わせを
登録します。物理 NIC に接続する論理ネットワークが複数ある場合は、それぞれ
の組み合わせを登録する必要があります。
VLAN 制御の際、制御対象のマシンの登録情報から NIC 番号に対応する NIC の
情報が取り出されます。そして、その NIC に関連付けられたスイッチとポートの情
報から、VLAN を割り当てる先となるスイッチとそのスイッチのポートが決定しま
す。
グループ / モデルプロパティ設定の両方に設定がある場合は、モデルプロパティ
の設定が優先されます。

上記の設定を行ったうえで、マスタマシン登録などの操作を行うと、実際の VLAN の割り当て
/ 割り当て解除の制御が実行されます。上記設定だけでは、実際の VLAN の割り当て / 割
り当て解除の制御は実行されません。
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SigmaSystemCenterの設定

3.VMServer1のネットワー
ク設定でVMServer1のNIC2

1.NetvisorProに登録済

とSWITCH1のポート1との

みのSWITCH1を[リソー
ス]ビュー/ネットワーク

[運用]ビューの階層

デバイス配下に登録する。

VMSGroup1
VMServer1

関連付けの設定を登録する。
[リソース]ビュー
VMServer1
ネットワーク NIC一覧
NIC番号

[運用]ビュー
VMSGroup1

2

スイッチ

00:30:13:E3:48:2A

2

00:30:13:E3:48:2B

SWITCH1
ポート

ネットワーク スイッチ

VLAN

Network1 VSwitch1

VLAN2, PortGroup1

接続マシン-NIC番号

タグ

Port2

NIC番号2とNetwork1の組

Network1を新規に

み合わせを登録する。マスタマ

登録する。使用する

シン登録などの運用グループ

1

VMServer1のマスタマシン登
VLAN名
適用状態
覧に適用されたVMServer1や
VLAN2の情報が表示される。タ

Network1

2.論理ネットワーク

SWITCH1

録を実行後、スイッチのポート一

Port1
Port3

4.グループVMSGroup1に

ポート

5. ホストVMServer1にマシン

ポート一覧

仮想ネットワーク
NIC番号

MACアドレス

1

グの指定は無条件で有効となる。

VLAN一覧
スイッチ

VLAN

全スイッチ(物理)

VLAN2

VLAN

2

PortGroup1

VLAN

2

適用状態

VSwitch1

VLAN種別

VLAN ID

VLANはVLAN2を追

での操作を実行すると、この情

加する。スイッチを明

報を元にネットワークの制御

示的に指定する必要

が行われる。

はない。

ポート一覧

ポート 接続マシン-NIC番号

タグ

VLAN名

Port1 VMserver1-2

有効

VLAN2

適用済

Port2
Port3

上記設定の対象環境の構成イメージ

SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter

NetvisorPro V

NetvisorPro V

5. ホストVMServer1に 管理サーバ

管理サーバ

マシンVMServer1のマ
スタマシン登録を実行

SWITCH1

SWITCH1
VLAN2

1

1

trunk

Network1

NIC2

VMServer1

VMSGroup1

VMSGroup1
のプール

NIC2

VMServer1

NIC1
管理LAN

VMServer1

NIC1

Network1

管理LAN

(2) 仮想マシンサーバの仮想スイッチ側ネットワークへの追加 / 削除
SigmaSystemCenter から仮想マシンサーバの物理 NIC と仮想スイッチの接続などの
制御を行うために、以下の SigmaSystemCenter の設定が必要です。下記設定を実施
する前に「4.3.4 仮想環境のネットワーク制御を行うために必要な準備」を行う必要があ
ります。
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1.

分散スイッチが制御対象の場合、[リソース] ビュー上で制御対象のスイッチを登録
する
分散スイッチが制御対象の場合、vCenter Server を使用してあらかじめ作成して
おいた分散スイッチを SigmaSystemCenter 上で収集を実行し、登録します。収集
を行うと、 [リソース] ビューのスイッチ一覧上に登録されます。

2.

[リソース] ビュー上で仮想マシンサーバが接続する論理ネットワークの登録を追加
する
[リソース] ビューの論理ネットワーク一覧上で、仮想マシンサーバの接続先となる
論理ネットワークを登録します。
論理ネットワークには、仮想 / 分散スイッチとポートグループ (VLAN) の情報を
登録する必要があります。登録したポートグループは、制御の際に接続先となるポ
ートグループの情報として使用されます。仮想スイッチは、事前に仮想スイッチを作
成しておく必要はありません。指定した名前の仮想スイッチが存在しないときは、接
続の処理の際に自動的に作成されます。分散スイッチの場合は、あらかじめ、スイ
ッチ一覧上に登録しておいた分散スイッチを指定する必要があります。

3.

[リソース] ビュー上で制御対象の仮想マシンサーバの NIC を登録する
[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] タブ上で、仮想スイッチ
と接続する NIC の情報を登録します。NIC に関連付けるスイッチの設定があります
が、この画面で設定対象となるスイッチの種類は物理スイッチのため、仮想スイッ
チについては設定しません。

4.

[運用] ビュー上で仮想マシンサーバが接続する論理ネットワークと NIC 番号との
関連付け設定を行う
[運用] ビューのグループ、またはモデルプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブ
上で、仮想マシンサーバが接続する論理ネットワークと NIC 番号の組み合わせを
登録します。物理 NIC に接続する論理ネットワークが複数ある場合は、それぞれ
の組み合わせを登録する必要があります。
実処理の際、制御対象のマシンの登録情報から NIC 番号に対応する NIC の情報
が取り出されます。また、論理ネットワークの登録情報から、接続先となる仮想スイ
ッチが特定されます。

上記の設定を行ったうえで、マスタマシン登録などの操作を行うと、実際の物理 NIC と仮想
スイッチの接続などの制御が実行されます。上記設定だけでは、実際の処理は実行されま
せん。
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論理ネットワークへの追加と削除 ‐仮想環境‐
3.VMServer1のネットワーク設定で

SigmaSystemCenterの設定

VMServer1のNIC2を登録する。ここで

(1.)制御対象が分散スイッ
チの場合は、あらかじめ事前
にvCenter Server上で分散
[運用]ビューの階層

スイッチを作成後、[リソー

VMSGroup1

ス]ビュー/ネットワークデ

VMServer1

バイス配下に登録する必要

象のため、仮想スイッチは設定しない。

ネットワーク NIC一覧
NIC番号

MACアドレス

スイッチ

1

00:30:13:E3:48:2A

2

00:30:13:E3:48:2B

ポート

SWITCH1

1

Network1

[運用]ビュー

VLAN一覧

VMSGroup1
仮想ネットワーク
2

設定するスイッチは、物理スイッチが対

VMServer1

VSwitch1

がある。

NIC番号

[リソース]ビュー

ネットワーク スイッチ

スイッチ

VLAN

全スイッチ(物理)

VLAN2

VSwitch1

VLAN

Network1 VSwitch1 VLAN2,PortGroup1

VLAN種別

PortGroup1

[仮想]ビュー

2.論理ネットワーク
Network1を新規に登録

NIC番号2とNetwork1の組
み合わせを登録する。マスタマ
シン登録などの運用グループ
での操作を実行すると、この情
報を元にネットワークの制御

シン登録を実行後、[仮想]ビ

接続NIC

種別

ュー上の仮想スイッチ一覧

する。使用する仮想スイッ

に作成されたVMSwitchと

チVSwitch1を指定する。

接続先のNIC2の情報が表示

VSwitch1の設定には使

される。分散スイッチの場

用するPortGroup1と
VLAN2のIDを登録する。

が行われる。

合、種別は分散となる。
仮想スイッチ一覧
スイッチ

VSwitch1

上記設定の対象環境の構成イメージ

2

シンVMServer1のマスタマ

仮想スイッチ一覧
スイッチ

2

VLAN

5. ホストVMSHost1にマ

VMServer1

4. グループVMSGroup1に

VLAN ID

VLAN

接続NIC

種別

00:30:13:E3:48:2B

標準

SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter

管理サーバ

管理サーバ
SWITCH1

SWITCH1
VLAN2

1

trunk

VMSGroup1

VMSGroup1のプール
VMServer1

Network1
1

NIC2

5. ホストVMServer1に
マシンVMServer1のマ

VMServer1

NIC2

VMServer1

スタマシン登録を実行
VSwitch1
VLAN2

PortGroup1
Network1
NIC1

管理LAN

NIC1

管理LAN

(3) 仮想マシンの仮想ネットワークへの追加 / 削除
SigmaSystemCenter から仮想マシンの仮想 NIC と仮想スイッチの接続などの制御を
行うために、以下の SigmaSystemCenter の設定が必要です。下記設定を実施する前
に、「4.3.4 仮想環境のネットワーク制御を行うために必要な準備」を行う必要がありま
す。
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1.

分散スイッチが制御対象の場合、[リソース] ビュー上で制御対象のスイッチを登録
する
分散スイッチが制御対象の場合、vCenter Server を使用してあらかじめ作成して
おいた分散スイッチを SigmaSystemCenter 上で収集を実行し登録します。収集を
行うと、[リソース] ビューのスイッチ一覧上に登録されます。

2.

[リソース] ビュー上で仮想マシンが接続する論理ネットワークの登録を追加する
[リソース] ビューの論理ネットワーク一覧上で、仮想マシンの接続先となる論理ネ
ットワークを登録します。
論理ネットワークには、仮想 / 分散スイッチとポートグループ (VLAN) の情報を
登録する必要があります。登録したポートグループは、制御の際に接続先となるポ
ートグループの情報として使用されます。設定前にあらかじめポートグループを作
成しておく必要はないため、存在しないポートグループを設定することが可能です。
ただし、接続の処理が実行される操作の前に作成しておく必要はあります。

3.

[運用] ビュー上で仮想マシンが接続する論理ネットワークと NIC 番号との関連付
け設定を行う
[運用] ビューのマシンプロファイルのネットワーク情報上で、仮想マシンが接続す
る論理ネットワークと NIC 番号の組み合わせを登録します。仮想 NIC は 10 まで指
定可能です。仮想 NIC の番号は、仮想スイッチに接続する仮想 NIC を特定するた
めの情報として使用されます。
実処理の際、[運用] ビューの登録情報から NIC 番号に対応する仮想 NIC の情報
が取り出されます。また、論理ネットワークの登録情報から、接続先となる仮想スイ
ッチが特定されます。

なお、仮想 NIC の接続先となる仮想スイッチやポートグループは、上記 2 などの操作により、
事前に作成しておく必要があります。仮想マシンの仮想ネットワークへの追加 / 削除の制御
では、仮想スイッチやポートグループは自動作成されません。
上記の設定を行ったうえで、新規リソース割り当てなどの操作を行うと、実際の仮想 NIC と
仮想スイッチの接続などの制御が実行されます。上記設定だけでは、実際の処理は実行さ
れません。
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SigmaSystemCenterの設定
(1.)制御対象が分散スイッ

2.論理ネットワーク

チの場合は、事前にvCenter

Network1を新規に登録

Server上で作成後、[リソー

[運用]ビューの階層

する。使用する仮想スイッ

ス]ビュー/ネットワークデ

VMGroup1

チVSwitch1を指定する。

バイス配下に登録する必要

VM1

VSwitch1の設定には使

がある。

用するPortGroup1と

[運用]ビュー

VSwitch1

VMGroup1
マシンプロファイル/ネットワーク情報
仮想NIC#1

VLAN2のIDを登録する。

[リソース]ビュー

Network1

Network1

VLAN一覧

仮想NIC#2

スイッチ

VLAN

全スイッチ(物理)

VLAN2

VSwitch1

3.マシンプロファイルのネットワー

VLAN種別

PortGroup1

2

VLAN

2

4. 仮想マシンVM1の新規

[仮想]ビュー

リソース割り当てを実行後、

VMServer1

ク情報に仮想NIC#1とNetwork1
の組み合わせを登録する。マシンプ

仮想スイッチ一覧

ロファイルは[運用]ビュー上の各階

スイッチ
VSwitch1

層で設定可能。

VLAN ID

VLAN

[仮想]ビュー上の仮想スイ
ッチ一覧中のVMSwitch1
種別

接続NIC
00:30:13:E3:48:2B

標準
の情報に接続先のNIC1の情

報が追加される。分散スイッ

VM作成などの運用グループでの操

チの場合、種別は分散とな

作を実行すると、この情報を元にネ
ットワークの制御が行われる。

る。

仮想スイッチ一覧
スイッチ
VSwitch1

上記設定の対象環境の構成イメージ

接続NIC

種別

00:30:13:E3:48:2B, 00:1A:4D:51:B2:B4

標準

SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenter

管理サーバ

管理サーバ

VMServer1

VMServer1

Network1

4. 仮想マシンVM1の新

VSwitch1

規リソース割り当てを実

VLAN2

Network1
VSwitch1

行

PortGroup1

VLAN2

PortGroup1

VMGroup1

NIC1

VM1

管理LAN

4.7.4.

VM1

管理LAN

分散スイッチを使用する場合の設定について
分散スイッチは、VMware の環境のみ使用することができます。分散スイッチの使用により、
仮想マシンサーバごとに個別に仮想スイッチの作成、管理を行う必要がなくなります。

セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
575

4 ネットワークの管理機能について
分散スイッチは、vCenter Server を使用して作成します。作成の際、分散スイッチが所属す
る DataCenter を指定して作成します。作成した分散スイッチは、指定の DataCenter 配下の
ホストで共通に利用することができます。SigmaSystemCenter で分散スイッチを利用するた
めには、SigmaSystemCenter 上で収集を実行し、作成した分散スイッチの [リソース] ビュ
ーのスイッチ一覧上に登録する必要があります。
分散スイッチでは、標準の VLAN 以外にプライベート VLAN を利用することができます。プラ
イベート VLAN については、「4.7.6 プライベート VLAN を使用する場合の設定について」を
参照してください。
次の図は、分散スイッチを使用した構成の例です。
論理ネットワーク 1 と論理ネットワーク 2 の 2 つの論理ネットワークを作成し、論理ネットワー
ク 1 には仮想マシン 1、2、4 を追加し、論理ネットワーク 2 には、仮想マシン 3、5 を追加する
ように構成します。
SigmaSystemCenter に次の情報を登録することで、本構成の環境を実現することができま
す。SigmaSystemCenter の設定方法に関する詳細については、「4.7.3 仮想環境のネット
ワーク制御を実行するために必要な設定について」を参照してください。
1.

スイッチの登録
[リソース] ビューのスイッチ一覧上に、物理スイッチと分散スイッチを登録します。登録
のために、NetvisorPro に物理スイッチを登録し、vCenter Server で分散スイッチを作
成する必要があります。

2.

論理ネットワークの設定
[リソース] ビューの論理ネットワーク一覧上に、論理ネットワーク 1 と論理ネットワーク 2
を新規に登録します。各論理ネットワークに登録する VLAN やポートグループの情報は、
以下の通りです。
•

•

3.

論理ネットワーク 1 の設定
-

物理スイッチと VLAN2 の組み合わせを登録する。

-

分散スイッチとポートグループ 1 の組み合わせを登録する。ポートグループ 1
の VLAN の ID は 2 とする。

論理ネットワーク 2 の設定
-

物理スイッチと VLAN3 の組み合わせを登録する。

-

分散スイッチとポートグループ 2 の組み合わせを登録する。ポートグループ 2
の VLAN の ID は 3 とする。

仮想マシンサーバの NIC の設定
仮想マシンサーバのマシンプロパティ設定の [ネットワーク] タブに NIC 関係の情報を
登録します。
•

仮想マシンサーバに搭載される NIC の情報

•

NIC に接続している物理スイッチとそのポート番号の情報
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仮想マシンの仮想 NIC については、登録する必要はありません。
4.

NIC と論理ネットワークの関連付けの設定
[運用] ビュー上で、各仮想マシンサーバ、各仮想マシンの各 NIC と各論理ネットワーク
との関連付けの設定を登録します。
•

各仮想マシンサーバの物理 NIC に対応する NIC 番号と論理ネットワークの組み合
わせをグループ、またはモデルプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブに登録
する。使用する物理 NIC と接続する論理ネットワークは、論理ネットワーク 1 と論理
ネットワーク 2 の 2 つがあるので、2 つ分登録する必要がある。

•

使用する仮想マシンの仮想 NIC 番号と接続対象の論理ネットワークの組み合わせ
をマシンプロファイルのネットワーク情報に登録する
物理スイッチ

VLAN2

VLAN3

VLAN3

trunk

VLAN2

trunk

論理ネットワーク1
論理ネットワーク2

分散スイッチ

VLAN3

VLAN2

仮想マシンサーバ1

仮想マシンサーバ2

物理NIC

仮想NIC

仮想NIC

仮想NIC

ポート

ポート

グループ1

グループ２

論理ネットワーク1
仮想マシン1

4.7.5.

仮想マシン2

仮想NIC

物理NIC

仮想NIC

論理ネットワーク2

仮想マシン3

仮想マシン4

仮想マシン5

物理 NIC のチーミングを行う場合の設定について
複数の物理 NIC を使用してチーミングを行う場合の利用方法について説明します。仮想化
基盤製品により、利用方法が異なります。
(1) VMware の場合
VMware の 環境 の場 合、 後述 の固 定の 設定 でチ ー ミン グの 構成 を行う 場合 は 、
SigmaSystemCenter からのネットワーク制御でチーミングの構成の構築、およびネット
ワークへの接続を行うことができます。
グループ、またはモデルプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブ上で複数の物理
NIC に対して 1 つの論理ネットワークの組み合わせの設定を行った場合、マスタマシン
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登録などの操作を実行したときに、対象の仮想 / 分散スイッチ、ポートグループ、物理
NIC に対し、次のチーミングの設定が行われます。vSphere Client からチーミング設定
を行った際の既定値と同じ設定です。
下記と異なるチーミングの設定を行う場合は、VMware に対して直接チーミングの設定
を行う必要があります。SigmaSystemCenter からネットワーク制御を実行されないよう
に、SigmaSystemCenter 上の設定は削除する必要があります。
•

ロードバランシング : 有効 (発信元のポート ID に基づいたルート)

•

フェイルオーバー検出 : 有効 (リンク状態のみ)

•

スイッチへの通知 : 有効

•

フェイルバック : 有効

物理スイッチ1
論理ネットワーク2

論理ネットワーク1

チーミング
仮想マシンサーバ１
物理NIC1

物理NIC2

仮想スイッチ

論理ネットワーク2

論理ネットワーク1
ポート

ポート

グループ1

グループ２

仮想NIC

仮想マシン1

仮想NIC

仮想NIC

仮想マシン2

仮想マシン3

(2) Hyper-V の場合
Hyper-V の環境では、対象の仮想マシンサーバの OS が Windows Server 2012 以降
の場合、チーミングの利用が可能です。
ただし、SigmaSystemCenter からチーミング構成の構築の制御を行うことができない
ため、事前に対象の仮想マシンサーバの OS 上でチーミング構成の設定を手動で行う
必要があります。
また、チーミングを構成する NIC と仮想スイッチへの接続の設定は、Hyper-V マネージ
ャを使用して行ってください。物理スイッチ側への接続の設定は、直接物理スイッチを操
作して行ってください。
SigmaSystemCenter か ら ネ ッ ト ワ ー ク 制 御 を 実 行 す る こ と は で き な い た め 、
SigmaSystemCenter 上の設定は削除する必要があります。
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
578

論理ネットワークへの追加と削除 ‐仮想環境‐

チーミングの構成はOS上で行う必要
があります。
物理スイッチ1

また、スイッチへの接続の設定は
Hyper-Vマネージャや物理スイッチ上
で行う必要があります。
SigmaSystemCenterから接続の制

チーミング

御を行うことはできません。
仮想マシンサーバ１
物理NIC1

物理NIC2

仮想NIC1

仮想スイッチ
ポート

ポート

グループ1

グループ２

仮想NIC

仮想マシン1

4.7.6.

仮想NIC

仮想マシン2

仮想NIC

仮想マシン3

プライベート VLAN を使用する場合の設定について
VMware の環境で、プライベート VLAN を次の図のように使用することができます。
プライベート VLAN を利用するためには、分散スイッチを作成する必要があります。標準タイ
プの仮想スイッチ上では、プライベート VLAN を使用できません。
1.

プライベート VLAN の定義
使用するプライベート VLAN の設定を行います。プライベート VLAN は、プライマリ
VLAN とセカンダリ VLAN の組み合わせで設定します。1 つのプライベート VLAN に、
無差別 VLAN は必ず 1 つ設定する必要があります。
下図の例では、次のようにプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の組み合わせを 3 つ設
定します。
•

プライマリ VLAN:VlanID は 100、セカンダリ VLAN:Type は無差別、VlanID は 100

•

プライマリ VLAN:VlanID は 100、セカンダリ VLAN:Type は隔離、VlanID は 101

•

プライマリ VLAN:VlanID は 100、セカンダリ VLAN:Type はコミュニティ、VlanID は
102
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2.

論理ネットワークの定義
論理ネットワークは、仮想マシンが各セカンダリ VLAN のうちどれかのネットワークに接
続できるように、セカンダリ VLAN ごとに論理ネットワークを作成します。仮想マシンサー
バ側の接点観点では、プライベート VLAN の動作を機能させるためには、物理スイッチ
のポートには各セカンダリ VLAN の ID がすべて割り当てられている必要があります。
(一部のスイッチを除く)
そのためには、仮想マシンサーバは、作成する論理ネットワークすべてに接続するよう
に設定する必要があります。
図の例では、各論理ネットワークに、分散スイッチのポートグループはプライマリ VLAN
とセカンダリ VLAN の組み合わせを設定し、物理スイッチの設定は割り当てるセカンダリ
VLAN の ID と同じ ID を設定します。
•

•

•

3.

論理ネットワーク 1
-

物理スイッチ : VLAN ID 100

-

分散スイッチ : VLAN ID (100, 100)

論理ネットワーク 2
-

物理スイッチ : VLAN ID 101

-

分散スイッチ : VLAN ID (100, 101)

論理ネットワーク 3
-

物理スイッチ : VLAN ID 102

-

分散スイッチ : VLAN ID (100, 102)

NIC と論理ネットワークの関連付けの設定
[運用] ビュー上で、各仮想マシンサーバ、各仮想マシンの各 NIC と各論理ネットワーク
との関連付けの設定を登録します。
•

各仮想マシンサーバの物理 NIC に対応する NIC 番号と論理ネットワークの組み合
わせをグループ、またはモデルプロパティ設定の [ネットワーク設定] タブに登録し
ます。図の例では、3 つの論理ネットワークをすべて登録する必要があります。

•

使用する仮想マシンの仮想 NIC 番号と接続対象の論理ネットワークの組み合わせ
をマシンプロファイルのネットワーク情報に登録します。
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物理スイッチ側は各セカンダリVLANのID

VLAN:102

がセットされるように設定する。

VLAN:101

スイッチの種類によっては、プライマリ

VLAN:100

物理スイッチ

VLANの100だけ設定するだけでよい場合
もある。

VLAN102

VLAN100

VLAN101

VLAN100

trunk

trunk

VLAN102

論理ネットワーク1

VLAN101

論理ネットワーク1のセカン
プライマリVLANは

ダ リ VLAN は VlanID:100 で

VlanID:100とする。

種別は無差別を使用する。
ポートグループ1

分散スイッチ

(100, 100) 無差別

仮想マシンサーバ1

仮想マシンサーバ2

論理ネットワーク２

論理ネットワーク３

仮想マシン１ 仮想マシン２

仮想マシン3

仮想マシン4 仮想マシン5

論理ネットワーク2のセカンダ

ポートグループ2

ポートグループ3

論理ネットワーク3のセカンダ

リVLANはVlanID:101で、種

(100, 101) 隔離

(100, 102) コミュニティ

リ VLAN は VlanID:102 で 種 別

別は隔離を使用する。

は コミュニティを使用する。
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4.8. ロードバランサ制御
4.8.1.

ロードバランサ制御の概要
ロードバランサに対するトラフィック振り分け先の追加と削除の処理は、管理対象マシンに対
するプロビジョニング処理の 1 つとして行われます。
ロードバランサに対して設定する仮想サーバやリアルサーバなどの情報は、Web コンソール
の [リソース] ビュー上で作成するロードバランサグループで定義します。
ロードバランサグループは、ロードバランサを利用して運用を行う運用グループに割り当てて
使用します。
運用グループ上のホストに対して次の操作を行ったとき、SigmaSystemCenter は、運用グ
ループに割り当てられたロードバランサグループの定義に従って、トラフィック振り分け先に
対象マシンを追加する制御をロードバランサに対して行います。


リソース割り当て



マスタマシン登録



スケールアウト



置換



用途変更



構成変更



新規リソース割り当て

上記の操作によりトラフィック振り分け先に追加した対象マシンの情報は、[リソース] ビュー
上でロードバランサグループを選択したときに表示される [リアルサーバ一覧] で確認するこ
とができます。
次の操作を実行すると、SigmaSystemCenter は、ロードバランサグループの定義に従って、
トラフィック振り分け先から対象マシンを削除する制御をロードバランサに対して行います。


割り当て解除



スケールイン



マシン削除



置換



用途変更



構成変更



VM 削除

なお、上記操作を行わずに、[リソース] ビューの [リアルサーバ一覧] 上で任意のマシンをト
ラフィック振り分け先から直接削除することも可能です。
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トラフィック振り分け先の情報として追加・削除するリアルサーバの IP アドレスは、ホスト設定
の IP アドレスが使用されます。ホスト設定の IP アドレスは、固定かつ、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所属している必要があります。
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と異なるセグメントの IP アドレ
スは、ロードバランサ制御の対象となりません。1 つの仮想サーバから異なる複数のセグメン
トのリアルサーバに振り分けたい場合は、同じ仮想サーバが定義されたロードバランサグル
ープを複数作成し、リアルサーバ側の設定にそれぞれ異なるセグメントのネットワークアドレ
スを設定してください。
なお、SigmaSystemCenter からの制御により、ロードバランサに対して行われた設定に対し
て、ロードバランサの管理コンソールなどを利用して、SigmaSystemCenter を使用せずに変
更しないようにしてください。
SigmaSystemCenter 以外のツールで変更が行われた場合、SigmaSystemCenter のロー
ドバランサの制御が正しく動作しなくなる可能性があります。
SigmaSystemCenter の制御対象ではない設定については、SigmaSystemCenter 以外の
ツールで設定を行うことは可能です。

追加したリアルサーバの情報は、[リソース]
ビューの[リアルサーバ一覧]で確認できる。

リソース割り当てのプロビジョニ
クライアント

ング中にロードバランサに対して
制御が行われる。制御は、運用グル
ープGroup1に割り当てられたロー
ドバランサグループLBGroup1と

仮想サーバ:172.20.250.100

Host1のIPアドレスの設定が参照

ロードバランサグループ LBGroup1
仮想サーバ:172.20.250.100:80
リアルサーバ：172.20.0.0/16:8080

されて実行される。

ロードバランサ

運用グループGroup1
リアルサーバ: 172.20.43.4

LBGroup1
Host1、IPアドレス:172.20.43.4

Machine１

運 用 グ ル ー プ Group1 の Host1
に対して、Machine1を指定して
リソース割り当ての操作を実行
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4.8.2.

ロードバランサグループとは
ロードバランサグループとは、クライアントが接続する先の仮想サーバや振り分け先となるリ
アルサーバなど、ロードバランサの処理における関連づいた一連の設定をひとまとめにした
ものです。ロードバランサグループにより、ロードバランサの設定管理がしやすくなります。
ロードバランサグループは、次のように仮想サーバ側の設定とリアルサーバ側の設定の組
み合わせで構成されます。


仮想サーバ側の設定
•

IP アドレス、ポート番号
クライアントがアクセスする対象の IP アドレス、ポート番号を設定します。

•

負荷分散方式
リアルサーバにトラフィックを振り分けるアルゴリズムを選択します。指定可能な負
荷分散方式については、「4.8.3 負荷分散方式」で説明します。
-

CPU 負荷による重み付け
負荷分散方式に Weight を選択し、本設定を有効にすると、リアルサーバの
CPU 負荷を参照した動的な重み付けによる負荷分散が行われます。
InterSecVM/LB の分散ノードモジュールが必要です。

•

変換方式
クライアントとリアルサーバ間におけるパケットの転送方式を設定します。変換方式
の詳細については、「4.8.4 変換方式」で説明します。

•

セッション維持方式
クライアントとリアルサーバ間のセッションを維持するための方式を設定します。指
定可能なセッション維持方式については、「4.8.5 セッション維持方式」で説明しま
す。
以下の関連の設定があります。
-

固定化時間
セッションを維持する時間を設定します。使用中のセッションについて、固定化
時間内にトラフィックがない場合、そのセッションは破棄されます。

-

クッキー
セッション維持方式に Cookie を選択した場合、セッション管理に利用するクッ
キーの名前を入力します。

-

Cookie 固定化時間
セッション維持方式に Cookie を選択した場合に設定します。Cookie が払い出
された後のセッションを維持する時間を設定します。

•

プロトコル
使用するプロトコルが TCP か UDP かを設定します。



リアルサーバ側の設定
•

ネットワークアドレス、サブネットマスク
クライアントからのトラフィックの振り分け先となるリアルサーバ群が所属するネット
ワークアドレスを設定します。仮想サーバに対するアクセスは、ロードバランサから
指定のネットワークアドレスに該当するリアルサーバへ転送されます。振り分け先
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の対象となるリアルサーバは、このネットワークアドレスに所属している必要があり
ます。
ポート番号

•

仮想サーバのポート番号から変換するリアルサーバのポート番号を設定します。
Linux Virtual Server で変換方式に DSR を設定したとき、または InterSecVM/LB
で L4 負荷分散を利用するときはポート番号の設定は使用されません。指定のポー
ト番号は無視されます。
複数のポート番号の指定が必要な場合、"-" を使用して範囲指定を行うか、"," 区
切りで複数を設定します。
例) 範囲指定の場合: 89-90、複数指定の場合: 80,8080
重み

•

負荷分散方式に Weight を選択した場合、リアルサーバにセットする重みとして使
用されます。
クライアント IP アドレス

•

クライアント側の IP アドレス範囲を設定します。指定のクライアントからトラフィック
を任意のリアルサーバに振り分けることができます。
•

URL
セッション維持方式に URL を選択した場合に設定します。クライアントから送信さ
れる HTTP リクエストの URL 情報のパターンを設定します。指定のパターンの
HTTP リクエストを任意のリアルサーバに振り分けることができます。
クライアントタイプ

•

セッション維持方式に ClientType を選択した場合に設定します。指定の種類のク
ライアントからの HTTP リクエストを任意のリアルサーバに振り分けることができま
す。
以下の図のように、SigmaSystemCenter は、ロードバランサグループとホスト設定の IP アド
レスの設定の情報を用いて、ロードバランサに対して制御を行います。
クライアント

ロードバランサグループに
より、ロードバランサに関連
する設定をひとまとめで管

運用グループGroup1

理できる。

ロードバランサグループ A

ロードバランサグループ A

Host1、IPアドレス:192.168.1.101

仮想サーバ:

負荷分散方式：RoundRobin

10.10.10.100 : 80, TCP

セッション管理方式：Cookie

Host2、IPアドレス:192.168.1.102
Host3、IPアドレス:192.168.1.103

ロードバランサ
リアルサーバ設定：192.168.1.0/24:80
リアルサーバ：

リアルサーバ：

リアルサーバ：

192.168.1.101:80

192.168.1.102:80

192.168.1.103:80

マシン2

マシン3

マシン１

リアルサーバの実際のIPアド
レスはホスト設定から参照さ
れる。
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4.8.3.

