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マニュアルの購入方法
このマニュアル，および関連するマニュアルをご購入の際は，
巻末の「ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内」をご参
照ください。

■対象製品
●適用 OS：Windows XP Home Edition，Windows XP Professional，Windows 2000 Professional，Windows
2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard Edition，Windows Server
2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise
Edition，Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，Windows Vista Ultimate，Windows Server
2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise，Windows Server 2008 Standard without Hyper-V，
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
P-2418-6281 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 08-65
●適用 OS：Windows XP Home Edition，Windows XP Professional，Windows 2000 Professional，Windows
2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard Edition，Windows Server
2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise
Edition，Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，Windows Vista Ultimate
P-2418-6381 JP1/ServerConductor/Server Manager 08-21
●適用 OS：Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard
Edition，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows
Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise，
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V，Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
P-2418-6581 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus 08-21
●適用 OS：Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard
Edition，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows
Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Server 2003 Standard x64 Edition，Windows Server 2003
Enterprise x64 Edition，Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise
x64 Edition，Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise
P-2418-6A81 JP1/ServerConductor/Agent 08-60
P-2418-6B81 JP1/ServerConductor/Advanced Agent 08-60
●適用 OS：Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems 日本語版，Windows Server
2008 for Itanium-based Systems 日本語版
P-2818-6A81 JP1/ServerConductor/Agent 08-50
P-2818-6B81 JP1/ServerConductor/Advanced Agent 08-50
●適用 OS：Red Hat Enterprise Linux ES 3，Red Hat Enterprise Linux AS 3，Red Hat Enterprise Linux AS 3
（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4，Red Hat Enterprise Linux AS 4，Red Hat
Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
，Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）
，Red Hat
Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat
Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86）
P-9S18-6A81 JP1/ServerConductor/Agent 08-60
P-9S18-6B81 JP1/ServerConductor/Advanced Agent 08-60
●適用 OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF），Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF）
，Red Hat
Enterprise Linux 5（IPF），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（IPF）
P-9V18-6A81 JP1/ServerConductor/Agent 08-51
P-9V18-6B81 JP1/ServerConductor/Advanced Agent 08-51
●適用 OS：HP-UX11i Version 2.0（IPF）
，HP-UX11i Version 3.0（IPF）
P-1J18-6A81 JP1/ServerConductor/Agent 08-11
P-1J18-6B81 JP1/ServerConductor/Advanced Agent 08-10

■輸出時の注意
本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご
確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標類
AMD は，Advanced Micro Devices,Inc. の商標です。
Ethernet は，米国 Xerox Corp. の商品名称です。
HP-UX は，米国 Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorer は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標で
す。
Itanium は，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標
です。
Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国 Sun Microsystems,Inc.
の商標または登録商標です。
LANDesk は，米国およびその他の国における LANDesk Group, Ltd とその子会社の商標または登録商標で
す。
Linux は，Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Microsoft, Hyper-V は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標
です。
Microsoft Access は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Microsoft Internet Information Server は，米国 Microsoft Corp. の商品名称です。
NetIQ,AppManager,Knowledge Scripts,Work Smarter とそれらに関連するロゴは，NetIQ Corporation の
米国及び他の国々での商標もしくは登録商標です。
Netscape は，米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation の登録商標です。
Netscape(R) Communicator は，Netscape Communications Corporation の商標です（一部の国では，登録
商標となっています）。
Netscape(R) Enterprise Server は，Netscape Communications Corporation の商標です（一部の国では，
登録商標となっています）
。
PA-RISC は，米国 Hewlett-Packard Company の商標です。
Red Hat は，米国およびその他の国で Red Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
Sun，Sun Microsystems，Java は，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標ま
たは登録商標です。
UNIX は，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標
です。
VMware, Virtual SMP, VMotion は，VMware, Inc. の米国および各国での登録商標または商標です。
Windows は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Windows NT は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Windows Server は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vista は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
X Window System は，米国 X Consortium, Inc. が開発したソフトウェアです。
JP1/ServerConductor は LANDesk(R) Server Manager software の技術を利用しています。

■発行
2006 年 6 月（第 1 版）3020-3-L52
2009 年 5 月（第 10 版）3020-3-L52-90

■著作権
All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, 2009, Hitachi, Ltd.

変更内容
変更内容 (3020-3-L52-90) JP1/ServerConductor/Blade Server Manager
追加・変更内容

08-65
変更個所

管理対象として仮想化プラットフォームのサーバをサポートしまし
た。

1.2(14)，3.9.2(4)，5.1.1(3)，
5.2，5.2.5，7.2.4，18.3.1，
20.3.3(2)，20.3.5(5)，20.7.5(1)，
20.7.7(2)，20.7.7(3)，20.10.2，
20.10.3，20.11.3，24，
25.3.2(5)，25.3.2(6)，25.3.2(7)，
25.4.2，付録 G

BSM Plus をインストールする際の注意事項を追加しました。

3.2.2(3)

インストールの実行パスに関する説明を追加しました。

3.2.4(2)

Web コンソールサービスに関する注意事項を追加しました。

3.15.6

グルーピングに関する注意事項を追加しました。

12.1.2

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

08-60

追加・変更内容

変更個所

管理対象として BS2000 をサポートしました。

1.2(1)，13.2(2)，16.2.2(1)，
18.2(1)，18.3.1，22.2.2(2)(a)，
22.9.2(2)，25.5(2)

次のポート番号の説明を追加しました。
20079，21001

3.6.1

［障害監視 詳細設定］ダイアログボックスの「障害発生時処理」の説
明を追加しました。

3.16.4(2)(a)，3.16.4(3)(b)

ウォッチドッグタイマの監視周期を変更しました。

7.10.2

電源制御の方式の説明を追加しました。

10.1.2

BS2000 の場合の電源制御に関する説明を追加しました。

10.1.3，10.3，23.3.6(2)(e)

BS2000 の場合のリモートコンソールに関する説明を追加しました。

11.1(3)，11.5

BS2000 の場合のランプ制御に関する説明を追加しました。

11.1(4)，11.6

［ホスト登録］ダイアログボックスを変更しました。また，「種別」
の表示項目を変更しました。

13.1(3)，13.2(1)，19.7.3(1)(g)，
19.7.3(2)(c)，23.3.9(1)

サーバシャーシの登録に関する説明を追加しました。

13.2(1)

ホストグループ割り当て定義ファイルの次の項目に，BS2000 の場
合の説明を追加しました。
サーバモジュールスロット番号または I/O モジュールスロット番号，
HBA ポート番号

19.5.2(2)(a)，23.3.12(3)

HBA 搭載の PCIe スロット番号の付与規則を追加しました。また，
サーバシャーシ背面図を追加しました。

19.5.2(2)(b)，19.5.2(2)(c)

追加・変更内容

変更個所

BS2000 の場合の N+M コールドスタンバイに関する説明を追加しま
した。

20.1.2，20.2.1，20.2.4，20.2.5，
20.2.5(10)，20.2.6(1)，
20.2.6(3)，20.3.2(1)，20.3.3(2)，
20.3.3(6)，20.3.5(2)，20.5.1(1)，
20.7.5(1)，20.7.6(3)，20.8.1，
20.8.4，20.10.3

あとから N+1 切り替え処理を実行するマネージャサービスに対して
通知する，警告アラートの条件を変更しました。

20.6.1

BS2000 の場合のラック管理に関する説明を追加しました。

21.1，21.2(1)，21.2(2)，
21.3.2(1)，21.3.2(2)

BS2000 の場合の HVM 構成管理に関する説明を追加しました。

22.2.1，22.2.2(2)

クローニング先に指定するサーバシャーシに関する注意事項を追加
しました。

22.6.4

BS2000 の場合の LPAR 上で稼働しているサーバに関する説明を追
加しました。

23.3.13(6)

一つの IP アドレスを複数の機器へ登録した場合の注意事項を追加し
ました。

25.3.2(8)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容 (3020-3-L52-80)

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

08-55

追加・変更内容
クライアント PC 管理機能の提供を終了したため，クライアント PC に関する記述を削除しました。
管理対象として BladeSymphony SP をサポートしました。
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager のマネージャサービス，およびアラートアクションサービ
スで Windows Vista をサポートしました。
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager で Windows Server 2008 をサポートしました。
Windows Server 2008 サポートに伴い，
「MSCS」「MSCS のクラスタアドミニストレータ」の表記を変
更しました。
BSM および BSM Plus のアンインストール時の注意事項を一つ追加しました。
Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを追加しました。
環境設定ユティリティで各サービスの詳細タブの画面から［適用］ボタンを削除しました。
未受信アラートの受信は BSM でだけできる旨，説明を追加しました。
ウォッチドッグタイマによる障害監視の説明を追加しました。
メモリダンプの取得設定に関する参照ドキュメントに，BladeSymphony ソフトウェアガイドを追加しま
した。
smhaaedit コマンド（Linux サーバ）で設定できる項目を変更しました。
JP1/AppManager 連携の機能は HA8000 でだけ使用できる旨，注意事項を変更しました。
ユーザ認証の方法について，説明を補足しました。

追加・変更内容
章の中の構成を見直し，運用前の設定時に必要な情報と運用時の情報とに分けました。また，必要に応
じて概要を追加しました。
アラートに関する注意事項を追加しました。
アラートを e-mail で通知する場合に，宛先に指定できるバイト数の範囲を変更しました。
サーバ起動監視の前提条件を一つ追加しました。
サーバ起動監視の注意事項を二つ追加しました。
ハードコピー情報に，コピーできない場合の説明を追加しました。
製品名称の変更のため，
「JP1/HiCommand Device Manager」を「Hitachi Device Manager Software」
に，
「JP1/HDvM」を「HDvM」に変更しました。
クラスタ制御スケジュールに関する注意事項を追加しました。
記述形式統一のため，ツールボタンではなくメニューを使用した操作説明に変更しました。
SAN の接続インタフェースに SAS および iSCSI を追加しました。
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウに関する注意事項を一つ追加しました。また，表示され
る項目「定期診断スケジュール」を追加しました。
BladeSymphony を管理サーバとして利用する場合の注意事項を一つ追加しました。

変更内容 (3020-3-L52-70) JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

08-50

追加・変更内容
JP1/ServerConductor で管理しているサーバシャーシが持つ物理パーティションの情報を，DPM のコン
ピュータ情報として取得し，ファイルにエクスポートする機能を追加しました。
SNMP マネージャでマシン管理情報（MIB）を参照できる管理対象サーバの種類についての記述を変更
しました。
Windows 版 Agent および Windows 版 Advanced Agent で Windows Server 2008 をサポートしました。
Linux 版 Agent および Linux 版 Advanced Agent で Red Hat Enterprise Linux 5 をサポートしました。
BSM または Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場合のアンインストール時
の注意事項を追加しました。
JP1/ServerConductor で使用する IP アドレスについての説明を追加しました。
環境設定ユティリティでの設定値についての注意事項を追加しました。
キープアライブを設定する際の注意事項を追加しました。
JP1/ServerConductor での認証情報の設定およびログイン方法についての記述を変更しました。
マネージャサービスで保存するアラートの保存件数の下限値を変更しました。
Windows サーバ上のエージェントサービスの設定で接続先として設定できるマネージャサービスの数を
変更しました。
コンソールサービスからのシャットダウンまたはリブートを許可する設定についての注意事項を追加し
ました。
Linux サーバおよび HP-UX サーバ上のエージェントサービスの設定で CommandTimeout の説明を変
更しました。

追加・変更内容
Linux サーバ上のエージェントサービスの設定でアラートログファイルが格納されるディレクトリを変
更しました。
Linux サーバ上のエージェントサービスの設定で TargetMachine の説明を変更しました。
Linux サーバおよび HP-UX サーバ上のエージェントサービスの設定で ManagerAddress の説明を変更
しました。
Linux サーバ上のエージェントサービスを停止する方法を変更しました。
Web ゲートウェイサービスが使用するパスワードの設定についての記述を変更しました。
ポーリングを設定する際の注意事項を変更しました。
BMC 環境設定ユティリティの次の項目について，設定内容の記述を変更しました。
• ［監視周期］
• ［電源 OFF 監視］
• ［リブート監視］
N+1 コールドスタンバイ機能を自動で実行中に障害を回復できた場合，自動切り替えを中止する機能を
追加しました。
ウォッチドッグタイムアウト発生時の処理に，NMI 発行を有効にする設定を追加しました。
smhedit コマンドまたは smhaaedit コマンドを使用した環境設定の手順の説明を変更しました。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューを変更しました。
Advanced Agent の障害監視設定メニューの次の項目について，設定内容の記述を変更しました。
• ErrorWatchingInterval
• PowerOffWatching
• RebootWatching
［障害監視 詳細設定］ダイアログボックスの次の項目について，設定内容の記述を変更しました。
• ［電源 ON 監視］
• ［電源 OFF 監視］
• ［リブート監視］
ErrorWatchingDetailSetting サブメニューの説明を追加しました。
JP1/IM へアラートを通知する環境を構築する場合の JP1/Base の設定についての記述を変更しました。
LPAR 上で稼働しているサーバの［ホスト管理］ウィンドウでの電源制御の表示を変更しました。
クライアント PC のインベントリ情報の参照についての注意を追加しました。
BladeSymphony 上で稼働するサーバおよび HVM の起動状態を監視する機能を追加しました。
テストメールが送信されるタイミングについての説明を追加しました。
レポート通知の内容の例を変更しました。
EMS イベントを受信できない場合の説明で，環境設定コマンドで環境変数を変更した場合の注意事項を
追加しました。
SVP ログを表示できる管理対象についての注意事項を変更しました。
未通知アラートが通知されない場合についての注意事項を追加しました。
管理対象サーバのハードウェアの使用率がある一定のしきい値を超えたときに，アラートを通知する機
能の説明を追加しました。

追加・変更内容
マネージャサービスと次の項目との間の通信状態を診断する機能を追加しました。
• コンソールサービス
• エージェントサービス
• サーバシャーシ
管理対象サーバの電源操作についての注意事項を追加しました。
電源制御で，週間スケジュールと特定日スケジュールを組み合わせて設定する例を追加しました。
グループの設定単位についての説明を追加しました。
管理サーバをクラスタシステムで運用する場合のバックアップとリストアについての説明を削除しまし
た。
管理対象サーバでクラスタサーバサービスの起動処理に時間が掛かる場合の注意事項を追加しました。
Linux サーバの場合の MIB ファイルの格納ディレクトリを変更しました。
Linux サーバ上で SNMP トランスレータを使用する場合に必要な設定を追加しました。
SMP 構成管理機能でパーティションを作成した場合の，各属性の値についての注意事項を追加しまし
た。
サーバシャーシ ID を変更した場合の注意事項を追加しました。
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウで表示される HBA WWN の説明を変更しました。
HBA を交換した場合の注意事項を変更しました。
予備系サーバモジュールの診断機能を追加しました。
N+M コールドスタンバイ方式を利用するときに，Agent のインストールが必須ではなくなりました。
現用系のサーバモジュールで Linux を利用する場合の前提条件を追加しました。
自動切り替え対象アラートの説明を変更しました。
SVP コマンド（TC コマンド）を入力した場合の切り替え契機の設定についての注意事項を追加しまし
た。
運用ケース別の N+1 コールドスタンバイに必要な設定と自動切り替え対象アラートの切り替え待ち時間
の見積もりについての説明を追加しました。
［予備系を現用系とする］の操作をしたあとに必要な操作についての注意事項を追加しました。
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウを開いた状態でマネージャサービスとの接続が切断され
た場合についての注意事項を追加しました。
N+1 コールドスタンバイの切り替えまたは復帰操作中の，マネージャサービスの停止または再起動につ
いての注意事項を追加しました。
N+1 コールドスタンバイの切り替えまたは復帰時に発生する Windows ライセンス認証の再実行につい
ての注意事項を追加しました。
［ラックマネージャ］ウィンドウのラック構成イメージに表示されるモデルの種類を変更しました。
［HVM 構成管理］ウィンドウ（HVM ノード選択時：FC 情報）の［Scheduling Mode］に表示される項
目を変更しました。
HVM 構成のクローニング時の注意事項を変更しました。
HVM 構成のバックアップおよびリストア時の注意事項を変更しました。

追加・変更内容
仮想 NIC の MAC アドレスを変更した場合，エージェントサービス起動時に TCP セグメンテーション
オフロード機能が有効に設定されていたときの対処の説明を追加しました。
LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM に対して電源制御スケジュールを設定する場合の設定順序
の説明を追加しました。
ホストグループ割り当て定義ファイルに設定する，LPAR 識別子についての注意事項を追加しました。
N+1 コールドスタンバイで管理サーバを冗長化構成で運用している場合の，IP アドレスの変更について
の注意事項を追加しました。
次の IP アドレスを変更する場合の設定手順を追加した。
• 管理対象サーバ（HA8000）の SVP ボード
• 管理対象サーバ（BladeSymphony）の BMC
JP1/ServerConductor の製品ログファイルについての注意事項を追加しました。
トラブル発生時に採取する JP1/ServerConductor の各製品のログファイルを変更しました。
トラブル発生時に採取するシステム情報にダンプファイルを追加しました。
プロセス名の確認方法についての説明を追加しました。
Linux 版 Agent の次のプロセスの同時に起動できるプロセス数および子プロセスとなるサービスプログ
ラムを変更しました。
• smhagt
• smhtraced
Linux 版 Agent のプロセスに smhelper.sh を追加しました。
HP-UX 版 Agent の次のプロセスの子プロセスとなるサービスプログラムを変更しました。
• smhagt
• smhtraced
HP-UX 版 Advanced Agent の次のプロセスの子プロセスとなるサービスプログラムを変更しました。
• smhsvp
Windows 版の次の製品のフォルダ構成を変更しました。
• BSM および BSM Plus
• Agent
• Advanced Agent
JP1/ServerConductor の製品ログファイルのうち，単調増加ファイルについての説明を追加しました。

変更内容 (3020-3-L52-60)

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

08-25

追加・変更内容
管理サーバをクラスタシステムで運用できるようにしました。
管理サーバで発生したアラートを管理する機能を追加しました。
管理対象サーバをクラスタシステムで運用する場合の説明を変更しました。
HVM 構成管理機能を追加しました。
JP1/ServerConductor/Server Manager の Windows Vista 対応に伴い，各コンポーネントの適用 OS を
変更しました。
前提となる Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンの表記を変更しました。

追加・変更内容
障害発生時にプログラムを自動起動する場合のシステム構成を追加しました。
遠隔操作をする場合のシステム構成を追加しました。
インストールの種類についての説明を変更しました。
JP1/ServerConductor/Server Manager のインストール手順およびアンインストール手順を変更しまし
た。
JP1/ServerConductor/Server Manager の Windows Vista 対応に伴い，ファイアウォールの例外登録の
手順を変更しました。
同一マシンに BSM または Server Manager と Agent をインストールした場合の環境設定ユティリティ
の注意事項を追加しました。
管理コンソールに接続していない間に発生したアラートを受信する機能を追加しました。
コンソールサービスから使用できる機能とその機能を使用するときに選択するアイコンの種類を変更し
ました。
サーバモジュールのランプの点灯状態を管理コンソールから操作する機能を追加しました。
障害管理の概要説明を変更しました。
syslog をログファイルに記録する手順を追加しました。
アプリケーションログを記録する際，
［ホスト管理］ウィンドウで複数サーバは選択できないことを追加
しました。
アラート発生時のサーバ動作の設定方法についての説明を変更しました。
アラート属性ファイルを使用した設定手順の説明を変更しました。
ホストグループ割り当て定義ファイルの形式についての説明を変更しました。
N+1 コールドスタンバイ機能の前提条件の説明に，現用系サーバモジュールで無効にする機能の具体例
を追加しました。
SAS Switch Module を使用している BS320（BR20）に対応しました。
N+1 コールドスタンバイで自動切り替えが発生した場合，OS シャットダウン後に現用系のサーバモ
ジュールの電源を OFF にする機能を追加しました。
N+1 コールドスタンバイの自動切り替え対象アラートについての説明を変更しました。
N+1 対象アラート定義ファイル（N1Alert.dat）の定義方法についての説明を追加しました。
SNMP v2c の SNMP Trap に対応しました。
［ラックマネージャ］ウィンドウに表示される，ブレードサーバ部のイメージを詳細化し，サーバシャー
シの状態も表示できるようにしました。
IA32 のサーバモジュールでの HVM 構成に対応しました。
Agent をインストールする前の OS ドライバの設定についての注意事項を追加しました。
プロセス一覧を変更しました。
フォルダ構成を変更しました。
システム見積もりについての記述を追加しました。

はじめに
このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトの機能と使い方について説明したものです。
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus
JP1/ServerConductor/Server Manager
JP1/ServerConductor/Agent
JP1/ServerConductor/Advanced Agent
なお，このマニュアルではこれらの製品を区別する必要がない場合，JP1/ServerConductor と
総称しています。

■対象読者
このマニュアルは，JP1/ServerConductor を使ってホストの運用・管理をするシステム管理者
を対象としています。なお，Windows，Linux(R)，HP-UX および Web について基本的な知識
があることを前提としています。

■マニュアルの構成
このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。
第1章

概要
JP1/ServerConductor の概要について説明しています。

第2章

システム構成
幾つかの構成例を基に，JP1/ServerConductor のシステム構成に必要な情報について説明してい
ます。

第3章

セットアップ
JP1/ServerConductor のインストール，アンインストールおよびセットアップ方法について説明
しています。

第4章

ユーザ管理情報の設定
JP1/ServerConductor のユーザ管理方法，およびその設定方法について説明しています。

第5章

コンソールサービスの操作方法
JP1/ServerConductor の操作プログラムであるコンソールサービスの概要，起動・終了方法，お
よび画面構成について説明しています。

第6章

資産管理
JP1/ServerConductor での資産管理の方法と，管理できるインベントリ情報について説明してい
ます。

第7章

障害管理
JP1/ServerConductor で，発生するアラートを参照する，または通知するなどの障害管理機能に
ついて説明しています。
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第8章

性能監視
JP1/ServerConductor で，CPU などの使用率が一定のしきい値を超えたときにアラートを通知す
る方法について説明しています。

第9章

起動／通信状態監視
サーバの起動監視機能，および通信状態の監視機能について説明しています。

第 10 章

電源制御
JP1/ServerConductor で電源制御をする方法とその種類について説明しています。

第 11 章

遠隔操作
JP1/ServerConductor で遠隔操作を使用するための設定方法と，その使用方法について説明して
います。

第 12 章

グループ管理
JP1/ServerConductor で管理対象ホストをグループに分けて管理する方法について説明していま
す。

第 13 章

接続管理
JP1/ServerConductor でシステムの接続を管理する方法について説明しています。

第 14 章

コンソールサービスからの設定情報の変更
JP1/ServerConductor のコンソールサービスから設定を変更する方法について説明しています。

第 15 章

クラスタシステムでの運用
JP1/ServerConductor をクラスタシステムで運用する場合のセットアップ方法および運用方法に
ついて説明しています。また，JP1/ServerConductor でのクラスタ情報の表示方法とクラスタ制
御スケジュールの設定方法についても説明しています。

第 16 章

他プログラムとの連携
JP1 との連携，RAID マネージメントプログラムを使用したディスクアレイ管理，および HP-UX
EMS との連携について説明しています。また，コンソールサービスから外部プログラムを起動す
る方法についても説明しています。

第 17 章

SNMP トランスレータ
JP1/ServerConductor で管理している情報を SNMP マネージャで参照できる機能について説明し
ています。

第 18 章

SMP 構成管理
SMP 構成を管理する機能と操作方法について説明しています。

第 19 章

ストレージ運用支援
JP1/ServerConductor で管理しているストレージ情報を Device Manager と連携してディスク管
理する方法について説明しています。

第 20 章

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ
JP1/ServerConductor のサーバモジュールに障害が発生した場合に，予備サーバモジュールにパ
スを切り替える機能について説明しています。
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第 21 章

ラック管理
JP1/ServerConductor の機器をラックマネージャでグラフィカルに表示させて，ラック全体を管
理する機能について説明しています。

第 22 章

HVM 構成管理
仮想化されたサーバを管理する HVM の構成情報を JP1/ServerConductor から管理する方法につ
いて説明しています。

第 23 章

仮想化されたサーバの管理（HVM の場合）
HVM で仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor で管理する方法について説明しています。

第 24 章

仮想化されたサーバの管理（仮想化プラットフォームの場合）
仮想化プラットフォームのサーバを JP1/ServerConductor で管理する方法について説明していま
す。

第 25 章

使用上の注意事項
JP1/ServerConductor を利用するための注意事項について説明しています。

第 26 章

トラブルの対処方法
トラブル発生時の対処方法について説明しています。

付録 A BIOS POST 情報
JP1/ServerConductor で検出できる BIOS POST 情報について説明しています。

付録 B 常駐プロセス一覧
サービスとして動作する JP1/ServerConductor のプロセスについて説明しています。

付録 C フォルダ構成
JP1/ServerConductor のフォルダ構成について説明しています。

付録 D システム見積もり
JP1/ServerConductor のシステム見積もりについて説明しています。

付録 E ログファイル（単調増加ファイル）
JP1/ServerConductor から出力されるログファイルについて説明しています。

付録 F HVM 構成管理機能の設定画面と HVM スクリーンの設定項目の対応
JP1/ServerConductor の HVM 構成管理機能の各画面で設定できる項目と HVM スクリーンの設
定項目の対応について説明しています。

付録 G 用語解説
このマニュアルで使用する専門用語について説明しています。

■関連マニュアル
このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。
JP1/ServerConductor 関連
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• JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッセージ （3020-3-L54）
• JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス （3020-3-L55）
• JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Control Manager （3020-3-L51）
• JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Deployment Manager （3020-3-L53）
JP1 関連
• JP1/HiCommand Device Manager Web Client ユーザーズガイド （3020-3-J71）
• JP1/HiCommand Device Manager CLI ユーザーズガイド （3020-3-J72）
• JP1/HiCommand Device Manager システム構成ガイド（サーバ編）（3020-3-J73）
• Hitachi Device Manager Software Web Client ユーザーズガイド （3020-3-P11）
• Hitachi Device Manager Software CLI ユーザーズガイド （3020-3-P12）
• Hitachi Device Manager and Provisioning Manager Software システム構成ガイド
（3020-3-P13）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
（3020-3-K01）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager リファレンス （3020-3-K02）
• JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド （3020-3-K06）
• JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド （3020-3-L01）
• JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration 機能・構築ガイド （3020-3-L13）
• JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration 運用・操作ガイド （3020-3-L14）
• JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング
（3020-3-L16）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Remote Control （3020-3-L45）
• JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド （3020-3-F01）
• JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console リファレンス （3020-3-F02）
• JP1 Version 7i JP1/Base （3020-3-F04）
• JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド （3020-3-F89）
• JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration （3020-3-G17）
• JP1 Version 6 JP1/AppManager インストールガイド （3020-3-953）
• JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console （3020-3-984）
その他
• BladeSymphony ユーザーズガイド
• BladeSymphony ソフトウェアガイド
• LUN Manager ユーザーズガイド
• LUN Management ユーザーズガイド
• BladeSymphony のリモートコンソールに関するドキュメント

■読書手順
このマニュアルは，次の表に従ってお読みいただくことをお勧めします。
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マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/ServerConductor の概要について知りたい

第1章

JP1/ServerConductor 環境を構
築したい

システム構成

第2章

セットアップ

第3章

ユーザ管理情報の設定

第4章

コンソールサービスからの設定
情報の変更

第 14 章

コンソールサービスの操作方法

第5章

資産管理

第6章

障害管理

第7章

性能監視

第8章

起動／通信状態監視

第9章

電源制御

第 10 章

遠隔操作

第 11 章

グループ管理

第 12 章

接続管理

第 13 章

クラスタシステムでの運用

第 15 章

使用上の注意事項

第 25 章

他プログラムとの連携

第 16 章

SNMP トランスレータ

第 17 章

SMP 構成管理

第 18 章

ストレージ運用支援

第 19 章

N+1 ／ N+M コールドスタンバ
イ

第 20 章

ラック管理

第 21 章

JP1/ServerConductor でホスト
を運用・管理したい

他プログラムと連携する機能を利
用したい

JP1/ServerConductor/Blade
Server Manager Plus の拡張機能
を利用したい

JP1/ServerConductor から HVM 構成の変更や LPAR の作成をした
い

第 22 章

仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor で管理したい

第 23 章，第 24 章

JP1/ServerConductor でシステムを管理する場合の注意事項につい
て知りたい

第 25 章

トラブル発生時の対処方法について知りたい

第 26 章

JP1/ServerConductor で検出できる BIOS POST 情報について知り
たい

付録 A
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マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/ServerConductor のプロセスの情報について知りたい

付録 B

JP1/ServerConductor のフォルダ構成について知りたい

付録 C

JP1/ServerConductor のシステム見積もりについて知りたい

付録 D

JP1/ServerConductor のログファイルについて知りたい

付録 E

JP1/ServerConductor の HVM 構成管理機能の各画面で設定できる
項目と HVM スクリーンの設定項目の対応について知りたい

付録 F

このマニュアルで使用する専門用語について知りたい

付録 G

■図中で使用する記号
このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義しています。

■コマンドの書式で使用する記号
このマニュアルでは，次に示す記号を使用して，コマンドの書式を記述しています。
記号

意味

英文で記述された部分

キーワードとして，そのまま記述することを示します。
（例）smhaaedit

日本語で記述された部分

該当する要素を指定することを示します。
（例）-s 段数
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記号

意味

|
ストローク

複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。
（例）-adagent|-load|-svp|-snmp
-adagent，-load，-svp，または -snmp のうちのどれかを選択すること
を示します。

[ ]
角括弧

この記号で囲まれている項目は省略できることを示します。複数の項目が記
述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択します。
（例）［-bmc］
「何も選択しない」か，「-bmc を選択する」ことを示します。

■このマニュアルで使用している略語
このマニュアルで使用する主な英略語を次に示します。
略語

正式名称

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface

API

Application Programming Interface

APIC

Advanced Programmable Interrupt Controller

APM

Advanced Power Management

BIOS

Basic Input Output System

BMC

Baseboard Management Controller

CGI

Common Gateway Interface

CI

Component Instrumentation

CIM

Common Interface Model

CLI

Command Line Interface

CSV

Comma Separated Value

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DMA

Direct Memory Access

DMI

Desktop Management Interface

DNS

Domain Name System

DSN

Data Source Name

EFI

Extensible Firmware Interface

EGP

Exterior Gateway Protocol

EISA

Extended Industry Standard Architecture

EMS

Event Monitoring Service

FC

Fibre Channel

GMT

Greenwich Mean Time

HA

High Availability

HBA

Host Bus Adapter

HVM

Hitachi Virtualization Manager
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略語

正式名称

IA32

Intel Architecture 32

IIS

Internet Information Services

IPF

Itanium(R) Processor Family

iSCSI

Internet Small Computer System Interface

JRE

Java Runtime Environment

LAN

Local Area Network

LDEV

Logical Device

LDSM

LANDesk(R) Server Manager software

LPAR

Logical Partition

LU

Logical Unit

LUN

Logical Unit Number

MAC

Media Access Control

MIB

Management Information Base

MIF

Management Information Format

NIC

Network Interface Card

NMI

Non-Maskable Interrupt

OS

Operating System

PCI

Peripheral Component Interconnect

PCIe

PCI Express

PDC

Processor Dependent Code

PXE

Preboot Execution Environment

RAID

Redundant Arrays of Inexpensive Disk

RAS

Remote Access Service

SAN

Storage Area Network

SAS

Serial Attached SCSI

SCSI

Small Computer System Interface

SEL

System Event Log

SMP

Symmetric Multiple Processor

SNMP

Simple Network Management Protocol

SNMP v1

Simple Network Management Protocol version 1

SNMP v2c

Community-Based Simple Network Management Protocol
version 2

SSL

Secure Socket Layer

SVP

Service Processor

SVP/BMC

Service Processor/Baseboard Management : Controller
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略語

正式名称

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UDP

User Datagram Protocol

UPS

Uninterruptible Power Supply

URL

Uniform Resource Locator

VLAN

Virtual Local Area Network

VM

Virtual Machine

WBEM

Web-Based Enterprise Management

WOL

Wake On LAN

WWN

World Wide Name

WWW

World Wide Web

XML

Extensible Markup Language

■このマニュアルでの表記
このマニュアルでは，Microsoft(R) および Intel の各製品またはコンポーネントを次のように表
記しています。
名称

このマニュアルでの表記

Microsoft Access(R)

Microsoft Access

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Information Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft(R) Internet Information Services

Microsoft Internet Information Services

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Windows Vista Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Windows Vista Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows Vista Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
Operating System

Windows XP Home Edition

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
Operating System

Windows XP Professional

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Standard 日本語版

Windows Server 2008 Standard

Windows
Vista

Windows
XP

Windows
Server
2008 ※

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Standard without Hyper-V(TM) 日本語版