負荷分散方式
負荷分散方式は、ロードバランサがリアルサーバにトラフィックを振り分ける方法です。
SigmaSystemCenter では下表の方法を選択することができます。ロードバランサグループ
ごとに設定することができます。
ロードバランサがリアルサーバにトラフィックを振り分ける動作は、負荷分散方式以外にセッ
ション維持方式の指定も影響します。負荷分散方式とセッション維持方式の指定の組み合わ
せによる動作については、セッション維持方式の説明を参照してください。

方式

CPU 負
荷による
重み付け

各製品での利用可否
NetvisorPro

InterSecVM/LB

－

Linux Virtual
Server

の指定
RoundRobin

説明

利用可能

利用可能

利用可能

ラウンドロビンでリアルサーバ
を選択する方式です。
InterSecVM/LBでは、ラウンド
ロビン (rr) の指定として扱いま
す。

LeastConnection

－

利用可能

利用可能

利用可能

最小コネクション数のリアルサ
ーバを選択する方式です。
InterSecVM/LBでは、最少コネ
クション (Ic) の指定として扱い
ます。

Weight

指定なし

利用可能

利用可能

利用可能

リアルサーバごとに定義した重
み付け (weight値) に従ってリ
アルサーバを選択する方式で
す。
InterSecVM/LBを利用している
場合、重み付け最少コネクショ
ン (wlc) の指定として扱いま
す。
なお、InterSecVM/LBでの重み
付けラウンドロビン (wrr) に対
応する設定はありません。重み
付けラウンドロビン (wrr) の設
定が必要な場合、直接
InterSecVM/LBに対して設定を
行ってください。
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方式

CPU 負
荷による
重み付け

各製品での利用可否
NetvisorPro

InterSecVM/LB

Linux Virtual
Server

の指定
指定あり

説明

利用不可

利用可能

利用不可

リアルサーバのCPU負荷によ
る動的重み付けを行ったうえ
で、最少コネクション数のリアル
サーバを選択する方式です。
InterSecVM/LBを利用している
場合、CPU負荷による動的重
み付け最少コネクション (wIcc)
の指定として扱います。また、
CPU負荷による動的重み付け
を行うために、リアルサーバ
(分散ノード) 上に分散ノードモ
ジュールをインストールする必
要があります。
なお、InterSecVM/LBでの
CPU負荷による動的重み付け
ラウンドロビン (wrrc) に対す
る設定はありません。動的重み
付けラウンドロビン (wrrc) の
設定が必要な場合、直接
InterSecVM/LBに対して設定を
行ってください。

ResponseTime

－

利用可能

利用不可

利用可能

応答速度が最も早いリアルサ
ーバを選択する方式です。

Weight を使用する場合は、リアルサーバに割り当てる重みをロードバランサグループごとに
行う必要があるため、次の図のように振り分け先のリアルサーバごとにロードバランサグル
ープの設定を行う必要があります。
InterSecVM/LB の場合、CPU 負荷による重み付けを使用すると、リアルサーバに対する重
み付けが自動的に行われるため、1 つのロードバランサグループで重み付けの機能を利用
した運用が可能になります。
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クライアント

負 荷 分 散 方 式 が Weight の

リアルサーバのネットワーク
アドレス設定に、リアルサーバ

場合は、振り分け先のリアル

のIPアドレスをセットする。マ

サーバごとにLBグループを

ス ク は255.255.255.255 とす

作成する。

る。

LBグループ A-1

LBグループ A-2

LBグループ A-3

仮想サーバ:

仮想サーバ:

仮想サーバ:

10.10.10.100 : 80, TCP

10.10.10.100:80,TCP

10.10.10.100:80,TCP

負荷分散方式：Weight

負荷分散方式：Weight

負荷分散方式：Weight

重み：100

重み：200

重み：400

ロードバランサ
リアルサーバ設定：

リアルサーバ設定：

リアルサーバ設定：

192.168.1.101/32:80

192.168.1.102/32:80

192.168.1.103/32:80

リアルサーバ：

リアルサーバ：

リアルサーバ：

192.168.1.101:80

192.168.1.102:80

192.168.1.103:80

マシン１

4.8.4.

マシン2

マシン3

変換方式
制御対象のロードバランサの種類が InterSecVM/LB か Linux Virtual Server の場合、クラ
イアントとリアルサーバ間におけるパケットの転送方法の指定のために、パケットの変換方
式の指定を行うことができます。
変換方式は、ロードバランサグループごとに設定することができます。
指定可能な変換方式は次の 2 つです。変換方式のデフォルト値は "DSR" です。セッション
維持方式に Cookie など L7 負荷分散が行われる指定を行った場合、変換方式の指定は無
視されます。


Direct Server Return (MAT)
クライアントからリアルサーバへのアクセスはロードバランサを経由します。リアルサー
バからクライアントへのレスポンスについては、ロードバランサを経由しません。
InterSecVM/LB では、ダイレクトレスポンスといいます。Direct Server Return を利用す
る場合は、後述の注意事項を参照してください。



Network Address Translation (NAT)
クライアントからリアルサーバへのアクセスとリアルサーバからクライアントへのレスポ
ンスの両方とも、ロードバランサを経由します。

InterSecVM/LB では、NAT はオプションのため標準では利用できません。
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NetvisorPro 経由の物理ロードバランサに対する制御の場合は、変換方式を指定することは
できません。物理ロードバランサは通常 NAT で動作します。
注:
Direct Server Return を利用する場合に必要となるループバックアダプタの設定は、リアル
サーバのマシン構築後に手動で行う必要があります。
マスタマシンのイメージ中にあるループバックアダプタの設定は、Sysprep の情報が伴う機
能を利用時に消失します。そのため、イメージ展開によるマシンの構築をループバックアダプ
タの設定も含めて自動で行うことができません。
以下の操作でマシンの構築を行った後に、リアルサーバの OS に対して、ループバックアダ
プタの設定を手動で行ってください。
▪ 物理環境
- リソース割り当て、マシン置換など (ディスク複製 OS インストール利用時)
▪ 仮想環境
- VM 作成
- VM 再作成
Direct Server Return を利用するためのループバックアダプタなどの設定方法について、
InterSecVM/LB のマニュアルが参考になります。下記サイトの「分散ノード用ユーザーズガ
イド」を参照してください。
http://www.nec.co.jp/intersecvm/LB/download.html

4.8.5.

セッション維持方式
クライアントとサーバ間で行われる一連の処理の間、セッションは維持され、そのクライアント
との通信は常に同じリアルサーバとの間で行わなければならない場合があります。このよう
な状況のときのために、ロードバランサは、セッションを維持するための機能を提供していま
す。
SigmaSystemCenter では、セッション維持方式として、以下の表の方式を指定することがで
きます。ロードバランサグループごとに設定することができます。
セッション維持方式の指定により、負荷分散を行う処理方法が L4 負荷分散か L7 負荷分散
のどちらかになります。また、ロードバランサがリアルサーバにトラフィックを振り分ける動作
は、セッション維持方式以外に負荷分散方式の指定も影響します。セッション維持方式と負
荷分散方式の指定の組み合わせによる動作については、下表の説明を参照してください。

方式

負荷分散の
処理方法

各製品での利用可否
NetvisorPro

InterSecVM/LB

説明
Linux Virtual
Server

NoSetting

L4負荷分散

利用可能

利用可能

利用可能

クライアントからのトラフィック
は、指定の負荷分散方式によ
り振り分け先のリアルサーバが
決定されます。セッション維持を
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方式

負荷分散の
処理方法

各製品での利用可否
NetvisorPro

説明

InterSecVM/LB

Linux Virtual
Server
行わないため、トラフィックごと
に負荷分散が行われます。

Sticky /
Single IP

L4負荷分散

利用可能

利用可能

利用可能

クライアントからのトラフィック
は、指定の負荷分散方式によ
り振り分け先のリアルサーバが
決定されます。開始されたセッ
ションは、クライアントのIPアド
レスで識別され、維持されま
す。
InterSecVM/LBとLinux Virtual
Serverでは、セッション開始
後、トラフィックがない場合で
も、指定の固定化時間の間は
セッションが維持されます。
NetvisorProでは [Sticky] を指
定します。InterSecVM/LBと
Linux Virtual Serverでは
[Single IP] を指定します。

Range IP

L4負荷分散

利用不可

利用可能

利用可能

指定のIPアドレス範囲のクライ
アントからトラフィックが、指定
のリアルサーバに振り分けられ
ます。
振り分け先候補のリアルサー
バが複数ある場合、指定の負
荷分散方式により振り分け先
が決定され、セッションが維持
されます。
InterSecVM/LBとLinux Virtual
Serverでは、セッション開始
後、トラフィックがない場合で
も、指定の固定化時間の間は
セッションが維持されます。
クライアントのIPアドレスの範囲
の設定は、リアルサーバの [ク
ライアントIPアドレス] で設定し
ます。

Cookie

L7負荷分散

利用可能

利用可能

利用不可

クライアントからのトラフィック
は、指定の負荷分散方式によ
り振り分け先のリアルサーバが
決定されます。開始されたセッ
ションは、cookieの情報からセ
ッションが識別され、維持され
ます。InterSecVM/LBでは、
cookieの情報がない場合、クラ
イアントのIPアドレスで識別さ
れます。
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方式

負荷分散の
処理方法

各製品での利用可否
NetvisorPro

InterSecVM/LB

説明
Linux Virtual
Server
NetvisorProでは、セッション管
理に利用するクッキーの名前を
入力する必要があります。
InterSecVM/LBでは、セッショ
ン開始後、トラフィックがない場
合でも、指定のCookie固定化
時間の間はセッションが維持さ
れます。
セッション管理に利用するクッ
キーの名前は、仮想サーバの
[クッキー] で設定します。

Ssl

L7負荷分散

利用可能

利用不可

利用不可

クライアントからのトラフィック
は、指定の負荷分散方式によ
り振り分け先のリアルサーバが
決定されます。開始されたセッ
ションは、SSLのセッションIDの
情報からセッションが識別さ
れ、維持されます。

URL

L7負荷分散

利用不可

利用可能

利用不可

HTTPリクエストに含まれる
URL情報が指定のパターンと
一致している場合、HTTPリクエ
ストは指定のリアルサーバに振
り分けられます。
振り分け先候補のリアルサー
バが複数ある場合、指定の負
荷分散方式により振り分け先
が決定され、セッションが維持
されます。
セッション開始後、トラフィックが
ない場合でも、指定の固定化
時間の間はセッションが維持さ
れます。
HTTPリクエストを識別するため
に使用するパターンは、リアル
サーバの [URL] で設定しま
す。

Client Type

L7負荷分散

利用不可

利用可能

利用不可

HTTPリクエストに含まれる
URL情報でiモード携帯端末と
それ以外 (PCなど) かが識別
され、指定の種類と一致する
HTTPリクエストは、指定のリア
ルサーバに振り分けられます。
振り分け先候補のリアルサー
バが複数ある場合、指定の負
荷分散方式により振り分け先
が決定されます。
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方式

負荷分散の
処理方法

各製品での利用可否
NetvisorPro

説明

InterSecVM/LB

Linux Virtual
Server
開始されたセッションは、PCな
どはクライアントのIPアドレスで
識別され、iモード携帯端末の
場合はInterSecVM/LBが不可
するタグ情報で認識され、維持
されます。
セッション開始後、PCなどの場
合、トラフィックがない場合で
も、指定の固定化時間の間は
セッションが維持されます。iモ
ード携帯端末の場合は固定化
時間の指定は無視され、固定
化時間以上空いた場合でもセ
ッションは維持されます。
クライアントのタイプは、リアル
サーバの [クライアントタイプ]
で設定します。

制御対象のロードバランサの種類が InterSecVM/LB か Linux Virtual Server の場合、
NoSetting 以外を選択した場合、固定化時間を指定することができます。固定化時間の指定
により、セッションを維持する時間を指定することができます。使用中のセッションについて、
固定化時間内にトラフィックがない場合、そのセッションは破棄されます。固定化時間の既定
値は 300 秒です。
InterSecVM/LB では、セッション維持方式に Cookie を指定した場合、Cookie 固定化時間の
指定も可能です。Cookie 固定化時間は、cookie の情報により固定化される場合に有効とな
るセッションを維持する時間です。
Cookie 固定化時間が有効なとき、固定化時間の指定も有効です。Cookie 固定化時間の既
定値は 300 秒です。
NetvisorPro のロードバランサの場合、固定化時間を指定できません。

4.8.6.

SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるロードバランサ制
御について
(1) リソース割り当て / マスタマシン登録 / スケールアウト
プール上にある管理対象マシンを運用グループのホストへリソース割り当て操作を行う
と、操作対象となった管理対象マシンに対して、ホストとして業務で利用できるように一
連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、ロードバランサ制御もプロビジョニ
ングの処理の 1 つとして実行されます。マスタマシン登録 / スケールアウトも、リソース
割り当てと同様のロードバランサ制御が実行されます。
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ロードバランサ制御では、リソース割り当て対象のホストの IP アドレスをリアルサーバと
してロードバランサに登録する処理が行われます。
制御対象となるロードバランサ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビュー
や [リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場
合は、ロードバランサ制御は実行されません。
1.

2.

[運用] ビュー
-

ロードバランサ制御を行うロードバランサグループの指定

-

リアルサーバとしてロードバランサに登録するホストの IP アドレスの指定

[リソース] ビュー
-

制御対象のロードバランサの登録

-

ロードバランサグループの登録
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ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

クライアント

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80
192.168.1.101:80
192.168.1.102:80

管理LAN

ロードバランサ
192.168.1.101

管理サーバ

192.168.1.102
プール

運用グループA
ホスト1
マシン１

SigmaSystemCenter

ホスト2
マシン2

NetvisorPro V

マシン3

ホスト3にマシン3のリソース割り当て操作を
実行。
ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

クライアント

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80
192.168.1.101:80

ロードバランサに対するLB制御
ホスト3のIPアドレス192.168.1.103をリアルサ
ーバとしてロードバランサに登録する。

192.168.1.103:80 追加

管理LAN

ロードバランサ
192.168.1.101

192.168.1.102:80

192.168.1.102

管理サーバ

192.168.1.103

運用グループA
ホスト1
マシン１

ホスト2

ホスト3

マシン2

マシン3

SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

その他の制御
マシン２に対して電源制御、リストア、ストレージ制御などを実行する

(2) 割り当て解除 / スケールイン
稼動中の運用グループのホストに対して割り当て解除操作を行うと、操作対象となった
管理対象マシンに対して、業務から外すための一連のプロビジョニング処理が行われま
す。このとき、ロードバランサ制御もプロビジョニングの処理の 1 つとして実行されます。
スケールインも割り当て解除と同様のロードバランサ制御が実行されます。割り当て解
除時、"マシンを解体しない" を選択した場合でも、ロードバランサ制御は実行されま
す。
ロードバランサ制御では、割り当て解除対象のホストの IP アドレスで登録されているリ
アルサーバをロードバランサから登録解除する処理が行われます。
制御対象となるロードバランサ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビュー
や [リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場
合は、ロードバランサ制御は実行されません。
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1.

2.

[運用] ビュー
-

ロードバランサ制御を行うロードバランサグループの指定

-

リアルサーバからリアルサーバの登録を解除するホストの IP アドレスの指定

[リソース] ビュー
-

制御対象のロードバランサの登録

-

ロードバランサグループの登録

ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

クライアント

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80
192.168.1.101:80
192.168.1.102:80
192.168.1.103:80
管理LAN

ロードバランサ
192.168.1.101

192.168.1.102

管理サーバ

192.168.1.103

運用グループA
ホスト1
マシン１

ホスト2
マシン2

SigmaSystemCenter

ホスト3

NetvisorPro V

マシン3

ホスト3に割り当て解除操作を実行。

ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

クライアント

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80
192.168.1.101:80

ロードバランサに対するLB制御
ホスト3のIPアドレス192.168.1.103の登録をロ
ードバランサから削除する。

192.168.1.101

192.168.1.103:80 削除
管理LAN

ロードバランサ

192.168.1.102:80

管理サーバ

192.168.1.102
プール

運用グループA
ホスト1
マシン１

SigmaSystemCenter

ホスト2
マシン2

マシン3

NetvisorPro V

その他の制御
マシン２に対して電源制御、ストレージ制御などを実行する

(3) 置換
稼動中の運用グループのホストに対して置換操作を行うと、利用中の管理対象マシン
から予備機としてプール上で待機している管理対象マシンに使用マシンリソースを切り
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替えるための一連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、ロードバランサ制御
もプロビジョニングの処理の 1 つとして実行されます。
ロードバランサ制御では、対象のホストの IP アドレスで登録されているリアルサーバを
ロードバランサから登録解除する処理がいったん行われます。次に、対象のホストの同
IP アドレスをロードバランサに再度登録する処理が行われます。
制御対象となるロードバランサ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビュー
や [リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場
合は、ロードバランサ制御は実行されません。
1.

2.

[運用] ビュー
-

ロードバランサ制御を行うロードバランサグループの指定

-

リアルサーバとしてロードバランサに登録するホストの IP アドレスの指定

[リソース] ビュー
-

制御対象のロードバランサの登録

-

ロードバランサグループの登録
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ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

クライアント

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80
192.168.1.101:80
192.168.1.102:80

管理LAN

ロードバランサ
192.168.1.101

管理サーバ

192.168.1.102
プール

運用グループA
ホスト1
マシン１

SigmaSystemCenter

ホスト2
マシン2

NetvisorPro V

マシン3

ホスト2に対してマシン３を使用して置換操作を
実行。
ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

クライアント

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80
192.168.1.101:80

ロードバランサに対するLB制御
ホスト2のIPアドレス192.168.1.102の登録を一

192.168.1.102:80

旦削除し、再度登録する。
管理LAN

ロードバランサ
192.168.1.101
運用グループA

192.168.1.102
プール

ホスト1
マシン１

ホスト2
マシン2

管理サーバ

192.168.1.102
運用グループA
ホスト2
マシン3

SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

その他の制御
マシン２、マシン3に対して電源制御、リストア、ストレージ制御などを実行する

(4) 用途変更
稼動中の運用グループのホストから別の運用グループのホストへ用途変更操作を行う
と、操作対象となった管理対象マシンに対して、稼動する運用グループを変更するため
の一連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、ロードバランサ制御もプロビジ
ョニングの処理の 1 つとして実行されます。
ロードバランサ制御では、移動元ホストの IP アドレスで登録されているリアルサーバを
ロードバランサから登録解除する処理がいったん行われます。次に移動先ホストの IP
アドレスをリアルサーバとしてロードバランサに登録する処理が行われます。
制御対象となるロードバランサ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビュー
や [リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場
合は、ロードバランサ制御は、実行されません。
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1.

2.

[運用] ビュー
-

ロードバランサ制御を行うロードバランサグループの指定

-

リアルサーバの IP アドレスの設定

[リソース] ビュー
-

制御対象のロードバランサの登録

-

ロードバランサグループの登録

ロードバランサグループA
クライアント

ロードバランサグループB

仮想サーバ:10.10.10.100:80

仮想サーバ:10.10.10.50:80

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80

リアルサーバ：192.168.50.0/24:80

192.168.1.101:80

192.168.50.51:80

192.168.1.102:80
管理LAN

ロードバランサ

スイッチ

VLAN2

VLAN2

VLAN3

VLAN2

192.168.1.101

管理サーバ

VLAN3

192.168.1.102

192.168.50.51
運用グループB

運用グループA
ホスト1

ホスト2

マシン１

SigmaSystemCenter

ホスト3

マシン2

NetvisorPro V

マシン3

運用グループAのホスト2を運用グループBのホス
ト4へ用途変更操作を実行。

クライアント

ロードバランサグループA
仮想サーバ:10.10.10.100:80

仮想サーバ:10.10.10.50:80

リアルサーバ：192.168.1.0/24:80

リアルサーバ：192.168.50.0/24:80

ロードバランサに対するLB制御
ホスト2のIPアドレス192.168.1.102の登録を削除し、ホスト

192.168.1.101:80
192.168.1.102:80

4のIPアドレス192.168.50.52の登録を追加する。

VLAN2

192.168.1.101

192.168.50.51:80
削除

192.168.50.52:80 追加

管理LAN

ロードバランサ

スイッチ

ロードバランサグループB

VLAN2

VLAN3

VLAN2

192.168.1.102

VLAN3

VLAN3

管理サーバ

192.168.50.51

192.168.50.52

運用グループB

運用グループA
ホスト1
マシン１

ホスト2

ホスト４

マシン2

ホスト3
マシン3

SigmaSystemCenter
NetvisorPro V

その他の制御
マシン２、マシン3に対してVLAN、電源制御、リストア、ストレージ制御などを実行する
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5.

本章では、SigmaSystemCenter のストレージの管理機能について説明します。

•
•
•
•
•
•
•

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

SigmaSystemCenter のストレージ管理.................................................................... 600
ストレージ管理を行うためのシステム構成 ................................................................. 609
ストレージ制御に関連する装置と定義の登録 ............................................................ 627
管理対象マシンとディスクボリュームの接続 .............................................................. 639
SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるディスクボリューム接続制御について 654
ディスクボリュームの作成と削除、使用状況の閲覧 ................................................... 664
各ストレージ装置のストレージ制御詳細 .................................................................... 671
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5.1. SigmaSystemCenter のストレージ管理
5.1.1.

ストレージの管理の概要
SigmaSystemCenter のストレージ関連の機能は、次の 3 つがあります。
1.

管理対象マシンとディスクボリュームの接続と切断
SigmaSystemCenter は、ディスクアレイ (ストレージ装置) 上のディスクボリューム
(本書では "LUN" で説明する場合もあります。一般的には "論理ディスク" とも呼ばれ
ています) を管理対象マシンで使用できるようにするためのディスクボリュームと管理対
象マシンの接続の制御と、ディスクボリュームを管理対象マシン上で使用できなくなるよ
うにするためのディスクボリュームと管理対象マシンの切断制御を行うことができます。
管理対象マシンとディスクボリュームの接続と切断の制御は、リソース割り当てや置換
の操作時に実行される管理対象マシンに対するプロビジョニング処理の一部として実行
されます。
また、ssc assign / release diskvolume コマンドを使用して、管理対象マシンとディスク
ボリュームの接続と切断の制御のみを実行することも可能です。ssc assign / release
diskvolume コマンドは、マシン単独だけでなく、運用グループ上の全稼動マシンに一括
して実行することも可能です。Symmetrix DMX は ssc コマンドに対応していません。
ディスクボリュームの接続と切断の制御の対象となる管理対象マシンの種類は、物理マ
シンと仮想マシンサーバです。仮想マシンの場合、データストア上に仮想ディスクを作成
したり、仮想化基盤製品の RDM の機能を使用してディスクボリューム (LUN) を利用で
きるようにする必要があります。仮想マシンのストレージ関連については、「3.3 仮想マ
シンに割り当てるデバイスのカスタマイズ」を参照してください。

ディスクアレイ
ディスクボリューム

接続

切断

管理対象マシン
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2.

ディスクボリュームの作成と削除
ssc create / delete diskvolume コマンドを使用して、指定のストレージプール上でディ
スクボリュームの作成と削除を行うことができます。作成したディスクボリュームは、管
理対象マシンとディスクボリュームの接続と切断の機能の対象として利用することがで
きます。ディスクボリュームの作成と削除を Web コンソールから行うことはできません。
ディスクボリュームの作成と削除の機能は、iStorage、CLARiX / VNX、NetApp で利用
可能です。Symmetrix DMX には対応していません。
ディスクアレイ
ストレージプール
ディスクボリューム

作成

削除

HDD

3.

ストレージの使用状況、ストレージトポロジの表示
ディスクボリュームが作成可能かどうかの確認のため、Web コンソールや ssc show
storagepool コマンドを使用して、ストレージプールの使用状況の情報を閲覧することが
できます。
また、Web コンソールや ssc show storagetopology コマンドを使用して、ディスクアレイ
上のディスクボリュームの管理対象マシンへの接続状況を確認することができます。本
機能により、ディスクボリュームをデータストアや RDM ディスクとして使用する仮想マシ
ンサーバ、仮想マシンとの関係も確認することが可能です。
ストレージプールの使用状況の表示

DiskArray1
StoragePool2

StoragePool1
Disk1

Disk2

Disk3

Datastore1 RDMDisk1

ストレージトポロジの表示

VMS1
Machine1

Machine2

Machine3
VM1

VM2
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SigmaSystemCenter は、上記のストレージ管理の機能を、以下の通り、連携対象の各スト
レージ機種で提供される様々な方法に対応して実現しています。


各ストレージ機種の独自管理方法に対応した方法
iStorage、Symmetrix DMX、CLARiX / VNX、NetApp の 4 種類のストレージでそれぞ
れ提供される独自の管理方法に対応しています。



SMI-S を利用した方法
標準規格である SMI-S (Storage Management Initiative Specification) に準じた方法
でストレージを管理します。

独自管理の場合、下記の通り、対象となるストレージの種類ごとに必要なストレージ管理ソフ
トウェア製品が異なります。これらのストレージ管理ソフトウェアを利用できない環境では
SigmaSystemCenter のストレージ管理の機能は動作しません。


iStorage： iStorageManager、iStorageManager Integration Base



Symmetrix DMX： Solutions Enabler



CLARiX / VNX： Navisphere CLI



NetApp： Data ONTAP

SMI-S の場合、SigmaSystemCenter は、各ベンダで提供されるストレージ管理機能を実装
するプロバイダに接続するクライアントとして動作します。理論的には、SMI-S の規格に準拠
して動作するプロバイダが提供されるストレージ装置は、どのベンダでも管理が可能となりま
す。
ただし、現在動作実績があるのは、iStorage、および VNX です。他のストレージ装置を利用
する場合は、サポート窓口までお問い合わせください。
また、SigmaSystemCenter は、次の 3 種類のストレージ環境に対応します。ストレージ機種
が対応するストレージ環境は、それぞれ異なります。


FC SAN : ファイバチャネルで構成された SAN にストレージ装置と管理対象マシンを接
続して利用します。



iSCSI SAN : ストレージ装置と管理対象マシンを TCP/IP ネットワークに接続し、iSCSI
のプロトコルによりデータの送受信を行います。



NAS : ファイルサーバの機能を持つアプライアンスサーバと管理対象マシンを TCP/IP
ネットワークに接続して利用します。NFS などのファイル共有のプロトコルを使用しま
す。

SigmaSystemCenter が対応するストレージ環境とストレージ機種の組み合わせは以下の
通りです。下記の表では、SigmaSystemCenter の機能範囲に限定して説明を行っているた
め、各ストレージ機種が実際に対応するストレージ環境とは異なります。

機種

iStorage

FC SAN

利用可能

iSCSI SAN

利用可能

NAS
NFS

CIFS

利用不可

利用不可
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Symmetrix DMX

利用可能

利用不可

利用不可

利用不可

CLARiX / VNX

利用可能

利用不可

利用不可

利用不可

NetApp

利用不可

利用不可

利用可能

利用不可

また、仮想化基盤製品とストレージ環境の組み合わせの対応可否も仮想化基盤製品ごとに
異なります。SigmaSystemCenter が対応する仮想化基盤製品とストレージ環境の組み合わ
せは下表のとおりです。仮想化基盤製品とストレージ機種の利用可能な組み合わせについ
ては、仮想化基盤製品の対応情報を確認してください。


ディスクボリューム (LUN) をデータストアとして利用する場合
仮想化基盤製

FC SAN

品



iSCSI
SAN

備考

NAS
NFS

CIFS

VMware

利用可能

利用可能

利用可能

利用不可

Hyper-V

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

XenServer

利用可能

利用可能

利用可能

利用不可

ssc create datastoreコマ
ンドによるデータストア作
成は不可

KVM

利用可能

利用不可

利用可能

利用不可

ssc create datastoreコマ
ンドによるデータストア作
成はNFSのみ可

ディスクボリューム (LUN) を RDM タイプの拡張ディスクとして利用する場合
仮想化基盤製品

FC SAN

iSCSI SAN

NAS
NFS

CIFS

VMware

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

Hyper-V

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

XenServer

利用不可

利用不可

利用不可

利用不可

KVM

利用不可

利用不可

利用不可

利用不可

なお、管理対象マシンのハードウェア、ディスクアレイ、ストレージ管理ソフトウェアの具体的
な設定方法については、本書では説明しません。それぞれに付属しているマニュアルを参照
してください。
また、iStorage E1 シリーズを管理対象にする場合については、本書では説明しません。
「SigmaSystemCenter iStorage E1 利用ガイド」を参照してください。

5.1.2.