Windows Server 2008 Standard
without Hyper-V

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Enterprise 日本語版

Windows Server 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Enterprise without Hyper-V(TM) 日本語版

Windows Server 2008 Enterprise
without Hyper-V
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名称

このマニュアルでの表記

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Standard (x86) 日本語版

Windows Server 2008
Standard (x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Enterprise (x86) 日本語版

Windows Server 2008
Enterprise (x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Standard (x64) 日本語版

Windows Server 2008
Standard (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Enterprise (x64) 日本語版

Windows Server 2008
Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for
Itanium-based Systems 日本語版

Windows Server 2008（IPF）または
Windows Server 2008 for
Itanium-based Systems 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Hyper-V(TM)

Hyper-V

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Standard Edition 日本語版

−

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,
Standard Edition 日本語版

Windows
Server
2003 R2
Standard
Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Enterprise Edition 日本語版

−

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,
Enterprise Edition 日本語版

Windows
Server
2003 R2
Enterprise
Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Standard x64 Edition 日本語版

Windows
Server
2003
Standard
x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,
Standard x64 Edition 日本語版

Windows
Server
2003 R2
Standard
x64 Edition

X

Windows
Server
2003
Standard
Edition

32bit
Windows
Server
2008

64bit
Windows
Server
2008

32bit
Windows
Server
2003

Windows
Server
2003
Enterpris
e Edition

64bit
Windows
Server
2003
Standard
Edition

64bit
Windows
Server
2003

Windows
Server
2003
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名称

このマニュアルでの表記

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Enterprise x64 Edition 日本語版

Windows
Server
2003
Enterprise
x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2,
Enterprise x64 Edition 日本語版

Windows
Server
2003 R2
Enterprise
x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Enterprise Edition for Itanium-based
Systems 日本語版

Windows Server 2003（IPF）または
Windows Server 2003 Enterprise
Edition for Itanium-based Systems 日
本語版

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
Operating System

Windows 2000 Professional

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server
Operating System

Windows 2000 Server

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced
Server Operating System

Windows 2000 Advanced Server

Microsoft(R) Cluster Server

MSCS

64bit
Windows
Server
2003
Enterpris
e Edition

Windows
2000

Microsoft(R) Cluster Service
Microsoft(R) XML Core Services

MSXML

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Hyper-V

Hyper-V

注※
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager および JP1/ServerConductor/Blade Server
Manager Plus の場合，Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems 日本
語版は含まれません。

• Windows Server 2008 Standard (x86) および Windows Server 2008 Standard (x64) を区別す
る必要がない場合，Windows Server 2008 Standard と総称しています。
• Windows Server 2008 Enterprise (x86) および Windows Server 2008 Enterprise (x64) を区別
する必要がない場合，Windows Server 2008 Enterprise と総称しています。
• Windows Vista，Windows XP，Windows Server 2008，Windows Server 2003，Windows
2000 を区別する必要がない場合，Windows と総称しています。
このマニュアルでは，Linux の各製品を次のように表記しています。
製品名称

このマニュアルでの表記

Linux(R)

−

Red Hat Linux

−

Red Hat Enterprise Linux ES 3

Linux ES 3

Linux

XI
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製品名称

このマニュアルでの表記

Red Hat Enterprise Linux AS 3

Linux AS 3

Red Hat Enterprise Linux ES 4

Linux ES 4

Red Hat Enterprise Linux AS 4

Linux AS 4

Red Hat Enterprise Linux 5

Linux 5

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform

このマニュアルでは，VMware の各製品を次のように表記しています。
製品名称

このマニュアルでの表記

VMware(R)

VMware

VMware(R) Infrastructure API

VI API

このマニュアルでは，Netscape の各製品を次のように表記しています。
製品名称

このマニュアルでの表記

Netscape(R) Communicator

Netscape Communicator

Netscape(R) Enterprise Server

Netscape Enterprise Server

このマニュアルでは，日立の各製品を次のように表記しています。
製品名称

このマニュアルでの表記

Hitachi Workgroup Modular Storage

Hitachi WMS

Hitachi Adaptable Modular Storage

Hitachi AMS

Hitachi Device Manager Software

Device Manager

Hitachi Simple Modular Storage 100

Hitachi SMS100

Hitachi Universal Storage Platform

Hitachi USP

JP1/AppManager スターターキット
JP1/AppManager Operator Console
JP1/AppManager Developer Console
JP1/AppManager Web Access Console
の管理コンソール製品群

JP1/AppManager

JP1/AppManager for Microsoft(R) Windows NT(R) and
Windows(R) 2000 Operating System

JP1/AppManager for Windows

JP1/AppManager for Microsoft(R) Windows NT(R) and
Windows(R) 2000 Server and Windows Server(TM)
2003
JP1/Cm2/Network Element Configuration

JP1/Cm2/NC

JP1/Cm2/Network Node Manager

JP1/Cm2/NNM

JP1/Integrated Manager

JP1/IM

JP1/Integrated Manager - Agent

JP1/IM Agent

XII

Hitachi WMS/AMS
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製品名称

このマニュアルでの表記

JP1/Integrated Manager - Central Console

JP1/IM - Central Console

JP1/Integrated Manager - Central Scope

JP1/IM - Central Scope

JP1/ServerConductor/Server Manager

Server Manager

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

BSM

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus

BSM Plus

JP1/ServerConductor/Deployment Manager

DPM または JP1/SC/DPM

JP1/ServerConductor/Agent

Agent

JP1/ServerConductor/Advanced Agent

Advanced Agent

JP1/ServerConductor/Control Manager

Control Manager

JP1 Version 8 では，JP1/IM - Central Console および JP1/IM - Central Scope を JP1/
Integrated Management - Manager に読み替えてください。

■このマニュアルで使用している用語
用語

意味

HVM

日立サーバ仮想化機構「Virtage」のことを示します。

SANRISE

日立ディスクアレイサブシステムのことを示します。

■「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 システム管理者ガイ
ド」と「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス」
でのマニュアルの使い分けについて
機能，操作方法および注意事項については，マニュアル「JP1/ServerConductor/Blade Server
Manager 系 システム管理者ガイド」で説明しています。画面やコマンドについては，マニュア
ル「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス」で説明しています。

■各画面に表示される項目と設定できる項目について
このマニュアルで表示される各画面は，対象製品のバージョンによっては項目が表示されない
場合があります。また，対象製品のバージョンによっては，項目が表示されても設定できない
場合があります。すべての設定を有効にするためには，それぞれのバージョンを最新にしてく
ださい。

■「保守員」の表記について
メッセージの対処などにある「保守員」は，「保守員または問い合わせ窓口」に読み替えてくだ
さい。

■常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語について

XIII

はじめに

は，常用漢字以外の漢字を使用しています。
宛先（あてさき） 鍵（かぎ） 個所（かしょ） 筐体（きょうたい） 全て（すべて） 貼り付け
（はりつけ） 汎用（はんよう） 必須（ひっす） 閉塞（へいそく）

■ KB（キロバイト）などの単位表記について
1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト）
，1TB（テラバイト）はそれぞれ
1,024 バイト，1,0242 バイト，1,0243 バイト，1,0244 バイトです。
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1

概要
JP1/ServerConductor は，複数のサーバを一元管理するための
ソフトウェア群です。ハードウェアの構成管理，稼働状況の監
視，障害監視など，サーバを効率良く管理するための機能を
持っています。
この章では，JP1/ServerConductor の目的と特長について説明
します。

1.1 JP1/ServerConductor とは
1.2 JP1/ServerConductor の特長

1

1. 概要

1.1 JP1/ServerConductor とは
システムが大規模かつ複雑になると，サーバの数も多くなり，ハードウェアの構成，稼
働状況の監視，障害監視などのシステム管理面でのコストや負荷が増大します。さらに
分散システムの場合，遠隔地にあるサーバに障害が発生した場合の対応や定期的な起動・
停止なども大きな手間となり，管理コストと管理者の負荷を増大させる要因となってい
ます。
JP1/ServerConductor は，遠隔地に分散されたサーバの管理・運用に必要な情報を収集
し，コンソールで集中管理するソフトウェア群です。分散されたサーバを集中管理する
ことで，システム管理の効率化，コスト削減，管理者の負荷の軽減を図ることができま
す。
JP1/ServerConductor によるシステム管理の概要を次に示します。
図 1-1 JP1/ServerConductor によるシステム管理

2

1. 概要

1.2 JP1/ServerConductor の特長
この節では，JP1/ServerConductor の特長について説明します。

（1） さまざまなタイプのサーバを管理できます
JP1/ServerConductor は，次のサーバを管理できます。
● HA8000 シリーズ
● BladeSymphony（BS2000，BS1000，BS320）
● BladeSymphony SP
上記に加えて，従来の System Manager 製品と連携することで，次のサーバも管理でき
ます。
● HA8500 シリーズ
● H9000V シリーズ

（2） 資産情報を一元管理できます
OS のバージョン，メモリ，設置場所，BIOS のバージョンなど，管理対象サーバのハー
ドウェアやファームウェアの資産情報（インベントリ情報）をコンソールの GUI 画面で
参照できます。また，収集したインベントリ情報をデータベースとして保持できるので，
数あるサーバの中から条件に合ったサーバを検索できます。さらに，データベースを定
期的に検索して，検索結果を指定した宛先へ e-mail で通知することもできます。
JP1/ServerConductor による資産情報の一元管理を次の図に示します。
図 1-2 JP1/ServerConductor による資産情報の一元管理

（3） 障害管理ができます
管理対象サーバおよび管理サーバで発生した状態変化や障害は，アラートとしてコン

3

1. 概要

ソールへ通知したり，指定した宛先へ e-mail で通知したりできます。通知するアラート
をアラートレベルやアラート属性でフィルタリングし，重要なアラートだけを通知する
こともできます。さらに，通知アラートをログとして格納し，必要なときに参照できま
す。
アラートは JP1/IM および JP1/Cm2/NNM に通知できます。これによって，JP1/
ServerConductor 以外の JP1 製品と連携した統合資産管理ができます。
JP1/ServerConductor による障害管理の仕組みを次の図に示します。
図 1-3 JP1/ServerConductor による障害管理

（4） 管理コンソールから電源を制御できます
管理対象サーバの電源 ON，電源 OFF，リブート，シャットダウンなどをコンソールか
ら操作できます。また，特定の日や毎週決まった時間など，スケジュールを指定して電
源を制御することもできます。

（5） 遠隔操作ができます
遠隔地にある管理対象サーバをコンソールから操作したり，管理対象サーバとコンソー
ル間でファイルを転送したりできます。これらの遠隔操作によって，遠隔地の管理対象
サーバで障害が発生した場合でも，直接操作して障害を取り除いたり，メンテナンスに
必要なファイルを受け取ったりできます。

（6） Web ブラウザからの運用管理ができます
JP1/ServerConductor では，Web ブラウザをコンソールとして利用できます。これに
よって，JP1/ServerConductor のコンソール以外から管理対象サーバに対する運用・管
理ができます。
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（7） クラスタシステムでの運用に対応しています
JP1/ServerConductor はクラスタシステムでの運用に対応しています。
管理サーバをクラスタシステムで運用することで，サーバ障害が発生した場合でもサー
バの運用管理を継続できます。
管理サーバをクラスタシステムで運用する場合の概要を次に示します。
図 1-4 JP1/ServerConductor のクラスタ運用（管理サーバ）

また，管理対象サーバが HA8000 の Windows サーバの場合，そのサーバをクラスタ単
位で管理できます。
JP1/ServerConductor のクラスタ管理エージェントサービスを使用すると，ドメイン環
境に依存しないで遠隔地から一括管理できます。
なお，次の場合は JP1/ServerConductor でクラスタ構成のサーバを管理することはでき
ません。
• 管理対象サーバが BladeSymphony の場合
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• 管理対象サーバが HA8000 の Linux サーバの場合

（8） DPM との連携ができます
JP1/ServerConductor で管理しているサーバシャーシが持つ物理パーティションの情報
を，DPM のコンピュータ情報として取得し，ファイルにエクスポートできます。この
ファイルをインポートすることで，コンピュータ名，MAC アドレスなど，JP1/
ServerConductor で管理しているサーバシャーシが持つ物理パーティションの情報を，
DPM の管理対象とするコンピュータの情報として一括して登録できます。

（9） JP1/ServerConductor 以外の JP1 製品との連携ができます
管理対象サーバで発生した障害をアラートとして JP1/IM に通知できます。また，JP1/
IM の統合ビューから JP1/ServerConductor のコンソールサービスを起動できます。

（10）ネットワーク管理製品とストレージ管理製品との連携ができます
BladeSymphony はネットワーク，サーバ，ストレージサーバを一つの筐体にまとめた統
合サービスプラットフォームです。したがって，サーバだけでなくネットワークアダプ
タやストレージデバイスも含んでシステムを構築します。
JP1/ServerConductor では，ネットワークを管理するための JP1/Cm2/NC およびスト
レージを管理するための Device Manager を起動できます。
ネットワーク管理製品とストレージ管理製品との連携を次の図に示します。
図 1-5 ネットワーク管理製品とストレージ管理製品との連携

（11）SAN ブート構成のシステム構築を支援します
BladeSymphony は，SAN ブート構成のシステムを構築できます。SAN ブート構成のシ
ステムを構築する場合，ストレージサブシステム内に起動用ディスクとデータ用ディス
クを準備し，準備したディスクをサーバモジュールへ割り当てなければなりません。
JP1/ServerConductor を利用すると，BladeSymphony のサーバモジュールを挿入する
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だけで，自動的に起動用ディスクとデータ用ディスクを割り当てられます。

（12）複数のサーバで複数の予備サーバを共用できます
管理対象サーバに障害が発生した場合，従来は，サーバを修理または交換したあと，
バックアップからサーバを再構築しなければならず，復旧に時間と手間が掛かりました。
管理対象サーバが BladeSymphony の場合，JP1/ServerConductor を利用して複数の
サーバモジュールで，1 台または複数台の予備のサーバモジュールを共用するシステムを
構築できます。この機能を N+1 ／ N+M コールドスタンバイといいます。管理対象サー
バに障害が発生した場合，自動的に予備のサーバへ切り替えられるので，障害が発生し
たサーバを交換しなくても予備サーバを起動して業務を再開できます。システムの起動
用ディスクやデータ用ディスクはストレージサブシステム内に準備しているので，業務
アプリケーションは障害時のディスクの切り替えを意識する必要がありません。
JP1/ServerConductor の N+1 ／ N+M コールドスタンバイは，複数のサーバで予備サー
バを共用するのでクラスタ構成に比べ運用コストを抑えられます。また，複数の予備
サーバを用意すれば，システムの障害に対する信頼性を一層高められます。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの概要を次の図に示します。
図 1-6 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

（13）ラックの構成情報をグラフィカルに管理します
BladeSymphony は，モジュール化されたネットワーク，ブレードサーバ，ストレージが
一つの筐体に搭載されています。JP1/ServerConductor では，BladeSymphony の各機
器の配置，空き容量などの搭載状況をコンソールにグラフィカルに表示できます。管理
対象サーバに障害が発生した場合，障害が発生した機器の部分の色が変わって表示され
るので，どの機器に障害が発生したのか一目でわかります。また，各機器の詳細情報
（種別，IP アドレス，サイズなど）や障害発生時のアラート情報を表示できます。
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（14）サーバを仮想化して運用できます
JP1/ServerConductor では，日立サーバ仮想化機構（HVM）によって仮想化されたサー
バや，VMware や Hyper-V などの仮想化プラットフォームのサーバを管理できます。
HVM によって仮想化されたサーバの管理
BladeSymphony は，HVM によって，1 台または複数台のサーバモジュールで構成され
た一つの物理パーティションを，複数の論理パーティションに分割できます。仮想化さ
れたサーバを構成する論理パーティションを LPAR と呼びます。一つの物理パーティ
ション上にある複数の LPAR は HVM によって管理されています。
それぞれの LPAR 上では異なる OS や業務アプリケーションを実行できます。つまり，
それぞれの LPAR を独立したサーバのように利用できます。
例えば，リソース使用率の低い複数のサーバがある場合，一つの物理パーティションを
仮想化して複数の LPAR に分割し，各サーバで処理していた業務を集約することでサー
バを効率的に運用できます。
日立サーバ仮想化機構によって一つの物理パーティションに集約して運用する例を，次
の図に示します。
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図 1-7 複数のサーバを一つの物理パーティションに集約して運用する例