ストレージ制御の対象環境について
SigmaSystemCenter のストレージ制御の対象となる環境について説明します。ストレージ
制御の対象となる環境は、FC SAN、iSCSI SAN、NAS の 3 種類があり、それぞれ管理の方
法が異なりますので、環境別に概要を説明します。
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実際は、ストレージ装置の種類により、後述の図と異なる概念、用語が使用されていますが、
SigmaSystemCenter は、ストレージ装置の差異を隠蔽化し、後述のような形でストレージ環
境を表現しています。SigmaSystemCenter が対応している各ストレージ装置の詳細につい
ては、「5.7 各ストレージ装置のストレージ制御詳細」を参照してください。
(1) FC SAN 環境
FC SAN 環境では、管理対象マシンは、管理対象マシンに搭載された HBA から、ファイ
バチャネル (FC) で構成された SAN 経由でディスクアレイに物理的に接続されます。
ディスクアレイには、ストレージプールが作成され、ストレージプール内にはディスクボリ
ューム (LUN) が作成されます。ディスクボリュームの作成は SigmaSystemCenter か
ら行うことができます。また、ストレージプールの使用状況の情報は、
SigmaSystemCenter から閲覧することができます。
作成されたディスクボリュームは、SigmaSystemCenter の接続制御により管理対象マ
シンと接続状態にされることにより、管理対象マシンからディスクボリュームにアクセス
できるようになります。FC / iSCSI SAN 環境の場合、接続制御では一般的に "LUN マ
スキング" (アクセスコントロール制御) と呼ばれるディスクボリュームと管理対象マシン
との割り当て定義がディスクアレイに対して行われます。
ディスクボリュームの作成や接続の制御を行うために、SigmaSystemCenter に管理対
象マシンとディスクアレイやディスクボリュームの情報を登録する必要があります。
ディスクアレイは、ディスクアレイ名の情報があります。
ストレージプールは、ストレージプール名とストレージプール ID の情報があります。これ
らの情報は、ディスクアレイ上のストレージプールを識別するための情報として使用され
ます。
ディスクボリュームの情報は、ディスクボリューム名、ディスクボリューム番号、LUN、
UniqueId があります。それぞれ、次の用途で使用します。
•

ディスクボリューム名 (LUN 名) : ストレージ管理ソフトウェア上に登録されるディス
クボリュームの名前です。SigmaSystemCenter にディスクアレイが登録されてい
ない場合は、[仮想] ビューでは仮想化基盤製品が認識するディスクボリュームの
名前が表示されます。

•

データストア名 : ディスクボリュームが仮想化基盤製品上でデータストアとして登
録される場合のデータストアの名前です。

•

ディスクボリューム番号 : ディスクアレイ上のディスクボリュームを識別するための
番号です。ディスクボリュームは、必ずディスクアレイ内で一意の番号が割り当てら
れます。

•

LUN : 管理対象マシン上でディスクボリュームを識別するための番号です。管理
対象マシン内で必ず一意の番号が割り当てられます。SAN ブートの場合は、HBA
の BIOS で管理対象マシンが起動に使用するディスクボリュームの指定を LUN で
行います。

•

UniqueId : システム全体でディスクボリュームを一意に識別するための ID です。

管理対象マシンの HBA は、WWPN / WWNN と HBA 番号の情報で構成されます。
WWPN / WWNN の情報はディスクアレイ上で管理対象マシンからのアクセスパスを識
別するために使用されます。HBA 番号は、SigmaSystemCenter 上で HBA を特定する
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ための情報として使用します。HBA を冗長構成にする場合は、使用するすべての HBA
をディスクアレイに登録する必要があります。

管理対象マシン

物理的な配線

HBA

HBA

WWPN, WWNN, HBA番号

WWPN, WWNN, HBA番号

ディスクボリュームの接続制御で接続

SAN

ディスクアレイ
ディスクアレイ名

ディスクボリューム(LUN)
ディスクボリューム名(LUN名),
データストア名,
ディスクボリューム番号,
LUN,
UniqueId

ストレージプール
ストレージプール名,
ストレージプールID

(2) iSCSI SAN 環境
iSCSI SAN 環境では、管理対象マシンは TCP/IP ネットワーク (IP-SAN) 経由でディス
クアレイに物理的に接続されます。管理対象マシン側は iSCSI イニシエータが接続の起
点となります。SigmaSystemCenter では、iSCSI イニシエータを HBA として管理しま
す。
SigmaSystemCenter に登録する iSCSI イニシエータの情報は、イニシエータ名、HBA
番号の情報で構成されます。イニシエータ名の情報は、ディスクアレイ上で管理対象マ
シンからのアクセスパスを識別するために使用されます。SigmaSystemCenter では、
イニシエータ名を HBA のアドレスとして登録して使用します。
iSCSI イニシエータ以外については、基本的に FC SAN 環境と同様の管理を行います。
FC SAN 環境の説明を参照してください。
iSCSI イニシエータには、次の 2 種類があります。
•

ハードウェアイニシエータ
専用の iSCSI の HBA を使用します。
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なお、iSCSI ブート対応の NIC として iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) と呼ば
れる技術が搭載された NIC とソフトウェアイニシエータの組み合わせで利用されて
いる場合、本書ではハードウェアイニシエータとして扱います。
iBFT の NIC とソフトウェアイニシエータの組み合わせにより iSCSI ブートが利用可
能になりますが、イニシエータの設定は NIC 上で行われるため、
SigmaSystemCenter ではマシンに紐付く情報として管理することができます。
•

ソフトウェアイニシエータ
ソフトウェアイニシエータは、OS の一機能として提供されます。Windows、Linux、
VMware ESX / ESXi でサポートされます。利用するために、ドライバなどをインスト
ールしたり、イニシエータの情報を設定したりする必要があります。

ソフトウェアイニシエータについては、ssc コマンドによる管理対象マシンとディスクボリュ
ームの接続と切断の制御のみの実行をサポートします。グループプロパティ設定 / モ
デルプロパティ設定 / ホスト設定にディスクボリュームの接続の定義を行うことでリソー
ス割り当てや置換などの操作のときに行われるストレージ制御はサポートしません。
管理対象マシン

物理的な配線
HBA(iSCSIイニシエータ)

ディスクボリュームの接続制御で接続

イニシエータ名, HBA番号

IP-SAN

ディスクアレイ
ディスクアレイ名

ディスクボリューム(LUN)
ディスクボリューム名(LUN名),
データストア名,
ディスクボリューム番号,
LUN,
UniqueId

ストレージプール
ストレージプール名,
ストレージプールID

(3) NAS 環境
NAS 環境では、管理対象マシンは、管理対象マシンに搭載された NIC から、TCP/IP ネ
ットワーク経由でディスクアレイに物理的に接続されます。
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NAS 環境では、NFS などのファイル共有のプロトコルにより、ファイルサーバの機能を
提供するアプライアンスサーバ上で公開されている共有ディスクに対して TCP/IP ネット
ワークを経由して管理対象マシンからアクセスを行うといった利用が行われます。他の
ストレージ環境に合わせて、SigmaSystemCenter ではファイルサーバをディスクアレイ、
共有ディスクをディスクボリュームとして管理します。
ディスクアレイには、ストレージプールが作成され、ストレージプール内にはディスクボリ
ュームが作成されます。ディスクボリュームの作成は、SigmaSystemCenter から行うこ
とができます。また、ストレージプールの使用状況の情報は SigmaSystemCenter から
閲覧することができます。
作成されたディスクボリュームは、SigmaSystemCenter の接続制御により管理対象マ
シンと接続状態にされることにより、管理対象マシンからアクセスできるようになります。
接続されていないディスクボリュームへは管理対象からアクセスできません。
ディスクボリュームの作成や接続の制御を行うために、SigmaSystemCenter に管理対
象マシンとディスクアレイやディスクボリュームの情報を登録する必要があります。
ディスクアレイの情報には、管理対象マシンで使用される接続先の情報で構成されま
す。
•

サーバアドレス : 管理対象マシンとディスクアレイの接続におけるディスクアレイ
側のアドレスです。ディスクボリュームにアクセスするための接続先の情報として、
管理対象マシンの OS が使用します。SigmaSystemCenter では、ssc create
datastore コマンドを実行する際に必要となります。

ストレージプールは、ストレージプール名とストレージプール ID の情報があります。これ
らの情報はディスクアレイ上のストレージプールを識別するための情報として使用され
ます。
ディスクボリュームの情報は、ディスクボリューム名や UniqueId があります。それぞれ、
次の用途で使用します。
•

ディスクボリューム名 (LUN 名) : ストレージ管理ソフトウェア上に登録されるディス
クボリュームの名前です。SigmaSystemCenter にディスクアレイが登録されてい
ない場合は、[仮想] ビューでは仮想化基盤製品が認識するディスクボリュームの
名前が表示されます。

•

データストア名 : ディスクボリュームが仮想化基盤製品上でデータストアとして登
録された場合のデータストアの名前です。

•

フォルダ名 : データストア登録時に仮想化基盤製品に公開するディスクボリュー
ムの共有フォルダ名です。ディスクボリューム名の頭に "/" を付けると共有フォル
ダ名になります。

•

UniqueID : システム全体でディスクボリュームを一意に識別するための ID です。

管理対象マシンの NIC は、NIC 番号や MAC アドレスなどの情報で構成されます。NIC
番号により、NIC とホスト定義の IP アドレスの設定が関連付けられます。
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NAS 環境では、管理対象マシンの情報として、IP アドレスの情報が必要です。IP アドレ
スの情報は、ディスクアレイ上のディスクボリュームに対する管理対象マシンからのアク
セスをフィルタリングするために使用されます。このフィルタリングの設定により、ディス
クボリュームと接続を行っている管理対象マシンはアクセスできるようになり、また、ディ
スクボリュームと接続を行っていない管理対象マシンはアクセスできなくなります。
SigmaSystemCenter では、管理対象マシンの IP アドレスの情報はホスト定義中にある
ため、リソース割り当てやマスタマシン登録などの操作でホスト定義にマシンリソースが
割り当てられた状態にしておく必要があります。

管理対象マシン(稼動状態)
ホスト
IPアドレス, NIC番号

物理的な配線

OS

NIC

ディスクボリュームの接続制御で接続

NIC番号, MACアドレス

NAS

ディスクアレイ(ファイルサーバ)
サーバアドレス

ディスクボリューム(LUN)
(共有ディスク)
ディスクボリューム名(LUN名),
データストア名,
フォルダ名,

ストレージプール

UniqueId

ストレージプール名,
ストレージプールID
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5.2. ストレージ管理を行うためのシステム構成
SigmaSystemCenter からストレージの制御を実行されるようにするには、あらかじめ、以下
のような作業を実施しておく必要があります。
1.

管理対象マシンに搭載される HBA や NIC をセッティングする。

2.

ディスクアレイの設置、初期設定を行う。

3.

管理対象マシンとディスクアレイを含むストレージのネットワーク環境のセッティングを行
う。

4.

ストレージ管理ソフトウェアのインストール、初期設定を行う。ストレージ管理ソフトウェア
に管理対象マシンの情報やディスクボリュームの登録・設定を行う。

5.

SigmaSystemCenter に、制御の対象となるディスクアレイ、ディスクボリューム、HBA、
NIC、パスなどの情報を登録し、ディスクボリュームとの接続の設定を行う。

本節では、SigmaSystemCenter からストレージ管理を行うために必要な構成や設定につい
て説明します。

5.2.1.

iStorage 利用時のシステム構成
iStorage の制御を行うためには、iStorageManager と iStorageManager Integration Base
が必要です。iStorageManager Integration Base は、SystemProvisioning のインストール
先 と 同 じ 管 理 サ ー バ に イ ン ス ト ー ル す る 必 要 が あ り ま す 。 iStorageManager は 、
SystemProvisioning と同一の管理サーバと別管理サーバのどちらの構成でも利用可能で
す。iStorageManager を別管理サーバにインストールする場合は、SigmaSystemCenter 管
理サーバから LAN 経由で iStorageManager にアクセスできるように iStorageManager
Integration Base を設定します。
iStorage と管理対象マシンは、同一の SAN のネットワークに接続してください。iStorage と
iStorageManager は、LAN 経由か SAN 経由のどちらかで接続しておく必要があります。通
常は、LAN 経由の方が使用されます。
iSCSI を利用する場合は、SAN 環境が IP-SAN 環境となりますが、iStorageManager や
SystemProvisioning の各製品間の構成は、基本的に SAN 環境と同様の構成で利用可能
です。
管理対象マシンと iStorage の間のパスが複数ある冗長構成の場合は、管理対象マシンに
StoragePathSavior をインストールする必要があります。
なお、同じディスクアレイに対して SMI-S による管理と iStorageManager Integration Base
を使用した管理の両方を行うことはできません。iStorageManager Integration Base を使用
した管理を行う場合は、同じディスクアレイを対象として "SMI-S Service" のサブシステム
の登録は行わないようにしてください。
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iStorage の利用環境の構成例は、下記の図の通りです。

SigmaSystemCenter

iStorageManager

管理サーバ

SystemProvisioning
iStorageManager

Integration Base

iStorage

管理用LAN
SAN

SAN

管 理 対 象 マ シ ン
(Windows/Linux) 群
StoragePathSavior

iStorageManager と iStorageManager Integration Base を イ ン ス ト ー ル 後 、
iStorageManager と iStorageManager Integration Base の初期設定を行ってください。
1.

2.

iStorageManager の設定
•

対象のディスクアレイを管理対象として登録します。ディスクアレイのパスが複数あ
る場合は、それぞれが管理対象となるように設定を行います。

•

iStorageManager の利用者アカウントの登録を実施します。

•

AccessControl のライセンスを解除し、利用可能な状態にします。

iStorageManager Integration Base の設定ファイル iSMSM.conf の記述
iStorageManager Integration Base から iStorageManager に接続するための情報とし
て、接続先となる iStorageManager 管理サーバの IP アドレスやポートの情報を
iSMSM.conf に記述します。
iSMSM.conf は、<iStorageManager Integration Base のインストールフォルダ>¥conf
下に置きます。

3.

SigmaSystemCenter の [管理] ビュー / サブシステムの追加設定
サブシステムの設定にサブシステム種類 "iStorage Manager" を追加します。
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5.2.2.

iStorage (SMI-S) 利用時のシステム構成
SMI-S による iStorage の管理を行う場合は、制御対象の iStorage 上に SMI-S Provider が
動作している必要があります。SigmaSystemCenter 管理サーバから LAN 経由で直接
iStorage にアクセスできるようにしてください。
iStorageManager は、SigmaSystemCenter のストレージ制御時には使用されませんが、
iStorage の管理のために利用します。
iStorageManager Integration Base については、本構成では必要ありません。
iStorage と管理対象マシンは、同一の SAN のネットワークに接続してください。iStorage と
iStorageManager は、LAN 経由か SAN 経由のどちらかで接続しておく必要があります。通
常は、LAN 経由の方が使用されます。
管理対象マシンと iStorage の間のパスが複数ある冗長構成の場合は、管理対象マシンに
StoragePathSavior をインストールする必要があります。
なお、同じディスクアレイに対して SMI-S による管理と iStorageManager Integration Base
を 使 用 し た 管 理 の 両 方 を 行 う こ と は で き ま せ ん 。 SMI-S に よ る 管 理 を 行 う 場 合 は 、
"iStorageManager" のサブシステムの登録は行わないようにしてください。
iStorage の利用環境の構成例は、下記の図の通りです。

SigmaSystemCenter

iStorageManager

管理サーバ

iStorageManager

SystemProvisioning

SMI-S Provider
iStorage

管理用LAN
SAN

SAN

管 理 対 象 マ シ ン
(Windows/Linux) 群
StoragePathSavior

iStorageManager を使用してストレージの初期設定を行い、SigmaSystemCenter のサブシ
ステムの設定を行ってください。
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1.

2.

iStorageManager の設定
•

対象のディスクアレイを管理対象として登録します。ディスクアレイのパスが複数あ
る場合は、それぞれが管理されるように設定を行います。

•

iStorageManager の利用者アカウントの登録を実施します。

•

AccessControl のライセンスを解除し、利用可能な状態にします。

SigmaSystemCenter の [管理] ビュー / サブシステムの追加設定
管理対象のディスクアレイごとにサブシステム "SMI-S Service" の追加が必要です。
サブシステム "SMI-S Service" 追加時に指定する項目は、以下の通りです。
•

URL
以下の形式で接続先のディスクアレイの IP アドレスを設定します。
http://装置 IP アドレス(SMI-S Provider):port 番号
ポート番号の既定値は http の場合 5988、https の場合で 5989 です。ポート番号
の部分は省略可能です。

•

アカウント名
接続先のディスクアレイの管理者アカウントを設定します。

•

パスワード
管理者アカウントのパスワードを設定します。

SMI-S Provider の利用方法については、「iStorage ソフトウェア SMI-S Provider 利用の手
引 - M シリーズ」を参照してください。

5.2.3.

iStorage 制御のために必要な事前の設定について
論理ディスク (LD、ディスクボリューム) と管理対象マシンの接続の制御のために、以下の
準備が必要です。なお、SAN ブートの環境の場合は、SAN ブート用の準備作業が別途必要
です。「5.4.5 SAN ブートでの利用」を参照してください。


iStorageManager の設定
•

プールの構築
論理ディスクの構築先となるプールの構築を行います。

•

論理ディスクの構築
構築したプール上に、マシンと接続を行う対象となる論理ディスクの構築を行いま
す。ディスクボリュームの作成の機能を利用して、SigmaSystemCenter から論理
ディスクの構築を行うことも可能です。
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•

LD セットの作成、アクセスコントロールの設定
SigmaSystemCenter からの制御で対象となるコントローラ上のポートに対して、以
下の設定を行います。
-

•

ポートのモードを WWN モードに変更します。

管理対象マシンごとに LD セットを作成します。LD セット名以外に、プラットフォーム
とパーティションの設定が必要です。
-

LD セット名： LD セットの名前を設定します。作成する LD セットの名前は、
SigmaSystemCenter が管理する範囲内では一意にしてください。同一名の
LD セットが存在すると、SigmaSystemCenter からのストレージ制御が失敗す
る原因となります。

-

プラットフォーム： 使用する OS に合わせて設定します。
SigmaSystemCenter のディスクボリュームの接続制御のとき、管理対象マシ
ンの OS の種類に合わせて適切な値にセットする処理を行いますので、
SigmaSystemCenter からアクセスコントロールを行う場合は設定を意識する
必要はありません。
管理対象マシン OS の種類が Windows の場合： WN
管理対象マシン OS の種類が Linux の場合： LX

-

パーティション： 制御対象の LD セット、論理ディスクが所属するパーティショ
ンを設定します。
関連付けを行う LD セット、論理ディスクが異なるパーティションに所属してい
る場合、ストレージ制御時にエラーとなりますので、必ず同一のパーティション
になるように設定してください。

-

•

SigmaSystemCenter で管理対象としないマシンの LD セットの追加と削除を
行う場合でも、必ず、操作後に SigmaSystemCenter 上で収集を実行し、
iStorageManager と SigmaSystemCenter の構成情報を同期してください。
LD セットの追加と削除を行うと追加・削除した LD セット以外の LD セットの情
報も変更される可能性があるためです。

LD セットに接続するパス情報として、管理対象マシンにセッティングされている
HBA の WWPN を LD セットの設定に登録します。冗長構成の場合は、冗長構成
の構成要素となる全 HBA の WWPN を登録してください。WWPN は、HBA に印刷
されている情報や HBA の BIOS 設定画面などで確認することができます。
iSCSI の場合は、HBA の WWPN の代わりに iSCSI イニシエータのイニシエータ
名をパス情報として設定します。

•



LD セットと論理ディスクの割り当ては、SigmaSystemCenter の制御の際に行うた
め、iStorageManager 上で実行する必要はありません。

SigmaSystemCenter の設定
•

ディスクアレイの登録
制御の対象であるディスクアレイの情報を [リソース] ビューに登録します。

iStorageManager Integration Base による管理の場合、登録対象となるディスク
アレイの情報は連携対象の iStorageManager から情報収集で取得します。そのた
め、事前に制御対象のディスクアレイを iStorageManager に登録しておく必要があ
ります。
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SMI-S を利用する場合、サブシステム "SMI-S Service" で登録対象のディスクア
レイを管理対象として追加しておく必要があります。
•

ディスクボリュームの登録
ディスクアレイ登録後、制御の対象となるディスクボリュームとして論理ディスク
(LD) を [リソース] ビューに登録します。ディスクボリュームの登録時、
iStorageManager で構築済みの論理ディスクの一覧が選択肢として表示されます。
構築済みの論理ディスクが表示されない場合は収集を実行してください。登録対象
のディスクボリュームの作成を、SigmaSystemCenter を使用して行う場合は、下
記を参照してください。

•

-

名前： iStorageManager で構築した論理ディスクの論理ディスク名が表示さ
れます。

-

番号： iStorageManager で構築した論理ディスクの論理ディスク番号が表示
されます。

-

共有状態： 複数のマシン間でディスクボリュームを共有する場合は、共有状
態を共有に変更します。

ディスクボリュームの作成
iStorageManager でディスクボリューム (論理ディスク) の作成を行わない場合は、
SigmaSystemCenter を使用してディスクボリュームを作成します。
ssc create diskvolume コマンドを実行し、ディスクボリュームを作成します。
SigmaSystemCenter からディスクボリュームの作成を行った場合、ディスクボリュ
ームの登録は自動的に行われるため、上記ディスクボリュームの登録の作業は不
要です。

•

HBA の登録
管理対象マシンにセッティングされている HBA の情報を SigmaSystemCenter 上
の [リソース] ビュー / マシンプロパティ設定に登録します。HBA の設定情報は、
HBA 番号と WWPN の情報からなります。HBA 番号は、SigmaSystemCenter 上
での管理番号として任意の番号を選択します。設定された HBA 番号は、ディスク
ボリュームに接続する管理対象マシン上の HBA を特定するために使用されます。
WWPN は、iStorageManager から収集した WWPN の一覧情報が設定の選択肢
として表示されますので、一覧の中から該当する WWPN を選択します。
なお、HBA の WWPN の情報は、iStorageManager に登録されている LD セットの
パス情報から収集します。iStorageManager 上で LD セットのパス情報の登録作
業を行い、SigmaSystemCenter でストレージ収集を実行してから、
SigmaSystemCenter で HBA の設定を行ってください。
iSCSI の場合は、HBA の WWPN の代わりに iSCSI イニシエータのイニシエータ
名を設定します。

•

ホストに接続するディスクボリュームの登録
リソース割り当て時に接続を行うディスクボリュームと HBA の組み合わせをホスト
設定に登録します。共有使用するディスクボリュームの場合、グループ設定やモデ
ル設定で設定することができます。ディスクボリュームは対象のディスクアレイとデ
ィスクボリューム名の組み合わせで指定します。HBA は HBA 番号で指定します。
SigmaSystemCenter は、ディスクボリュームの接続制御のとき、ディスクアレイ名
とディスクボリューム名から対象のディスクボリュームを特定し、HBA 番号から対
象の HBA とパス情報を特定して接続の処理を行います。
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編

614

ストレージ管理を行うためのシステム構成
冗長構成の場合は、個別の HBA 番号を指定せず、すべての HBA が接続されるよ
うに設定する必要があります。
なお、ssc assign / release diskvolume コマンドによるマシンとディスクボリューム
の接続 / 切断のみの機能を利用し、リソース割り当てやマスタマシン登録などの
操作ではディスクボリューム接続制御が実行されないように利用したい場合は、グ
ループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定に接続の設定を登録
しないでください。

5.2.4.

Symmetrix DMX 利用時のシステム構成
Symmetrix DMX の制 御 を行 う た め に は 、Solutions Enabler が 必 要で す。 Solutions
Enabler は、SystemProvisioning のインストール先と同じ管理サーバにインストールします。
Solutions Enabler の管理サーバは、制御対象の Symmetrix DMX が動作する SAN 環境に
FC で 接 続 す る 必 要 が あ り ま す 。 SAN 経 由 で 接 続 さ れ て い な い 場 合 は 、
SigmaSystemCenter でストレージ制御はできません。
管理対象マシンと Symmetrix DMX の間のパスが複数ある冗長構成の場合は、管理対象マ
シンに PowerPath をインストールする必要があります。

SigmaSystemCenter
管理サーバ
管理用LAN
SystemProvisioning
Solutions Enabler

Symmetrix DMX

SAN

SAN

管 理 対 象 マ シ ン
(Windows/Linux) 群
PowerPath

Solutions Enabler をインストール後、以下の設定を行ってください。
1.

Solutions Enabler の設定
環境変数 PATH に Solutions Enabler 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、Solutions Enabler のパスを登録します。

2.

SigmaSystemCenter の [管理] ビュー / サブシステムの追加設定
サブシステムの設定にサブシステム種類 "EMC Symmetrix" を追加します。
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5.2.5.

Symmetrix DMX 制御のために必要な事前の設定について
デバイス (ディスクボリューム) と管理対象マシンの接続の制御のために、以下の準備が必
要です。なお、SAN ブートの環境の場合は、SAN ブート用の準備作業が別途必要です。
「5.4.5 SAN ブートでの利用」を参照してください。


SYMCLI などの Symmetrix DMX の管理ツールでの設定
•

デバイスの作成
Symmetrix DMX 装置のデバイスを作成するためには、Symmetrix DMX の構成
情報 (BIN ファイル) を変更する必要があります。
そのため、ユーザ操作による Symmetrix DMX 装置のデバイスの作成は、サポー
トされていません。デバイスの作成など構成を変更する場合は、Symmetrix DMX
のサポート窓口に問い合わせてください。



SigmaSystemCenter の設定
•

ディスクアレイの登録
制御の対象であるディスクアレイの情報を [リソース] ビューに登録します。登録対
象となるディスクアレイの情報は、事前に情報収集で取得しておく必要があります。

•

ディスクボリュームの登録
ディスクアレイ登録後、制御の対象となるディスクボリュームとしてデバイスを登録
します。ディスクボリュームの登録時、作成済みのデバイスの一覧が選択肢として
表示されます。作成済みのデバイスが表示されない場合は収集を実行してくださ
い。

•

-

名前： 作成済みデバイスのデバイス名が表示されます。

-

共有状態： 複数のマシン間でデバイスを共有する場合は、共有状態を共有
に変更します。

HBA、パス情報の登録
管理対象マシンにセッティングされている HBA の情報 (WWPN) や管理対象マシ
ンとディスクアレイ間のパス情報を、ssc コマンドと Web コンソールのマシンプロパ
ティ設定で登録します。
-

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。

-

ssc コマンドを実行してディスクアレイ側のパスの情報を表示します。
>ssc show diskarraypath 000290100434
000290100434/09A/0
000290100434/09A/1
000290100434/08B/0
000290100434/08B/1

-

HBA のアドレス (WWPN、WWNN) と HBA の接続先であるディスクアレイの
パスを SigmaSystemCenter に登録します。HBA と接続先であるディスクアレ
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
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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
を実行する必要があります。
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92C-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92C-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92C-53D3
>ssc set hba CK100000
2000-0000-C92C-53D3
•

000290100434/09A/0
000290100434/09A/1
000290100434/08B/0
000290100434/08B/1
000290100434/09A/0
000290100434/09A/1
000290100434/08B/0
000290100434/08B/1

上記 ssc コマンドで登録した HBA の情報に対応する HBA 番号を、[リソース]
ビュー / マシンプロパティ設定にて設定します。

ホストに接続するディスクボリュームの登録
リソース割り当て時に接続を行うディスクボリュームと HBA の組み合わせをホスト
設定に登録します。共有使用するディスクボリュームの場合、グループ設定やモデ
ル設定で設定することができます。ディスクボリュームは対象のディスクアレイとデ
ィスクボリューム名の組み合わせで指定します。HBA は HBA 番号で指定します。
SigmaSystemCenter は、ディスクボリュームの接続制御のとき、ディスクアレイ名
とディスクボリューム名から対象のディスクボリュームを特定し、HBA 番号から対
象の HBA とパス情報を特定して接続の処理を行います。
冗長構成の場合は、個別の HBA 番号を指定せず、すべての HBA が接続されるよ
うに設定する必要があります。

5.2.6.

CLARiX / VNX 利用時のシステム構成
CLARiX / VNX の制御を行うためには、Navisphere CLI が必要です。Navisphere CLI は
SystemProvisioning のインストール先と同じ管理サーバにインストールする必要がありま
す。
Navisphere CLI と CLARiX / VNX は、LAN 経由で接続する必要があります。LAN 経由で接
続されていない場合は、SigmaSystemCenter でストレージ制御はできません。
管理対象マシンと CLARiX / VNX の間のパスが複数ある冗長構成の場合は、管理対象マシ
ンに PowerPath をインストールする必要があります。
なお、同じディスクアレイに対して SMI-S による管理と Navisphere CLI を使用した管理の両
方を行うことはできません。Navisphere CLI を使用した管理を行う場合は、同じディスクアレ
イを対象として "SMI-S Service" のサブシステムの登録は行わないようにしてください。
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SigmaSystemCenter
管理サーバ
SystemProvisioning
Navisphere CLI

CLARiX / VNX
管理用LAN
SAN

SAN

管 理 対 象 マ シ ン
(Windows/Linux) 群
Expressシリーズ
PowerPath

Navisphere CLI をインストール後、以下の設定を行ってください。
1.

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。

2.

データ・アクセス制御を有効に変更
LUN マスキング制御の動作が有効になるように、データ・アクセス制御の設定を有効に
変更します。

3.

SigmaSystemCenter の [管理] ビュー / サブシステムの追加設定
サブシステムの設定にサブシステム種類 "EMC CLARiX" を追加します。

5.2.7.

VNX (SMI-S) 利用時のシステム構成
VNX (SMI-S) の制御を行うためには、SMI-S Provider が必要です。SMI-S Provider は、
SystemProvisioning と同一の管理サーバと別管理サーバのどちらの構成でも利用可能で
す。SMI-S Provider には、Solutions Enabler が含まれています。
SMI-S Provider と CLARiX / VNX は、LAN 経由で接続する必要があります。LAN 経由で接
続されていない場合は、SigmaSystemCenter でストレージ制御はできません。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
618

ストレージ管理を行うためのシステム構成
管理対象マシンと CLARiX / VNX の間のパスが複数ある冗長構成の場合は、管理対象マシ
ンに PowerPath をインストールする必要があります。
なお、同じディスクアレイに対して SMI-S による管理と Navisphere CLI を使用した管理の両
方を行うことはできません。SMI-S による管理を行う場合は、"EMC CLARiX" のサブシステ
ムの登録は行わないようにしてください。

SMI-S Provider

SigmaSystemCenter

サーバ

管理サーバ
SystemProvisioning

SMI-S Provider
(Solutions Enabler with SMI-S)

VNX

管理用LAN
SAN

SAN

管理対象マシン
(Windows/Linux)群

PowerPath

SMI-S Provider をインストール後、以下の設定を行ってください。
1.

2.

SMI-S Provider の設定
•

SMI-S Provider の利用者アカウントの登録を実施します。

•

対象のディスクアレイを管理対象として登録します。

SigmaSystemCenter の [管理] ビュー / サブシステムの追加設定
管理対象とする SMI-S Provider ごとにサブシステム "SMI-S Service" の追加が必要
です。
サブシステム "SMI-S Service" 追加時に指定する項目は、以下の通りです。
•

URL
以下の形式で接続先の SMI-S Provider の IP アドレスを設定します。
http://IP アドレス(SMI-S Provider):port 番号
ポート番号のデフォルトは、http の場合 5988、https の場合 5989 です。ポート番号
の部分は省略可能です。

•

アカウント名
接続先の SMI-S Provider の利用者アカウントを設定します。
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•

パスワード
利用者アカウントのパスワードを設定します。

SMI-S Provider の利用方法については、「EMC SMI-S Provider Release Notes」を参照し
てください。

5.2.8.

CLARiX / VNX 制御のために必要な事前の設定について
LUN (ディスクボリューム) と管理対象マシンの接続の制御のために、以下の準備が必要で
す。なお、SAN ブートの環境の場合は、SAN ブート用の準備作業が別途必要です。「5.4.5
SAN ブートでの利用」を参照してください。


Navisphere CLI などの CLARiX / VNX の管理ツールでの設定
•

RAID グループの作成
LUN の作成先となる RAID グループを作成します。
※SigmaSystemCenter の LUN (ディスクボリューム) 作成機能を利用する場合
(RAID タイプの固定化について)
SigmaSystemCenter の LUN 作成機能は、RAID グループの RAID タイプが事前
に設定されている前提で動作します。
RAID グループの RAID タイプは、LUN の削除によって RAID グループ中に LUN
が 1 つもなくなった場合に RAID タイプの設定が消去されます。次の方法で、作成し
た RAID グループの RAID タイプが SigmaSystemCenter による LUN 作成前に事
前に設定され、利用中に RAID タイプが消去されないようにしておく必要がありま
す。
対象の RAID グループに対して事前に LUN をダミーで 1 個作成してください。LUN
を作成することで RAID グループの RAID タイプが設定されます。なお、ここで作成
したダミーの LUN は、誤って削除されることを防ぐため、運用では使用しないことを
推奨します。

•

LUN の作成
作成した RAID グループ上に、マシンと接続を行う対象となる LUN の作成を行いま
す。下記のコマンド、もしくは Navisphere Manager や Unisphere を使用して作成
することが可能です。SigmaSystemCenter で LUN を作成する場合はこの作業は
不要です。
naviseccli -h [SP の IP] bind [RAID タイプ] [LUN 番号] -rg
[RAID グループ ID] -cap [LUN サイズ] -sp [SP 名] -sq [LUN
サイズの単位]
SigmaSystemCenter は、MetaLun には対応していません。
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作成する LUN の名前は、SigmaSystemCenter が管理する範囲内では一意にし
てください。同一名の LUN が複数存在すると、SigmaSystemCenter からのストレ
ージ制御が失敗する原因となります。
•

ストレージグループの作成
制御対象となる管理対象マシンに対応するストレージグループを作成します。下記
のコマンド、もしくは Navisphere Manager や Unisphere を使用して作成すること
が可能です。
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -create -gname [ス
トレージグループ名]
作成するストレージグループの名前は、SigmaSystemCenter が管理する範囲内
では一意にしてください。同一名のストレージグループが複数存在すると、
SigmaSystemCenter からのストレージ制御が失敗する原因となります。
また、作成したストレージグループに割り当てるホスト情報や HBA をストレージ装
置に登録したり、ストレージグループにホスト情報を割り当てたりしないでください。
コマンドの場合、-connecthost や-setpath スイッチによる実行が該当します。
SigmaSystemCenter からの制御以外の方法で、前記の作業が行われている場
合、SigmaSystemCenter のストレージ制御が失敗する原因となります。



SigmaSystemCenter の設定
•

ディスクアレイの登録、および使用するコマンドの選択
[リソース] ビューにディスクアレイの登録をします。CLARiX / VNX のディスクアレ
イを登録するためにはディスクアレイの任意の SP への接続情報が必要です。設定
の際、IP アドレス / ユーザ名 / パスワード / スコープを指定します。Naviseccli
を使用する場合は、ユーザ名 / パスワードを指定します。なお、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。
-

IP アドレス： ストレージ制御時に Navisphere CLI で SP に接続する SP の IP
アドレスを設定します。SP が複数ある場合は片方を選択してください。

-

ユーザ名： Navisphere CLI (Naviseccli) で SP に接続する際、使用するユー
ザ名を設定します。

-

パスワード： Navisphere CLI (Naviseccli) で SP に接続する際、使用するパ
スワードを設定します。

-

スコープ： Navisphere CLI (Naviseccli) で SP に接続する際、使用するアカ
ウントのスコープを指定します。数値の "0"、"1"、"2" のいずれかであり、それ
ぞれ "global"、"local"、"LDAP" を意味します。通常は "0" を指定します。入
力を省略した場合は、既定値の "0" が指定されます。

-

登録した SP で障害が発生した場合、ディスクアレイの制御ができなくなります。
接続先の SP で障害が発生した場合は、ディスクアレイの設定を別の SP への
接続情報に変更してください。

SMI-S を利用する場合は、サブシステム "SMI-S Service" で登録対象のディスク
アレイを管理対象として追加しておく必要があります。
セクション I SigmaSystemCenter機能リファレンス
621

5 ストレージの管理機能について
•

ディスクボリュームの登録
ディスクアレイ登録後、制御の対象となるディスクボリュームとして LUN を登録しま
す。LUN の登録時、作成済みの LUN の一覧が選択肢として表示されます。作成
済みの LUN が表示されない場合は、収集を実行してください。登録対象のディスク
ボリュームの作成を、SigmaSystemCenter を使用して行う場合は、下記を参照し
てください。

•

-

名前： ディスクアレイ上で作成済みの LUN 名が表示されます。

-

番号： LUN の番号が表示されます。

-

共有状態： 複数のマシン間でディスクボリュームを共有する場合は、共有状
態を共有に変更します。

フェイルオーバー・モードの設定
ディスクボリュームの接続制御時に指定するフェイルオーバー・モードの設定を必
要に応じて変更します。既定値は EMC 社が推奨する 4 です。
レジストリキー：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provid
er¥Storage¥Clarix の値：failovermode(DWORD)で設定します。

•

ディスクボリュームの作成
CLARiX / VNX の管理ツールでディスクボリューム (LUN) の作成を行わない場
合は、SigmaSystemCenter を使用してディスクボリュームを作成します。
ssc create diskvolume コマンドを実行し、ディスクボリュームを作成します。
SigmaSystemCenter からディスクボリュームの作成を行った場合、ディスクボリュ
ームの登録は自動的に行われるため、上記ディスクボリュームの登録の作業は不
要です。
作成するディスクボリュームの名前は、SigmaSystemCenter が管理する範囲内で
は一意にしてください。同一名のディスクボリュームが複数存在すると、
SigmaSystemCenter からのストレージ制御が失敗する原因となります。

•

HBA、パス情報の登録
管理対象マシンにセッティングされている HBA の情報 (WWNN と WWPN) や管
理対象マシンとディスクアレイ間のパス情報を、ssc コマンドと Web コンソールのマ
シンプロパティ設定で登録します。
-

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。

-

ssc コマンドを実行してディスクアレイ側のパスの情報を表示します。
▪ Navisphere CLI を利用してストレージを管理した場合
>ssc show diskarraypath CK100000
SG20(CK100000/ SP A /0)
SG20(CK100000/ SP A /1)
SG20(CK100000/ SP B /0)
SG20(CK100000/ SP B /1)
▪ SMI-S を利用してストレージを管理した場合
>ssc show diskarraypath CLARiiON+CK100000
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-

HBA のアドレス (WWNN、WWPN) 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。CLARiX / VNX の場合、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実行する必要があります。
SMI-S を利用する場合、ディスクアレイ側のパスを指定する必要はありません。
装置により、ディスクアレイ側のすべてのパスへ自動的に接続されます。
▪ Navisphere CLI を利用してストレージを管理した場合
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP A /0)"
2000-0000-C92B-53D3 -wwnn 1000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP A /1)"
2000-0000-C92B-53D3 -wwnn 1000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP B /0)"
2000-0000-C92B-53D3 -wwnn 1000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP B /1)"
2000-0000-C92B-53D3 -wwnn 1000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP A /0)"
2000-0000-C92C-53D3 -wwnn 1000-0000-C92C-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP A /1)"
2000-0000-C92C-53D3 -wwnn 1000-0000-C92C-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP B /0)"
2000-0000-C92C-53D3 -wwnn 1000-0000-C92C-53D3
>ssc set hba CK100000 "SG20(CK100000/ SP B /1)"
2000-0000-C92C-53D3 -wwnn 1000-0000-C92C-53D3
▪ SMI-S を利用してストレージを管理した場合
>ssc set hba CLARiiON+CK100000 SG20 2000-0000-C92B-53D3
-wwnn 1000-0000-C92B-53D3
>ssc set hba CLARiiON+CK100000 SG20 2000-0000-C92C-53D3
-wwnn 1000-0000-C92C-53D3

-

•

上記 ssc コマンドで登録した HBA の情報に対応する HBA 番号を、[リソース]
ビュー / マシンプロパティ設定にて設定します。

ホストに接続するディスクボリュームの登録
リソース割り当て時に接続を行うディスクボリュームと HBA の組み合わせをホスト
設定に登録します。共有使用するディスクボリュームの場合、グループ設定やモデ
ル設定で設定することができます。ディスクボリュームは対象のディスクアレイとデ
ィスクボリューム名の組み合わせで指定します。HBA は HBA 番号で指定します。
SigmaSystemCenter は、ディスクボリュームの接続制御のとき、ディスクアレイ名
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とディスクボリューム名から対象のディスクボリュームを特定し、HBA 番号から対
象の HBA とパス情報を特定して接続の処理を行います。
冗長構成の場合は、個別の HBA 番号を指定せず、すべての HBA が接続されるよ
うに設定する必要があります。
ディスクボリュームの LUN を自動的に設定される番号と異なる番号で指定したい
場合は、ホスト設定ディスクボリュームの LUN を明示的に指定する必要がありま
す。
なお、ssc assign / release diskvolume コマンドによるマシンとディスクボリューム
の接続 / 切断のみの機能を利用し、リソース割り当てやマスタマシン登録などの
操作ではディスクボリューム接続制御が実行されないように利用したい場合は、グ
ループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定に接続の設定を登録
しないでください。

5.2.9.

NetApp 利用時のシステム構成
NetApp ストレージを制御するためには、SigmaSystemCenter 管理サーバから LAN 経由で
NetApp ストレージにアクセスできるようにする必要があります。SigmaSystemCenter は、
NetApp ストレージ上で動作する Data ONTAP に接続し、ストレージの制御を行います。
NetApp ストレージの制御のために、Operations Manager がインストールされた環境は必要
ありません。
NetApp ストレージと管理対象マシンは同一の NAS のネットワークに接続します。NetApp は
SAN での利用も可能ですが、SigmaSystemCenter は対応していません。また、利用可能な
プロトコルは NFS のみです。CIFS を使用する環境のストレージには対応していません。
SigmaSystemCenter は、NetApp ストレージの MultiStore の機能により作成された複数の
仮想ストレージを管理することはできません。

SigmaSystemCenter
管理サーバ

SystemProvisioning

Data ONTAP
NetApp

管理用LAN
NAS用LAN

NAS

管理対象マシン
(Windows/Linux) 群
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上記構成の構築を行ったあと、以下の作業を行います。
1.

Data ONTAP の初期設定
NetApp ス ト レ ー ジ 上 で 動 作 す る Data ONTAP の 初 期 設 定 を 行 い 、
SigmaSystemCenter からアクセスが可能な状態にします。

2.

SigmaSystemCenter の [管理] ビュー / サブシステムの追加
サブシステムの設定にサブシステムの種類 "NetApp Manager" を追加します。

5.2.10. NetApp 制御のために必要な事前の設定について
Volume (ディスクボリューム) と管理対象マシンの接続の制御のために、以下の準備が必
要です。


Data ONTAP の設定
System Manager などの管理ツールを使用して、Aggregate と Volume の作成を行いま
す。
•

Aggregate の作成
Volume の作成先となる Aggregate を作成します。

•

Volume の作成
作成した Aggregate 上に、マシンと接続を行う対象となる Volume の作成を行いま
す。SigmaSystemCenter で Volume を作成する場合は、この作業は不要です。



-

SigmaSystemCenter では、Volume Type は Flexible のみに対応しています。
Traditional、Cache は対応していません。

-

作成した Volume を SigmaSystemCenter に登録すると、[リソース] ビュー上
のディスクボリューム情報で表示される volume の物理容量は、スナップショッ
トの領域を含まないサイズで表示されます。また、[仮想] ビューのデータスト
ア一覧や LUN 一覧で表示されるサイズも同様となります。

SigmaSystemCenter の設定、操作
•

ディスクアレイの登録
[リソース] ビューにディスクアレイを登録します。NetApp のディスクアレイを登録す
るためには NetApp ストレージ上で動作する Data ONTAP への接続情報が必要で
す。設定の際、IP アドレス / ユーザ名 / パスワードを指定します。

•

-

IP アドレス : Data ONTAP の IP アドレスを指定します。

-

ユーザ名 : Data ONTAP に接続する際、使用するユーザ名を指定します。

-

パスワード : Data ONTAP に接続する際、使用するパスワードを設定します。

ディスクボリュームの登録
ディスクアレイ登録後、制御の対象となるディスクボリュームとして Volume を [リソ
ース] ビューに登録します。ディスクボリュームの登録時、Data ONTAP で作成済
みの Volume の一覧が選択肢として表示されます。作成済みの Volume が表示さ
れない場合は、収集を実行してください。登録対象のディスクボリュームの作成を
SigmaSystemCenter から行う場合は、下記を参照してください。
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•

-

名前 : Data ONTAP で作成した Volume の Volume 名が表示されます。

-

共有状態 : 複数のマシン間でディスクボリュームを共有する場合は、共有状
態を共有に変更します。

ディスクボリュームの作成
Data ONTAP でディスクボリューム (Volume) の作成を行わない場合は、
SigmaSystemCenter を使用してディスクボリュームを作成します。
ssc create diskvolume コマンドを実行し、ディスクボリュームを作成します。
SigmaSystemCenter からディスクボリュームの作成を行った場合、ディスクボリュ
ームの登録は自動的に行われるため、上記ディスクボリュームの登録の作業は不
要です。

•

-

Volume Type は、Flexible で作成します。

-

指定する容量は、スナップショットに使用する領域を含みます。

-

スナップショットに使用する領域の割合は、ディスクアレイのデフォルト値が使
用されます。Data ONTAP AP8 の場合、デフォルト値は 20%です。

NIC の登録 ([リソース] ビュー / マシンプロパティ設定)
管理対象マシンが NAS のネットワークに接続する NIC について、設定を行います。
NIC の設定には NIC 番号、MAC アドレスの情報を登録します。NIC 番号は、ホス
ト設定で、IP アドレスを割り当てる NIC を特定するための番号として使用されます。

•

ホスト、IP アドレスの登録 ([運用] ビュー / ホスト設定)
管理対象マシン側の接続情報をホスト設定に登録します。ホスト設定の [ネットワ
ーク] タブにて、IP アドレスなど接続時に使用する管理対象マシン側の接続情報を
設定します。

•

-

NIC 番号 : 指定の IP アドレスを割り当てる NIC の NIC 番号を指定します。

-

IP アドレス : 管理対象マシンの IP アドレスを設定します。

ホストに接続するディスクボリュームの登録 ([運用] ビューのグループプロパティ
設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定)
リソース割り当て時に接続を行うディスクボリュームと管理対象マシン側の IP アド
レスの組み合わせをホスト設定に登録します。共有使用するディスクボリュームの
場合、グループ設定やモデル設定で設定することができます。ディスクボリューム
は、対象のディスクアレイとディスクボリューム名の組み合わせで指定します。IP ア
ドレスは [ネットワーク] タブにて、設定されている IP アドレスの中から選択します。
グループ / モデルで設定する場合、管理対象マシン側は、IP アドレスではなく NIC
番号で指定する必要があります。配下のホスト設定上で、指定する NIC 番号に対
応する NIC の設定に IP アドレスが設定されている必要があります。
ホスト名を設定する場合は、ホスト名から管理対象マシンの IP アドレスが取得でき
るように、ディスクアレイに対して、DNS の設定など名前解決の設定を行う必要が
あります。
なお、ssc assign / release diskvolume コマンドによるマシンとディスクボリューム
の接続 / 切断のみの機能を利用し、リソース割り当てやマスタマシン登録などの
操作ではディスクボリューム接続制御が実行されないように利用したい場合は、グ
ループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定に接続の設定を登録
しないでください。
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5.3. ストレージ制御に関連する装置と定義の登録
SigmaSystemCenter からストレージの制御を実行するためには、制御の対象となる装置や
装置内の構成の情報やディスクボリューム接続制御の定義を SigmaSystemCenter に登録
する必要があります。
FC/iSCSI SAN環境の場合

[運用]ビュー

[リソース]ビュー

[仮想]ビュー

システムリソース

運用

仮想

マシン

グループ

データセンタ

マシン

ストレージ

仮想マシンサーバ

ストレージ

モデル
ストレージ

データストア一覧

ストレージ

LUN一覧

ディスクアレイ

ホスト

ストレージプール

ストレージ

ディスクボリューム

マシン

HBA
ディスクボリューム

HBA

管理対象マシンの接続情報

SAN
データストア用

ディスクアレイ

物理マシン用

データストア

RDM用

LUN

リソース割り当て、
マスタマシン登録
など

ディスクボリューム
ストレージプール
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NAS環境の場合

[リソース]ビュー

[運用]ビュー

システムリソース

運用
グループ

仮想マシンサーバ

ネットワーク

データストア一覧

ストレージ

ストレージ

ディスクアレイ

ホスト

ボリューム

データセンタ

マシン

モデル

ディスク

仮想

マシン

ストレージ

NIC番号

[仮想]ビュー

ネットワーク

ストレージプール

ストレージ

ディスクボリューム

マシン
ホスト名
IPアドレス

NIC

管理対象マシンの接続情報

NAS
データストア用

ディスクアレイ

物理マシン用

データストア

リソース割り当て、
マスタマシン登録
など

ディスクボリューム
ストレージプール

5.3.1.

ディスクアレイ
ストレージ制御の対象となるディスクアレイの情報を [リソース] ビューに登録します。登録
後、[リソース] ビューのディスクアレイ一覧上でディスクアレイのサイズや使用量などの情報
を閲覧できるようになります。
ディスクアレイを登録する前に、ストレージ管理ソフトウェアを利用可能な状態にしておく必要
があります。また、SigmaSystemCenter に対象ディスクアレイのストレージ機種に対応する
サブシステムを登録する必要があります。

(1) iStorage / Symmetrix DMX
対象のディスクアレイをストレージ管理製品に登録後、SigmaSystemCenter に管理対
象として登録します。SigmaSystemCenter に登録する前に、収集でディスクアレイの情
報をストレージ管理製品から SigmaSystemCenter に取り込んでおく必要があります。
(2) CLARiX / VNX
ディスクアレイ上の SP への接続情報を指定し、ディスクアレイを登録します。
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
628

ストレージ制御に関連する装置と定義の登録

(3) NetApp
ディスクアレイ上の Data ONTAP への接続情報を指定し、ディスクアレイを登録します。
(4) SMI-S
対象のディスクアレイの SMI-S Provider に接続するサブシステム "SMI-S Service" を
追加後、ディスクアレイを登録します。

5.3.2.

ストレージプール
ディスクアレイを SigmaSystemCenter に登録すると、ディスクアレイ配下に登録されている
ストレージプールの情報を Web コンソール上で閲覧できるようになります。[リソース] ビュー
のストレージプール一覧では各ストレージプールのサイズや使用量などの情報を閲覧できま
す。
ストレージプールは、各ストレージ管理ソフトウェア上で作成する必要があります。
SigmaSystemCenter から、ストレージプールの作成・削除を行うことはできません。
ストレージプールにタグを設定することができます。設定されたタグは、新規に作成するディ
スクボリュームに引き継がれます。タグの引き継ぎについては、「5.6.5 ストレージプール、デ
ィスクボリュームへのタグ設定」を参照してください。
ディスクボリュームを作成するためには、作成先となるストレージプールを事前に作成する必
要があります。ディスクボリュームの作成のために使用する ssc create diskvolume コマンド
では、ストレージプールの ID 情報が必要となります。ストレージプールの ID 情報は、ssc
show storagepool コマンドで確認できます。
機種別に異なる点は、以下の通りです。「5.6.1 ストレージプール」と「5.6.2 ストレージの容
量について」も参照してください。
(1) iStorage
•

iStorage のベーシックプール、ダイナミックプール、階層プールは、実容量プール
の容量管理方式で管理されます。

•

iStorage の仮想容量プール、仮想容量階層プールは、仮想容量プールの容量管
理方式で管理されます。SMI-S を利用した管理では、仮想容量プールと仮想容量
階層プールは扱えないため、注意してください。

•

iStorage の二次キャッシュプールは、ボリュームの切り出しや割り当て用途で利用
するものではないので、SigmaSystemCenter では管理しません。

•

SMI-S を利用してストレージを管理した場合、階層プール・二次キャッシュプールを
ストレージプールとして管理されてしまいます。階層プール・二次キャッシュプール
に対して、ディスクボリュームの作成・削除は行えないため、注意してください。
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(2) CLARiX / VNX
•

CLARiX / VNX の RaidGroup は、実容量プールの容量管理方式で管理されます。

•

CLARiX / VNX の StoragePool は、仮想容量プールの容量管理方式で管理されま
す。

(3) NetApp
NetApp の Aggregate は、実容量プールの容量管理方式で管理されます。
(4) Symmetrix DMX
Symmetrix DMX については、ストレージプールの管理に対応していません。

5.3.3.

ディスクボリューム
ディスクボリュームの情報は、[リソース] ビューのディスクアレイ下に登録します。
ディスクボリュームは、SigmaSystemCenter を使用するか、各ストレージ管理ソフトウェアを
使用するか、どちらかの方法で作成します。また、仮想環境の場合、仮想化基盤製品からデ
ィスクボリュームの情報を取得することが可能です。


各ストレージ管理ソフトウェアを利用してディスクボリュームを作成する場合は、作成後
に収集でストレージ管理ソフトウェアから SigmaSystemCenter にディスクボリュームの
情報を取り込んでから、SigmaSystemCenter に登録する必要があります。



SigmaSystemCenter でディスクボリュームを作成する場合は、ssc create diskvolume
コマンドを使用します。SigmaSystemCenter への登録は、コマンド実行時に自動的に
行われます。



仮想環境でディスクボリュームをデータストアや RDM 用として利用する場合、[リソース]
ビュー下にディスクアレイとディスクボリュームを登録せずに仮想化基盤製品から取得
した情報のみで、データストア作成や RDM 用 LUN として仮想マシンに割り当てること
が可能です。
[リソース] ビュー下に登録されていなくても、ディスクボリュームがデータストアや RDM
用 LUN として利用可能になったときに、[仮想] ビューや [運用] ビュー上に情報が表示
されます。
ただし、[リソース] ビュー下にディスクアレイやディスクボリュームが登録されていない
場合、SigmaSystemCenter からディスクボリュームの作成や接続の制御を行うことは
できません。
また、データストアや RDM 用 LUN として登録する前は、ディスクボリュームの情報は
[仮想] ビューや [運用] ビュー上で表示できないため、ssc show datastore -storage コ
マンドや ssc rdmstorage show コマンドで確認する必要があります。

ディスクボリュームにタグを設定することができます。設定されたタグは、新規に登録するデ
ータストア / RDM などに引き継がれます。タグの引き継ぎについては、「5.6.5 ストレージプ
ール、ディスクボリュームへのタグ設定」を参照してください。
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管理対象マシンとディスクボリュームの接続の処理は、以下の 2 通りの方法で行うことができ
ます。


リソース割り当てなど [運用] ビューの運用操作により、一連のプロビジョニングの処理
の 1 つとして、管理対象マシンとディスクボリュームの接続 / 切断を行います。ディスク
ボリューム接続の処理は、グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト
設定上のディスクボリューム接続の指定に従って行われます。



他のプロビジョニング処理は行わず、ディスクボリューム接続 / 切断のみを実行する場
合は、ssc assign / release diskvolume コマンドを実行します。グループプロパティ設定
/ モデルプロパティ設定 / ホスト設定にディスクボリュームの接続の定義は必要ありま
せん。
ssc assign / release diskvolume コマンドは、マシン単位、グループ単位で実行するこ
とが可能です。運用グループ指定で ssc assign / release diskvolume コマンドを実行し
た場合、運用グループで稼動しているマシンすべてに対してディスクボリューム接続 /
切断を行います。

ディスクボリュームの削除は、以下の 2 通りの方法があります。


SigmaSystemCenter 上で対象のディスクボリュームの登録を解除したあと、ストレージ
管理ソフトウェアを使用して削除します。



ssc delete diskvolume コマンドを使用して対象のディスクボリュームを削除します。

機種別に異なる点は、以下の通りです。
(1) iStorage
•

RANK、コントロールボリューム (CV)、階層プール、仮想容量階層プールについて
は、SigmaSystemCenter からディスクボリュームを作成できません。iStorage を
SMI-S 経由で管理する場合は、前述に加え仮想容量プールの配下でも作成できま
せん。

•

SMI-S を利用してストレージ管理した場合、システムボリューム・二次キャッシュボ
リュームがディスクボリュームとして管理されてしまいます。これらのボリュームに
対して、制御 (削除・接続) は行えません。

(2) Symmetrix DMX
Symmetrix DMX では、以下のコマンドを利用できません。
•

ssc create / delete diskvolume コマンド

•

ssc assign / release diskvolume コマンド

(3) CLARiX / VNX
ssc assign / release diskvolume コマンドで管理対象マシンとディスクボリュームの接
続を行うためには、管理対象マシンがホストに割り当てられている必要があります。
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(4) NAS 環境 (NetApp)

5.3.4.

•

NAS 環境では、管理対象マシンとディスクボリュームの接続を行う際、管理対象マ
シン側の情報として IP アドレスかホスト名を使用します。ホスト名を使用する場合
は、ホスト名から管理対象マシンの IP アドレスが取得できるように、ディスクアレイ
に対して DNS の設定など名前解決の設定を行う必要があります。

•

ssc assign / release diskvolume コマンドで管理対象マシンとディスクボリューム
の接続を行うためには、管理対象マシンがホストに割り当てられている必要があり
ます。ホストに割り当てられていない場合、IP アドレスやホスト名の情報を取得する
ことができないため、エラーになります。

マシン
ディスクボリュームとの接続対象となる管理対象マシンを登録します。管理対象マシンの登
録 方 法 は 、 DeploymentManager を 利 用 す る 方 法 や 、 マ シ ン 登 録 ス ク リ プ ト
(SIGMABLADE の vIO コントロール機能を利用する場合) を利用する方法や、仮想マネー
ジャ (仮想マシンサーバの場合) を使用する方法などがあり、利用する環境や運用方法に
よって異なります。
管理対象マシンの登録方法については、「1.2.1 [リソース] ビューと [仮想] ビューへの登録
‐概要‐」を参照してください。

5.3.5.

HBA
管理対象マシンの情報として HBA を [リソース] ビューのマシンプロパティ設定下に登録し
ます。FC / iSCSI SAN 環境の管理で必要です。情報が登録されていない場合は、ディスク
ボリュームの接続制御は実行されません。登録内容が正しくない場合は、ディスクボリュー
ムの接続制御はエラーで終了します。

(1) iStorage
まず、iStorageManager 上で LD セットを作成し、LD セットに接続するパス情報として
HBA の WWPN を登録します。その後、収集で HBA の情報を iStorageManager から
SigmaSystemCenter に 取 り 込 ん で お く 必 要 が あ り ま す 。 マ シ ン 設 定 で は 、
iStorageManager に登録した HBA の WWPN の一覧が表示されるので、該当する
HBA の WWPN を選択することで、HBA と接続先のディスクアレイの情報の登録が完
了します。
iSCSI モデルの場合は、HBA の情報として WWPN の代わりにイニシエータ名を登録し
ます。
iSCSI イニシエータの種類がソフトウェアイニシエータの場合、ssc コマンドによる管理対
象マシンとディスクボリュームの接続と切断の制御のみをサポートします。リソース割り
当てや置換などの操作のときにストレージ制御が実行されないように、[運用] ビューの
グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定にディスクボリュームの
接続の定義を行わないでください。

(2) Symmetrix DMX / CLARiX / VNX
ssc set hba コマンドを使用して、HBA の情報を登録します。ssc set hba コマンドでは、
HBA のアドレス (WWNN、WWPN) と接続先のディスクアレイのパスを指定する必要
SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
632

ストレージ制御に関連する装置と定義の登録
があります。HBA のアドレス (WWNN、WWPN) は、HBA に記載された情報を事前に
確認しておく必要があります。接続先のディスクアレイのパスについては、ssc show
diskarraypath コマンドを使用して確認しておく必要があります。
(3) NAS 環境 (NetApp)
NAS 環境では、HBA の情報は使用されません。

5.3.6.

NIC
管理対象マシンの情報として NIC を [リソース] ビューのマシンプロパティ設定下に登録しま
す。NIC の情報は、NAS 環境の管理でのみ必要です。
NIC の情報は、自動と手動の方法で登録することができます。DeploymentManager と
ESMPRO/ServerManager に 登録さ れ て いる NIC の 情報 は 収 集実 行 時に 自 動 的に
SigmaSystemCenter に登録されます。IP アドレスの割り当て先として使用する NIC には
NIC 番号を設定しておく必要があります。
(1) FC / iSCSI SAN 環境 (iStorage / Symmetrix DMX / CLARiX / VNX)
FC / iSCSI SAN 環境では、NIC の情報は使用されません。

5.3.7.

グループ / モデル / ホスト
グループ / モデル / ホストの設定では、リソース割り当てやマスタマシン登録などの操作で
管理対象マシンの業務を稼動させたときに使用するディスクボリュームの接続情報を定義し
ます。


[運用] ビュー グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定の [スト
レージ] タブで、管理対象マシンが稼動中に使用するディスクボリュームを指定します。



グループ / モデルの設定では、配下の複数のホストで共有するディスクボリュームの
接続定義を行うことになるため、共有状態に設定されたディスクボリュームのみが設定
対象となります。



同一のディスクボリュームへの接続の設定をグループ / モデル / ホストの各階層で重
複して行うことはできません。



ssc assign / release diskvolume コマンドでは、コマンド実行時に指定される管理対象
マシン、または運用グループとディスクボリュームの情報を使用して接続を行うため、
[運用] ビューのグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定の [スト
レージ] タブの設定は参照されません。
運用グループの指定の場合は、運用グループで稼動しているマシンすべてに対してデ
ィスクボリューム接続 / 切断を行います。
ssc assign / release diskvolume コマンドでのみ、管理対象マシンとディスクボリューム
の接続 / 切断を行い、リソース割り当てやマスタマシン登録などの操作ではディスクボ
リューム接続制御が実行されないように利用したい場合は、グループプロパティ設定 /
モデルプロパティ設定 / ホスト設定にディスクボリュームの接続情報を登録しないでく
ださい。
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(1) CLARiX / VNX
ssc assign / release diskvolume コマンドによるマシンとディスクボリュームの接続 /
切断を行う場合に、管理対象マシンがホストに割り当てられている必要があります。
(2) NAS 環境 (NetApp)
NAS 環境では、以下の通り、管理対象マシン側の IP アドレスの定義も必要となります。
•

•

5.3.8.