上記の図は，3 台のサーバそれぞれのリソース使用率が 10 〜 30% なので，それぞれの
業務を 1 台のサーバに集約した例です。空いた 2 台のサーバは別の業務に利用すること
で，サーバを整理統合できます。
JP1/ServerConductor では，LPAR 上で稼働するサーバを物理的なサーバと同様に管理
できます。また，HVM に対しても，LPAR 上で稼働するサーバと同じように電源制御な
どの操作を実施できます。
さらに，JP1/ServerConductor では，HVM の構成を管理コンソールから変更したり，
ウィザードによって LPAR を作成したりできます。
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仮想化プラットフォームのサーバの管理
VMware や Hyper-V などの仮想化プラットフォームのサーバを管理できます。
［ホスト管理］ウィンドウでは，管理対象の VM ホストと VM ゲストを階層表示させ，
VM ホストと VM ゲストの関係を一目で把握できます。VM ホストとは，VMware や
Hyper-V が動作するホスト（物理サーバ）のことです。VM ゲストとは，VMware や
Hyper-V によって提供される仮想的な環境（仮想化サーバ）のことです。
JP1/ServerConductor は，VM ホストおよび VM ゲストを管理対象とします。VM ホス
トおよび VM ゲストに対して電源 ON や電源 OFF などの電源制御ができます。また，
VM ホストに対しては，SVP 直接アラートによる障害監視をしたり，N+M コールドスタ
ンバイ機能を利用したシステム構成にしたりできます。
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システム構成
JP1/ServerConductor は，目的，サーバの数や配置個所などの
環境によって，さまざまなシステム構築パターンがあります。
この章では，JP1/ServerConductor の製品構成について説明し
ます。また，JP1/ServerConductor で構築できる幾つかの構成
例を挙げ，前提条件，設定の流れ，および設定内容についても
説明します。

2.1 製品構成
2.2 基本的なシステム構成
2.3 管理構成−複数サーバを遠隔地から管理する場合
2.4 管理構成−サーバ 1 台を管理する場合
2.5 管理構成− Web ブラウザから管理する場合
2.6 管理構成−複数の管理サーバで管理する場合
2.7 管理構成−複数の管理サーバで複数の同じ管理対象サーバを管理する場
合
2.8 管理構成− JP1/IM と連携する場合
2.9 管理構成− JP1/AppManager と連携する場合
2.10 管理構成− Device Manager と連携する場合
2.11 管理構成− JP1/Cm2/NC と連携する場合
2.12 管理構成−管理サーバをクラスタ構成にする場合
2.13 機能別構成−管理対象サーバをクラスタ構成にする場合
2.14 機能別構成−障害発生時にプログラムを自動起動する場合
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2.15

機能別構成−電源制御をする場合

2.16

機能別構成−遠隔操作をする場合

2.17

機能別構成− SNMP を利用して連携する場合

2.18

機能別構成−デバイス管理の機能を拡張する場合

2.19

機能別構成− HP-UX EMS と連携する場合

2. システム構成

2.1 製品構成
この節では，JP1/ServerConductor の製品構成について説明します。

2.1.1

JP1/ServerConductor の製品構成

JP1/ServerConductor では，大規模なシステムを効率良く一元管理・運用するために，
次に示すソフトウェアを用意しています。
Server Manager または BSM
複数の管理対象サーバを統合的に管理するためのソフトウェアです。管理対象サー
バに対して，資産管理，障害管理および電源制御の管理ができます。なお，管理対
象サーバが BladeSymphony の場合は，BSM で管理します。Server Manager では
BladeSymphony は管理できません。
BSM Plus
BSM で管理しているサーバに対して，より高度な運用・管理をできるようにするた
めの拡張機能を備えたソフトウェアです。BSM Plus が持つ拡張機能は次のとおり
です。
• サーバモジュール間の SMP 構成変更をグラフィカルに管理（SMP 構成管理）
• SAN ブート構成のシステム管理を支援（ストレージ運用支援）
• 複数のサーバで複数の予備サーバを共有（N+1 ／ N+M コールドスタンバイ）
• サーバモジュールのラックへの搭載状況をグラフィカルに管理（ラック管理）
Agent
管理対象サーバの状態を監視し，その情報を Server Manager または BSM がインス
トールされている管理サーバに送るソフトウェアです。
Advanced Agent
Agent と連携して次に示す拡張機能をできるようにするソフトウェアです。
• SVP を使用した電源制御（電源 ON/ 強制電源 OFF/ 電源制御スケジューリング）
• OS のハングアップの検出
• アラートの SNMP トラップへの変換
• Windows サーバのクラスタ管理
• デバイス管理
Control Manager
Server Manager，BSM，DPM によるサーバ管理およびデプロイ管理を統合的に実
行するためのソフトウェアです。JP1/ServerConductor 以外の JP1 製品と連携し，
より高度なシステム運用を実現できます。
DPM
管理対象サーバに対する OS の一括インストール，サービスパック／ HotFix ／
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Linux パッチファイルの配信など，管理対象サーバをデプロイ管理するためのソフ
トウェアです。セットアップ済みのサーバのシステムディスクイメージを複数サー
バに同時に配信し，自動的に OS セットアップするなど，システム構築の負荷を軽
減できます。
DPM Adaptor
Control Manager を利用してデプロイ管理する場合に必要なソフトウェアです。
上記の JP1/ServerConductor の製品のうち，このマニュアルでは Server Manager，
BSM，BSM Plus，Agent，および Advanced Agent の機能について説明します。
Control Manager の詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/
Control Manager」を，DPM および DPM Adaptor の詳細については，マニュアル
「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Deployment Manager」を参照してください。
JP1/ServerConductor の製品構成を次の図に示します。
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図 2-1 JP1/ServerConductor の製品構成
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2.1.2

コンポーネント構成と適用 OS

JP1/ServerConductor には，「サービス」というコンポーネントがあります。JP1/
ServerConductor のコンポーネント構成および適用 OS について，次に説明します。

（1） コンポーネント構成
JP1/ServerConductor のコンポーネント構成を，製品ごとに次の図に示します。
図 2-2 JP1/ServerConductor のコンポーネント構成
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各コンポーネントの機能を，製品別に次に示します。
（a） BSM または Server Manager
マネージャサービス
管理サーバとなるマシンで実行するサービスです。管理対象サーバの持つ管理情報
を収集してコンソールサービスまたは Web コンソールサービスに通知したり，コン
ソールサービスまたは Web コンソールサービスからの指示をエージェントサービス
に通知したりします。
コンソールサービス
管理コンソールとなるマシンで実行するサービスです。ユーザはコンソールサービ
スを使ってマネージャサービスにログインし，管理対象サーバを管理します。
Web コンソールサービス
コンソールアプレットと Web ゲートウェイサービスの総称です。コンソールサービ
スの持つ一部の機能を Web 管理コンソールの Web ブラウザから利用できるように
します。
コンソールアプレット
Web ブラウザ上で実行され，Web ブラウザで Web コンソールサービスの機能
を利用できるようにするためのプログラムです。
Web ゲートウェイサービス
Web サーバとなるマシンで実行するサービスです。マネージャサービスから受
け取った管理対象サーバの情報をコンソールアプレットに送ります。
アラートアクションサービス
アラート受信時にプログラムを自動起動するサービスです。
リモートコントロールビューア
管理対象サーバを遠隔操作するためのサービスです。
（b） BSM Plus
マネージャサービス追加機能
管理サーバとなるマシンで実行する追加機能を備えたサービスです。SMP 構成管
理，ストレージ運用支援，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ，およびラック管理の
各機能を使用できるようにします。
（c） Agent
エージェントサービス
管理対象サーバとなるマシンで実行するサービスです。エージェントサービスには，
Windows 版，Linux 版，HP-UX 版の 3 種類があります。サーバの状態を常に監視
し，その情報をマネージャサービスへ送信します。
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ローカルコンソールサービス
管理対象サーバで，そのサーバ自身を管理するサービスです。ローカルコンソール
サービスを管理対象サーバにインストールすると，その管理対象サーバでコンソー
ルサービスの機能を使えます。ローカルコンソールサービスは，サーバ自身の資産
情報・障害情報の管理・監視，および電源制御スケジュールの設定・参照ができま
す。ただし，ローカルコンソールサービスはサーバ自身の管理だけができ，そのほ
かのサーバについては管理できません。
コンソールサービスとローカルコンソールサービスを特に区別しない場合は，コン
ソールサービスと呼びます。
リモートコントロールサービス
管理対象サーバで実行するサービスです。リモートコントロールビューアからの遠
隔操作を実行します。
（d） Advanced Agent
SVP/BMC エージェントサービス
SVP 機能を搭載した管理対象サーバを電源制御する場合に必要なサービスです。
SVP 機能を搭載した管理対象サーバに対して，電源 ON・OFF や電源制御スケ
ジュールを設定できるようにします。なお，管理対象サーバで電源 ON 機能を備え
た LAN アダプタを搭載している場合，SVP 機能および SVP/BMC エージェント
サービスがなくても，電源 ON の操作ができます。
クラスタ管理エージェントサービス
Windows サーバをクラスタ管理する場合に必要なサービスです。MSCS または
フェールオーバークラスタでクラスタ管理されている Windows サーバを JP1/
ServerConductor で管理できるようにします。
クラスタ管理エージェントサービスは，HA8000 の場合だけ利用できます。
SNMP トランスレータエージェントサービス
Windows サーバおよび Linux サーバで SNMP トランスレータの機能を利用する場
合に必要なサービスです。JP1/ServerConductor が通知するアラートを SNMP ト
ラップに変換し，SNMP マネージャに送信します。また，JP1/ServerConductor で
提供している MIB ファイルを使用して，JP1/ServerConductor のマシン管理情報を
SNMP マネージャから参照できます。
注意
マシン管理情報は HA8000 Windows サーバでだけ参照できます。
デバイス管理エージェントサービス
Windows サーバで LAN アダプタ，ディスクアレイなどをデバイス管理する場合に
必要なサービスです。これらのデバイスのアラート通知および資産情報を管理でき
るようにします。
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（2） 適用 OS
JP1/ServerConductor の各サービスは，その機能に対応した OS を搭載しているマシン
にインストールして使用します。
JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS を次の表に示します。
（a） BSM および BSM Plus，または Server Manager
表 2-1 JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS（BSM および BSM Plus）
2000

XP ※

2003（32bit）

1

Pro ※

サービス名

Server ※ 3

2

AS ※

SE ※

EE ※

4

5

6

Vista ※

2008 ※

7

8

マネージャサービ
ス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

マネージャサービ
ス追加機能

−

−

◎

◎

◎

◎

−

◎

コンソールサービ
ス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Web コンソール
サービス

×

×

◎

◎

◎

◎

×

◎

アラートアクショ
ンサービス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

リモートコント
ロールビューア

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

（凡例）
◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる
×：インストールできない
−：製品適用 OS の対象外である
注※ 1
Windows XP Home Edition および Windows XP Professional のことを示します。
注※ 2
Windows 2000 Professional のことを示します。
注※ 3
Windows 2000 Server のことを示します。
注※ 4
Windows 2000 Advanced Server のことを示します。
注※ 5
Windows Server 2003 Standard Edition のことを示します。
注※ 6
Windows Server 2003 Enterprise Edition のことを示します。
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注※ 7
Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，および Windows Vista Ultimate のこと
を示します。
注※ 8
Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise，Windows Server 2008
Standard without Hyper-V，および Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V のこと
を示します。

表 2-2 JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS（Server Manager）
2000

XP ※ 1
サービス名

2003（32bit）

Pro ※ 2

Server ※ 3

AS ※ 4

SE ※ 5

EE ※ 6

Vista ※ 7

マネージャサービス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

×

コンソールサービス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Web コンソール
サービス

×

×

◎

◎

◎

◎

×

アラートアクション
サービス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

×

リモートコントロー
ルビューア

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

（凡例）
◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる
×：インストールできない
注※ 1
Windows XP Home Edition および Windows XP Professional のことを示します。
注※ 2
Windows 2000 Professional のことを示します。
注※ 3
Windows 2000 Server のことを示します。
注※ 4
Windows 2000 Advanced Server のことを示します。
注※ 5
Windows Server 2003 Standard Edition のことを示します。
注※ 6
Windows Server 2003 Enterprise Edition のことを示します。
注※ 7
Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，および Windows Vista Ultimate のこと
を示します。
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（b） Agent
表 2-3 JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS（Agent（Windows 版））
サービ
ス名

2000
Pro
※1

Server ※

AS ※

2

3

2003
(32bit)

2003
(64bit)

※4

※5

2003

2008
(32bit)

2008
(64bit)

2008
(IPF)

6

※7

※8

※9

(IPF)

※

エー
ジェン
トサー
ビス

−

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ローカ
ルコン
ソール
サービ
ス

−

◎

◎

◎

◎

×

◎

◎

×

リモー
トコン
トロー
ルサー
ビス

−

◎

◎

◎

×

×

◎

×

×

アラー
トアク
ション
サービ
ス

−

◎

◎

◎

◎

×

◎

◎

×

（凡例）
◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる
×：インストールできない
−：製品適用 OS の対象外である
注※ 1
Windows 2000 Professional のことを示します。
注※ 2
Windows 2000 Server のことを示します。
注※ 3
Windows 2000 Advanced Server のことを示します。
注※ 4
32bit Windows Server 2003 のことを示します。
注※ 5
64bit Windows Server 2003 のことを示します。
注※ 6
Windows Server 2003（IPF）のことを示します。
注※ 7
32bit Windows Server 2008 のことを示します。
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注※ 8
64bit Windows Server 2008 のことを示します。
注※ 9
Windows Server 2008（IPF）のことを示します。

表 2-4 JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS（Agent（UNIX 版））
Linux

HP-UX

サービス名

ES3

AS3

ES4

AS4

5

AS3
（IPF）

AS4
（IPF）

5
（IPF）

11i V2
（IPF）

11i V3
（IPF）

エージェン
トサービス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ローカルコ
ンソール
サービス

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

リモートコ
ントロール
サービス

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

アラートア
クション
サービス

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

（凡例）
◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる
−：製品適用 OS の対象外である

（c） Advanced Agent
表 2-5 JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS（Advanced Agent（Windows 版））
2000
サービ
ス名

2003（32bit）

Pro

Serv

AS

SE

EE

※1

er ※

※3

※4

※5

2003
(64bit)

2003
(IPF)

※6

※7

2008（32bit）
S※

E※

8

9

2008
(64bit)

2008
(IPF)

※ 10

※ 11

2

SVP/
BMC
エー
ジェン
トサー
ビス

−

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

クラス
タ管理
エー
ジェン
トサー
ビス

−

×

◎

×

◎

×

×

×

◎

×

×
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2000
サービ
ス名

2003（32bit）

Pro

Serv

AS

SE

EE

※1

※

※3

※4

※5

er

2003
(64bit)

2003
(IPF)

※6

※7

2008（32bit）
S※

E※

8

9

2008
(64bit)

2008
(IPF)

※ 10

※ 11

2

SNMP
トラン
スレー
タエー
ジェン
トサー
ビス

−

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

デバイ
ス管理
エー
ジェン
トサー
ビス

−

◎

◎

◎

◎

×

×

◎

◎

×

×

（凡例）
◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる
×：インストールできない
−：製品適用 OS の対象外である
注※ 1
Windows 2000 Professional のことを示します。
注※ 2
Windows 2000 Server のことを示します。
注※ 3
Windows 2000 Advanced Server のことを示します。
注※ 4
Windows Server 2003 Standard Edition のことを示します。
注※ 5
Windows Server 2003 Enterprise Edition のことを示します。
注※ 6
64bit Windows Server 2003 のことを示します。
注※ 7
Windows Server 2003（IPF）のことを示します。
注※ 8
Windows Server 2008 Standard (x86) のことを示します。
注※ 9
Windows Server 2008 Enterprise (x86) のことを示します。
注※ 10
64bit Windows Server 2008 のことを示します。
注※ 11
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Windows Server 2008（IPF）のことを示します。

表 2-6 JP1/ServerConductor の各サービスの適用 OS（Advanced Agent（UNIX 版））
Linux

HP-UX

サービス
名

ES3

AS3

ES4

AS4

5

AS3
（IPF）

AS4
（IPF）

5
（IPF）

11i V2
（IPF）

11i V3
（IPF）

SVP/BMC
エージェ
ントサー
ビス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

クラスタ
管理エー
ジェント
サービス

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

SNMP ト
ランス
レータ
エージェ
ントサー
ビス

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

（凡例）
◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる
−：製品適用 OS の対象外である
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2.2 基本的なシステム構成
JP1/ServerConductor を利用する場合の基本的なシステム構成を次の図に示します。
図 2-3 JP1/ServerConductor を利用する場合の基本的なシステム構成