[運用] ビュー / ホスト設定 / [ネットワーク] タブで、管理対象マシン側の NIC の
設定として、NIC 番号、IP アドレスの設定を行います。[運用] ビュー / ホスト設定
/ [ストレージ] タブ上のディスクボリュームの接続の設定では、公開先ホストの IP
アドレスとして、[ネットワーク] タブに設定されている IP アドレスの中から、ディスク
アレイへ接続するために使用する IP アドレスを選択します。IP アドレス以外にホス
ト名で指定することも可能です。
-

グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定の [ストレージ] タブ上のデ
ィスクボリュームの接続設定では、管理対象マシン側の情報として、NIC 番号
を指定します。ディスクボリュームの接続制御実行時、指定の NIC 番号に対
応する NIC に設定された IP アドレスが公開先ホストの IP アドレスとして使用
されます。

-

論理ネットワークの IP アドレスプールを利用し、割り当てられる IP アドレスを
ディスクボリュームの接続用に使用することはできません。

-

ホスト名を設定する場合は、ホスト名から管理対象マシンの IP アドレスが取得
できるようにディスクアレイに対して、DNS の設定など名前解決の設定を行う
必要があります。

NAS 環境の場合、ssc assign / release diskvolume コマンドで管理対象マシンと
ディスクボリュームの接続を行うためには、管理対象マシンがホストに割り当てら
れている必要があります。ホストに割り当てられていない場合、IP アドレスやホスト
名の情報を取得することができないためです。

データストア
データストアの作成・登録方法は、以下のように、ストレージ環境の種類や仮想化基盤製品
の種類により異なります。データストアを作成・登録するためには、事前にその実体となるデ
ィスクボリュームを作成しておく必要があります。
登録済みのデータストアの情報は、[仮想] ビューの仮想マシンサーバのデータストア一覧や
[運用] ビューのリソースプールや ssc show datastore コマンドで閲覧することができます。
(1) FC / iSCSI SAN 環境 (iStorage / Symmetrix DMX / CLARiX / VNX)
•

SigmaSystemCenter からデータストアを作成・登録するためには、実体となるディ
スクボリュームを SigmaSystemCenter に登録しておく必要があります。

•

SigmaSystemCenter から行う場合は、ssc create datastore コマンドを使用して、
対象のディスクボリュームを指定し、データストアを作成することができます。
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事前準備として、データストアを作成する前に、対象のディスクボリュームを作成し、
接続後に ssc scan datastore コマンドを実行し、仮想マシンサーバにディスクボリ
ュームを認識させる必要があります。
•

SigmaSystemCenter の [リソース] ビュー上にディスクボリュームの情報を登録し
ない場合、データストアになる前のディスクボリュームの確認が Web コンソール上
でできないため、ssc show datastore -storage コマンドで確認する必要がありま
す。

各仮想化基盤ごとの違いは、以下の通りです。
•

•

VMware の場合
-

ssc create / scan datastore コマンドを使用することができます。

-

vCenter Server から行う場合、vCenter Server 上で対象の仮想マシンサーバ
とディスクボリュームを指定してデータストアを作成・登録し、登録後に収集で
vCenter Server から SigmaSystemCenter にデータストアの情報を取り込み
ます。データストアの作成・登録する前に vCenter Server 上でディスクをスキ
ャンして認識させる必要があります。

-

対象のディスクボリュームを複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場
合、1 つ目の仮想マシンサーバでデータストアを作成した後、その他の仮想マ
シンサーバ上でのデータストアの登録が必要です。2 つ目以降の仮想マシン
サ ー バ に つ い て は 、 ssc create datastore コ マ ン ド で は な く 、 ssc scan
datastore コマンド、または vCenter Server 上でスキャンを実行して、データス
トアを登録することができます。

Hyper-V の場合
-

ssc create / scan datastore コマンドを使用することができます。ssc create
datastore コマンドで登録可能なディスクボリュームの種類は、CSV のみで
す。
ssc create datastore コマンドでは、対象ディスクボリュームのフォーマットやク
ラスタへの追加などの処理を自動的に行います。
対象のディスクボリュームを複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場
合、1 回の ssc create datastore コマンドの実行により、各仮想マシンサーバ
上にデータストアを登録することが可能です。

-

Hyper-V 上にて手動でデータストアの作成を行う場合、仮想マシンサーバの
ホスト OS 上でボリュームの登録、パーティション作成やフォーマットなどを行
い、対象のディスクボリュームを使用できるよう にし た後、収集の操作で
SigmaSystemCenter に取り込むことで登録できます。
収集の操作では、CSV と仮想マシンサーバのホスト OS に登録されている全
ドライブのルートディレクトリ、およびボリュームがマウントされたフォルダがデ
ータストアとして SigmaSystemCenter に登録されます。
CSV は、複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場合に利用します。収
集操作の前に、フェールオーバー クラスター マネージャーを使用して、クラス
タに対象のディスクボリュームを CSV として登録しておく必要があります。

-

対象のディスクボリュームを複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場
合、データストアを作成する前に、すべての仮想マシンサーバ上で、ssc scan
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datastore コマンド、または Hyper-V 上でスキャンを実行して、仮想マシンサー
バにディスクを認識させる必要があります。
-

•

•

Hyper-V の場合、データストアに対して、VM 作成先ディレクトリの設定が可能
です。VM 作成先ディレクトリの設定により、データストアのルート以外のディレ
クトリに仮想マシンを作成することができます。VM 作成先ディレクトリの設定
は、[仮想] ビューのデータストアの設定で行うことが可能です。

XenServer の場合
-

データストアは、XenServer ではストレージリポジトリ (SR) と呼ばれます。

-

XenCenter を使用して対象のディスクボリュームを選択してストレージリポジト
リを作成します。作成後に収集で SigmaSystemCenter にデータストアの情報
を取り込みます。

-

作成したストレージリポジトリは、プール内のすべての XenServer から参照さ
れます。ストレージリポジトリを作成する前に、プール内のすべての
XenServer にディスクボリュームをアクセス可能にしておく必要があります。

-

ssc create / scan datastore コマンドは使用できません。

KVM の場合
-

データストアは、KVM ではストレージプールと呼ばれます。

-

virt-manager を使用して、対象のディスクボリュームを使用して、ストレージプ
ールを作成します。作成後に収集で SigmaSystemCenter にデータストアの
情報を取り込みます。

-

FC SAN 環境のディスクボリュームを複数の仮想マシンサーバで共有して使
用することはできません。

-

ssc create / scan datastore コマンドは使用できません。

(2) NAS 環境 (NetApp、NFS)
•

NAS 環境では、スキャンによるデータストアの登録を行うことができません。そのた
め、対象のディスクボリュームを複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場合、
各仮想マシンサーバに対してデータストア作成・登録を行う必要があります。

•

ssc create datastore コマンドを使用して SigmaSystemCenter から行う場合は、
NAS 環境ではフォルダ名とサーバアドレスを指定する必要があります。フォルダ名
はファイルサーバ上で公開されている共有フォルダを指定します。NetApp の場合、
対象のディスクボリューム名を頭に "/" をつけると共有フォルダ名になります。サ
ーバアドレスは、ファイルサーバのホスト名、または IP アドレスを指定します。
NetApp の場合、ディスクアレイの IP アドレスとして NAS 用の LAN 側の IP アドレ
スを指定します。

各仮想化基盤ごとの違いは、以下の通りです。
•

VMware の場合
-

ssc create datastore コマンドを使用することができます。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
636

ストレージ制御に関連する装置と定義の登録
-

•

Hyper-V の場合
-

•

•

vCenter Server から行う場合は、FC/iSCSI SAN 環境と同様に vCenter
Server 上でデータストアを作成後に SigmaSystemCenter に収集で取り込み
ます。

NAS 環境 (NFS) では利用できません。

XenServer の場合
-

NFS タイプのストレージリポジトリとして作成することが可能です。NetApp タイ
プのストレージリポジトリは NAS 用ではないため使用できません。

-

FC SAN 環境と同様に XenCenter から NFS タイプのストレージリポジトリを作
成します。ssc create datastore は使用できません。

KVM の場合
-

ssc create datastore コマンドを使用することができます。

-

virt-manager で行う場合は、FC SAN 環境と同様に virt-manager 上でストレ
ージプールを作成後に SigmaSystemCenter に収集で取り込みます。

-

対象のディスクボリュームを複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場
合、すべての仮想マシンサーバに対して、同一名のストレージプールを作成す
る必要があります。

(3) CIFS (SMB3.0)
•

5.3.9.

Hyper-V の場合
-

Windows Server 2012 Hyper-V を 使 用 し て い る 場 合 に の み 、 CIFS
(SMB3.0) の SMB ファイルサーバ上の共有フォルダをデータストアとして使
用することができます。仮想マシンサーバにデータストアを登録する前に、ファ
イルサーバ上で、手動でデータストアとなる領域を作成する必要があります。

-

SMB ファイルサーバは、SigmaSystemCenter のストレージ制御の対象外で
す。SigmaSystemCenter からディスクボリュームを作成したり、管理対象マシ
ンとディスクボリュームを接続したりすることはできません。

-

対象となる共有フォルダをデータストアとして作成・登録するためには、ssc
create datastore コマンドを実行する必要があります。Hyper-V 単体環境上で
対象の共有フォルダを複数の仮想マシンサーバで共有して使用する場合、各
仮想マシンサーバに対してデータストア作成・登録を行う必要があります。
Hyper-V クラスタ環境では、1 回コマンドを実行するだけでクラスタを構成する
各仮想マシンサーバに反映されます。

RDM
RDM 用の LUN の利用方法は、SigmaSystemCenter から行う場合と、仮想化基盤製品か
ら行う場合の 2 つの方法があります。
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(1) SigmaSystemCenter から行う場合
RDM 用の LUN としてディスクボリュームを SigmaSystemCenter に登録するためには、
ssc rdmstorage update コマンドを使用して、対象のディスクボリュームが RDM 用途で
あることを宣言する必要があります。
対象のディスクボリュームは、ディスクボリューム作成後に、以下の方法で、仮想マシン
サーバに認識させ利用できる状態にしてから、RDM 用途として宣言を行います。
•

VMware の場合
-

•

ssc scan datastore コマンドを実行します。

Hyper-V の場合
-

ホスト OS 上で、ディスクの再スキャンを実行した後、フェールオーバークラス
タマネージャーでクラスタに登録します。その後、SigmaSystemCenter 上で
収集を実行し、ディスクボリュームの情報を取り込みます。

-

ディスクの再スキャンは、ssc scan datastore コマンドで行うことも可能です。

RDM 用途であることが宣言されたディスクボリュームは、[仮想] ビュー / 仮想マシン
サーバ上の LUN 一覧や [運用] ビュー / リソースプールで閲覧することができるように
なります。
RDM 用途に宣言したディスクボリュームは、仮想マシンに割り当てて利用します。利用
方法については、「3.3.14 RDM の利用方法 (LUN 作成時)」や「3.3.15 RDM の利用方
法 (LUN 削除時)」を参照してください。
なお、ストレージ管理ソフトウェアで対象のディスクボリュームの作成や接続を行い、デ
ィスクボリュームを SigmaSystemCenter の [リソース] ビュー上に登録していない場合、
Web コンソール上で RDM 用途として宣言できていないディスクボリュームの情報を確
認することができないため、ssc rdmstorage show コマンドで行う必要があります。
(2) 仮想化基盤製品から行う場合
仮想化基盤製品上で RDM 用途のディスクボリュームを仮想マシンに割り当てて作成し
た場合、SigmaSystemCenter 上で収集を行うと、SigmaSystemCenter は、RDM 用途
のディスクボリュームとして使用中の状態で対象のディスクボリュームを認識します。
仮想化基盤製品上で、使用中の状態になっている RDM 用途のディスクボリュームの割
り当てを仮想マシンから外した場合、SigmaSystemCenter は、収集後、使用済みの状
態で対象のディスクボリュームを認識します。
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5.4. 管理対象マシンとディスクボリュームの接続
5.4.1.

SigmaSystemCenter のディスクボリュームの接続制御の概要
(1) SigmaSystemCenter のディスクボリュームと管理対象マシンとの接続制御
SigmaSystemCenter のディスクボリュームと管理対象マシンとの接続の機能は、次の
ように 2 つの使用方法があります。
•

ssc assign / release diskvolume コマンドを使用して、ディスクボリュームと管理対
象マシンとの接続 / 切断のみを行います。
本使用方法では、グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定
でのディスクボリュームと管理対象マシンとの接続の定義は必要なく、コマンド実行
時に接続に必要な情報を指定します。
対象の管理対象マシンは、稼動中 / 未稼動のどちらの状態でも処理を実行するこ
とができます。ただし、CLARiX / VNX、および NAS 環境では管理対象マシンは稼
動中である必要があります。
ssc assign / release diskvolume コマンドを運用グループ指定で実行する場合は、
指定の運用グループで稼動中のマシンすべてに対して、指定したディスクボリュー
ムの接続 / 切断を一括して行うことができます。

•

リソース割り当てやマスタマシン登録などの運用操作により、ディスクボリュームと
管理対象マシンとの接続を行います。
業務が稼動できるように、ディスクボリュームと管理対象マシンの接続以外に複数
のプロビジョニング処理が実行されます。SigmaSystemCenter は、グループプロ
パティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定上にあるディスクボリュームとの
接続の定義に従って、ディスクボリュームと管理対象マシンとの接続制御を実行し
ます。

運用操作による管理対象マシンとディスクボリュームとの接続は、
SigmaSystemCenter の以下の操作時に実行されます。
•

リソース割り当て

•

マスタマシン登録

•

スケールアウト

•

置換

•

用途変更

•

構成変更

運用操作による管理対象マシンとディスクボリュームとの切断は、
SigmaSystemCenter の以下の操作時に実行されます。
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•

割り当て解除

•

スケールイン

•

置換

•

用途変更

操作が完了した後、指定通りにディスクボリュームの接続が行われたか、また、定義外
のディスクボリュームの接続があるかなどの接続状況を Web コンソールで確認すること
ができます。
次の図は、ホスト設定にディスクボリュームの接続の定義を行い、リソース割り当ての
操作を行った場合の動作イメージの説明です。

管理サーバ

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

番号:2

番号:3

番号:4

番号:5

Disk1

Disk2

Disk3

Disk4

Disk5

SAN

ホ ス ト 設 定 で Disk2 、

ホスト
Disk2
LUN:0

Disk4
LUN:1

Disk4、Disk5の順で管理

Disk5
LUN:2

対象マシンにディスクボ
リュームが接続されるよ

管理対象マシン

うに定義する。

リソース割り当てなど、ホストに管理対象マシンを
割り当てる運用操作を実行。

管理サーバ

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

番号:2

番号:3

番号:4

番号:5

Disk1

Disk2

Disk3

Disk4

Disk5
ディスクボリュームの接続制

SAN

御が実行され、管理対象マシ
ン上でDisk2、Disk4、Disk5

ホスト

管理対象マシン

Disk2
LUN:0

Disk4
LUN:1

Disk5
LUN:2

のディスクボリュームが使用
できるようになる。
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(2) 管理対象マシンの OS 上での作業について
ディスクボリュームは、管理対象マシンとディスクボリュームとの接続後、管理対象マシ
ン の OS が デ ィ ス ク ボ リ ュ ー ム を 使 用 で き る よ う に す る 必 要 が あ り ま す 。
SigmaSystemCenter におけるディスクボリュームと管理対象マシンが接続された状態
とは、ディスクアレイに対して管理対象マシンからのアクセスが許可されただけの状態
のため、管理対象マシンの OS からディスクボリュームを使用できるようにする作業が別
途必要です。
新規に作成したディスクボリュームを接続した場合、管理対象マシンの OS が使用でき
るようにボリュームの登録やパーティション作成などを管理対象マシンの OS 上で行う必
要があります。また、NAS 環境では、NFS の利用方法に従って、管理対象マシンの OS
に対してファイルサーバ (ディスクアレイ) の共有ディスク (ディスクボリューム) へのア
クセスができるようにする必要があります。
上記作業は、通常、管理対象マシンの OS 上で行う必要がありますが、VMware、
Hyper-V 、 KVM の 場 合 、 ssc create / scan datastore コ マ ン ド を 使 用 し て 、
SigmaSystemCenter から使用可能な状態にすることができます。

管理対象マシン
OS
使用するディスクはOSで

DiskArray1-LUN1

利用できるようにする必

DiskArray1-LUN2

要がある。

HBA1
WWPN1

アクセス許可登録

ない場合はアクセ
スできない。

も、OS側に準備がない
できない。

DiskArray1

にアクセス許可が

セス許可がある場合で
場合はディスクを利用

FC SAN対応ストレージ

ディスクアレイ側

ディスクアレイにアク

アクセス許可登録

アクセス許可登録

WWPN 1

WWPN1

LUN1

LUN2

LUN3
ストレージプール

SigmaSystemCenterのディスクボリュームの接続制御により、
管理対象マシン側の情報が登録され、管理対象マシンからアクセス
ができるようになる。
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5.4.2.

ディスクボリュームの接続制御を行うための設定について
ディスクボリュームの接続制御を行うためには、SigmaSystemCenter に、以下の設定が必
要です。
(1) FC / iSCSI SAN 環境
FC / iSCSI SAN 環 境 で 、 デ ィ ス ク ボ リ ュ ー ム の 接 続 制 御 を 行 う た め に は 、
SigmaSystemCenter に、以下の設定が必要です。
•

[運用] ビューのホスト設定の [ストレージ] タブ
HBA 番号とディスクボリュームの組み合わせで管理対象マシンと接続するディスク
ボリュームを定義します。対象のディスクアレイとディスクボリュームは、事前に [リ
ソース] ビューに登録しておく必要があります。接続するディスクボリュームの LUN
や接続処理の実行タイミングの指定もホスト設定で行います。
ssc assign diskvolume コマンドでディスクボリュームの接続処理のみを行う場合
は、本設定を行う必要はありません。
-

グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定の [ストレージ] タブ
グループ / モデル配下の複数のホストで同一のディスクボリュームを共有し
て使用する場合、グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定で一括し
て設定することができます。グループ / モデル単位で設定を行うため、ホスト
ごとに設定を行う必要がなくなります。

•

[リソース] ビューのディスクアレイ設定
制御対象となるディスクアレイとディスクボリュームを登録します。

•

[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
マシンに搭載された HBA の情報を HBA の接続先のディスクアレイとの組み合わ
せで登録します。接続先のディスクアレイは、事前に [リソース] ビューに登録して
おく必要があります。

下 図 の 例 に お い て 、 Host1 に Machine1 を リ ソ ー ス 割 り 当 て し た と き 、
SigmaSystemCenter は以下のディスクボリュームの接続制御を行います。
1.

ホスト設定にある HBA とディスクボリュームとの関連付け情報、LUN、実行タイミン
グの取得
Host1 のホスト設定より HBA 番号 1 の HBA と DiskArray1 の Disk1 と Disk2 の
関連付け、LUN、実行タイミングの指定を取得します。

2.

ディスクアレイの情報取得
DiskArray1 の Disk1 と Disk2 について、ディスクアレイやディスクボリュームの ID
など接続処理の際に必要となる情報を取得します。
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3.

マシンの情報取得
割り当てを行った Machine1 のマシン設定より、Host1 のホスト設定上の HBA 番
号 1 に対応する HBA のアドレス (WWNN や WWPN) とパス情報を取得します。
パス情報は、HBA とディスクアレイ上のポート間のパスの組み合わせを特定するも
ので、接続処理の際に使用されます。

4.

接続処理
手順 1 から手順 3 で取得できた情報を使って、ホスト設定上の実行タイミングの指
定により、稼動時ソフトウェア配布の前か後に接続処理を実行します。接続処理で
は、ストレージ管理ソフトウェアに対して、実際の接続処理を行うコマンドや API の
呼び出しを行います。
ディスクボリュームの LUN は、手順 1 で指定された LUN を割り当てます。ホスト設
定で LUN の指定がない場合は、先頭のディスクボリュームを "0" として、順番に
+1 した値をセットします。
接続処理が完了すると、管理対象マシンからディスクボリュームへのアクセスがで
きるようになります。

Host1のホスト設定・ストレージ一覧

Host1

順番 HBA番号

ディスクアレイ

実行タイミング

1

DiskArray1

Disk1

指定なし

配布前

2

1

DiskArray1

Disk2

指定なし

配布後

DiskArray1

Machine1のマシン設定・ストレージ情報

1

LUN

1

Machine1

HBA番号

ディスクボリューム

アドレス

DiskArray1のディスクボリューム一覧
接続先

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

DiskArray1/controller/port

名前

番号

Disk1

1

Disk2

2

HBA1

Disk1

Disk2

(2) NAS 環境
NAS 環境で、ディスクボリュームの接続制御を行うためには、SigmaSystemCenter に、
以下の設定が必要です。
•

[運用] ビューのホスト設定の [ネットワーク] タブ
ディスクアレイに登録する管理対象マシンの IP アドレスの設定を行います。NIC 番
号は IP アドレスを割り当てる管理対象マシンの NIC の NIC 番号を指定します。
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•

[運用] ビューのホスト設定の [ストレージ] タブ
IP アドレス (または、ホスト名) とディスクボリュームの組み合わせで管理対象マシ
ンとディスクボリュームの接続を定義します。対象のディスクアレイとディスクボリュ
ームは、事前に [リソース] ビューに登録しておく必要があります。
公開先ホストの IP アドレスを指定するには、ホスト設定の [ネットワーク] タブで設
定する必要があります。
ssc assign diskvolume コマンドでディスクボリュームの接続処理のみを行う場合
は、本設定を行う必要はありません。
また、N+1 リカバリで利用する場合は、本設定を行わずに利用してください。「5.4.7
NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1 リカバリを行う場
合の利用方法」を参照してください。
-

グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定の [ストレージ] タブ
グループ / モデル配下の複数のホストで同一のディスクボリュームを共有し
て使用する場合、グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定で一括し
て設定することができます。グループ / モデル単位で設定を行うため、ホスト
ごとに設定を行う必要がなくなります。
グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定では、IP アドレスの代わりに、
NIC の NIC 番号で指定する必要があります。配下のホスト設定の [ネットワー
ク] タブにおいて、指定の NIC 番号に対応する NIC に設定されている IP アド
レスが、公開先ホストの IP アドレスとして使用されます。
NIC に設定されている IP アドレスが複数ある場合は、次のように NIC インデッ
クスの指定により、使用する IP アドレスを指定することが可能です。NIC イン
デックスを省略した場合、NIC インデックスは "1" として扱われます。
指定形式： NIC 番号 / NIC インデックス

•

[リソース] ビューのディスクアレイ設定
制御対象となるディスクアレイとディスクボリュームを登録します。

•

[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
マシンに搭載された NIC の情報を登録します。
下図の例において、Host1 に Machine1 をリソース割り当てしたとき、
SigmaSystemCenter は以下のディスクボリュームの接続制御を行います。

1.

ホスト設定にある IP アドレスとディスクボリュームとの関連付け情報、LUN、実行タ
イミングの取得
Host1 のホスト設定より IP アドレス 192.168.1.1 と DiskArray1 の Disk1 と Disk2
の関連付けを取得します。

2.

ディスクアレイの情報取得
DiskArray1 の Disk1 と Disk2 について、ディスクアレイやディスクボリュームの ID
など接続処理の際に必要となる情報を取得します。

3.

マシンの情報取得
割り当てを行った Machine1 のマシン設定より、NIC1 の情報を取得します。
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4.

接続処理
手順 1 から手順 3 で取得できた情報を使って、稼動時ソフトウェア配布の後に接続
処理を実行します。接続処理では、ストレージ管理ソフトウェアに対して、実際の接
続処理を行う API の呼び出しを行います。

Host1
Host1のホスト設定・ストレージ一覧
Host1のホスト設定・ネットワーク一覧
順番
NIC番号
1

IPアドレス

192.168.1.1

ディスクアレイ

ディスクボリューム 実行タイミング

アドレス

サブネットマスク

1

DiskArray1

Disk1

配布後

192.168.1.1

255.255.255.0

2

DiskArray1

Disk2

配布後

192.168.1.1

Machine1

DiskArray1

Machine1のマシン設定・NIC一覧
NIC番号
1

MACアドレス
XX:XX:XX:XX:XX:XX

DiskArray1のディスクボリューム一覧
名前
Disk1
Disk2

NIC1
Disk1

Disk2

5.4.3.

LUN について
LUN は、管理対象マシンに接続されたディスクボリュームを識別するための番号です。管理
対象マシン内で必ず一意の番号が割り当てられます。その他、SAN ブートの際にブートに使
用するディスクボリュームを指定するための番号としても、使用されます。
LUN の指定は、明示的に LUN の指定を行う場合と明示的に指定しない場合の両方が可能
です。ホスト設定の [ストレージ] タブ上のディスクボリュームの設定ごとに行うことができま
す。LUN を指定可能なストレージの種類は、iStorage と CLARiX / VNX のみです。
Symmetrix DMX と NetApp の場合は、LUN の指定はできません。また、SMI-S を利用して
ストレージを管理している場合も、LUN の指定はできません。
グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定の [ストレージ] タブでは、LUN を指定する
ことはできません。グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定で接続の設定を行った
場合は、LUN の指定はなしとなります。
LUN の指定は、SigmaSystemCenter 3.0 で指定できるようになりました。従来のバージョン
(SigmaSystemCenter 2.1 以前) からアップグレードした場合、明示的に LUN を指定しない
設定となります。
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LUN を明示的に指定する
指定番号の LUN がディスクボリュームに割り当てられます。指定した番号が既に割り当
て済みの場合は、ディスクボリュームの接続処理は異常終了します。
注: iStorage では、LUN の指定方法について、次の注意事項があります。
▪ 接続制御を行う前に既に接続済みの別ディスクボリュームに割り当てられている LUN
の最終値から、連続して番号を指定する必要があります。LUN の最終値から番号を飛
ばして指定した場合、接続処理は異常終了します。接続済みのディスクボリュームが存
在しない場合は、"0" を指定する必要があります。
▪ LUN の最終値の前に未割り当ての番号がある場合、その値を指定することは可能で
す。
▪ 例えば、接続処理時に LUN0、LUN1、LUN3 のディスクボリュームが存在する場合、
"5" 以上の LUN を指定するとエラーになります。この場合、LUN2 か LUN4 を指定する
必要があります。



LUN を明示的に指定しない
割り当てられる LUN の番号は、ディスクボリュームの接続処理実行時に決定します。デ
ィスクボリュームの接続前に既に接続済みのディスクボリュームが存在する場合、空い
ている LUN が使用され、ホスト設定の設定順に上から順番に割り振られます。例えば、
接続済みのディスクボリュームに LUN2 が割り当てられている場合、LUN は "0" から
順に割り振られ、"2" はスキップされます。

明示的にLUNを指定しない場合

明示的にLUNを指定する場合

ホスト設定

ホスト設定

順番

HBA番号

1

1

ディスクアレイ

DiskArray

2

1

DiskArray

ディスクボリューム

順番

HBA番号

Disk1

指定なし

LUN

1

1

DiskArray

Disk1

0

Disk2

指定なし

2

1

DiskArray

Disk2

1

DiskArray

管理対象マシン

LUN:1

LUN:0
LUN:1

Disk1

LUN:2

LUN:2

Disk2
ホスト設定の先頭のディスクボリ

ディスクボリューム

管理対象マシン

接続済みディスク

LUN:0

ディスクアレイ

既に指定のLUNで他のディスク

ュームから、空いているLUNが順

ボリュームが接続済の場合は、接

に割り当てられる。

続処理は異常終了する。

5.4.4.

LUN

DiskArray

接続済みディスク

Disk1
Disk2

ディスクボリュームの接続状況
リソース割り当てなどディスクボリュームの接続制御が伴う操作を行った後、ディスクボリュ
ームの管理対象マシンへの接続の状況を Web コンソールで確認することができます。
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以下の 2 通りの方法で確認することができます。


[運用] ビューにおけるホスト設定の [ストレージ] タブ
ホスト単位でディスクボリュームの接続状況を確認することができます。なお、
Symmetrix DMX の場合は、本機能を利用できません。



[リソース] ビューのディスクボリューム一覧、接続先一覧
ディスクボリューム単位で接続の状況や接続先のホストの情報を確認することができま
す。

各画面の詳細について説明します。
(1) ホスト設定の [ストレージ] タブ
以下の情報が表示されます。
•

ディスクボリュームの接続状況
指定のディスクボリュームとの接続が正常かを確認することができます。次の状況
の場合、異常状態として表示されます。

•

-

LUN に指定と異なる値が割り当てられている (FC / iSCSI SAN 環境のみ)

-

公開先ホストの IP アドレスの設定が指定と異なる (NAS 環境のみ)

-

指定のディスクボリュームが接続状態になっていない

使用中の LUN / IP アドレスの情報
ディスクボリュームに割り当てられた LUN / IP アドレスの情報を確認します。実際
に割り当てられた LUN / IP アドレスと定義上の LUN / IP アドレスが異なる場合、
本画面で差異を確認することができます。

SigmaSystemCenter 以外のツールを使用して接続が行われたディスクボリュームにつ
いても、接続状況を確認することができます。
まず、SigmaSystemCenter で収集の操作を実行し、SigmaSystemCenter 以外のツー
ルを使用して接続を行ったディスクボリュームの情報を取り込みます。収集操作後、
SigmaSystemCenter 上に設定がないディスクボリュームは、編集不可のディスクボリュ
ー ム と し て 表 示 さ れ ます 。編 集 不 可 の た め 、 設 定 を 変 更 す る こ と は で きま せ ん。
SigmaSystemCenter の設定として管理したい場合は、同一内容の設定を新規設定と
して追加する必要があります。設定を追加した後は、SigmaSystemCenter のディスク
ボリュームの接続制御の対象となります。
(2) ディスクボリューム一覧、接続先一覧
ディスクアレイ配下の各ディスクボリュームの接続状況を確認できるディスクボリューム
一覧と各ディスクボリュームの接続先の情報を確認することができる接続先一覧の 2 つ
の画面があります。
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•

ディスクボリューム一覧
ディスクボリューム一覧では、使用状況の情報でグループプロパティ設定 / モデ
ルプロパティ設定 / ホスト設定で接続の定義が行われたディスクボリュームの接
続状況を確認することができます。接続されている場合は、"使用中" と表示されま
す。
なお、グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定にディスクボ
リュームの接続の定義を行われず、ssc assign diskvolume コマンドで接続が行わ
れたディスクボリュームは、実際は接続されていても、接続状況は "未使用" と表
示されますので注意してください。

•

接続先一覧
ディスクボリューム単位で接続先のマシンの情報を確認することができます。

5.4.5.

SAN ブートでの利用
SAN ブートとは、管理対象マシンのブート方式の 1 つで、管理対象マシンのブートのために
SAN に接続されたディスクアレイ上のディスクボリュームを使用する方式のことをいいます。
SAN ブートの構成で管理対象マシンを利用するためには、管理対象マシンのハードウェア
やその上で動作する OS、アプリケーションなどのシステムの各階層で SAN ブート用の設定
を行う必要があります。このように、SAN ブートを実現するためには、SigmaSystemCenter
以外の様々な製品を理解する必要があります。SAN ブート環境の構築方法や設定について
は、「SAN ブート導入ガイド」や各階層の製品マニュアルを参照してください。
SigmaSystemCenter について、次のように、ディスクボリュームの LUN 関連の設定を考慮
しておく必要があります。


管理対象マシンのブートに使用するデバイスは、BIOS のブート順序の設定で指定しま
す。SAN ブートについても同様に、ブート順序の設定で HBA と接続されたディスクボリ
ュームを指定する必要があります。また、HBA の BIOS の設定で起動に使用するディス
クボリュームの LUN を設定しておく必要があります。
HBA の BIOS の設定作業は、HBA からディスクボリュームを認識できる状態で行う必要
があるため、事前にストレージ管理製品を使用して、ディスクボリュームの作成と HBA
とディスクボリュームの接続を行う必要があります。BIOS の設定終了後、BIOS 設定に
使用したディスクボリュームの接続を切断します。
なお、BIOS の設定作業で必要となる情報は LUN のみなので、BIOS 設定で使用する
ディスクボリュームは業務で使用するものではなく、任意のディスクボリュームで構いま
せん。BIOS の設定に関する詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してくだ
さい。



SAN ブートのブートデバイスとして使用するディスクボリュームを SigmaSystemCenter
のディスクボリューム接続制御の対象とする場合は、SigmaSystemCenter 側の LUN
の設定を管理対象マシン側の BIOS 上の LUN の設定と合わせるようにしてください。
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次の図は、ローカルディスクでのブートと SAN ブートのイメージです。
Local Disk でブートする構成

SANブートの構成

ホスト設定
順番

ホスト設定

HBA番号

ディスクアレイ

ディスクボリューム

LUN

順番

HBA番号

ディスクアレイ

ディスクボリューム

LUN

1

1

DiskArray

Disk1

指定なし

1

1

DiskArray

Disk1

指定なし

2

1

DiskArray

Disk2

指定なし

2

1

DiskArray

Disk2

指定なし

DiskArray

管理対象マシン

DiskArray

管理対象マシン

BIOS設定

BIOS設定

Boot

Disk1

LocalDisk
LUN:0

Disk2

LUN:1

5.4.6.

Boot

LUN:0

Disk1

Disk2

LUN:1

ディスクボリュームの接続制御の実行タイミング
ディスクボリュームの接続制御は、リソース割り当てなどの管理対象マシンに対するプロビジ
ョニング処理中の後述の 2 つのタイミングで実行されます。実行タイミングの設定は、グルー
ププロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定の [ストレージ] タブ上のディスクボ
リュームの設定ごとに行うことができます。
実行タイミングの設定は、ディスクボリュームの接続を、種別が OS イメージの稼動時配布ソ
フトウェアの配布より、前に行うか、後で行うかで指定します。OS イメージ以外の稼動時のソ
フトウェアについては、ソフトウェア配布より前にディスクボリュームの接続制御が行われま
す。詳細は、「1.3.7 登録ソフトウェアの配布順序」を参照してください。
実行タイミングの設定は、SigmaSystemCenter 3.0 で追加されました。従来のバージョン
(SigmaSystemCenter 2.1 以前) からアップグレードした場合、配布前に接続の設定となり
ます。


配布前に接続
種別が OS イメージの稼動時配布ソフトウェアの配布を行う前に、ディスクボリュームの
接続制御を行います。本指定が既定値となります。
グループ、モデル、ホストの設定場所により接続制御の実行順序は、以下のようになり
ます。



1.

ホスト設定にあるストレージを制御

2.

モデルプロパティ設定にあるストレージを制御

3.