各マシンの役割，およびインストールが必要な JP1/ServerConductor のサービスについ
て，次に説明します。なお，各サービスの適用 OS については，
「2.1.2(2) 適用 OS」を
参照してください。

（1） 管理コンソール
管理対象サーバの情報を参照したり，管理対象サーバを遠隔操作したりするためのコン
ソールです。
管理コンソールとして利用する場合，コンソールサービスが必要です。また，リモート
コントロールによる遠隔操作を利用する場合は，リモートコントロールビューアが必要
です。

（2） Web 管理コンソール
Web ブラウザから管理対象サーバの状態を参照するためのコンソールのことです。
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Web ブラウザを Web 管理コンソールとして利用する場合，そのマシンに JP1/
ServerConductor のサービスがインストールされている必要はありませんが，Java 2
Standard Edition Java Runtime Environment ※が必要です。
注※
Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，
Readme ファイルを参照してください。

（3） 管理サーバ
JP1/ServerConductor 全体を統括管理するサーバのことです。管理対象サーバの情報を
収集し，管理コンソールまたは Web 管理コンソールから参照できるようにします。
管理サーバは JP1/ServerConductor で構築するシステム内に 1 台以上必要です。
管理サーバとして利用する場合，マネージャサービスが必要です。また，使用する機能
に応じてアラートアクションサービス，または BSM Plus（マネージャサービス追加機
能）をインストールする必要があります。

（4） Web サーバ
Web ブラウザから管理対象サーバの状態を参照するためのサーバのことです。
JP1/ServerConductor の Web サーバとして利用する場合，Web コンソールサービスが
必要です。

（5） 管理対象サーバ
管理サーバによって管理するサーバのことです。
管理対象サーバとして利用する場合，エージェントサービスが必要です。また，使用す
る機能に応じて次のサービスをインストールする必要があります。使用する機能に必要
なサービスについては，2.3 節以降を参照してください。
• ローカルコンソールサービス
• リモートコントロールサービス
• アラートアクションサービス
• SVP/BMC エージェントサービス
• クラスタ管理エージェントサービス
• SNMP トランスレータエージェントサービス
• デバイス管理エージェントサービス
なお，OS ごとに管理対象サーバを次のように呼びます。
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表 2-7 OS ごとの管理対象サーバの呼び名
OS

管理対象サーバ

Windows 2000
Windows Server 2003
Windows Server 2008

Windows サーバ

Red Hat Enterprise Linux ES 3
Red Hat Enterprise Linux AS 3
Red Hat Enterprise Linux ES 4
Red Hat Enterprise Linux AS 4
Red Hat Enterprise Linux 5

Linux サーバ

HP-UX 11i Version 2.0（IPF）
HP-UX 11i Version 3.0（IPF）

HP-UX サーバ
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2.3 管理構成−複数サーバを遠隔地から管理す
る場合
ここでは，複数サーバを遠隔地から管理する構成について説明します。

2.3.1

システム構成図

JP1/ServerConductor は，遠隔地にある複数のサーバも意識することなく管理できます。
遠隔地にある複数のサーバを管理する場合の構成を，次の図に示します。
図 2-4 複数サーバを遠隔地から管理する構成

2.3.2

必要な環境

複数サーバを遠隔地から管理する構成に必要なプログラムなどについて説明します。

28

2. システム構成

（1） console1
console1 を管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
コンソールサービスをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

（2） manager1
manager1 を管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
マネージャサービスをインストール

他プログラム

BSM Plus を使用する場合，BSM に加え，次の環境が必要です。
• MSXML 3.0 以上
• SNMP サービス（ラック管理機能を使用する場合だけ）

設定情報

ログイン用パスワードの設定

（3） agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名
• 自サーバの機種情報

（4） agent2
agent2 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Linux）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス
• 自サーバの機種情報
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（5） agent3
agent3 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（HP-UX）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス
• 自サーバの機種情報

2.3.3

設定の流れ

JP1/ServerConductor で複数サーバを遠隔地から管理する構成で構築する場合の設定の
流れを次に説明します。
図 2-5 複数サーバを遠隔地から管理する構成の設定フロー（console1）

30

2. システム構成

図 2-6 複数サーバを遠隔地から管理する構成の設定フロー（manager1）

図 2-7 複数サーバを遠隔地から管理する構成の設定フロー（agent1）
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図 2-8 複数サーバを遠隔地から管理する構成の設定フロー（agent2）

図 2-9 複数サーバを遠隔地から管理する構成の設定フロー（agent3）
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2.4 管理構成−サーバ 1 台を管理する場合
ここでは，ローカルコンソールサービスを利用して，1 台のサーバを管理する構成につい
て説明します。

2.4.1 システム構成図
1 台のサーバを管理する構成は図 2-10 または図 2-11 のようになります。図 2-10 の構成
では，サーバ自身の資産情報・障害情報の管理・監視ができます。図 2-11 の構成では，
図 2-10 の機能に加えて，SVP 機能による電源制御スケジュールの設定・参照ができま
す。SVP 機能による電源制御スケジュールの設定・参照は，HA8000 の場合だけできま
す。
ただし，どちらの構成の場合もサーバ自身を管理するだけで，そのほかのサーバについ
ては管理できません。
図 2-10

ローカルコンソールの構成（電源制御スケジュールなし）

図 2-11 ローカルコンソールの構成（電源制御スケジュールあり）
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2.4.2

必要な環境

ローカルコンソール構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） 電源制御スケジュールなしの場合
agent1 をローカルコンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスおよびローカルコンソールサービスをインストール

（2） 電源制御スケジュールありの場合
agent1 をローカルコンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスおよびローカルコンソールサービスをインストール
• Advanced Agent（Windows）
SVP/BMC エージェントサービスをインストール

ハードウェア

SVP PCI ボード

設定情報

SVP PCI ボードの IP アドレス

2.4.3

設定の流れ

ローカルコンソールサービスを利用して 1 台のサーバを管理する場合の設定の流れを次
に説明します。
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図 2-12

ローカルコンソールの設定フロー（電源制御スケジュールなし）
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図 2-13
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ローカルコンソールの設定フロー（電源制御スケジュールあり）

2. システム構成

2.5 管理構成− Web ブラウザから管理する場
合
ここでは，Web 管理コンソールの Web ブラウザから Web サーバの Web コンソールサー
ビスに接続して管理対象サーバを管理する場合の設定例について説明します。

2.5.1 システム構成図
Web ブラウザを使用して管理対象サーバを管理する場合の構成を次の図に示します。
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図 2-14

2.5.2

Web ブラウザから管理する構成

必要な環境

Web ブラウザから管理する構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） webcons1
webcons1 を Web 管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
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項目
他プログラム

名称
• Web ブラウザ
前提：NETSCAPE COMMUNICATOR 4.5 以降
Microsoft Internet Explorer 4.0 以降
• Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment ※

注※
Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，Readme ファ
イルを参照してください。

（2） webserv
webserv を Web サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
Web コンソールサービスをインストール

他プログラム

• Web サーバ
前提：NETSCAPE ENTERPRISE SERVER 3.6 以降
Microsoft Internet Information Server 3.0 以降
Microsoft Internet Information Services 5.0 以降
• Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment ※
• Web コンソールサービスを使用するためのパスワード
• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名
• 管理サーバ（manager1）へログインするためのパスワード

設定情報

注※
Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，Readme ファ
イルを参照してください。

（3） manager1，agent1，agent2，agent3
管理サーバ，管理対象サーバに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照して
ください。

2.5.3 設定の流れ
Web 構成時での Web サーバの設定の流れを次に説明します。管理サーバ，管理対象サー
バの設定については，
「2.3.3 設定の流れ」を参照してください。
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図 2-15
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Web ブラウザから管理する構成の設定フロー（webserv）

2. システム構成

2.6 管理構成−複数の管理サーバで管理する場
合
ここでは，複数の管理サーバを設置して管理する場合の構成について説明します。

2.6.1 システム構成図
次の図のように，複数の管理サーバを設置して一つの管理コンソールから複数の管理
サーバへ同時にログインして管理できます。この構成では拠点単位に管理サーバを配置
して，各管理サーバが自拠点内の管理対象ホストを一括で管理し，管理コンソールが必
要な管理サーバへログインする運用ができます。管理コンソールは最大 128 台の管理
サーバへログインできます。
図 2-16

複数の管理サーバで管理する構成

2.6.2 必要な環境
複数の管理サーバ構成に必要なプログラムなどについて説明します。
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（1） console1
console1 を管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
コンソールサービスをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1，manager2）の IP アドレス，またはホスト名

（2） manager1，manager2
管理サーバに必要な環境については，「2.3.2

必要な環境」を参照してください。

（3） agent1，agent3
agent1，agent3 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• agent1 は管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名
• agent3 は管理サーバ（manager2）の IP アドレス，またはホスト名

（4） agent2
agent2 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Linux）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス
• 自サーバの機種情報

（5） agent4
agent4 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（HP-UX）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager2）の IP アドレス
• 自サーバの機種情報
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2.6.3 設定の流れ
設定の流れは基本構成と同じです。
「2.3.3 設定の流れ」を参照してください。
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2.7 管理構成−複数の管理サーバで複数の同じ
管理対象サーバを管理する場合
ここでは，複数の管理サーバで複数の同じ管理対象サーバを管理する場合の構成につい
て説明します。

2.7.1

システム構成図

次の図のように，管理対象サーバから接続先として複数の管理サーバを設定できます。
manager1 がダウンした場合，manager2 へログインし直すことで管理対象サーバの管理
を続けることができます。接続先の管理サーバは 4 台まで設定できます。manager1 と
manager2 へ同時にログインして管理することもできます。
図 2-17
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管理対象サーバを複数の管理サーバに管理させる構成

2. システム構成

2.7.2 必要な環境
管理対象サーバを複数の管理サーバに管理させる場合に必要なプログラムなどについて
説明します。

（1） console1
console1 を管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
コンソールサービスをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1，manager2）の IP アドレス，またはホスト名

（2） manager1，manager2
管理サーバに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照してください。

（3） agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1，manager2）の IP アドレス，またはホスト名

（4） agent2
agent2 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Linux）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1，manager2）の IP アドレス
• 自サーバの機種情報

（5） agent3
agent3 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
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項目

名称

プログラム

• Agent（HP-UX）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1，manager2）の IP アドレス，またはホスト名
• 自サーバの機種情報

2.7.3

設定の流れ

設定の流れは基本構成と同じです。「2.3.3
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設定の流れ」を参照してください。

2. システム構成

2.8 管理構成− JP1/IM と連携する場合
ここでは，JP1/ServerConductor と JP1/IM が連携してネットワーク上のサーバを管理
する構成について説明します。

2.8.1 システム構成図
JP1/IM 連携構成には，JP1/IM へアラート通知する構成と，JP1/IM からコンソール
サービスを起動する構成の 2 種類があります。それぞれの構成イメージを次に示します。

（1） JP1/IM へアラート通知する構成
JP1/IM へアラートを通知する構成には次の 2 種類があります。
• マネージャサービスを経由して通知する構成
• マネージャサービスを経由しないでサーバから直接通知する構成
それぞれの構成を次に説明します。
（a） マネージャサービスを経由して通知する構成
JP1/ServerConductor の管理サーバから JP1/IM へアラート通知する構成では，JP1/
ServerConductor のマネージャサービスが検知したアラート情報を JP1/Base に通知し
ます。JP1/Base は，通知アラート情報をイベントとして登録します。JP1/IM Manager または JP1/IM - Central Console は，登録されたイベント情報を読み取って，
JP1/IM - Console View に通知します。これによって，JP1/ServerConductor のコンソー
ルサービスでアラートを管理すると同時に，JP1/IM - View から JP1/ServerConductor
の通知アラートを参照できるようになります。
注意
この構成で，サーバから直接通知する構成を設定すると，JP1/IM にアラートが二重
に通知されます。マネージャサービス経由と，サーバからの直接通知を同時に使用
しないでください。
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図 2-18

JP1/ServerConductor のマネージャサービスを経由して通知する構成

（b） マネージャサービスを経由しないでサーバから直接通知する構成
この構成では，管理サーバが検知したアラート情報を，同じサーバにインストールされ
ている JP1/Base に通知します。JP1/Base は，指定された別のマシンの JP1/Base にイ
ベントを通知することで，イベント情報を登録します。JP1/IM - Manager または JP1/
IM - Central Console は，登録されたイベント情報を読み取って，JP1/IM - View に通知
します。これによって，JP1/ServerConductor のコンソールサービスでアラートを管理
すると同時に，JP1/IM - View から JP1/ServerConductor の通知アラートを参照できる
ようになります。
また，JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console をエージェントサービスと同
じマシン上で動作させる構成にすることもできます。
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図 2-19

サーバから直接通知する構成

（2） JP1/IM からコンソールサービスを起動する構成
JP1/IM からコンソールサービスを起動する構成について説明します。
この構成では，JP1/IM - View から JP1/ServerConductor のコンソールサービスを直接
起動できます。
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図 2-20

2.8.2

JP1/IM からコンソールサービスを起動する構成

必要な環境

JP1/IM 連携構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） JP1/IM へアラート通知する構成
（a） JP1/ServerConductor のマネージャサービスを経由して通知する場合
JP1/ServerConductor の管理サーバから JP1/IM へアラート通知する場合，次の環境が
必要です。
user
user を JP1/IM - View を利用するコンソールとして設定する場合，次の環境が必要
です。
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項目

名称

他プログラム

• JP1/IM - View
必要な環境については，次のマニュアルの JP1/IM システムの設計について記載さ
れている章を参照してください。
・JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
・JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド
・JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド

manager1
manager1 を管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
マネージャサービスをインストール

他プログラム

• JP1/Base
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Base」またはマニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップについて記
載されている章を参照してください。
• JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console
必要な環境については，次のマニュアルの JP1/IM システムの設計について記載さ
れている章を参照してください。
・JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
・JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド
・JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド

設定情報

ログイン用パスワードの設定，認証サーバの設定

agent1，agent2，agent3
管理対象サーバに必要な環境については，「2.3.2

必要な環境」を参照してくださ

い。
（b） マネージャサービスを経由しないでサーバから直接通知する場合
管理サーバで検知したアラートを直接 JP1/IM へ通知する場合，次の環境が必要です。
user
user を JP1/IM - View を利用するコンソールとして設定する場合，次の環境が必要
です。
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項目

名称

他プログラム

• JP1/IM - View
必要な環境については，次のマニュアルの JP1/IM システムの設計について記載さ
れている章を参照してください。
・JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
・JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド
・JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド

ims
ims を JP1/Base のイベントサーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

他プログラム

• JP1/Base
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Base」またはマニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップについて記
載されている章を参照してください。
• JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console
必要な環境については，次のマニュアルの JP1/IM システムの設計について記載さ
れている章を参照してください。
・JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
・JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド
・JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド

設定情報

ログイン用パスワードの設定，認証サーバの設定

agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

他プログラム

• JP1/Base
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Base」またはマニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップについて記
載されている章を参照してください。

コンポーネン
ト

• エージェントサービス
• ローカルコンソールサービス
必要な環境については，
「2.3.2

設定情報

必要な環境」を参照してください。

認証サーバの設定，通知先ホストの設定

また，ims の環境を agent1 に構築することもできます。

（2） JP1/IM からコンソールサービスを起動する構成
JP1/IM からコンソールサービスを起動する場合，次の環境が必要です。
console1
console1 を管理コンソール，および JP1/IM - Console View を利用するイベント参
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照用として設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
コンソールサービスをインストール

他プログラム

• JP1/IM - View
必要な環境については，次のマニュアルの JP1/IM システムの設計について記載さ
れている章を参照してください。
・JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
・JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド
・JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

manager1
manager1 を管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
マネージャサービスをインストール

他プログラム

• JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console
必要な環境については，次のマニュアルの JP1/IM システムの設計について記載さ
れている章を参照してください。
・JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
・JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド
・JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド
• JP1/Base
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Base」またはマニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド」のインストールとセットアップについて記
載されている章を参照してください。

設定情報

ログイン用パスワードの設定，認証サーバの設定

agent1，agent2，agent3
管理対象サーバに必要な環境については，「2.3.2

必要な環境」を参照してくださ

い。

2.8.3 設定の流れ
ここでは，JP1/ServerConductor の管理サーバを経由して通知する場合と管理対象サー
バ（Windows サーバ）から直接通知する場合について，必要な設定の流れを説明しま
す。そのほかの設定の流れは基本構成と同じです。
「2.3.3 設定の流れ」を参照してくだ
さい。

53

2. システム構成

図 2-21

JP1/ServerConductor の管理サーバを経由して通知する場合の設定フロー
（manager1）
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図 2-22