グループプロパティ設定にあるストレージを制御

配布後に接続
種別が OS イメージの稼動時配布ソフトウェアの配布を行った後に、ディスクボリューム
の接続制御を行います。稼動時配布ソフトウェアの配布の処理が、接続済みのディスク
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ボリュームの影響を受ける場合は、本指定で配布後にディスクボリュームを接続するこ
とで、配布中の動作に影響を与えないようにすることができます。
ディスクボリュームの接続制御の後、管理対象マシンが接続したディスクを認識するた
め、図のように、再スキャンなどの処理が実行されます。
グループ、モデル、ホストの設定場所により接続制御の実行順序は、以下のようになり
ます。
1.

グループプロパティ設定にあるストレージを制御

2.

モデルプロパティ設定にあるストレージを制御

3.

ホスト設定にあるストレージを制御

また、同一 [ストレージ] タブ上に複数のディスクボリュームが設定されている場合、[ストレ
ージ] タブに表示される上から順に接続の制御が実行されます。
配布前に接続と配布後の接続の選択は、次の表のように、対象のディスクボリュームの利用
内容に合わせて行う必要があります。

利用内容

オプションの

対象ディスクボリューム

使用 (インストール) する OS イ

の種類

メージ採取時、対象ディスクボリ

備考

選択

ュームが接続されているか？
システムディスク

－

配布前に接続

データディスク

VMSプロビジョニングでデータス
トアとして利用する場合

配布後に接続

VMプロビジョニングにおけるOSインス
トールは、データディスクを非接続の状
態で行う必要がある。

既に利用中のディスク。前回OS
起動時に接続済みの状態で利用
していた

配布前に接続

前回OS起動時にOSが認識していた
ディスク構成で起動するために配布前
に接続する
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ホスト設定
順番

HBA番号

ディスクアレイ

ディスクボリューム

LUN

実行タイミング

1

1

DiskArray

Disk1

0

配布前

2

1

DiskArray

Disk2

1

配布後

１．配布前接続

2．配布

ソフトウェア配布前に配布前指定のディスクボリュームを接続

種別がOSイメージのソフトウェア配布を実行

管理対象マシン

ソフトウェア配布

DiskArray

管理対象マシン

DiskArray

ディスクボリュームの接続

Disk1

LUN:0
LUN:1

Disk1

LUN:0
LUN:1

Disk2

OS

Disk2

3．配布後接続

4．ディスク認識

ソフトウェア配布後に配布後指定のディスクボリュームを接

管理対象マシンが起動中の場合、配布後に接続したディスク認

続。配布するソフトウェアの配布イメージがOSイメージでな

識のために次の処理が実行される。

い場合は、1のタイミングで接続が行われる。

・ESX、ESXiの場合：スキャン機能の実行 (再起動なし) 。
・上記以外：再起動の実行。

管理対象マシン

ディスクの認識

DiskArray

管理対象マシン

DiskArray

ディスクボリュームの接続

LUN:0
LUN:1

Disk1

OS

Disk2

LUN:0
LUN:1

Disk1

OS

Disk2

管理対象マシンのプロビジョニング処理の詳細については、「1.7 マシンの構成変更時の処
理」を参照してください。

5.4.7.

NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1
リカバリを行う場合の利用方法
NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータを使用する場合) で、N+1 リカバリ、
またはマシン置換など同等の手動操作を行う場合、後述の図のように、グループプロパティ
設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定にディスクボリュームの接続の定義を行わなくて
も利用可能です。
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iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) の場合、ディスクボリュームの接続の定義をす
ることで、以下の問題があります。
iSCSI SAN (ソフトウェアイニシエータ) の問題点
SigmaSystemCenter は、iSCSI イニシエータをマシンの HBA として管理しますが、ソフトウ
ェアイニシエータは OS 上で動作するため、1 つの OS イメージの実行を複数のマシンで切り
替えて利用する運用を行う場合、SigmaSystemCenter のマシン設定に登録されるソフトウェ
アイニシエータの情報が実際と一致しなくなってしまう場合があります。
そのため、N+1 リカバリは正しく動作しません。次の図のように利用することで回避可能で
す。
なお、iSCSI ブート対応の NIC を利用し、マシンプロパティ設定上で iSCSI イニシエータの情
報が管理可能な場合は、本注意事項に該当しません。

NAS環境、iSCSI SAN環境(ソフトウェアイニシエータ)でN+1リカバリを行う場合の利用方法
設定：ホスト設定からディスクボリュームの接続の定義を削除する
１．N+1リカバリ実行前

2．切り替え元マシン1の制御
切り替え元マシン1のシャットダウンなどを実行
する。

マシン1
ホスト1
192.168.1.1

マシン1

DiskArray1

ホスト1

(192.168.1.2)

DiskArray1
(192.168.1.2)

192.168.1.1

接続先情報

接続先情報

192.168.1.2-LUN1

192.168.1.2-LUN1

アクセス許可登録

マシン2

192.168.1.1

アクセス許可登録

マシン2

LUN1

192.168.1.1

LUN1

３．切り替え先マシン2の制御
OSのイメージを切り替え先マシン2に移動し、起動
する。LUN1へのアクセスが可能な状態のため、問
題は発生しない。
マシン1

NAS環境では、ディスクアレイに登録され
る管理対象マシン側の情報はOSに紐付くIP
アドレスの情報のため、切り替え後も同じ情

DiskArray1

報を使用できる。

(192.168.1.2)

そのため、N+1リカバリ実行時に、ディス
クボリュームの接続制御を実行する必要はな
アクセス許可登録

マシン2

い。

192.168.1.1
ホスト1

192.168.1.1
接続先情報
192.168.1.2-LUN1

LUN1

ソフトウェアイニシエータを使用したiSCSI SAN環
境もOSに紐付くソフトウェアイニシエータの情報を
使用するためNAS環境と同様になる。
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管理対象マシンとディスクボリュームの接続

5.4.8.

ディスクボリュームの共有状態の設定について
ディスクボリュームに対して、共有状態として、以下の 2 つを設定することが可能です。共有
状態の設定により、1 つのディスクボリュームを複数のホスト設定で共有できるかどうかが決
まります。


共有
複数のマシン間でディスクボリュームを共有する場合は、共有状態を "共有" に変更し
ます。
"共有" のディスクボリュームについては、複数のホスト設定にディスクボリュームの接
続の定義を追加することができます。グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定
で接続の設定を行うディスクボリュームは共有を設定する必要があります。



非共有
複数のマシン間でディスクボリュームを共有しない場合は、共有状態を "非共有" に変
更します。
"非共有" のディスクボリュームについては、複数のホスト設定にディスクボリュームの
接続の定義を追加することができません。

5.4.9.

CLARiX / VNX のフェイルオーバー・モードの設定変更方法につ
いて
CLARiX / VNX では、管理対象マシンとディスクアレイ間の通信パスを管理する方法を複数
提供しています。通信パスの管理方法の指定は、フェイルオーバー・モードと呼ばれます。
SigmaSystemCenter は、CLARiX / VNX のディスクアレイ上のディスクボリュームの接続の
制御を行う際、ディスクボリュームの接続に関する設定の 1 つとして、フェイルオーバー・モー
ドの指定を行います。
フェイルオーバー・モードは、既定では "4" で動作しますが、以下のレジストリを追加するこ
とで変更可能です。EMC 社は "4" を推奨しています。
レジストリキー:
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥Stora
ge¥Clarix
値:failovermode(DWORD)
設定可能な値 0～4 (レジストリキー / 値がない場合や範囲外の指定の場合、4 で動作)
各指定値の意味や効果について、CLARiX / VNX のマニュアルや公開資料を十分に確認の
上、変更を行ってください。
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5.5. SigmaSystemCenter の操作の際、実行され
るディスクボリューム接続制御について
5.5.1.

リソース割り当て / マスタマシン登録 / スケールアウト
プール上にある管理対象マシンを運用グループのホストに対してリソース割り当て操作を行
うと、操作対象となった管理対象マシンに対して、ホストとして業務が利用できるように一連
のプロビジョニング処理が行われます。このとき、ディスクボリューム接続制御もプロビジョニ
ングの処理の 1 つとして実行されます。マスタマシン登録 / スケールアウトもリソース割り当
てと同様のディスクボリューム接続制御が実行されます。
ディスクボリューム接続制御では、リソース割り当てを行う管理対象マシンから、対象ストレ
ージ上の指定ディスクボリュームが使用できるように、ディスクアレイに対してアクセスコント
ロール制御が行われます。
制御対象となるディスクアレイ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや
[リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場合は、デ
ィスクボリューム接続制御は実行されません。
1.

2.

[運用] ビュー
•

接続先のディスクボリュームをグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 /
ホスト設定に登録

•

管理対象マシンに割り当てる IP アドレスの情報を登録 (NAS 環境のみ)

[リソース] ビュー
•

対象のディスクアレイの登録

•

接続対象のディスクボリュームの登録

•

管理対象マシンの HBA と接続先のディスクアレイの関連付けの設定 (FC / iSCSI
SAN 環境のみ)

•

管理対象マシンの NIC の設定 (NAS 環境のみ)

NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で利用する場合は、「5.4.7 NAS 環
境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1 リカバリを行う場合の利用方法」も
参照してください。
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SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるディスクボリューム接続制御について
SystemProvisioning

管理サーバ

Integration Base
iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

Disk1
SAN
プール

運用グループ１

ホスト1

Disk1
LUN:0

マシン１

ホスト1にマシン1のリソース割り当て操作を
実行。
SystemProvisioning
Integration Base

管理サーバ

iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

その他の制御

Disk1

マシン1 に対し て
電源制御、リスト
ア、ネットワーク
制御などを実行す

スクボリューム接続
制御

SAN

マ シ ン 1 に Disk1 を

運用グループ１

LUN:0で接続する。
ホスト1

る
マシン１

5.5.2.

マシン1に対するディ

Disk1
LUN:0

割り当て解除 / スケールイン
稼動中の運用グループのホストに対して割り当て解除操作を行うと、操作対象となった管理
対象マシンに対して、業務から外すための一連のプロビジョニング処理が行われます。この
とき、ディスクボリューム接続制御もプロビジョニングの処理の 1 つとして実行されます。スケ
ールインも割り当て解除と同様のディスクボリューム接続制御が実行されます。割り当て解
除時、"マシンを解体しない" を選択した場合は、ディスクボリューム接続制御は実行されま
せん。
ディスクボリューム接続制御では、割り当て解除を行う管理対象マシンから、対象ストレージ
上の指定ディスクボリュームが使用できなくなるように、ディスクアレイに対してアクセスコント
ロール制御が行われます。制御対象となるディスクアレイ / マシンや制御内容については、
事前に [運用] ビューや [リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記
の設定がない場合は、ディスクボリューム接続制御は実行されません。
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1.

2.

[運用] ビュー
•

接続先のディスクボリュームをグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 /
ホスト設定に登録

•

管理対象マシンに割り当てる IP アドレスの情報を登録 (NAS 環境のみ)

[リソース] ビュー
•

対象のディスクアレイの登録

•

接続対象のディスクボリュームの登録

•

管理対象マシンの HBA と接続先のディスクアレイの関連付けの設定 (FC / iSCSI
SAN 環境のみ)

•

管理対象マシンの NIC の設定 (NAS 環境のみ)

NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で利用する場合は、「5.4.7 NAS 環
境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1 リカバリを行う場合の利用方法」も
参照してください。
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SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるディスクボリューム接続制御について

管理サーバ

SystemProvisioning
Integration Base
iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

Disk1
SAN
運用グループ１
ホスト1
Disk1

マシン１

LUN:0

ホスト1の割り当て解除操作を実行。

管理サーバ

SystemProvisioning
Integration Base
iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

その他の制御

Disk1

マシン1 に対し て
電源制御、ネット
ワーク制御などを
実行する

SAN
プール

マシン１

5.5.3.

ホスト1

マシン1に対するディ
スクボリューム接続切
断制御
マシン1とDisk1の接続を
切断する。

ホスト1

運用グループ１

Disk1
LUN:0

置換
稼動中の運用グループのホストに対して置換操作を行うと、利用中の管理対象マシンから予
備機としてプール上で待機している管理対象マシンに使用マシンリソースを切り替えるため
の一連のプロビジョニング処理が行われます。このとき、ディスクボリューム接続制御もプロ
ビジョニングの処理の 1 つとして実行されます。
ディスクボリューム接続制御では、まず、利用中の管理対象マシンからディスクボリュームが
使用できなくなるように切断の制御がディスクアレイに対して実行されます。次に切り替え先
となる管理対象マシンから元のディスクボリュームが使用できるように、ディスクアレイに対し
て接続の制御が実行されます。
制御対象となるディスクアレイ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや
[リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場合は、デ
ィスクボリューム接続制御は実行されません。
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1.

2.

[運用] ビュー
•

接続先のディスクボリュームをグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 /
ホスト設定に登録

•

管理対象マシンに割り当てる IP アドレスの情報を登録 (NAS 環境のみ)

[リソース] ビュー
•

対象のディスクアレイの登録

•

接続対象のディスクボリュームの登録

•

管理対象マシンの HBA と接続先のディスクアレイの関連付けの設定 (FC / iSCSI
SAN 環境のみ) ※置換元マシンと置換先マシンの両方に設定が必要となります。

•

管理対象マシンの NIC の設定 (NAS 環境のみ) ※置換元マシンと置換先マシン
の両方に設定が必要となります。

NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で利用する場合は、「5.4.7 NAS 環
境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1 リカバリを行う場合の利用方法」も
参照してください。
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SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるディスクボリューム接続制御について
SystemProvisioning

管理サーバ

Integration Base
iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

Disk1
SAN
プール

運用グループ１
ホスト1
Disk1

マシン１

マシン2

LUN:0

ホスト1に対してマシン2を使用して置換操作を
実行。

SystemProvisioning

管理サーバ

Integration Base

マシン1とマシン2のデ

iStorageManager

ィスクボリューム接続

管理用LAN
ディスクアレイ

その他の制御
マシン1、マシン2
に対して電源制
御、リストア、ネ
ットワーク制御

マシ ン 1と Disk1 の 接続 を

Disk1

切断し、マシン2とDisk1の
接続を行う。

SAN
プール

運用グループ１
ホスト1

などを実行する
マシン１

5.5.4.

制御
番号:1

ホスト1

マシン2

Disk1
LUN:0

用途変更
稼動中の運用グループのホストから別の運用グループのホストへ用途変更操作を行うと、操
作対象となった管理対象マシンに対して、稼動する運用グループを変更するための一連の
プロビジョニング処理が行われます。このとき、ディスクボリューム接続制御もプロビジョニン
グの処理の 1 つとして実行されます。
ディスクボリューム接続制御では、まず、処理対象の管理対象マシンから移動元の運用グル
ープ上のグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定で指定されたディス
クボリュームが使用できなくなるように、切断の制御がディスクアレイに対して実行されます。
次に、同じ管理対象マシンから移動先の運用グループ上のグループプロパティ設定 / モデ
ルプロパティ設定 / ホスト設定で指定されたディスクボリュームが使用できるように、ディス
クアレイに対して接続の制御が実行されます。
制御対象となるディスクアレイ / マシンや制御内容については、事前に [運用] ビューや
[リソース] ビュー上で下記の設定をしておく必要があります。下記の設定がない場合は、デ
ィスクボリューム接続制御は実行されません。
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1.

2.

[運用] ビュー
•

接続先のディスクボリュームをグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 /
ホスト設定に登録

•

管理対象マシンに割り当てる IP アドレスの情報を登録 (NAS 環境のみ)

[リソース] ビュー
•

対象のディスクアレイの登録

•

接続対象のディスクボリュームの登録

•

管理対象マシンの HBA と接続先のディスクアレイの関連付けの設定 (FC / iSCSI
SAN 環境のみ)

•

管理対象マシンの NIC の設定 (NAS 環境のみ)

NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で利用する場合は、「5.4.7 NAS 環
境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1 リカバリを行う場合の利用方法」も
参照してください。
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SigmaSystemCenter の操作の際、実行されるディスクボリューム接続制御について
SystemProvisioning

管理サーバ

Integration Base
iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

番号:2

Disk1

Disk2

SAN
運用グループ2

運用グループ１
ホスト1

マシン１

ホスト2
Disk1

Disk２

LUN:0

LUN:0

マシン1に対して、運用グループ1から運用グルー
プ2への用途変更操作を実行

管理サーバ

SystemProvisioning
Integration Base
iStorageManager

管理用LAN
ディスクアレイ

その他の制御
マシン1に対して電源制御、
リストア、ネットワーク制
御などを実行する

番号:1

番号:2

Disk1

Disk2
マシン1に対するディ

SAN

運用グループ１

運用グループ2

ホスト1

ホスト2
Disk1
LUN:0

マシン１

スクボリューム接続/
切断制御

Disk２
LUN:0

マシン1とDisk1の接続を
切断し、マシン1とDisk2
を接続する。

5.5.5.

構成変更
グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定上で接続対象のディスクボリ
ュームの定義を追加後に構成変更操作を行うと、処理対象の管理対象マシンと追加のディ
スクボリュームとの接続をグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定の
定義に合わせて実行することができます。
構成変更操作では、ストレージ以外に VLAN やロードバランサの構成について個別に制御
を実行することができます。ストレージの構成を変更するためには、構成変更操作の実行時
に構成変更を行う処理として "ストレージ制御" を選択する必要があります。
管理対象マシンの OS にディスクボリュームをスキャンする機能がない場合、構成変更の操
作によりディスクボリュームの追加を行った後、追加ディスクボリュームを認識させるために
管理対象マシンを再起動する必要があります。"構成変更前にマシンを停止する" の指定を
有効にして構成変更の操作を実行すると、構成変更の制御の時に管理対象マシンのシャッ
トダウンを実行することができます。
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なお、誤って定義からディスクボリュームが削除された場合を考慮して、ストレージの構成変
更では、ディスクボリュームの切断制御は実行されません。他のプロビジョニングの制御を行
わないマシンとディスクボリュームの切断のみの制御は、ssc release diskvolume コマンドで
実行可能です。ただし、Symmetrix DMX では利用できないため、ストレージ管理製品からマ
シンとディスクボリュームの切断の制御を行う必要があります。
また、追加するディスクボリュームの LUN の指定がない場合、構成変更操作実行時に設定
される LUN は既に接続済みのディスクボリュームの LUN より後ろの番号となります。[ストレ
ージ] タブ上のディスクボリュームの表示順と同じ順序で LUN は設定されませんので、注意
してください。
構成変更の操作は、以下の設定を行った後に実行することで利用します。設定の変更がな
い場合は、構成変更の操作実行時にストレージ制御は実行されません。設定を変更するた
めには、対象のホストのメンテナンスモードをオンにする必要があります。
1.

[運用] ビュー
•

接続先のディスクボリュームをグループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 /
ホスト設定に追加

•

管理対象マシンに割り当てる IP アドレスの情報を登録 (NAS 環境のみ)

NAS 環境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で利用する場合は、「5.4.7 NAS 環
境、iSCSI SAN 環境 (ソフトウェアイニシエータ) で N+1 リカバリを行う場合の利用方法」も
参照してください。
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SystemProvisioning

※稼動中のマシンのホスト設定を変更

管理サーバ

Integration Base

するためには、メンテナンスモードを

iStorageManager

オンにする必要がある。

管理用LAN
ディスクアレイ

番号:1

番号:2

番号:3

Disk1

Disk2

Disk3

設定変更：Disk2
の設定を削除。
今は接続状態。

SAN

設定変更：Disk3
ホスト1

マシン１

の設定を追加
Disk1

Disk2

LUN:0

LUN:1

Disk3
LUN:2

ホスト1設定のストレージ関連の定義を変更後に
ホスト1に対して構成変更操作を実行。

マシン1のディスクボリューム接続制御

SystemProvisioning
Integration Base

管理サーバ

iStorageManager

実 際 に 切 断 す る た め に は ssc release

管理用LAN

diskvolumeコマンドを使用する必要がある。
ディスクアレイ

その他の制御
マシン1 に対し て
電源制御、ネット
ワーク制御などを
実行する

マシン1にDisk3をLUN:2で接続する。
Disk2に対する、切断の制御は行われない。

番号:1

番号:2

番号:3

Disk1

Disk2

Disk3

Disk1
LUN:0

Disk2
LUN:1

Disk3
LUN:2

SAN
運用グループ１
ホスト1

マシン１
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5.6. ディスクボリュームの作成と削除、使用状況の
閲覧
SigmaSystemCenter は、ディスクボリュームの作成・削除、ストレージプールの使用状況閲
覧の機能を提供しています。
これらの機能は、次のように利用することができます。
ディスクボリュームの作成先となるストレージプールは、ストレージ管理ソフトウェアで作成し、
SigmaSystemCenter に登録します。
作成・登録済みのストレージプール上では、ssc create / delete diskvolume コマンドにより、
ディスクボリュームの作成と削除を行うことができます。
ディスクボリュームの作成・削除により、ストレージプールの空き容量が変化しますが、ストレ
ージプールの使用状況について、Web コンソールの [リソース] ビ ューや ssc show
storagepool コマンドで確認することができます。

5.6.1.

ストレージプール
ストレージプールとは、ディスクアレイ上の複数の物理ディスクを束ねて、仮想的に管理でき
るようにされたものです。
ストレージプールにより、ディスクアレイの物理的な構成を意識することなく、ディスクアレイを
利用することができるようになります。
ストレージプールには、容量の管理方法の違いにより、実容量プールと仮想容量プールの 2
種類があります。

実容量プール

物理サイズ (プールに登録している物理ディスクの総計) が、総容量となるプー
ル。

仮想容量プール

物理サイズ (プールに登録している物理ディスクの総計) を超えて総容量を設定
することができるプール。
実際のサイズ以上の容量に見せかけることができる。
一般的にシンプロビジョニングと呼ばれる技術で実現される。

ストレージプールの実現方法や名称は、ストレージ機種ごとに異なります。
SigmaSystemCenter では、以下の表のように対応します。
ストレージ機種

種類

容量の管理方法

ディスクボリューム作成
機能の利用可否

iStorage

ベーシックプール

実容量プール

利用可能

ダイナミックプール

実容量プール

利用可能

仮想容量プール

仮想容量プール

利用可能

階層プール

実容量プール

利用不可
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ストレージ機種

種類

容量の管理方法

ディスクボリューム作成
機能の利用可否

CLARiX / VNX

NetApp

仮想容量階層プール

仮想容量プール

利用不可

RaidGroup

実容量プール

利用可能

StoragePool

仮想容量プール

利用可能

Aggregate

実容量プール

利用可能

SigmaSystemCenter では、登録しているディスクアレイ配下のすべてのストレージプールに
ついて、情報を閲覧することができます。
SigmaSystemCenter から、ストレージプールの作成・削除を行うことはできません。ストレー
ジ管理ソフトウェアでストレージプールを作成後に、ストレージ収集を実行し、ストレージプー
ルの情報を SigmaSystemCenter に取り込む必要があります。

5.6.2.

ストレージの容量について
SigmaSystemCenter では、ストレージプールの容量の情報を、以下のように複数の観点で
確認することができます。
下記の情報は、Web コンソールの [リソース] ビューのストレージプール一覧や ssc show
storagepool コマンドで確認することができます。
(1) 割り当て上限
ストレージプールの総容量です。ストレージ管理ソフトウェア上でストレージプールを作
成するときに指定します。割り当て容量の上限値となり、割り当て上限を超えてディスク
ボリュームを作成することはできません。
仮想容量プールの場合、物理容量以上の値を定義可能です。
実容量プールの場合、実際に使用可能な容量を示すため、物理容量と同じ値になりま
す。
CLARiX / VNX の StoragePool では、割り当て上限の指定ができないため、ディスクボ
リュームの作成が可能な上限は使用する ストレージ 機種の上限までとなります。
SigmaSystemCenter 上の表示では、物理容量と同じ値として扱います。
(2) 割り当て容量
ストレージプール上に作成されたディスクボリュームのサイズの総和です。仮想容量プ
ールの場合、ストレージプールの実際の使用状況は実消費量で確認しますが、割り当
て容量の情報により、ストレージプール上で最終的にどの程度の容量が消費されること
になるかを確認することができます。Web コンソールでは、次の情報を確認することが
できます。
•

割り当て容量の値

•

割り当て上限に対する割り当て容量の割合
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仮想容量プールの場合、物理容量以上の値を定義可能です。
(3) 物理容量
ストレージプールを構成する物理ディスクの容量の総和です。実容量プールの場合、割
り当て上限と同じ値になります。
(4) 実消費量
ストレージプール上で、実際の使用領域としてディスクボリュームに割り当てられている
領域の容量です。実消費量の情報から、ストレージプールの物理的な領域の空き状況
を確認することができます。Web コンソールでは、次の情報を確認することができます。
•

実消費量の値

•

物理容量に対する実消費量の割合

ストレージプールが実容量プールの場合は、割り当て容量と同じ値になります。
実消費量が物理容量の 60%を超えるストレージプールがあるとき、Web コンソールの
ストレージの基本情報に以下の警告が表示されます。

•

60%以上－

での警告

•

80%以上－

での警告

仮想的な使用状況

物理的な使用状況

割り当て上限

物理容量
割り当て容量

ストレージプ
ール上で作成
したディスク

ストレージ
プールを構

実消費量

成する物理
ディスク

ボリューム

上記の各情報と各ストレージ機種で使用される用語との対応関係は、以下の表のとおりで
す。
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製品

用語

SigmaSystemCenter

割り当て上限

割り当て容量

物理容量

実消費量

容量

使用量

なし

なし

(容量を表示)

(使用量を表示)

ベーシックプール

iStorage

ダイナミックプール
階層プール
仮想容量プール

容量

使用量

実容量

割り当て済み容
量

なし

なし

Total Capacity

(Total
Capacityを表
示)

(Total Capacity Free Capacityを
表示)

Total Capacity Free Capacity

なし

Total
Subscribed
Capacity

User Capacity

Consumed
Capacity

なし

なし

Total Capacity

Used Capacity

(Total
Capacityを表
示)

(Used Capacity
を表示)

仮想容量階層プー
ル
CLARiX / VNX

RaidGroup

StoragePool

(User
Capacityを表
示)
NetApp

5.6.3.

ディスクボリューム作成・削除
ディスクボリュームの作成と削除は、ssc create / delete diskvolume コマンドを使用して行う
ことができます。Web コンソールからディスクボリュームの作成と削除を行うことはできませ
ん。
ディスクボリュームの作成と削除の機能は、iStorage、CLARiX / VNX、NetApp で利用可能
です。Symmetrix DMX には対応していません。
また、下記のストレージプールを作成先とした場合、SigmaSystemCenter からディスクボリ
ュームの作成と削除を行うことはできません。


iStorage の RANK、コントロールボリューム (CV)、階層プール (ディスクボリュームの
削除は可能)、仮想容量階層プール。SMI-S から利用する場合は、仮想容量プールも不
可。

SMI-S を利用してストレージを管理している場合、ディスクボリューム番号を指定することは
できません。

5.6.4.

iStorage の論理ディスクの形式について
ssc create diskvolume コマンドを使用して、iStorage の論理ディスクを作成するとき、-type
オプションの指定により、iStorage の論理ディスクの形式を指定することができます。
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また、ssc update diskvolume コマンドの-type オプションで作成済みの論理ディスクに対して
形式を変更することも可能です。
SMI-S を利用してストレージを管理している場合、論理ディスクの形式を指定することはでき
ません。
SigmaSystemCenter から設定が可能な論理ディスクの形式は、以下の 4 種類があります。
(カッコ内は略語)


Windows MBR (WN)



Windows GPT (WG)



Linux (LX)



形式指定なし

ssc create / update diskvolume コマンドの-type オプションでは、上記の WN、WG、LX を
明示的に指定することが可能です。また、-type オプションを省略することも可能です。
上記の形式指定なしについては、明示的に指定することはできません。
-type オプションを省略した場合、機種などにより、設定される形式が異なります。次の表を
参照してください。




ssc create diskvolume コマンド

機種

設定内容

Mシリーズ

形式指定なし

Mシリーズ以外

レジストリ設定値 (既定値: LX)

ssc update diskvolume コマンド

変更前の形式

機種

設定内容

形式指定なし

Mシリーズ

変更しない

Mシリーズ以外

レジストリ設定値 (既定値: LX)

Mシリーズ

変更しない

Mシリーズ以外

変更しない

Mシリーズ

変更しない

Mシリーズ以外

変更しない

WN、WG、LX

上記以外

上記レジストリ設定値については、
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Provider¥Stora
ge¥NecStorage の値:DefaultDiskType(REG_SZ)で設定します。
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指定可能な値は、WN、WG、LX のいずれかです。
既定値は LX です。大文字、小文字のどちらでも設定可能です。

5.6.5.

ストレージプール、ディスクボリュームへのタグ設定
ストレージプール、およびディスクボリュームにタグを設定することができます。それぞれのタ
グは、各編集画面、および編集コマンド (update storagepool / update diskvolume) で設
定可能です。
設定されたタグは、次の通り、下位の階層のタグ設定に引き継ぎが行われます。ストレージ
プールにタグを設定し、タグ引き継ぎの機能を利用することで、データストア / RDM のタグを
自動設定することが可能となります。
1.

ストレージプールに設定されたタグは、そのストレージプールから新規に作成するディス
クボリュームに引き継がれます。

2.

ディスクボリュームに設定されたタグは、そのディスクボリュームから新規に作成するデ
ータストア / RDM に引き継がれます。

Gold
ディスク

Gold
ストレージ

Gold
データストア

ボリューム

Gold

プール

ディスク

Gold
RDM

ボリューム

Silver
Silver

ストレージ
プール

ディスク

Silver
データストア

ボリューム

ストレージプールに設定された

ディスクボリュームに設定されたタ

タグは、そのストレージプールか

グは、そのディスクボリュームから新

ら新規に作成するディスクボリ

規に作成するデータストア/RDM な

ュームに引き継がれます。

どに引き継がれます。
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5.6.6.