管理対象サーバ（Windows サーバ）で検知したアラートを直接通知する場合の
設定フロー（agent1）
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2.9 管理構成− JP1/AppManager と連携する
場合
ここでは，JP1/ServerConductor と JP1/AppManager が連携してネットワーク上のサー
バを管理する構成について説明します。

2.9.1

システム構成図

JP1/AppManager と連携して管理対象サーバを管理する構成は次の図のようになります。
JP1/AppManager の Knowledge Script 機能を使用して，管理対象サーバが持つ資産情
報，およびハードウェアの状態についての情報を収集，および管理対象サーバで動作し
ているサービスの状態を監視できます。
図 2-23

JP1/AppManager 連携構成

JP1/AppManager では，Web ブラウザを Web 管理コンソールとして使用して，管理対
象サーバを管理できる機能を提供しています。
JP1/AppManager で Web ブラウザを使用した構成については，マニュアル「JP1
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Version 6 JP1/AppManager インストールガイド」を参照してください。

2.9.2 必要な環境
JP1/AppManager 連携構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1
console1 を JP1/AppManager の管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要で
す。
項目
他プログラム

名称
• JP1/AppManager Operator Console 06-00 以降
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 6 JP1/AppManager インストー
ルガイド」を参照してください。

（2） appms
appms を JP1/AppManager の管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目
他プログラム

名称
• JP1/AppManager Developer Console 06-00 以降
• JP1/AppManager for Windows
• JP1/AppManager for System Manager
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 6 JP1/AppManager インストー
ルガイド」を参照してください。

（3） agent1
agent1 を JP1/AppManager から管理できる管理対象サーバとして設定する場合，次の
環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール

他プログラム

• JP1/AppManager for Windows
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 6 JP1/AppManager インストー
ルガイド」を参照してください。
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2.10 管理構成− Device Manager と連携する
場合
ここでは，JP1/ServerConductor と Device Manager が連携したストレージ運用支援機
能の構成について説明します。

2.10.1

システム構成図

JP1/ServerConductor のストレージ運用支援機能では，BladeSymphony にサーバモ
ジュールを挿入するだけで，自動的に SAN ブート構成の起動用ディスクとデータ用ディ
スクが割り当てられます。
図 2-24

2.10.2

Device Manager 連携構成

必要な環境

Device Manager の連携構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
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項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名
• 自サーバの機種情報

（2） manager1
manager1 を管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM および BSM Plus
マネージャサービスおよびマネージャサービス追加機能をインストール

他プログラム

BSM Plus を使用する場合，BSM に加え，次の環境が必要です。
• MSXML 3.0 以上
• SNMP サービス（ラック管理機能を使用する場合だけ）

設定情報

ログイン用パスワードの設定

（3） HDvM1
HDvM1 を Device Manager サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

他プログラム

2.10.3

• Device Manager
必要な環境については，マニュアル「JP1/HiCommand Device Manager Web
Client ユーザーズガイド」またはマニュアル「Hitachi Device Manager Software
Web Client ユーザーズガイド」を参照してください。

設定の流れ

ここでは，Device Manager と連携する場合の設定の流れを説明します。
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図 2-25
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Device Manager と連携する場合の設定フロー

2. システム構成

2.11 管理構成− JP1/Cm2/NC と連携する場合
ここでは，JP1/ServerConductor と JP1/Cm2/NC が連携したネットワークスイッチ連携
機能の構成について説明します。

2.11.1 システム構成図
JP1/ServerConductor のネットワークスイッチ連携機能では，BladeSymphony に障害
が発生し，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え時および復帰時に，サーバモ
ジュールを接続したネットワークスイッチのポート設定を変更できます。
図 2-26

JP1/Cm2/NC 連携構成

2.11.2 必要な環境
JP1/Cm2/NC 連携構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1
console1 を管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
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項目

名称

プログラム

• BSM
コンソールサービスをインストール

他プログラム

• JP1/Cm2/NC - View
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element
Configuration 機能・構築ガイド」を参照してください。

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

（2） manager1
manager1 を管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM および BSM Plus
マネージャサービスおよびマネージャサービス追加機能をインストール

他プログラム

• JP1/Cm2/NC - View
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element
Configuration 機能・構築ガイド」を参照してください。

設定情報

ログイン用パスワードの設定

（3） NCmanager1
NCmanager1 を NC マネージャサーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目
他プログラム

名称
• JP1/Cm2/NC - Manager
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element
Configuration 機能・構築ガイド」を参照してください。

2.11.3 設定の流れ
ここでは，JP1/Cm2/NC と連携する場合の設定の流れを説明します。
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図 2-27

JP1/Cm2/NC と連携する場合の設定フロー
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2.12 管理構成−管理サーバをクラスタ構成に
する場合
ここでは，管理サーバを MSCS またはフェールオーバークラスタでクラスタ構成にして
いる場合の設定例について説明します。

2.12.1

システム構成図

JP1/ServerConductor で，管理サーバをクラスタ構成にする場合，次の図のような構成
になります。
図 2-28

2.12.2

クラスタ構成（管理サーバ）

必要な環境

管理サーバをクラスタ構成にする場合に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1，agent1
管理コンソール，管理対象サーバに必要な環境については，「2.3.2
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必要な環境」を参照

2. システム構成

してください。

（2） manager1，manager2
manager1，manager2 をクラスタ構成の管理サーバとして設定する場合，次の環境が必
要です。
項目

名称

OS

Windows 2000 Advanced Server
Windows Server 2003 Enterprise Edition（32bit 版）
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

プログラム

• BSM
マネージャサービスをインストール

2.12.3

設定の流れ

管理サーバをクラスタ構成にする場合の設定については，
「15.

クラスタシステムでの

運用」を参照してください。
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2.13 機能別構成−管理対象サーバをクラスタ
構成にする場合
ここでは，管理対象サーバを MSCS またはフェールオーバークラスタでクラスタ構成に
している場合の設定例について説明します。クラスタ構成のサーバを JP1/
ServerConductor で管理すると，クラスタアドミニストレータまたはフェールオーバー
クラスタ管理の画面を起動することなく，JP1/ServerConductor の画面にクラスタに関
する情報を表示できます。
注意
ここで説明しているクラスタ構成とは，HA8000 サーバ上の MSCS またはフェール
オーバークラスタでのクラスタ構成を指します。Linux サーバ，HP-UX サーバ，お
よび BladeSymphony のクラスタは JP1/ServerConductor で管理できません。

2.13.1

システム構成図

JP1/ServerConductor でクラスタ構成のサーバを管理する場合，次の図のような構成に
なります。
管理コンソールは，クラスタ構成の管理対象サーバとは別のドメインに属してもかまい
ませんが，一つのクラスタ構成内の管理対象サーバは同じドメインに属している必要が
あります。
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図 2-29

2.13.2

クラスタ構成（管理対象サーバ）

必要な環境

クラスタ構成のサーバを管理する場合に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1，manager1
管理サーバ，管理コンソールに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照して
ください。

（2） agent1，agent2
agent1，agent2 をクラスタ構成の管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要
です。
項目
OS

名称
Windows Server 2008 Enterprise(x86)
Windows Server 2003 Enterprise Edition（32bit 版）
Windows 2000 Advanced Server
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項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール
• Advanced Agent（Windows）
クラスタ管理エージェントサービスをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

2.13.3

設定の流れ

設定の流れは基本構成と同じです。「2.3.3
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設定の流れ」を参照してください。

2. システム構成

2.14 機能別構成−障害発生時にプログラムを
自動起動する場合
ここでは，障害（アラート）が発生した場合にプログラムを自動起動するときの構成に
ついて説明します。

2.14.1

システム構成図

コンソールサービスを使用して，管理サーバまたは管理対象サーバでアラートが発生し
た場合にプログラムを自動起動するときの構成を次の図に示します。
図 2-30

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときの構成（コンソール
サービス）

ローカルコンソールサービスを使用して，サーバでアラートが発生した場合にプログラ
ムを自動起動するときの構成を次の図に示します。
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図 2-31

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときの構成（ローカルコ
ンソールサービス）

2.14.2

必要な環境

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときに必要なプログラムなどにつ
いて説明します。

（1） コンソールサービスを使用する場合
（a） console1，agent1
管理コンソール，および管理対象サーバに必要な環境については，「2.3.2

必要な環境」

を参照してください。
（b） manager1
アラート発生時に自動的にプログラムを実行する場合，管理サーバとして設定するには，
次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
マネージャサービスをインストール

設定情報

プログラム実行サーバ（action1）の IP アドレス，またはホスト名

（c） action1
action1 をアラート発生時に自動的にプログラムを実行するサーバとして設定する場合，
次の環境が必要です。
項目
プログラム
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名称
• BSM，Server Manager，または Agent（Windows）
アラートアクションサービスをインストール
• 自動実行するプログラム

2. システム構成

項目
設定情報

名称
自動実行するプログラム名

（2） ローカルコンソールサービスを使用する場合
（a） agent1
agent1 を管理コンソールおよび管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要で
す。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスおよびローカルコンソールサービスをインストール

設定情報

プログラム実行サーバ（action1）の IP アドレス，またはホスト名

（b） action1
action1 をアラート発生時に自動的にプログラムを実行するサーバとして設定する場合，
次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM，Server Manager，または Agent（Windows）
アラートアクションサービスをインストール
• 自動実行するプログラム

設定情報

自動実行するプログラム名

2.14.3

設定の流れ

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときの設定の流れを説明します。

（1） コンソールサービスを使用する場合
ここでは，コンソールサービスを使用して，アラートが発生した場合にプログラムを自
動起動するときの，管理サーバおよびプログラム実行サーバの設定の流れを説明します。
管理コンソールおよび管理対象サーバの設定の流れについては，
「2.3.3 設定の流れ」を
参照してください。
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図 2-32

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときの設定フロー
（manager1）

図 2-33

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときの設定フロー
（action1）

（2） ローカルコンソールサービスを使用する場合
ここでは，ローカルコンソールサービスを使用して，アラートが発生した場合にプログ
ラムを自動起動するときの，管理対象サーバの流れを説明します。プログラム実行サー
バの設定の流れについては，「(1)
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コンソールサービスを使用する場合」を参照してくだ

2. システム構成

さい。
図 2-34

アラートが発生した場合にプログラムを自動起動するときの設定フロー
（agent1）
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2.15 機能別構成−電源制御をする場合
ここでは，管理コンソールから管理対象サーバの電源を ON・OFF，または電源スケ
ジュールを設定するときの構成について説明します。
電源制御をする場合，Windows サーバ /Linux サーバ /HP-UX サーバには，SVP 機能お
よび SVP/BMC エージェントサービス，または電源 ON 機能を備えた LAN アダプタが
必要です。

2.15.1

システム構成図

管理対象サーバの電源を制御する場合の構成を次の図に示します。
図 2-35
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電源制御の構成

2. システム構成

2.15.2

必要な環境

管理対象サーバの電源を制御する場合に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1，manager1
管理サーバ，管理コンソールに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照して
ください。

（2） agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
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項目

名称

プログラム

• Agent（Windows，または Linux）
エージェントサービスをインストール
• Advanced Agent
SVP/BMC エージェントサービスをインストール
Linux サーバの場合は，インストール後に SVP エージェントサービスが有効にな
るように設定します。

ハードウェア

SVP PCI ボード

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名（agent1 および SVP PCI
ボード）
• SVP PCI ボードの IP アドレス

（3） agent2
agent2 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows または Linux）
エージェントサービスをインストール

ハードウェア

電源 ON 機能を備えた LAN アダプタ

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

（4） agent3
agent3 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows，Linux，または HP-UX）
エージェントサービスをインストール
• Advanced Agent
SVP/BMC エージェントサービスをインストール
Linux サーバの場合は，インストール後に SVP/BMC エージェントサービスが有効
になるように設定します。
HP-UX の場合は，インストール後に BMC エージェントサービス
（BMCConfiguration）が有効になるように設定します。

ハードウェア

SVP 機能（BladeSymphony）

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名（agent3 および SVP）

2.15.3

設定の流れ

ここでは，電源制御する場合の管理対象サーバの設定の流れを説明します。管理サーバ，
管理コンソールの設定の流れについては，「2.3.3 設定の流れ」を参照してください。
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図 2-36

電源制御の設定フロー（agent1，agent3（Windows サーバ）
）
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2. システム構成
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図 2-37

電源制御の設定フロー（agent2（Windows サーバ）
）

図 2-38

電源制御の設定フロー（agent1，agent3（Linux サーバ）
）

2. システム構成

図 2-39

電源制御の設定フロー（agent2（Linux サーバ）
）

図 2-40

電源制御の設定フロー（agent3（HP-UX サーバ）
）
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2.16 機能別構成−遠隔操作をする場合
ここでは，遠隔地にある管理対象サーバを操作する場合の構成について説明します。

2.16.1

システム構成図

JP1/ServerConductor では，管理対象サーバに対して次の遠隔操作ができます。
• リモートコントロール
• ファイル転送
• リモートコンソール
• ランプ制御
• 保守情報の取得
使用する機能によって，システム構成が異なります。機能ごとのシステム構成を次に示
します。

（1） リモートコントロール・ファイル転送
リモートコントロールまたはファイル転送を使用する場合の構成を次の図に示します。
図 2-41

リモートコントロール・ファイル転送をする場合の構成

（2） リモートコンソール
リモートコンソールを使用する場合の構成を次の図に示します。
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図 2-42

リモートコンソールを使用する場合の構成

（3） ランプ制御
ランプ制御を使用する場合の構成を次の図に示します。
図 2-43

ランプ制御をする場合の構成

81

2. システム構成

（4） 保守情報の取得
保守情報の取得をする場合の構成を次の図に示します。
図 2-44

2.16.2

保守情報の取得をする場合の構成

必要な環境

遠隔地にある管理対象サーバを操作する場合に必要なプログラムなどについて説明しま
す。

（1） リモートコントロール・ファイル転送
（a） console1
console1 を管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM または Server Manager
コンソールサービスおよびリモートコントロールビューアをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

（b） manager1
管理サーバに必要な環境については，「2.3.2
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必要な環境」を参照してください。
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（c） agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスおよびリモートコントロールサービスをインストール

設定情報

• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名
• 自サーバの機種情報

（2） リモートコンソール
（a） console1
console1 を管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• BSM
コンソールサービスをインストール

他プログラム

• リモートコンソールアプリケーション
必要な環境については，BladeSymphony のリモートコンソールに関するドキュメ
ントの動作環境について記載されている章を参照してください。

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

（b） manager1
管理サーバに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照してください。
（c） chassis1
リモートコンソールの管理対象は，サーバシャーシ上のサーバモジュールです。必要な
環境については，BladeSymphony のリモートコンソールに関するドキュメントの動作環
境について記載されている章を参照してください。

（3） ランプ制御
（a） console1，manager1
管理コンソールおよび管理サーバに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照
してください。
（b） chassis1
ランプ制御の管理対象は，サーバシャーシ上のサーバモジュールです。必要な環境につ
いては，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」の設置環境について記載され
ている章を参照してください。

83

2. システム構成

（4） 保守情報の取得
（a） console1，manager1，agent1
管理コンソール，管理サーバ，管理対象サーバに必要な環境については，「2.3.2

必要な

環境」を参照してください。

2.16.3

設定の流れ

管理コンソール，管理サーバ，管理対象サーバの設定については，「2.3.3
を参照してください。
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設定の流れ」

2. システム構成

2.17 機能別構成− SNMP を利用して連携する
場合
ここでは，SNMP トランスレータを使用して，JP1/ServerConductor のエージェント
サービスが管理している情報を SNMP マネージャで参照する構成について説明します。

2.17.1

システム構成図

SNMP トランスレータを使用する構成は次の図のようになります。SNMP トランスレー
タは，JP1/ServerConductor のエージェントサービスで管理するマシン管理情報および
アラート情報を，ネットワークの管理データベースである MIB に変換し，SNMP で送
信する機能です。SNMP で送信されたマシン管理情報およびアラート情報は，SNMP マ
ネージャという管理ソフトウェアを使うと，ビジュアルに表示できます。この SNMP マ
ネージャには，JP1/Cm2/NNM を使用できます。
この場合，マシン管理情報は SNMP マネージャで参照でき，マシン障害などのアラート
はイベントとして通知され表示できます。
注意
• マシン管理情報を参照できるのは HA8000 Windows サーバの場合だけです。
Linux サーバおよび BladeSymphony Windows サーバではイベント通知機能だけ
サポートされています。
• SNMP トランスレータから通知できるアラート情報は，ハードウェア障害だけで
す。使用率超過など，ハードウェア障害以外のアラート，および SVP 機能から発
行されるアラートは通知されません。
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図 2-45

2.17.2

SNMP トランスレータを使用した構成

必要な環境

SNMP トランスレータを使用した構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） manager1
管理サーバに必要な環境については，「2.3.2

必要な環境」を参照してください。

（2） cm2
cm2 を SNMP マネージャとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目
他プログラム

名称
• JP1/Cm2/NNM
必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Node
Manager ネットワーク管理ガイド」またはマニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/
Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」を参照してください。

（3） agent1
管理対象サーバを設定する場合，次の環境が必要です。
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項目

名称

プログラム

• Agent（Windows または Linux）
エージェントサービスをインストール
• Advanced Agent
SNMP トランスレータエージェントサービスをインストール
Linux サーバの場合は，インストール後に SNMP トランスレータエージェント
サービスが有効になるように設定します。

他プログラム

• SNMP サービス
Windows または Linux の SNMP サービスをインストール

設定情報

管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名

2.17.3

設定の流れ

管理対象サーバと SNMP マネージャを連携するための設定については，
「17. SNMP ト
ランスレータ」を参照してください。

87

2. システム構成

2.18 機能別構成−デバイス管理の機能を拡張
する場合
ここでは，デバイス管理エージェントサービスを使用して，Windows サーバのデバイス
管理の機能を拡張する構成について説明します。

2.18.1

システム構成図

デバイス管理エージェントサービスによって，Windows サーバの LAN アダプタ，ディ
スクアレイの資産（インベントリ）や障害（アラート）をコンソールサービスから管理
できます。デバイス管理の機能を拡張する場合の構成を次の図に示します。
図 2-46

2.18.2

デバイス管理拡張構成

必要な環境

デバイス管理拡張構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1，manager1
管理サーバ，管理コンソールに必要な環境については，「2.3.2
ください。

88

必要な環境」を参照して
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（2） agent1，agent2
agent1，agent2 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（Windows）
エージェントサービスをインストール
• Advanced Agent（Windows）
デバイス管理エージェントサービス※をインストール
• 管理サーバ（manager1）の IP アドレス，またはホスト名
• 自サーバのサイト情報

設定情報

注※
次のサブコンポーネントから，ご使用のシステムにあわせてインストールします。
• ディスクアレイ：CR80 and HA8000 内蔵 RAID
HA8000 システム装置に添付されているディスクアレイ（RAID）管理ユーティリティ・Global
Array Manager で管理されている RAID の構成情報を，コンソールサービスの［インベントリ］
ウィンドウに表示する場合に使用します。
• ディスクアレイ：HA8000 内蔵 RAID（HyperDisk）
HA8000 システム装置に添付されているディスクアレイ（RAID）管理ユーティリティ・
HyperDisk Utility で管理されている RAID の構成情報を，コンソールサービスの［インベント
リ］ウィンドウに表示する場合に使用します。
• ディスクアレイ：HA8000 内蔵 RAID（MegaRAID）
HA8000 システム装置に添付されているディスクアレイ（RAID）管理ユーティリティ・
MegaRAID IDE Console で管理されている RAID の構成情報を，コンソールサービスの［イン
ベントリ］ウィンドウに表示する場合に使用します。
• ディスクアレイ：HA8000 内蔵 RAID（Power Console）
HA8000 システム装置に添付されているディスクアレイ（RAID）管理ユーティリティ・Power
Console Plus で管理されている RAID の構成情報を，コンソールサービスの［インベントリ］
ウィンドウに表示する場合に使用します。
• ディスクアレイ：DF350/400
日立製ディスクアレイ装置 DF350/DF400 の構成情報を，コンソールサービスの［インベント
リ］ウィンドウに表示する場合に使用します。
• LAN アダプタ：PC-CN7230/7240
HA8000 システム装置に添付されている Intel(R) PROSet を使用して二重化された LAN ボード
の障害情報を検知し，コンソールサービスに通知する場合に使用します。

2.18.3

設定の流れ

設定の流れは基本構成と同じです。
「2.3.3 設定の流れ」を参照してください。
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2.19 機能別構成− HP-UX EMS と連携する場
合
ここでは，JP1/ServerConductor が HP-UX EMS と連携して HP-UX サーバ上の障害を
管理する構成について説明します。

2.19.1

システム構成図

HP-UX では，HP-UX EMS と呼ばれる監視機能があり，デバイス障害やリソース状況を
イベントとして通知できます。このイベントを HP-UX EMS イベントと呼び，Agent
（HP-UX）のアラートとしてコンソールサービスに通知できます。サーバの障害情報は
すべて HP-UX EMS と連携して検出するので，HP-UX EMS と連携する必要がありま
す。
HP-UX EMS と連携する場合の構成を，次の図に示します。
図 2-47

2.19.2

HP-UX EMS 連携構成

必要な環境

HP-UX EMS 連携構成に必要なプログラムなどについて説明します。
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（1） console1，manager1
管理サーバ，管理コンソールに必要な環境については，
「2.3.2 必要な環境」を参照して
ください。

（2） agent1
agent1 を管理対象サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

プログラム

• Agent（HP-UX）
エージェントサービスをインストール

他プログラム

• HP-UX EMS
HP-UX EMS（EMS Hardware Monitors，EMS HA Monitors）をインストール

設定情報

•
•
•
•

2.19.3

管理サーバ（manager1）の IP アドレス
自サーバの機種情報
自サーバのサイト情報
HP-UX EMS の設定
インストール方法，必要な環境については，HP-UX EMS のマニュアルを参照
してください。
• エージェント環境設定ファイルの HP-UX EMS 連携機能関連の項目設定
設定項目と方法については，「3. セットアップ」を参照してください。

設定の流れ

ここでは，HP-UX EMS 連携をする場合の管理対象サーバの設定の流れを説明します。
管理サーバ，管理コンソールの設定の流れについては，
「2.3.3 設定の流れ」を参照して
ください。
図 2-48

HP-UX EMS 連携の設定フロー（agent1）
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セットアップ
この章では，インストール，アンインストールおよび環境設定
の方法について説明します。

3.1 セットアップの流れ
3.2 インストール（Windows の場合）
3.3 インストール（Linux または HP-UX の場合）
3.4 アンインストール（Windows の場合）
3.5 アンインストール（Linux または HP-UX の場合）
3.6 JP1/ServerConductor で使用するポート番号
3.7 JP1/ServerConductor で使用する IP アドレス
3.8 環境設定ユティリティの基本操作
3.9 コンソールサービスの設定
3.10 マネージャサービスの設定
3.11 エージェントサービス（Windows サーバ）の設定
3.12 エージェントサービス（Linux サーバ）の設定
3.13 エージェントサービス（HP-UX サーバ）の設定
3.14 ローカルコンソールサービスの設定
3.15 Web コンソールサービスの設定
3.16 SVP/BMC の設定
3.17 JP1/IM 連携の設定
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3.18

94

JP1/AppManager 連携の設定

3. セットアップ

3.1 セットアップの流れ
JP1/ServerConductor のセットアップの流れを，インストールする製品ごとに説明しま
す。
JP1/ServerConductor のセットアップ項目は，インストール先の環境や使用する機能に
よって異なります。セットアップ手順およびセットアップ項目の詳細については，各図
に示す参照先を参照してください。
ここでは，クラスタ構成を使用しない場合のセットアップ手順について説明しています。
クラスタ構成の場合のセットアップ手順については，
「15.3 クラスタシステムでのイン
ストールとセットアップ」を参照してください。

3.1.1

BSM，BSM Plus，および Server Manager のセット
アップ

BSM および BSM Plus のセットアップの流れまたは Server Manager のセットアップの
流れを，次の図に示します。インストール手順および各セットアップ手順については，
図に示す参照先を参照してください。
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図 3-1 BSM，BSM Plus，および Server Manager のセットアップの流れ
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3.1.2

Agent および Advanced Agent のセットアップ

Agent および Advanced Agent のセットアップの流れを，適用 OS 別に次の図に示しま
す。インストール手順および各セットアップ手順については，図に示す参照先を参照し
てください。
なお，SystemInstaller 構成マネージャで Agent をインストールした場合，ここでのイ
ンストールは不要です。SystemInstaller 構成マネージャは，Windows プレインストー
ルモデルで，OS を起動したあとに動作するプログラムです。詳細については，システム
装置に添付されているソフトウェアガイドを参照してください。
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図 3-2 Agent および Advanced Agent のセットアップの流れ（Windows サーバ）
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図 3-3 Agent および Advanced Agent のセットアップの流れ（Linux サーバ）
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図 3-4 Agent および Advanced Agent のセットアップの流れ（HP-UX サーバ）
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3.2 インストール（Windows の場合）
ここでは，適用 OS が Windows の場合の JP1/ServerConductor のインストール方法に
ついて説明します。インストール方法は JP1/ServerConductor の各製品によって異なり
ます。ここでは，次の場合に分けて説明します。
• BSM だけをインストールする場合
• BSM および BSM Plus をインストールする場合
• Server Manager をインストールする場合
• Agent および Advanced Agent をインストールする場合
なお，インストールが完了すると環境設定ユティリティが自動起動し，続けて環境設定
ができます。環境設定は，あとで実行することもできます。環境設定の詳細については，
3.8 節以降を参照してください。環境設定が完了すると，サービスが再起動します。

3.2.1

BSM のインストール

BSM が持つ各サービスを管理サーバにインストールする手順を次に示します。

（1） インストールの種類
BSM のインストールには，次の種類があります。
新規インストール
BSM がインストールされていない場合，新規インストールになります。
変更インストール
同一バージョンの BSM がインストールされている場合，変更インストールになりま
す。
BSM のバージョンはそのままで，インストールされているサービスを削除したり，
サービスを追加したりできます。
変更インストールが有効になるのは，BSM のバージョンが 08-21 以降の場合です。
更新インストール
旧バージョンの BSM がインストールされている場合，更新インストールになりま
す。
旧バージョンの情報をそのまま引き継いで BSM をバージョンアップできます。
なお，BSM は，JP1/NETM/DM を使用したリモートインストールには対応していませ
ん。

（2） サービスの依存関係
BSM のコンソールサービスとリモートコントロールビューアには，インストール時の依
存関係があります。リモートコントロールビューアをインストールする場合，コンソー
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ルサービスもインストールする必要があります。また，コンソールサービスを削除する
場合，リモートコントロールビューアも削除する必要があります。
なお，Web コンソールサービスをインストールする場合は，あらかじめ Java 2
Standard Edition Java Runtime Environment をインストールしておく必要がありま
す。Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，
Readme ファイルを参照してください。

（3） インストール時の注意事項
インストール時の注意事項を次に示します。
• インストーラで表示している必要ディスク容量は，インストール時に必要なディスク
容量です。各サービスの起動時にはそれ以上のディスク容量が必要です。インストー
ル前に十分な空き容量を確保してください。
• 必ずローカルハードディスクのドライブにインストールしてください。
• インストールは，Administrators 権限を持つユーザが実施してください。
• すでに別のプログラムがインストールされているフォルダを，インストール先フォル
ダに指定した場合，別のプログラムの Readme ファイルが上書きされることがありま
す。
• Windows Server 2008 および Windows Vista の場合，setup.exe を実行すると［ユー
ザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイア
ログボックスが表示されたら，
［許可］ボタンをクリックしてインストールを続行して
ください。
• BSM 08-21 以降がインストールされている環境に BSM 08-20 以前のバージョンをイ
ンストールしないようにしてください。
• Web コンソールサービスをインストールすると，環境変数 PATH に JRE のパスが自
動的に追加されます。JRE のパスが追加された結果，環境変数 PATH の長さが OS で
の上限値を超える場合，Web コンソールサービスはインストールできません。環境変
数 PATH の指定から不要なパスを削除してから，再度インストール操作を実施してく
ださい。
• BSM のインストールには Windows Installer 3.0 以上が必要です。Windows Installer
のバージョンが 3.0 より前の場合は，「<CD-ROM ドライブ >:¥Windows
Installer¥instmsi30.exe」を実行して，Windows Installer を更新してください。
なお，Windows Installer を更新した場合は，マシンの再起動が必要です。

（4） インストール手順（新規インストールの場合）
新規インストールの場合のインストール手順を次に示します。
1. BSM をインストールするマシンに Administrators 権限を持つユーザでログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
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4. ［ユーザ情報］画面でユーザ情報を入力する
BSM を使用するユーザの名前と会社名を指定します。デフォルトでは OS に登録さ
れているユーザ情報が表示されます。
名前
BSM を使用するユーザの名前を 0 〜 50 文字※で指定します。指定を省略するこ
ともできます。
会社名
BSM を使用するユーザの会社名を 0 〜 80 文字※で指定します。指定を省略する
こともできます。
注※
全角文字も半角文字も 1 文字として認識されます。
5. ［インストール先のフォルダ］画面でインストールするフォルダを選択する
BSM は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされます。
<システムドライブ>¥Program Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server
Manager¥
インストール先フォルダを変更したい場合は，
［変更］ボタンをクリックします。
［インストール先フォルダの変更］画面が表示されるので，インストール先フォルダ
を変更し，
［OK］ボタンをクリックします。
注意
BSM をインストールするマシンに，すでに Agent がインストールされている場
合は，インストール先フォルダを変更できません。
6. ［運用方法の選択］画面が表示された場合，クラスタ構成を使用するか使用しないか
を選択する
システムに MSCS またはフェールオーバークラスタがインストールされている場合，
［運用方法の選択］画面が表示されます。デフォルトでは［使用しない］が選択され
ています。
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7. ［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービスを選択する
BSM が提供するサービスを選択してインストールします。デフォルトでは［コン
ソールサービス］および［マネージャサービス］が選択されています。

インストールするサービスはシステム構成や使用する機能に応じて選択してくださ
い。システム構成ごと，または使用する機能ごとに必要なサービスについては，「2.
システム構成」を参照してください。
前提製品や前提となる JP1/ServerConductor のサービスがインストールされていな
いとインストールできないサービスがあります。インストール時のサービスの依存関
係については，「(2) サービスの依存関係」を参照してください。
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8. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
9. 環境設定ユティリティで，インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。

各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
10.各サービスの環境を設定したら，
［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，
［セットアップ完了］画面が表示されます。
11.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（5） インストール手順（変更インストールの場合）
バージョンはそのままで，インストールする BSM のサービスの種類を変更する場合は，
次のどちらかの方法で変更できます。
• BSM のインストール CD-ROM に格納されている setup.exe を実行し，［プログラム
の保守］画面で［変更］ラジオボタンを ON にする
• Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［JP1/
ServerConductor/Blade Server Manager］を選択し［変更］ボタンをクリックする
ここでは，インストール CD-ROM を使用する場合の変更インストール手順を示します。
Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［変更］ボタンを
クリックすると，
［プログラムの保守］画面が表示されます。これ以降の手順は，手順 4
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以降と同じになります。
注意
変更インストールが有効になるのは，BSM のバージョンが 08-21 以降の場合です。
1. インストールされているサービスの種類を変更するマシンに Administrators 権限を持
つユーザでログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［プログラムの保守］画面で［変更］ラジオボタンを ON にする

5. ［運用方法の選択］画面が表示された場合，クラスタ構成を使用するか使用しないか
を選択する
システムに MSCS またはフェールオーバークラスタがインストールされている場合，
［運用方法の選択］画面が表示されます。デフォルトでは［使用しない］が選択され
ています。
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6. ［カスタムセットアップ］画面でインストールの有無を変更するサービスを選択する
デフォルトではインストール済みのサービスが選択されています。サービスを追加す
る場合は，追加するサービスを選択してください。
インストールされているサービスを削除する場合は，そのサービスのアイコンをク
リックして，
の状態にしてください。

前提製品や前提となる JP1/ServerConductor のサービスがインストールされていな
いとインストールできないサービスがあります。インストール時のサービスの依存関
係については，
「(2) サービスの依存関係」を参照してください。
7. ［インストール］ボタンをクリックする
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インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
8. 環境設定ユティリティで，インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。
各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
9. 各サービスの環境を設定したら，［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，［セットアップ完了］画面が表示されます。
10.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（6） インストール手順（更新インストールの場合）
旧バージョンの情報をそのまま引き継いで BSM をバージョンアップする場合のインス
トール手順を次に示します。
注意
インストールしようとしている BSM よりも新しいバージョンがすでにインストール
されている場合は，更新インストールは実行できません。
1. BSM をインストールするマシンに Administrators 権限を持つユーザでログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
4. アップグレードするかどうか確認するメッセージで，［はい］ボタンをクリックする
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
5. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