ストレージトポロジの閲覧
ストレージトポロジ情報は、ストレージ内部の構成や管理対象マシンとの関係をストレージの
視点で簡易に確認するための情報です。
ストレージトポロジ情報は、Web コンソールや ssc show storagetopology コマンドを使用し
て参照することができます。Web コンソールでは、[リソース] ビュー上で対象となるディスク
アレイを選択し、[トポロジ] タブで閲覧することができます。
ストレージトポロジでは、以下が確認できます。


ディスクアレイ上のストレージプール、ディスクボリュームの構成



ディスクアレイ上のディスクボリュームの管理対象マシンとの接続状況、および接続して
いる管理対象マシンの情報



データストア上のディスクボリュームをデータストアや RDM ディスクとして使用している
仮想マシンの情報

また、ストレージトポロジを利用することで、ディスクアレイで発生した障害が及ぼす影響範
囲を確認するといった用途でも使用できます。
ストレージトポロジ情報の参照が可能なストレージ装置と仮想化基盤製品の組み合わせは
以下の通りです。

VMware

Hyper-V

KVM

XenServer

iStorage

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

CLARiX / VNX

利用可能

利用可能

利用不可

利用不可

Symmetrix

利用不可

利用不可

利用不可

利用不可

NetApp

利用可能

利用不可

利用可能

利用不可
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5.7. 各ストレージ装置のストレージ制御詳細
5.7.1.

iStorage (FC モデル) の制御
iStorage (FC モデル) のストレージ制御に関する概念は下記の図の通りです。
ディスクボリューム接続制御は、iStorageManager では "アクセスコントロール" と呼んでい
ます。iStorageManager において、アクセスコントロールとは、LD セットと論理ディスクの割り
当ての情報を iStorage に登録する制御です。このアクセスコントロールの制御により、管理
対象マシンから論理ディスクへのアクセスが iStorage から許可され、管理対象マシンは論理
ディスクにアクセスできるようになります。
LD セットとは、マシン上の HBA からディスクアレイ上のポートを経由して論理ディスクまでの
パスを表すための概念です。アクセスコントロールの制御の前に、対象の LD セットに対し、
管理対象マシンの HBA を登録し、ディスクアレイ側で使用するポートのモードを WWN モード
に設定する必要があります。HBA を一意に識別するための識別子として、WWPN の情報が
使用されます。
SigmaSystemCenter は、iStorageManager から LD セットの情報を取得し、LD セットの情
報から HBA の情報を登録します。また、HBA の情報として、WWPN 以外に、グループプロ
パティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定上で HBA を仮想的に扱うための情報とし
て HBA 番号の情報を独自に使用します。
パスについては、HBA の構成を冗長化する場合は、接続パスとして iStorageManager の
LD セットの設定に HBA をすべて登録する必要があります。SigmaSystemCenter でも、グル
ーププロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定上の HBA 番号とディスクボリュー
ムの関連付け情報に使用する HBA をすべて登録しておく必要があります。マシン上の HBA
とディスクアレイ上のポートとの組み合わせについては、設定をする必要はありません。
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物理的な配線
プロビジョニング処理時に接続を行う。
iStorageManagerであらかじめ設定が
必要な関係

HBA

HBA

WWPN, HBA番号

WWPN, HBA番号

iStorageManager上であらかじめ設定が
必要な項目。SigmaSystemCenterの設定
はない。
iStorageManagerで設定後、情報収集によ

FC Switch

りSigmaSystemCenterに取り込み、設定

FC Switch

を実施する必要がある項目

ポート

ポート

ポート

ポート

portid

portid

portid

portid

コントローラ

コントローラ

IPaddress

IPaddress

ディスクアレイ
ディスクアレイ名, シリアル番号

LDセット
LDセット名, プラットフォーム名

論理ディスク
論理ディスク名,
論理ディスク番号,
LUN

プール
プール名,
プールID

5.7.2.

iStorage (iSCSI モデル) の制御
iStorage (iSCSI モデル) のストレージ制御に関する概念は下記の図の通りです。
ディスクボリューム接続制御は、iStorageManager ではアクセスコントロールと呼んでいます。
iStorageManager において、アクセスコントロールとは、LD セットと論理ディスクの割り当て
の情報を iStorage に登録する制御です。このアクセスコントロールの制御により、管理対象
マシンから論理ディスクへのアクセスが iStorage から許可され、管理対象マシンは論理ディ
スクにアクセスできるようになります。
LD セットとは、マシン上の HBA からディスクアレイ上のポートを経由して論理ディスクまでの
パスを表すための概念です。アクセスコントロールの制御の前に、対象の LD セットに対し、
管理対象マシン側のイニシエータを登録し、ディスクアレイ側で使用するポータルの設定をす
る必要があります。イニシエータとポータルにはそれぞれ iSCSI 名と IP アドレスの設定が必
要です。
SigmaSystemCenter は、iStorageManager から LD セットの情報を取得し、LD セットの情
報からイニシエータ名の情報を HBA として登録します。また、HBA の情報として、イニシエー
タ名以外に、グループプロパティ設定 / モデルプロパティ設定 / ホスト設定上で HBA を仮
想的に扱うための情報として HBA 番号の情報を独自に使用します。
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マシン上の HBA からディスクアレイ上のポータルまでのパス組み合わせについて、特に設
定をする必要はありません。

物理的な配線
プロビジョニング処理時に接続を行う。
イニシエータ

iStorageManagerであらかじめ設定が

イニシエータ名, HBA番号

NIC

必要な関係
iStorageManager上であらかじめ設定が

NIC

必要な項目。SigmaSystemCenterの設定
はない。

Switch

iStorageManagerで設定後、情報収集によ

Switch

りSigmaSystemCenterに取り込み、設定
を実施する必要がある項目

ポータル

ポータル

ポータル

ポータル

LDセット

portid

portid

portid

portid

LDセット名, プラットフォーム名

コントローラ

コントローラ

IPaddress

IPaddress

ディスクアレイ
ディスクアレイ名,シリアル番号

論理ディスク
論理ディスク名,
論理ディスク番号
LUN

プール
プール名,
プールID

5.7.3.

Symmetrix DMX 制御
Symmetrix DMX のストレージ制御に関する概念は下記の図の通りです。
ディスクボリューム接続制御は、Symmetrix DMX ではデバイス・マスキングと呼んでいま
す。
デバイス・マスキングは、管理対象マシン HBA の WWPN、ディスクアレイの ID、使用するダ
イレクタ名、ポート番号と LUN のデバイス名との組み合わせにて、ディスクアレイのアクセス
制御情報に登録します。ディスクアレイのアクセス制御情報に登録した組み合わせについて、
ディスクアレイへの LUN のアクセスが許可されます。
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物理的な配線
プロビジョニング処理時に接続を行う。
事前にSSC上で関連付け設定が必要。

HBA

HBA

WWPN, HBA番号

WWPN, HBA番号

SYMCLI で 設 定 後 、 情 報 収 集 に よ り
SigmaSystemCenterに取り込み、設定
を実施する必要がある項目

Switch

Switch

SigmaSystemCenterで設定が必要な項
目

ポート

ポート

ポート

ポート

portid

portid

portid

portid

ダイレクタ

ダイレクタ

DIR

DIR

Symmetrix array
SymmID, シリアル番号

デバイス
SymDevName

プール

5.7.4.

Symmetrix DMX 制御の際に使用するコマンドについて
1.

ディスクアレイ、ストレージグループ情報の取得時
ssc show diskarraypath コマンドを使用して、登録されたディスクアレイ (symmID) に
関する情報を取得するために以下のコマンドを使用します。
symcfg list -output XML
symcfg list -DIR ALL -address -sid [symmID] -output XML

2.

LUN の情報取得時
対象となるディスクボリュームの一覧を取得します。以下のコマンドで登録されたディス
クアレイ (symmID) の LUN の一覧を取得します。
symcfg list -DIR ALL -address -sid [symmID] -output XML

3.

ディスクボリュームの接続制御時
SigmaSystemCenter の設定から、ホスト、HBA のアドレス、パス情報を取得し、接続の
制御を行います。
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symmask -sid [symmID] -wwn [WWN] add devs [LD] -dir [DIR]
-p [PORT]
symmask -sid [symmID] refresh -noprompt

4.

ディスクボリュームの切断制御時
SigmaSystemCenter の設定から、ホスト、HBA のアドレス、パス情報を取得し、切断の
制御を行います。
symmask -sid [symmID] -wwn [WWN] remove devs [LD] -dir
[Dir] -p [Port] -force
symmask -sid [symmID] refresh -noprompt

5.7.5.

CLARiX / VNX の制御
CLARiX / VNX のストレージ制御に関する概念は下記の図の通りです。
ディスクボリューム接続制御は、CLARiX / VNX ではデータ・アクセス制御と呼んでいます。
データ・アクセス制御は、以下に列挙する情報の組み合わせをストレージグループに割り当
てることで、ディスクアレイのアクセス制御情報に登録します。ディスクアレイのアクセス制御
情報に登録した組み合わせについて、管理対象マシンからディスクアレイの LUN へのアクセ
スが許可されます。


割り当て対象のストレージグループの名前



リソース割り当て時、管理対象マシンの割り当て先となるホストの名前



管理対象マシン HBA の WWNN と WWPN



HBA からの接続先となる SP の名前、ポート番号の組み合わせ



LUN の ALU と HLU

接続制御の際、ディスクアレイの SP に接続して制御を行うため、SP の IP アドレス、アカウン
トなどの接続情報が必要です。
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物理的な配線
プロビジョニング処理時に接続を行う。
ホスト

事前にSSC上で関連付けが必要。

ホスト名

Navisphere CLIで設定後、情報収集に

HBA

HBA

よりSigmaSystemCenterに取り込み、

WWPN, WWNN, HBA番号

WWPN, WNNN, HBA番号

設定を実施する必要がある項目
SigmaSystemCenterで設定が必要 な
項目

Switch

Switch
ストレージグループ
StorageGroupName

ポート

ポート

ポート

ポート

portid

portid

portid

portid

SP

SP

SP Name

SP Name

ディスクアレイ
接続先SP のIPアドレス、アカウント

LUN
ALU,
HLU

RAID

5.7.6.

CLARiX / VNX 制御の際に使用するコマンドについて
1.

ディスクアレイ、ストレージグループ情報の取得時
ssc show diskarraypath コマンドを使用して、登録されたディスクアレイ (SP の IP) に
関する情報を取得するために以下のコマンドを使用します。
naviseccli -h [SP の IP] getall -array
naviseccli -h [SP の IP] port -list
naviseccli -h [SP の IP] getall -sg

2.

LUN の情報を取得時
対象となるディスクボリュームの一覧を取得します。以下のコマンドで登録されたディス
クアレイ (SP の IP) の LUN の一覧を取得します。
naviseccli -h [SP の IP] getall -lun
naviseccli -h [SP の IP] thinlun -list (FLARE28/29)
naviseccli -h [SP の IP] lun -list (FLARE30 以降)
※FLARE バージョンにより、サポートされているコマンドに差異があり、実行するコマン
ドが異なります。
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3.

ディスクボリュームの接続制御時
SigmaSystemCenter の設定から、ホスト、HBA のアドレス、パス情報、フェイルオーバ
ーモードを取得し、接続の制御を行います。ホスト LUN 番号は先頭の LUN を "0" とし
て連番を設定します。
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -setpath -host [ホ
スト名] -hbauid [WWNN]:[WWPN] -sp [SP 名] -spport [SP ポート]
-o
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -sethost -host [ホ
スト名] -type 3 -failovermode [フェイルオーバーモード]
-arraycommpath 1 -o
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -addhlu -gname [スト
レージグループ名] -hlu [ホスト LUN 番号] -alu [LUN 番号]
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -connecthost -host
[ホスト名] -gname [ストレージグループ名] -o

4.

ディスクボリュームの切断制御時
SigmaSystemCenter の設定から、ホスト、HBA のアドレス、パス情報を取得し、切断の
制御を行います。
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -removehlu -gname [ス
トレージグループ名] -hlu [ホスト LUN 番号] -o
naviseccli -h [SP の IP] storagegroup -disconnecthost -host
[ホスト名] -gname [ストレージグループ名] -o
naviseccli -h [SP の IP] port -removeHBA -hbauid
[WWNN]:[WWPN] -o

5.7.7.

NetApp 制御
NetApp (NAS) のストレージ制御に関する概念は下記の図の通りです。
ディスクボリューム接続制御は、NetApp (NAS) では、"NFS Exports" と呼んでいます。
NetApp (NAS) において、"NFS Exports" とは、「/etc/exports」ファイルに NFS クライアント
情報と Volume 情報を登録する制御です。
この "NFS Exports" の制御により、管理対象マシンから Volume へのアクセスが NetApp
から許可され、管理対象マシンは Volume にアクセスできるようになります。
「/etc/exports」ファイルとは、ファイルシステムのアクセスコントロールリストで、どのファイル
システムを NFS クライアントにエクスポート (export) してよいか、という情報を保持するファ
イルです。
SigmaSystemCenter では、ホスト設定上で設定したホスト名、または IP アドレスとディスク
ボリューム情報でアクセスコントロールを行います。
接続制御の際、ディスクアレイに接続して制御を行うため、Data ONTAP の IP アドレス、アカ
ウントの接続情報が必要です。
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物理的な配線
SigmaSystemCenterにより接続を行う。

ホスト
ホスト名、IPアドレス

SigmaSystemCenterで設定が必要な項目

NIC
接続時にSigmaSystemCenterが設定する項目

NIC番号

Data ONTAPで設定後、情報収集により
SigmaSystemCenterに取り込む情報

Filler(Data ONTAP)
シリアル番号

Data ONTAP(ディスクアレイ)
接続先IPアドレス、アカウント

export設定
公開先ホスト名、IPアドレス
DiskVolumeName

FlexVol

FlexVol

FlexVol

Volume
DiskVolumeName

Aggregate
Aggregate名、UUID
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6.

本章では、SigmaSystemCenter の物理環境の管理機能について説明します。

•
•
•

6.1
6.2
6.3
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6 物理環境の管理機能について

6.1. 物理環境について
SigmaSystemCenter でベアメタルのマシンに Windows や Linux をインストールした環境の
管理を行う場合について説明します。本書では、ベアメタルのマシンに Windows や Linux を
インストールした環境のことを物理環境と呼びます。
物理環境の管理対象マシンに対して、SigmaSystemCenter で管理することで、以下の運用
が可能となります。


N+1 リカバリによる障害時の業務の自動復旧
管理対象マシンの障害が発生したとき、予備のマシンに切り替えることで業務を自動的
に復旧することが可能です。
N+1 リカバリとは、N 台のマシンに対して 1 台の予備マシンを用意し、業務サーバ障害
時に予備マシンで復旧することです。



管理対象マシンの保守作業の効率化や一部自動化
保守のため、管理対象マシンに対して、電源操作やバックアップの作業を
SigmaSystemCenter から実行することが可能です。
また、ストレージ上のディスクボリュームと管理対象マシン間の接続・切断や管理対象マ
シ ン と 接 続 す る ス イ ッ チ の ポ ー ト に 対 す る VLAN の 割 り 当 て な ど も
SigmaSystemCenter から実行することが可能です。
ソフトウェア配布の機能により、アプリケーションやパッチのインストールを行うことも可
能です。



管理対象マシンの障害監視や性能監視
管理対象マシンが動作しているかどうかの死活監視や管理対象マシンのハードウェア
の障害の監視を行うことができます。また、管理対象マシンの CPU 使用率やディスク空
き容量などの性能情報の監視を行うことも可能です。



システム構築作業の一部自動化
イメージの展開の機能を利用して、管理対象マシンの OS インストール作業を自動的に
行うことが可能です。また、アプリケーションのインストールやパッチ配布を行うことがで
きます。

物理環境は、以下の 3 種類に分類することができます。環境の違いにより、使用する N+1 リ
カバリの種類が異なります。


ローカルディスクブート環境
管理対象マシンに搭載されたローカルディスクでブートを行う環境です。N+1 リカバリは、
稼動中のマシンのディスクのイメージを予備のマシンのディスクに移すために、イメージ
復元の機能を利用して行います。
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SAN ブート環境
ストレージ上のディスクを管理対象マシンのブートディスクとして利用する環境です。
N+1 リカバリは、ディスクを予備マシンにつなぎかえることで実現する SAN ブート置換を
利用します。



ブートコンフィグ (vIO) 運用環境
SIGMABLADE の vIO コントロール機能を利用した環境です。N+1 リカバリは、vIO コン
トロール機能により稼動マシンの UUID・MAC アドレス・WWPN / WWNN などのハード
ウェア固有情報を予備マシンに移し変えることで実現するブートコンフィグ (vIO) 置換
を利用します。ブートコンフィグ (vIO) 運用環境は、通常、SAN ブートの環境ですが、ス
トレージの制御を利用せずに、N+1 リカバリを実現しています。

6.1.1.

物理環境の対応機能一覧
SigmaSystemCenter では、物理環境の管理対象マシンに対する管理のために、次の機能
を提供しています。

機能項目

説明

電源制御

物理環境の管理対象マシンに対して、以下の電源制御が可能です。「1.8 電源制御につい
て」を参照してください。
▪ DeploymentManagerからのWake On LANによる起動
▪ 管理対象マシン上のDPMクライアントによるシャットダウン / 再起動
▪ OOB管理 (Out-of-Band Management) 機能によるBMC (ベースボードマネージメントコ
ントローラー) 経由での起動、電源オフ、ACPIシャットダウンなど

監視機能

ESMPRO/ServerManager、OOB管理 (Out-of-Band Management) 機能、管理対象マシ
ンのBMC (ベースボードマネージメントコントローラー)、SystemMonitor性能監視などを利
用して、物理環境の管理対象マシンに対して、以下の監視が可能です。監視機能の詳細に
ついては、「2.3 SigmaSystemCenterの監視機能」などを参照してください。
▪ 死活監視
▪ ハードウェア監視
▪ 性能監視

パッチ・アプリケーション
配布 / ファイル配信

管理対象マシンに対して、DeploymentManagerの機能を利用してパッチ・アプリケーション
配布やファイル配信を行うことができます。詳細は、「1.6.1 アプリケーション / パッチ配
布」、「1.3.9 ファイル配信」を参照してください。

スクリプト実行

ポリシー制御やプロビジョニング処理中に、管理サーバ上でローカルスクリプトの実行を行う
ことができます。詳細は、「1.6.2 ローカルスクリプト」を参照してください。

イメージ復元 (バックアッ
プ・リストア)

管理対象マシンに対して、DeploymentManagerの機能を利用して、バックアップ・リストアを
行うことができます。詳細は、「1.5 イメージ復元について」を参照してください。

イメージ展開 (ディスク
複製OSインストール)

管理対象マシンに対して、DeploymentManagerの機能を利用して、指定の固有情報による
ディスク複製OSインストールを行うことができます。詳細は、「1.4 イメージ展開について」を
参照してください。
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機能項目

説明

N+1リカバリ

障害発生時に、自動的に予備の管理対象マシンに業務を切り替えることができます。次の3
種類の方法があります。詳細は、「6.3.1 物理環境の障害復旧機能」を参照してください。
▪ イメージ復元
▪ SANブート置換
▪ ブートコンフィグ (vIO) 置換

ストレージ管理

管理対象マシンに接続するディスクボリュームの作成や接続・切断を行うことができます。詳
細は、「5 ストレージの管理機能について」を参照してください。

ネットワーク管理

管理対象マシンに接続するネットワーク機器に対して、VLANやロードバランサの制御を行う
ことができます。詳細は、「4 ネットワークの管理機能について」を参照してください。
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6.2. システム構成
SigmaSystemCenter で管理が可能なシステム構成の例を説明します。

6.2.1.

ローカルディスクブート環境
最もシンプルな構成の環境です。SigmaSystemCenter から、管理対象マシンの監視、ソフト
ウェア配布、電源制御などを行うことができます。N+1 リカバリは、イメージ復元の機能で行
います。
管理サーバには SigmaSystemCenter をインストールします。
管理サーバと管理対象マシンは、管理 LAN を経由して接続できるようにする必要があります。
管理 LAN では、主に監視、バックアップ・リストア、アプリケーション・パッチ配布、電源制御な
どで使用します。また、BMC (OOB 管理) を利用して電源管理や障害監視を行うために管
理サーバから管理対象マシンに搭載される BMC に接続できるようにする必要があります。
SigmaSystemCenter から、VLAN やロードバランサの制御を行う場合は、NetvisorPro V が
必要です。ネットワークの構成の詳細については、「4.3.1 物理スイッチと物理ロードバラン
サの制御を行うためのシステム構成」を参照してください。
管理対象マシンには、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent をインストールします。

管理LAN

Windows Server
SystemProvisioning

業務LAN

管理サーバ

BMC LAN

DeploymentManager
SystemMonitor
ESMPRO/ServerManager
NetvisorPro V

DPMクライアント
ESMPRO/ServerAgent

スイッチ
管理対象マシン群(Windows/Linux)
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6.2.2.

SAN ブート環境
SAN ブート環境では、管理対象マシンの外部のストレージ上のディスクを使用して環境を構
築します。SigmaSystemCenter から、管理対象マシンの監視、ソフトウェア配布、電源制御、
ストレージ管理などを行うことができます。
N+1 リカバリは、SigmaSystemCenter のストレージ制御の機能を利用して、ディスクを予備
マシンにつなぎかえることで実現する SAN ブート置換を使用します。
管理サーバと管理対象マシンは、管理 LAN 経由して接続できるようにする必要があります。
管理 LAN は、主に監視、バックアップ・リストア、アプリケーション・パッチ配布、電源制御など
で使用します。BMC (OOB 管理) を利用して電源管理や障害監視を行うために管理サーバ
から管理対象マシンに搭載される BMC に接続できるようにする必要があります。
SigmaSystemCenter から、ストレージ管理ソフトウェアを経由してストレージ管理ができるよ
うにする必要があります。必要となるストレージ管理ソフトウェアやストレージ機器の管理の
ための構成はストレージの種類によりそれぞれ異なります。ストレージの制御を行うために
必要な構成の詳細については、「5.2 ストレージ管理を行うためのシステム構成」を参照して
ください。
SigmaSystemCenter から、VLAN やロードバランサの制御を行う場合は、NetvisorPro V が
必要です。ネットワークの構成の詳細については、「4.3.1 物理スイッチと物理ロードバラン
サの制御を行うためのシステム構成」を参照してください。
管理対象マシンには、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent をインストールします。ま
た、管理対象マシンとストレージ間の接続パスが冗長になっている場合、
StoragePathSavior などストレージのパスを管理する製品が必要です。
SAN ブート環境の構築方法や設定の詳細については、「SAN ブート導入ガイド」を参照してく
ださい。
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Windows Server

管理LAN

SystemProvisioning

SAN

DeploymentManager

業務LAN

SystemMonitor

BMC LAN

ストレージ

ESMPRO/ServerManager
iStorageManager (iStorageの場合)
Integration Base (iStorageの場合)
NetvisorPro V

SAN

管理サーバ

DPMクライアント
ESMPRO/ServerAgent
StoragePathSavior

スイッチ
管理対象マシン群(Windows/Linux)

6.2.3.

ブートコンフィグ (vIO) 運用環境
SIGMABLADE の vIO コントロール機能を利用した管理対象マシンの管理を行う環境です。
SigmaSystemCenter から、管理対象マシンの監視、ソフトウェア配布、電源制御などを行う
ことができます。
N+1 リカバリの機能は、SIGMABLADE の vIO コントロール機能を利用して、ブートコンフィ
グの割り当てを予備マシンに置き換えることで実現するブートコンフィグ (vIO) 置換を使用
します。ブートコンフィグ (vIO) 置換ではブートコンフィグに割り当てられている仮想の
WWPN / WWNN を使用して、ストレージ制御を行わずに切り替えの処理を実現していま
す。
管理サーバと管理対象マシンは、管理 LAN を経由して接続できるようにする必要があります。
管理 LAN では、主に監視、バックアップ・リストア、アプリケーション・パッチ配布、電源制御な
どで使用します。また、BMC (OOB 管理) を利用して電源管理や障害監視を行うために管
理サーバから管理対象マシンに搭載される BMC に接続できるようにする必要があります。
vIO コントロールを行うために管理サーバと SIGMABLADE に搭載される EM カードが、管理
LAN を経由して接続できるようにする必要があります。
ス ト レ ー ジ に つ い て は 、 一 般 的 に ブ ー ト コ ン フ ィ グ (vIO) 運 用 環 境 で は 、
SigmaSystemCenter か ら ス ト レ ー ジ 制 御 を 実 行 す る 利 用 は 行 い ま せ ん が 、
SigmaSystemCenter からストレージ制御を行う場合は、SigmaSystemCenter からストレー
ジ管理ソフトウェアを経由してストレージ制御ができるようにする必要があります。必要なスト
レージ管理ソフトウェアやストレージ機器の管理のための構成はストレージの種類によりそ
れぞれ異なります。ストレージの制御を行うために必要な構成の詳細については、「5.2 スト
レージ管理を行うためのシステム構成」を参照してください。
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SigmaSystemCenter から、VLAN やロードバランサの制御を行う場合は、NetvisorPro V が
必要です。ネットワークの構成の詳細については、「4.3.1 物理スイッチと物理ロードバラン
サの制御を行うためのシステム構成」を参照してください。
管理対象マシンには、DPM クライアントと ESMPRO/ServerAgent をインストールします。ま
た、管理対象マシンとストレージ間の接続パスが冗長になっている場合、
StoragePathSavior などストレージのパスを管理する製品が必要です。
ブートコンフィグ (vIO) 運用環境の詳細については、「ブートコンフィグ運用ガイド」を参照し
てください。

Windows Server

管理LAN
SAN

SystemProvisioning

ストレージ

業務LAN

DeploymentManager
SystemMonitor

BMC LAN

ESMPRO/ServerManager

管理サーバ

iStorageManager (iStorageの場合)
Integration Base (iStorageの場合)

SAN

NetvisorPro V

SIGMABLADE
DPMクライアント

EMカード

ESMPRO/ServerAgent

スイッチ

StoragePathSavior

管理対象マシン群(Windows/Linux)
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6.3. 物理環境の障害対応について
6.3.1.

物理環境の障害復旧機能
SigmaSystemCenter は、稼動中のマシンに障害が発生したとき、代替の予備マシンに切り
替えることで、稼動中のマシン上で実行されている業務を継続させることができます。
この機能は、通常、N 台の稼動マシンに対して 1 台の予備マシンを用意する構成で利用する
ため、N+1 リカバリと呼ばれています。
1 台の予備マシンで複数の業務をカバーすることができるため、効率的に可用性向上を実現
することができます。
N+1 リカバリの運用を行う環境では、おおむね以下の設定が必要です。後述の 3 種類の切
り替え方法で詳細な設定方法は異なります。以下は、Web コンソール上で設定を行う場合
の例です。
1.

[リソース] ビュー上で管理対象マシンを登録します。
管理対象マシンを [リソース] ビューへ登録し、OOB 管理などハードウェア関連の設定
を行います。必要に応じて、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェアの登録も行います。

2.

[運用] ビュー上で運用の定義を行います。
グループ、ホスト定義を作成し、監視やポリシーの設定を行います。ポリシーでは監視
のイベントとの組み合わせで、復旧のアクションの定義を行いますが、ポリシーのテンプ
レートを使用することで簡易に設定できます。
その他、プロビジョニング中に実行するストレージ制御、ネットワーク制御、ソフトウェア
配布の設定を必要に応じて行います。

3.

[リソース] ビュー上の稼動マシンや予備マシンを [運用] ビューに登録します。
現用のマシンとして管理するマシンは、ホスト定義へ割り当てを行い、予備マシンはグ
ループプールに追加します。

上記の作業が完了すると、稼動中のマシンに障害が発生すると自動的に切り替えの処理が
行われるようになります。
また、マシン置換の操作で手動で切り替えを行うことも可能です。
SigmaSystemCenter では、次の 3 種類の切り替え方法を提供しています。
(1) イメージ復元
稼動マシンのバックアップデータを予備マシンへリストアすることで切り替えを実現しま
す。
稼動マシンのバックアップデータは、事前に DeploymentManager のバックアップ機能
を 利 用 し て 取 得 す る 必 要 が あ り ま す 。 切 り 替 え 時 、 SigmaSystemCenter は 、
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DeploymentManager の機能を利用して取得済みのバックアップデータを予備マシンへ
リストアします。
設定方法など詳細については、「1.5.3 DeploymentManager のバックアップ・リストアの
利用例」を参照してください。

稼働マシンA

稼働マシンB

業務X

稼働マシンC

予備マシン

業務Z

業務Y

業務X

リストア

管理サーバ

イメージ復元

業務X

業務Y

業務Z

フルバックアップ型ディスクイメージ

(2) SAN ブート置換
ストレージ上にある稼動マシンのディスクボリュームを予備マシンにつなぎかえることで、
切り替えを実現します。
切り替え時、SigmaSystemCenter は、ストレージ装置の LUN マスキング機能を利用し
て、稼動マシンとディスクボリュームの接続を切断し、予備マシンとディスクボリュームの
接続を行います。

稼働マシンA

稼働マシンB

稼働マシンC

予備マシン

SANブート置換

業務X

業務Y

業務Z

ストレージ
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(3) ブートコンフィグ (vIO) 置換
UUID・MAC アドレス・WWPN / WWNN など稼動マシンのハードウェア固有情報を予備
マシンに移し替え、予備マシンを稼動マシンとして振る舞わせることで、切り替えを実現
します。
移し替えの対象となる UUID・MAC アドレス・WWPN / WWNN などのハードウェア固有
情報は、複数のマシンに割り当てられるように仮想的な ID として扱えなければなりませ
ん 。 UUID ・ MAC ア ド レ ス ・ WWPN / WWNN を 仮 想 ID と し て 扱 う た め に は 、
Express5800/SIGMABLADE で提供される vIO コントロール機能を利用する必要があ
ります。
仮想の UUID・MAC アドレス・WWPN / WWNN は、ブートコンフィグと呼ばれるマシンの
プロファイル情報の 1 つとして設定されます。SigmaSystemCenter は、稼動マシンに割
り当てられたブートコンフィグの割り当てを予備マシンに変更することで、切り替えを行
います。
設定方法など詳細については、「ブートコンフィグ運用ガイド」を参照してください。

SIGMABLADE

稼働マシンA

稼働マシンB

論理マシンX

ブートコンフィグX

稼働マシンC

論理マシンY

ブートコンフィグY

予備マシン

論理マシンZ

ブートコンフィグZ

論理マシンX

ブートコンフィグX

ブートコンフィグ置換
ストレージ

6.3.2.

業務X

業務Y

業務Z

物理環境の障害について (SAN ブート環境の場合)
物理環境では、次の図のような障害が考えられます。
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SANブート環境の場合

管理サーバ
管理LAN

1.管理サーバ障害

SystemProvisioning

業務用LAN

2.連携製品障害

BMC LAN

DPM

3.管理サーバ通信障害

ＳAN

NWスイッチ

iSM/IB

4.NWスイッチ障害
6.BMC通信障害

5管理LAN通信障害
7業務LAN通信障害

マシン１

マシン2

8.マシン障害

マシン3

9.マシンHW障害予兆

10.性能障害

11.マシン複数同時障害
12.FCパス障害
13.FCスイッチ障害
FCスイッチ

14.ストレージ装置障害
ストレージ

No

障害

障害内容

障害の影響

復旧作業

SSC の対応可能

その他の可用性向上

な動作

方法など

1

管理サーバ
障害

管理サーバの
HW / OS / SSC
障害

管理中全マシ
ンの監視 /
制御不可

管理サーバ
HW交換、
OS再起動
など

－

定期的なバックアッ
プ。クラスタソフトやFT
サーバ利用による管
理サーバの冗長化

2

連携製品障
害

DPMやiSM / IB
などの障害

DPM: VM作
成不可 / パッ
チ・AP適用不
可

各製品のサ
ービス再起
動など

連携動作時に障害
を検出。

クラスタソフトによる管
理サーバの冗長化

検出時に画面上で
通知。

iSM / IB: スト
レージ制御不
可
3

管理サーバ
通信障害

管理サーバNIC
障害 / NWケーブ
ル断線

管理中全マシ
ンの監視 /
制御不可

NIC / ケー
ブルの交換

死活監視で障害を
検出。*1

管理サーバの管理
LAN・NICの冗長化

検出時にイベント
の通知や画面上で
通知を行う。
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No

4

5

障害

NWスイッチ
障害

管理LAN通
信障害

障害内容

NWスイッチの
HW障害

管理LANのNIC
障害 / NWケーブ
ル断線

障害の影響

復旧作業

SSC の対応可能

その他の可用性向上

な動作

方法など
NWスイッチの冗長化

全業務実行不
可。管理中全
マシンの監視
/ 制御不可

NWスイッ
チHW交
換・設定変
更など

死活監視で障害を
検出。*1

障害発生マシ
ンの監視 /
制御不可

NIC / ケー
ブルを交換

死活監視で障害を
検出。*1

検出時にイベント
の通知や画面上で
通知を行う。
マシンの管理LAN・
NICの冗長化

検出時、予備機へ
切り替えを行う。
また、イベントの通
知や画面上で通知
を行う。
6

BMC通信
障害

マシンのBMC・
NIC障害 / NWケ
ーブル断線

BMC経由の
電源制御 /
監視 / 診断
不可

HW障害箇
所 / ケー
ブルを交換
する

連携動作時に障害
を検出。

－

検出時に画面上で
通知。

7

業務用LAN
通信障害

業務用LAN・NIC
障害 / NWケーブ
ル断線

障害発生マシ
ンの業務実行
不可

マシンの再
起動など

－

マシンの業務用LAN・
NICの冗長化

8

マシン障害

マシンのHW / OS
障害

障害発生マシ
ンの業務実行
不可

障害発生マ
シンを予備
マシンに交
換する。

死活監視やハード
ウェア監視で障害
を検出。*1

－

OS障害原
因を取り除
く。

検出時、予備機へ
切り替えを行う。
また、イベントの通
知や画面上で通知
を行う。

9

マシンHW
障害予兆

致命的でないマシ
ンのHW障害

症状が悪化し
た場合、マシ
ン障害が発生
する可能性が
ある

障害箇所
HW交換。
マシン本体
を交換する
場合は、予
備機へ移動
が必要

ハードウェア監視
で障害を検出。

－

検出時、予備機へ
切り替えを行う。
また、イベントの通
知や画面上での通
知を行う。
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No

10

障害

障害内容

性能障害

マシンが高負荷
や容量不足の状
態

障害の影響

高負荷や容量
不足による業
務遅延、実行
不可

復旧作業

－

SSC の対応可能

その他の可用性向上

な動作

方法など

性能監視で障害を
検出。

－

検出時、イベントの
通知や画面上で通
知を行う。
また、ポリシーアク
ションによる対処も
可能。

11

マシン複数
同時障害

電源などの共有
装置障害 (ブレー
ドの場合) や停電
による複数マシン
の停止

停止したマシ
ン上の業務実
行不可

電源などの
共有装置を
交換、停電
復旧後に起
動

死活監視で障害を
検出。*1

電源装置の冗長化、
UPSの導入

検出時にイベント
の通知や画面上で
通知を行う。

12

FCパス障
害

マシンのHBA障
害 / FCケーブル
断線

障害発生マシ
ン上の業務実
行不可

HBA / FC
ケーブルの
交換

－

HBA冗長化

13

FCスイッチ
障害

FCスイッチ障害

全業務実行不
可

FCスイッチ
の交換

－

FCスイッチ冗長化

14

ストレージ
装置障害

ストレージのポー
ト / コントローラ
/ ディスク障害

全業務実行不
可

ストレージ
障害箇所の
交換。デー
タがなくなっ
た場合は、
システム再
構築が必要

－

ポート / コントローラ
の冗長化。ディスクを
冗長性のあるRAIDレ
ベルで構成する

*1

死活監視は、該当箇所の障害の影響により発生する現象を障害として検出します。そのため、該当箇所の障害
を明示的に特定して検出することはできません。詳細については、「2.4 死活監視」を参照してください。

6.3.3.

障害時のポリシー動作 (SAN ブート環境の場合)
下記表では、標準ポリシー (N+1) の環境において、「6.3.2 物理環境の障害について
(SAN ブート環境の場合)」で説明した発生した場合の標準ポリシー (N+1) をベースに作成
したポリシーの動作について、説明します。
下記表の障害時の既定動作では、検出イベントに設定された復旧アクションの動作について
説明します。

No

障害

検出イベント (ポリシー

障害の検出動作概要

規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作概要
(一部のイベントについては、デフォルト値
から変更)

1

管理サーバ
障害

なし

なし

なし
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No

障害

検出イベント (ポリシー

障害の検出動作概要

規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作概要
(一部のイベントについては、デフォルト値
から変更)

2

3

4

5

6

連携製品
障害

管理サーバ
通信障害

NWスイッ
チ障害

管理LAN通
信障害

BMC通信
障害

なし

マシンアクセス不可能
障害

マシンアクセス不可能
障害

マシンアクセス不可能
障害

なし

各製品を使用する処理で
マネージャへのアクセス
不可を検出

障害イベントは検出されないので、ポリシ
ーによる復旧処理は実行されない。

障害により管理サーバか
ら障害発生マシンへアク
セスできなくなるため、死
活監視のアクセス不可障
害を検出

障害情報のメール通報とイベントログ出力
が行われ、障害発生マシンのステータス
を故障状態に変更される。

障害により管理サーバか
ら障害発生マシンへアク
セスできなくなるため、死
活監視のアクセス不可障
害を検出

障害情報のメール通報とイベントログ出力
が行われ、障害発生マシンのステータス
を故障状態に変更される。

障害により管理サーバか
ら障害発生マシンへアク
セスできなくなるため、死
活監視のアクセス不可障
害を検出

障害情報のメール通報とイベントログの出
力が行われ、障害発生マシンのステータ
スを故障状態に変更される。

BMCを使用する処理で
BMC利用不可を検出

障害イベントは検出されないので、ポリシ
ーによる復旧処理は実行されない。

管理コンソールのダッシュボードやサブシ
ステムで障害マネージャ情報が表示され
る。

復旧アクションとしてマシン置換が実行さ
れるが、障害発生マシンと予備マシンと通
信できないため、失敗する。

復旧のアクションとしてマシン置換が実行
されるが、障害マシンと予備マシンと通信
できないため、失敗する。

復旧のアクションとしてマシン置換が実行
される。障害発生マシンと通信できない状
態になっているが、BMCによる強制的な
電源オフにより、予備マシンへの切り替え
が成功する可能性がある。

管理コンソールのマシン詳細設定でOOB
管理接続不可状態が表示される。
7

業務LAN通
信障害

なし

なし

なし

8

マシン障害

マシンアクセス不可能
障害

マシンアクセス不可能障
害

CPU温度異常

障害により管理サーバか
ら障害発生マシンへアク
セスできなくなるため、死
活監視のアクセス不可能
障害を検出

障害情報のメール通報とイベントログ出力
が行われ、障害発生マシンのステータス
を故障状態に変更される。

ファン / 冷却装置異常
(復旧不能)
電圧異常 (復旧不能)
筐体温度異常 (復旧不
能)

CPU温度異常、ファン /
冷却装置異常 (復旧不
能)、電圧異常 (復旧不
能)、筐体温度異常 (復
旧不能)

復旧のアクションとしてマシン置換が実行
され、予備マシンへの切り替えが行われ
る。障害発生マシンのシャットダウンがで
きない場合は、マシン置換処理中に強制
OFFが実行される。

ESMPRO/ServerAgent、
またはOOB管理経由で
HW障害を検出する
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No

障害

検出イベント (ポリシー

障害の検出動作概要

規則名)

障害時のポリシーなどの既定動作概要
(一部のイベントについては、デフォルト値
から変更)

9

マシンHW
障害予兆

HW予兆：ファン / 冷却
装置異常
HW予兆：電圧異常

ESMPRO/ServerAgent、
またはOOB管理経由で
HW障害を検出する

障害情報のメール通報とイベントログ出力
が行われ、障害発生マシンのステータス
を故障状態に変更される。
復旧のアクションとしてマシン置換が実行
され、予備マシンへの切り替えが行われ
る。障害発生マシンのシャットダウンがで
きない場合は、マシン置換処理中に強制
OFFが実行される。

HW予兆：電圧装置異
常
HW予兆：冷却水漏れ
HW予兆：筐体温度異
常
10

性能障害

任意の通報、カスタム通
報 (通報元が
SystemMonitorPerfの
イベントを設定)

SystemMonitor性能監視
による障害発生マシンの
性能情報の閾値監視で、
異常を検出

ポリシーにより、任意のアクションが実行
されるように、ポリシー規則を設定する必
要があります。

11

マシン複数
同時障害

マシンアクセス不可能
障害

障害により管理サーバか
ら障害発生マシンへアク
セスできなくなるため、死
活監視のアクセス不可障
害を検出

障害情報のメール通報とイベントログ出力
が行われ、障害発生マシンのステータス
を故障状態に変更される。
復旧のアクションとしてマシン置換が実行
され、予備マシンへの切り替えが行われ
る。複数同時障害の原因によっては、予
備マシンも利用できない状態になっている
可能性がある。
また、予備マシンの台数が限られているた
め、すべての障害発生マシンを復旧でき
ない。

12

FCパス障
害

12

FCスイッチ
障害

13

ストレージ
置換障害

なし

なし

なし
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付録 A

用語集

英数字
ACPI

"Advanced Configuration and Power Interface" の略で、コン
ピュータの電力制御に関する規格です。OS主導による細部にわ
たった電力制御を可能とするものです。

ACPI シャットダウン

ACPIを利用して、OSのシャットダウンを行います。シャットダウン
を行うには装置の電源ボタンを押した際にシャットダウンが実行
されるようにOSに設定がされている必要があります。

BMC

"Baseboard Management Controller (ベースボードマネージメ
ントコントローラ)" の略です。

CLARiX

EMC社の製品であるストレージの名称です。

CLI

"Command Line Interface (コマンドラインインターフェース)" の
略です。

CSV
(Cluster Shared Volumes)

Windows Server 2008 R2以降でHyper-Vのために実装された
複数のサーバから同時にアクセスできるファイルシステムです。
Live Migrationを行う場合、使用することが推奨されている機能
になります。

DataCenter

仮想マシンサーバを束ねる役割を持ちます。
vCenter Server環境を管理する場合には、vCenter Serverの
DataCenterと対応しています。vCenter Serverのクラスタは、
SigmaSystemCenterではDataCenterと同等に扱います。
Xen環境を管理する場合には、Pool配下にDataCenterを1つの
み作成できます。Hyper-Vクラスタ環境を管理する場合には、ク
ラスタ登録時に1つのみ作成され、追加も削除もできません。
Hyper-V単体環境、またはKVM環境を管理する場合には、
DataCenterの作成、削除が可能です。

Data ONTAP

NetApp社のストレージに搭載されるOSの名称です。

DHCP サーバ

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

マスタVMから作成した基礎イメージをもとに、仮想マシンを作成
します。Differential Cloneで作成した仮想マシンは、基礎イメー
ジとの差分情報のみを保持します。

Disk Clone

マスタVMから作成した基礎イメージをそのままコピーして仮想マ
シンを作成します。

DPM

"DeploymentManager" の略です。SystemProvisioningからの
指示により、管理対象マシンへOS、アプリケーション、パッチなど
のソフトウェアの配布、更新やファイル配信、マシンの起動、停止
を行います。

DPM クライアント

DPMのコンポーネントです。
DPMで管理対象マシンを管理するために、DPMの管理対象マ
シンにインストールします。

DPM コマンドライン

DPMのコンポーネントです。
DPMの管理対象マシンの状況確認や処理をコマンドラインから
入力して実行できる機能です。

DPM サーバ

DPMのコンポーネントです。
DPMの管理対象マシンの管理を行います。
DPMのWebコンソールからの指示により、DPMの管理対象マシ
ンへ処理を実行します。

ESMPRO/ServerManager
ESMPRO/ServerAgent

Express5800シリーズに標準添付のサーバ管理ソフトウェアで
す。SigmaSystemCenterは、管理対象マシンが物理マシンの場
合にESMPRO/ServerManagerを介してマシンを監視します。

ESX

仮想マシンを実現するVMware社の製品です。

ESXi

スタンドアロン環境で仮想マシンを実現できるVMware社の製品
です。
vCenter Serverを介して管理することも、SystemProvisioningか
ら直接管理することもできます。SystemProvisioningから直接管
理されるESXiを "スタンドアロンESXi" と呼びます。また、ESXi
の管理・運用形態について、vCenter Serverを使用した運用を
"vCenter Server環境での運用"、SystemProvisioningから直接
管理する運用を "スタンドアロン環境での運用" と呼びます。

FASxxxx シリーズ

NetApp社の製品であるストレージの名称です。

Full Clone

マスタVMから作成した仮想化基盤製品の標準テンプレートをも
とに、仮想マシンを作成します。

HBA

"Host Bus Adapter" の略です。FibreChannelコントローラを指
します。
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HW Profile Clone

マスタVMから取得したHW Profile情報をもとに空VMを作成し、
DPMの機能を利用して基礎イメージをリストアすることで仮想マ
シンを作成します。

Hyper-V

Microsoft社の仮想化技術を指します。Windows Server 2008以
降の一部のエディションに標準で組み込まれています。

Hyper-V クラスタ

クラスタ化されたHyper-Vを表します。SigmaSystemCenterで
は、Windows Server 2008 R2以降でのみ、この構成をサポート
します。

Hyper-V 単体

クラスタ化されていないHyper-Vを表します。

Hyper-V マネージャ

Microsoft社の標準のHyper-V管理コンソールです。

IIS

"Internet Information Services" の略で、Microsoft社が提供す
るインターネットサーバ用ソフトウェアです。

IPMI

"Intelligent Platform Management Interface (インテリジェントプ
ラットフォームマネージメントインターフェース)" の略です。装置
に対して、センサ情報の取得、電源操作、装置のログを取得する
インターフェースを提供します。

InterSecVM/LB

NECが提供する仮想アプライアンス版のロードバランサです。
VMwareとHyper-Vの仮想マシン上に利用することができます。

iptables

Linux OS上で利用可能なパケットフィルタリング、およびネットワ
ークアドレス変換 (NAT) 機能を備えたソフトウェアパッケージで
す。

iStorage

NECストレージ製品の名称です。

iStorageManager

iStorage用管理ソフトウェアの総称です。SystemProvisioningが
ストレージの制御のために使用します。

Linux Virtual Server

Linux OS上で利用可能なロードバランサのソフトウェアパッケー
ジです。

MAC アドレス

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

MSFC

Microsoft社のWindows Server 2008以前のEnterprise Edition
以上、およびWindows Server 2012 Standard Edition以上に含
まれているクラスタ機能です。Windows Server 2008 R2
Hyper-Vの仮想マシンをLive Migrationする場合、必須の機能と
なります。

(Microsoft Failover Cluster)
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Migration

Migrationは、共有ディスク上に存在する仮想マシンを別の仮想
マシンサーバに移動します。仮想マシンの電源がオンの場合、稼
動状態のままライブマイグレーションします。 (Hot Migration)。
仮想マシンの電源がオフの場合は、電源オフの状態のまま移動
します (Cold Migration)。電源オンの状態の仮想マシンをサス
ペンド状態にして移動させる方法は、Quick Migrationと呼びま
す。

NetvisorPro V

ネットワーク運用管理ソフトウェアです。SystemProvisioningが
ネットワークデバイスの制御や構成把握のために使用します。

Nexus 1000V

Cisco社が提供する仮想マシン アクセス スイッチです。
Cisco NX-OS オペレーティングシステムを実行するVMware
vSphere環境用のインテリジェント ソフトウェア スイッチとして実
装されています。

NIC

"Network Interface Card" の略で、LAN接続用のアダプタを指
します。

OOB

"Out-of-Band (アウトオブバンド)" の略です。ハードウェア上で
動作しているソフトウェアとの通信ではなく、直接ハードウェアに
対して管理、操作を行う管理方法です。

OpenFlow

通信ネットワークを構成するネットワーク機器を1つの制御装置
で集中管理し、複雑な転送制御や柔軟なネットワーク構成の変
更を可能にする技術です。

OS クリアインストール

DeploymentManagerが提供する機能です。Linux OSの新規
(クリア) インストールを行うことができます。
SigmaSystemCenterでは、仮想マシンサーバプロビジョニング
の運用で使用します。

P-Flow

"ProgrammableFlow" の略です。

PCI スロット

PCIカードをマザーボードに装着するための差し込み口です。

PET

"Platform Event Trap" の略です。
BIOSやハードウェアで発生したイベントをSNMPトラップで利用
して、BMCなどから直接通報するものです。

PFC

"ProgrammableFlow Controller" の略です。

ProgrammableFlow

OpenFlowをベースにNECが独自に研究開発したアーキテクチ
ャです。

ProgrammableFlow Controller

ProgrammableFlowに対応したコントローラの総称です。
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PVM サービス

SigmaSystemCenterのコンポーネントである
SystemProvisioningのサービスです。
サービス名は、PVMServiceです。

PXE ブート

PXEは、"Preboot eXecution Environment" の略です。LANボ
ードに搭載されているPXE (ネットワーク規格) を利用したネット
ワーク経由でプログラムを起動するブート方法です。DPMでマシ
ンの検出やソフトウェアの配信を行うために利用します。

RMCP / RMCP+

"Remote Management Control Protocol (リモートマネージメン
トコントロールプロトコル)" の略です。IPMIの命令をリモートから
ネットワークを介して実行するプロトコルです。UDPを使います。

SAN

"Storage Area Network" の略です。ストレージ専用のネットワ
ークを設けて、マシンにストレージを提供します。

SEL

"System Event Log" の略です。システムで発生したイベントの
ログのことです。

SMI-S

SMI-S (Storage Management Initiative - Specification)、SNIA
(Storage Networking Industry Association) が策定したストレ
ージに関する標準規格です。

SNMP Trap (SNMP トラップ)

SNMP (Simple Network Management Protocol、簡易ネットワ
ーク管理プロトコル) における通信で、SNMPエージェントがイベ
ントをマネージャに通知することです。

SQL Server

Microsoft社が提供している、リレーショナルデータベースを構
築・運用するための管理ソフトウェアです。SigmaSystemCenter
は、システムの構成情報を格納するデータベースとしてSQL
Serverを使用します。

SYMCLI

EMC社製Symmetrixを管理するためのコマンドラインインターフ
ェースです。

Symmetrix

EMC社の製品であるストレージの名称です。

Sysprep

Microsoft社が提供するWindows OSを展開するためのツールで
す。

SystemMonitor 性能監視

マシンリソースの使用状況などを監視するSigmaSystemCenter
のコンポーネントです。性能障害発生時には
SystemProvisioningに通報することも可能です。

SystemProvisioning

SigmaSystemCenterの中核となるコンポーネントです。管理対
象マシンの構築、構成情報の管理、構成変更、マシン障害時の
自律復旧などを行います。

付録
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UC

Universal Connectorの略です。SigmaSystemCenterのWebコ
ンソールやコマンド、外部コンポーネントとの接続を行います。

VC

vCenter Serverの略です。

vCenter Server

複数のESX、およびその上に構成された仮想マシンを統合管理
するためのVMware社の製品です。

(旧称: VirtualCenter)

本書では、vCenter Serverも含めた総称として使用します。

vCloud Networking and Security

VMware社の仮想アプライアンス製品です。

(旧称: vShield)

仮想ファイアウォール、VPN、ロード バランシング、VXLANによ
る拡張ネットワークなどの幅広いサービスを提供します。

vSphere Client

仮想マシン、および仮想マシンのリソースとホストの作成、管理、
監視を行うユーザインタフェースを備えたVMware社の製品で
す。

( 旧 称 : Virtual Infrastructure
Client)
VLAN

物理的なネットワーク構成とは別に、論理的なネットワーク構成
を構築し、ネットワークを複数のブロードキャストドメインに分割す
る技術です。

VM

"Virtual Machine" の略です。仮想マシンと同じです。「仮想マシ
ン」の項を参照してください。

VMFS

"Virtual Machine File System" の略です。SystemProvisioning
ではVMFSをVMFSボリュームという意味でも使用しており、その
場合は、Virtual Infrastructure Clientの管理画面のDataStores
項目に相当します。
VMFSボリュームとは、仮想マシンの仮想ディスクなどを格納す
るためのボリュームです。

VMS

"Virtual Machine Server" の略です。仮想マシンサーバと同じで
す。「仮想マシンサーバ」の項を参照してください。

VM サーバ

仮想マシンサーバを指します。

VNX

EMC社の製品であるストレージの名称です。

VXLAN

「VXLAN Network Identifier」と呼ばれる24ビットのVXLAN IDを
活用して、レイヤ2の通信をレイヤ3 (ネットワーク層) でトンネリ
ングすることで、ブロードキャストドメインを延長する技術です。
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Web コンソール

Webコンソールには、SigmaSystemCenterのWebコンソールと
DPMのWebコンソールの2種類があります。本書で、Webコンソ
ールと記載している場合、SigmaSystemCenterのWebコンソー
ルを指します。SigmaSystemCenterのWebコンソールは、ブラ
ウザからSigmaSystemCenterの設定や運用を行うものです。
DPMのWebコンソールは、ブラウザからDPMサーバを操作する
ものです。

WOL (Wake On LAN)

LANで接続されたコンピュータを他のコンピュータからネットワー
クを通じて電源オンする機能です。DPMで、リモート電源オンす
る際に利用します。

WWN

"World Wide Name" の略です。
Host Bus Adapterに固有に割り当てられる識別コードを指しま
す。

XenCenter

複数のXenServer、およびその上に構成された仮想マシンを統
合管理するためのCitrix社の製品です。

XenServer

仮想マシンを実現するCitrix社の製品です。

XenServer Pool Master

複数のXenServerをPoolとして統合的に管理するときに、通信
拠点として指定するXenServerを指します。

あ
イメージビルダ

DPMのツールです。
パッケージやディスク複製OSインストール用のディスク複製用情
報ファイルを作成し、DPMサーバへ登録します。

か
仮想サーバ管理オプション

SigmaSystemCenter Standard Edition、およびBasic Editionに
仮想マシン管理機能を追加するためのオプションです。

仮想マシン

仮想マシンサーバ上に仮想的に実現されたマシンを指します。

仮想マシンサーバ

仮想マシンを実現するためのサーバを指します。
SystemProvisioningでは、VMware ESX、ESXi、Citrix
XenServer、Microsoft Hyper-V、Red Hat KVMを管理対象とす
ることができます。
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仮想マネージャ

DataCenterを束ねる役割を持ちます。スタンドアロンESXi、また
はHyper-Vを管理する場合には、[仮想] ビュー から仮想マネー
ジャを作成します。vCenter Server環境、Xen環境、Hyper-Vクラ
スタ環境、またはKVM環境を管理する場合には、それぞれ、
vCenter Server、XenServer Pool Master、またはHyper-Vクラ
スタが仮想マネージャとなります。

稼動

SigmaSystemCenterでホストにマシンを割り当て、グループに
登録した状態を指します。

監視対象マシン

SystemMonitor性能監視により監視されているマシンです。

管理サーバ

SystemProvisioningがインストールされたサーバです。

管理対象マシン

SystemProvisioningで管理対象とするマシンです。

共通プール

どの運用グループにも属していないプールです。

共通プールマシン

共通プールに所属する管理対象マシンです。一定の条件が満た
された場合、マシンの構成変更に使用されます。

共有ディスク

複数のマシンで共有できるディスクボリュームを指します。

グループ

SystemProvisioningは、運用時にマシンをグループ単位で管理
します。グループ管理により、マシン管理の負担を軽減し、運用
コストを削減することができます。このような同じ用途で使用する
マシンの集合を運用グループと呼びます。SystemProvisioning
で、"グループ" という場合、"運用グループ" を指します。
また、SystemProvisioningでは、管理対象マシンをリソースとし
て管理します。Webコンソールの [リソース] ビューでは、管理対
象マシンを分類表示するためのグループを作成することができま
す。こちらは、"リソースグループ" と呼びます。

構成情報データベース

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

さ
閾値

SigmaSystemCenterに含まれるESMPROやSystemMonitor性
能監視などの監視製品は、管理対象のデータと閾値を比較し
て、異常/正常状態を判断しています。

シナリオ

OS、アプリケーションのインストールに関する実行処理が集約さ
れたファイルです。DPMで作成します。SystemProvisioningで
は、DPMで作成したシナリオを、管理対象のマシンにアプリケー
ション、ミドルウェア、パッチなどを配布するために使用します。

SigmaSystemCenter 3.3 リファレンスガイド 概要編
704

スイッチ

本書では、NetvisorPro Vで管理するスイッチ、VLAN機能を提供
するスイッチ機器の総称として使用します。

スケールアウト

同一機能のマシンの数を増やすことで、マシン群全体のパフォー
マンスを向上させること。スケールアウトした場合、マシン群の各
マシンが連携して動作することになるため、メンテナンスや障害
発生時にもサービスを完全に停止させる必要がありません。

スタンドアロン ESXi

VMware vCenter Serverを使用しないで、SystemProvisioning
から直接管理されるESXiを指します。

スマートグループ

管理対象マシンの検索条件を保持する論理的なグループです。
検索条件に合致する管理対象マシンが検索できます。
また、電源状態など、逐次変化するステータス情報を検索条件と
して設定することもできます。

ソフトウェアロードバランサ

一般のOS上で動作するソフトウェアで実現されたロードバランサ
のことをいいます。専用のハードウェアを購入しなくても、ロード
バランサの機能が利用できるところにメリットがあります。

た
タスクスケジューラ

Windows OSに標準で用意されているプログラムの自動実行ユ
ーティリティです。タスクスケジューラを利用することにより、設定
したプログラムを設定した時間に自動で実行することができま
す。

タグクラウド

管理対象マシンの様々な情報を "タグ" として分類・集計し、管
理対象マシン全体の情報を "タグの集合" として視覚的に表示
する機能です。
また、"タグ" を選択することで、そのタグに分類されたマシンの
みを絞り込むことができます。

ディスクボリューム

SigmaSystemCenterでは、複数の物理ディスクから構築され、
OSから1つのディスクとして認識される論理ディスクを指します。
iStorageでは、"LD"、EMC社製ストレージでは、"論理ディスク"
と呼ばれます。

ディスク複製 OS インストール

DeploymentManagerが提供する機能です。バックアップ / リス
トア機能とSysprepを利用した固有情報反映機能を組み合わせ
て、マシンのクローニング (複製) を行うことができます。
SigmaSystemCenterでは、リソース割り当てやスケールアウト、
マシン置換、用途変更といった運用で使用します。また、HW
Profile Clone方式で仮想マシンを作成する場合に使用します。
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展開型ディスクイメージ

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

統合サービス

Hyper-V上の仮想マシンにインストールするコンポーネントです。
性能向上、および付加機能の使用ができるようになります。

は
復旧処理設定

イベントが発生した際に行う復旧処理を定めた設定です。
SystemProvisioningでは、ポリシーと呼びます。

配布ソフトウェア

SigmaSystemCenterでは、マシン稼動や置換などの構成変更
の際に使用する設定を配布ソフトウェアと呼びます。以下の4種
類があります。
▪ シナリオ
▪ テンプレート
▪ ローカルスクリプト
▪ ファイル

パワーサイクル

いったん、マシンの電源をオフにした後、再度、オンにする操作で
す。

プール

稼動前のマシンを即座に稼動できる状態で管理するグループの
概念を指します。

プールマシン

グループで構成変更のためにプールで待機しているマシンです。

物理マシン

実体を持つハードウェアマシンの総称です。
物理マシンは、一般マシン、ブレードサーバ、および仮想マシン
サーバを含みます。

プライマリ NIC

SystemProvisioning管理対象マシンの管理に使用するネットワ
ークに接続するNICです。Wake On LANにより起動する設定を
行ったNICです。

フルバックアップ型ディスクイメージ

マシンをそのままの内容でバックアップしたイメージです。

ポリシー

"マシンで障害が発生した場合、どのような処理を自動実行する
のか" といった障害時の復旧処理設定を指します。
SystemProvisioningでは、ESMPRO/ServerManager、
vCenter Serverなどの仮想マシン基盤、Out-of-Band
Management管理機能、およびSystemMonitor性能監視が検出
したマシンの障害に対し、復旧処理を設定できます。
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ま
マシン

SigmaSystemCenterで管理できる物理マシン / 仮想マシンの
総称です。

マスタ VM

仮想マシンを作成するためのテンプレートの作成元とする仮想マ
シンです。

マスタマシン

作成元とするマシン1台を構築し、そのマシンのイメージを他のマ
シンにクローニング (複製) することにより、複数のマシンを同じ
構成で作成することができます。この作成元となるマシンをマスタ
マシンと呼びます。

メンテナンスモード

マシンのメンテナンス作業中など、障害通報を無視したいときに
使用するモードです。メンテナンスモードに設定したマシンで障害
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。

ら
ローカルスクリプト機能

.bat形式の実行可能ファイル (ローカルスクリプトと呼びます。)
をSigmaSystemCenter管理サーバ上で実行する機能です。管
理対象マシン稼動や用途変更、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
合に使用します。

論理マシン

SigmaSystemCenterは、ハードウェアの機能によってMACアド
レスやWWN、UUIDなどを仮想化したマシンを論理マシンとして
扱います。論理マシンは、もともと装置に設定されたIDを持つ物
理マシンと関連付けて管理します。
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改版履歴
第 2 版 (2014.8): Update1 での機能強化に関する記載を追加して改版
ユーザ管理機能の機能強化による記載追加、および修正
1章

「1.1.3 ロール (システム) ‐設定項目の詳細‐」
「1.1.12 各ロールの権限について」
「1.1.15 LDAPサーバの利用」

カスタムプロパティ機能追加による記載追加
1章

「1.1.8 ロール (リソース) ‐設定項目の詳細‐」
「1.1.12 各ロールの権限について」
「1.6.4 変数の定義方法 (カスタムプロパティ)」

ソフトウェア配布機能強化による記載追加、および修正
1章

「1.3.5 指定ソフトウェア配布」
「1.4.1 イメージ展開の概要」
「1.4.11 システムカスタマイズシナリオ」

3章

「3.2.6 仮想マシンのインポートとエクスポート」

依存関係機能強化による記載追加、および修正
1章

「1.9 依存関係による起動 / 停止順序の制御について」
「1.9.1 起動 / 停止の実行順序」
「1.9.2 各種設定」

VMware 連携機能強化による記載追加、および修正
2章

「2.2.2 ポリシー制御の対象イベントについて」

ポリシー機能の機能強化による記載追加、および修正
2章

「2.2.3 ポリシーアクション」
「2.2.6 イベントやアクション情報のイベントログ出力とメール通報」

Red Hat Enterprise Linux 7 KVM サポートによる記載追加、および修正
3章

「3.1.9 KVM環境」

仮想環境管理機能強化による記載追加、および修正
3章

「3.3 仮想マシンに割り当てるデバイスのカスタマイズ」
「3.3.9 拡張ディスクの設定」
「3.3.11 仮想化基盤別の固有設定 (構成パラメータ設定)」
「3.3.16 ゲストOS上で認識される拡張ディスクの識別方法」

VM 最適配置機能強化による記載追加、および修正
3章

「3.12.2 VM最適配置」
「3.12.3 VM退避」
「3.12.4 VM最適配置の条件」
「3.12.9 VM配置制約について」
「3.12.10 Pin制約」

709

付録 B 改版履歴
「3.12.12 EQ制約」
「3.12.13 EQ制約の利用例」
「3.12.14 NE制約」
「3.12.15 NE制約の利用例」
「3.12.17 各制約の複合設定」
「3.12.18 制約グループ」
「3.12.19 配置制約の整合性確認」
ストレージ管理機能強化による記載追加、および修正
5章

「5.1.1 ストレージの管理の概要」
「5.3.3 ディスクボリューム」
「5.3.7 グループ / モデル / ホスト」
「5.4.1 SigmaSystemCenterのディスクボリュームの接続制御の概要」
「5.6.6 ストレージトポロジの閲覧」



第 1 版 (2014.2): 新規作成
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付録 C

ライセンス情報

本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンス条件の詳
細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してください。また、GPL / LGPL に基づきソース
コードを開示しています。当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合
わせください。
<SigmaSystemCenter インストール DVD>¥doc¥OSS
▪ 本製品には、Microsoft Corporation が無償で配布している Microsoft SQL Server Express を含んでい
ます。使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細につきましては、以下の
LICENSE ファイルを参照してください。
<Microsoft SQL Server Express をインストールしたフォルダ>¥License Terms
▪ Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a
Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ for more
details.
▪ This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.
▪ Copyright 2005 - 2010 NetApp, Inc. All rights reserved.
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