3.2.2

BSM および BSM Plus のインストール

BSM および BSM Plus が持つ各サービスを管理サーバにインストールする手順を次に示
します。

（1） インストールの種類
BSM および BSM Plus のインストールの種類は，BSM のインストールの種類と同じで
す。BSM のインストールの種類については，「3.2.1(1)

インストールの種類」を参照し

てください。

（2） サービスの依存関係
BSM および BSM Plus をインストールする場合，BSM のサービスの依存関係に加え，
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BSM のマネージャサービスと BSM Plus（マネージャサービス追加機能）に依存関係が
あります。BSM Plus（マネージャサービス追加機能）をインストールする場合，BSM
のマネージャサービスもインストールする必要があります。また，BSM のマネージャ
サービスを削除する場合，BSM Plus（マネージャサービス追加機能）も削除する必要が
あります。
BSM のサービスの依存関係については，「3.2.1(2)

サービスの依存関係」を参照してく

ださい。

（3） インストール時の注意事項
インストール時の注意事項を次に示します。
• インストーラで表示している必要ディスク容量は，インストール時に必要なディスク
容量です。各サービスの起動時にはそれ以上のディスク容量が必要です。インストー
ル前に十分な空き容量を確保してください。
• 必ずローカルハードディスクのドライブにインストールしてください。
• インストールは，Administrators 権限を持つユーザが実施してください。
• すでに別のプログラムがインストールされているフォルダを，インストール先フォル
ダに指定した場合，別のプログラムの Readme ファイルが上書きされることがありま
す。
• Windows Server 2008 および Windows Vista の場合，インストールを実行すると
［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。このダ
イアログボックスが表示されたら，［許可］ボタンをクリックしてインストールを続行
してください。
• BSM Plus をインストールするには，ライセンスキーの入力が必要です。インストー
ル操作をする前に，ライセンスキーを入手しているか確認してください。
• BSM 08-21 以降がインストールされている環境に BSM 08-20 以前のバージョンをイ
ンストールしないようにしてください。
• Web コンソールサービスをインストールすると，環境変数 PATH に JRE のパスが自
動的に追加されます。JRE のパスが追加された結果，環境変数 PATH の長さが OS で
の上限値を超える場合，Web コンソールサービスはインストールできません。環境変
数 PATH の指定から不要なパスを削除してから，再度インストール操作を実施してく
ださい。
• BSM および BSM Plus のインストールには Windows Installer 3.0 以上が必要です。
Windows Installer のバージョンが 3.0 より前の場合は，「<CD-ROM ドライブ
>:¥Windows Installer¥instmsi30.exe」を実行して，Windows Installer を更新して
ください。
なお，Windows Installer を更新した場合は，マシンの再起動が必要です。
• すでに BSM をインストールしているマシンに BSM Plus をインストールする場合は，
BSM のサービスを停止しておく必要があります。停止しないでインストールを実行し
ようとすると，
「サービスを停止してからインストールしてください」というメッセー
ジが表示され，インストールできなくなります。
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（4） インストール手順（新規インストールの場合）
新規インストールの場合のインストール手順を次に示します。
1. BSM および BSM Plus をインストールするマシンに Administrators 権限を持つユーザ
でログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［ユーザ情報］画面でユーザ情報を入力する
BSM および BSM Plus を使用するユーザの名前と会社名を指定します。デフォルト
では OS に登録されているユーザ情報が表示されます。
名前
BSM および BSM Plus を使用するユーザの名前を 0 〜 50 文字※で指定します。
指定を省略することもできます。
会社名
BSM および BSM Plus を使用するユーザの会社名を 0 〜 80 文字※で指定しま
す。指定を省略することもできます。
注※
全角文字も半角文字も 1 文字として認識されます。
5. ［インストール先のフォルダ］画面でインストールするフォルダを選択する
BSM および BSM Plus は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされます。
<システムドライブ>¥Program Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server
Manager¥
インストール先フォルダを変更したい場合は，［変更］ボタンをクリックします。
［インストール先フォルダの変更］画面が表示されるので，インストール先フォルダ
を変更し，［OK］ボタンをクリックします。
注意
BSM および BSM Plus をインストールするマシンに，すでに Agent がインス
トールされている場合は，インストール先フォルダを変更できません。
6. ［運用方法の選択］画面が表示された場合，クラスタ構成を使用するか使用しないか
を選択する
システムに MSCS またはフェールオーバークラスタがインストールされている場合，
［運用方法の選択］画面が表示されます。デフォルトでは［使用しない］が選択され
ています。
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7. ［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービスを選択する
BSM および BSM Plus が提供するサービスを選択してインストールします。BSM
Plus の機能を使用する場合は，［Blade Server Manager Plus］または［マネージャ
サービス追加機能］を選択します。
デフォルトでは［コンソールサービス］および［マネージャサービス］が選択されて
います。

インストールするサービスはシステム構成や使用する機能に応じて選択してくださ
い。システム構成ごと，または使用する機能ごとに必要なサービスについては，
「2.
システム構成」を参照してください。
前提製品や前提となる JP1/ServerConductor のサービスがインストールされていな
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いとインストールできないサービスがあります。インストール時のサービスの依存関
係については，「(2)

サービスの依存関係」を参照してください。

8. ［カスタムセットアップ］画面で［Blade Server Manager Plus］または［マネージャ
サービス追加機能］を選択した場合，ライセンスキーを入力する

9. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
10.環境設定ユティリティで，インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。
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各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
11. 各サービスの環境を設定したら，
［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，
［セットアップ完了］画面が表示されます。
12.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（5） インストール手順（変更インストールの場合）
バージョンはそのままで，インストールするサービスの種類を変更する場合は，次のど
ちらかの方法で変更できます。
• BSM のインストール CD-ROM に格納されている setup.exe を実行し，［プログラム
の保守］画面で［変更］ラジオボタンを ON にする
• Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［JP1/
ServerConductor/Blade Server Manager］を選択し［変更］ボタンをクリックする
ここでは，インストール CD-ROM を使用する場合の変更インストール手順を示します。
Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［変更］ボタンを
クリックすると，
［プログラムの保守］画面が表示されます。これ以降の手順は，手順 4
以降と同じになります。
注意
変更インストールが有効になるのは，BSM および BSM Plus のバージョンが 08-21
以降の場合です。
1. インストールされているサービスの種類を変更するマシンに Administrators 権限を持
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つユーザでログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［プログラムの保守］画面で［変更］ラジオボタンを ON にする

5. ［運用方法の選択］画面が表示された場合，クラスタ構成を使用するか使用しないか
を選択する
システムに MSCS またはフェールオーバークラスタがインストールされている場合，
［運用方法の選択］画面が表示されます。デフォルトでは［使用しない］が選択され
ています。
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6. ［カスタムセットアップ］画面でインストールの有無を変更するサービスを選択する
デフォルトではインストール済みのサービスが選択されています。サービスを追加す
る場合は，追加するサービスを選択してください。
インストールされているサービスを削除する場合は，そのサービスのアイコンをク
リックして，
の状態にしてください。

前提製品や前提となる JP1/ServerConductor のサービスがインストールされていな
いとインストールできないサービスがあります。インストール時のサービスの依存関
係については，
「(2) サービスの依存関係」を参照してください。
7. ［カスタムセットアップ］画面で［Blade Server Manager Plus］または［マネージャ
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サービス追加機能］を選択した場合，ライセンスキーを入力する

8. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
9. 環境設定ユティリティで，インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。
各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
10.各サービスの環境を設定したら，［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，［セットアップ完了］画面が表示されます。
11.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（6） インストール手順（更新インストールの場合）
旧バージョンの情報をそのまま引き継いで BSM および BSM Plus をバージョンアップ
する場合のインストール手順を次に示します。
注意
インストールしようとしている BSM および BSM Plus よりも新しいバージョンが
すでにインストールされている場合は，更新インストールは実行できません。
1. BSM および BSM Plus をインストールするマシンに Administrators 権限を持つユーザ
でログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
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4. アップグレードするかどうか確認するメッセージで，
［はい］ボタンをクリックする
5. ［ライセンスキー］画面が表示された場合，BSM Plus（マネージャサービス追加機能）
のライセンスキーを入力する
6. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
7. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

3.2.3

Server Manager のインストール

Server Manager が持つ各サービスを管理サーバにインストールする手順を次に示しま
す。

（1） インストールの種類
Server Manager が持つ各サービスを管理サーバにインストールする手順を次に示しま
す。
新規インストール
Server Manager がインストールされていない場合，新規インストールになります。
変更インストール
同一バージョンの Server Manager がインストールされている場合，変更インス
トールになります。
Server Manager のバージョンはそのままで，インストールされているサービスを削
除したり，サービスを追加したりできます。
変更インストールが有効になるのは，Server Manager のバージョンが 08-21 以降の
場合です。
更新インストール
旧バージョンの Server Manager がインストールされている場合，更新インストー
ルになります。
旧バージョンの情報をそのまま引き継いで Server Manager をバージョンアップで
きます。
なお，Server Manager は，JP1/NETM/DM を使用したリモートインストールには対応
していません。

（2） サービスの依存関係
Server Manager のコンソールサービスとリモートコントロールビューアには，インス
トール時の依存関係があります。リモートコントロールビューアをインストールする場
合，コンソールサービスもインストールする必要があります。また，コンソールサービ
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スを削除する場合，リモートコントロールビューアも削除する必要があります。
なお，Web コンソールサービスをインストールする場合は，あらかじめ Java 2
Standard Edition Java Runtime Environment をインストールしておく必要がありま
す。Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，
Readme ファイルを参照してください。

（3） インストール時の注意事項
インストール時の注意事項を次に示します。
• インストーラで表示している必要ディスク容量は，インストール時に必要なディスク
容量です。各サービスの起動時にはそれ以上のディスク容量が必要です。インストー
ル前に十分な空き容量を確保してください。
• 必ずローカルハードディスクのドライブにインストールしてください。
• インストールは，Administrators 権限を持つユーザが実施してください。
• すでに別のプログラムがインストールされているフォルダを，インストール先フォル
ダに指定した場合，別のプログラムの Readme ファイルが上書きされることがありま
す。
• Windows Vista の場合，setup.exe を実行すると［ユーザーアカウント制御］ダイア
ログボックスが表示されることがあります。このダイアログボックスが表示されたら，
［許可］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。
• Server Manager 08-21 以降がインストールされている環境に Server Manager 08-21
より前のバージョンをインストールしないようにしてください。
• Web コンソールサービスをインストールすると，環境変数 PATH に JRE のパスが自
動的に追加されます。JRE のパスが追加された結果，環境変数 PATH の長さが OS で
の上限値を超える場合，Web コンソールサービスはインストールできません。環境変
数 PATH の指定から不要なパスを削除してから，再度インストール操作を実施してく
ださい。
• Server Manager のインストールには Windows Installer 3.0 以上が必要です。
Windows Installer のバージョンが 3.0 より前の場合は，「<CD-ROM ドライブ
>:¥Windows Installer¥instmsi30.exe」を実行して，Windows Installer を更新して
ください。
なお，Windows Installer を更新した場合は，マシンの再起動が必要です。
• すでに BSM がインストールされているマシンに Server Manager をインストールす
ることはできません。

（4） インストール手順（新規インストールの場合）
新規インストールの場合のインストール手順を次に示します。
1. Server Manager をインストールするマシンに Administrators 権限を持つユーザでログ
インする
2. Server Manager のインストール CD-ROM をセットする

118

3. セットアップ

3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［ユーザ情報］画面でユーザ情報を入力する
Server Manager を使用するユーザの名前と会社名を指定します。デフォルトでは OS
に登録されているユーザ情報が表示されます。
名前
Server Manager を使用するユーザの名前を 0 〜 50 文字※で指定します。指定を
省略することもできます。
会社名
Server Manager を使用するユーザの会社名を 0 〜 80 文字※で指定します。指定
を省略することもできます。
注※
全角文字も半角文字も 1 文字として認識されます。
5. ［インストール先のフォルダ］画面でインストールするフォルダを選択する
Server Manager は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされます。
<システムドライブ>¥Program Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server
Manager¥
インストール先フォルダを変更したい場合は，
［変更］ボタンをクリックします。
［インストール先フォルダの変更］画面が表示されるので，インストール先フォルダ
を変更し，
［OK］ボタンをクリックします。
注意
Server Manager をインストールするマシンに，すでに Agent がインストールさ
れている場合は，インストール先フォルダを変更できません。
6. ［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービスを選択する
Server Manager が提供するサービスを選択してインストールします。デフォルトで
は［コンソールサービス］および［マネージャサービス］が選択されています。
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インストールするサービスはシステム構成や使用する機能に応じて選択してくださ
い。システム構成ごと，または使用する機能ごとに必要なサービスについては，「2.
システム構成」を参照してください。
前提製品や前提となる JP1/ServerConductor のサービスがインストールされていな
いとインストールできないサービスがあります。インストール時のサービスの依存関
係については，「(2)

サービスの依存関係」を参照してください。

7. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
8. 環境設定ユティリティで，インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。
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各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
9. 各サービスの環境を設定したら，
［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，
［セットアップ完了］画面が表示されます。
10.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（5） インストール手順（変更インストールの場合）
バージョンはそのままで，インストールする Server Manager のサービスの種類を変更
する場合は，次のどちらかの方法で変更できます。
• Server Manager のインストール CD-ROM に格納されている setup.exe を実行し，
［プログラムの保守］画面で［変更］ラジオボタンを ON にする
• Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［JP1/
ServerConductor/Server Manager］を選択し［変更］ボタンをクリックする
ここでは，インストール CD-ROM を使用する場合の変更インストール手順を示します。
Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［変更］ボタンを
クリックすると，
［プログラムの保守］画面が表示されます。これ以降の手順は，手順 4
以降と同じになります。
注意
変更インストールが有効になるのは，Server Manager のバージョンが 08-21 以降の
場合です。
1. インストールされているサービスの種類を変更するマシンに Administrators 権限を持
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つユーザでログインする
2. Server Manager のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［プログラムの保守］画面で［変更］ラジオボタンを ON にする

5. ［カスタムセットアップ］画面でインストールの有無を変更するサービスを選択する
デフォルトではインストール済みのサービスが選択されています。サービスを追加す
る場合は，追加するサービスを選択してください。
インストールされているサービスを削除する場合は，そのサービスのアイコンをク
リックして，
の状態にしてください。
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前提製品や前提となる JP1/ServerConductor のサービスがインストールされていな
いとインストールできないサービスがあります。インストール時のサービスの依存関
係については，
「(2) サービスの依存関係」を参照してください。
6. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
7. 環境設定ユティリティで，インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。

各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
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8. 各サービスの環境を設定したら，［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，［セットアップ完了］画面が表示されます。
9. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（6） インストール手順（更新インストールの場合）
旧バージョンの情報をそのまま引き継いで Server Manager をバージョンアップする場
合のインストール手順を次に示します。
注意
インストールしようとしている Server Manager よりも新しいバージョンがすでに
インストールされている場合は，更新インストールは実行できません。
1. Server Manager をインストールするマシンに Administrators 権限を持つユーザでログ
インする
2. Server Manager のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
4. アップグレードするかどうか確認するメッセージで，［はい］ボタンをクリックする
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
5. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

3.2.4

Agent または Advanced Agent のインストール

Agent または Advanced Agent が持つ各サービスを，管理対象サーバにインストールす
る手順を次に示します。

（1） インストール時の注意事項
インストール時の注意事項を次に示します。
• インストーラで表示している必要ディスク容量はインストール時に必要なディスク容
量です。各サービスの起動時にはそれ以上のディスク容量が必要です。インストール
前に十分な空き容量を確保してください。
• インストールは，Administrators 権限を持つユーザが実施してください。
• HA8000 シリーズに SVP エージェントサービスをインストールする場合，先に SVP
PCI ボードをサーバに搭載してください。SVP PCI ボードを搭載しないで，SVP エー
ジェントサービスをインストールすると，インストール時の環境設定ユティリティ起
動時に「SVP PCI ボードが搭載されていない」としてエラーになります。
• エージェントサービスを新規インストールする場合，機種名を指定する必要がありま
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す。あらかじめサーバの機種名を調べておいてください。
• インストール実行中にインストーラのウィンドウ画面を移動すると，ダイアログボッ
クスが画面の外に表示され，操作できなくなる場合があります。このため，インス
トール実行中はインストーラのウィンドウ画面を移動しないでください。
• 必ずローカルハードディスクのドライブにインストールしてください。
• すでに別のプログラムがインストールされているフォルダを，インストール先フォル
ダに指定した場合，別のプログラムの Readme ファイルが上書きされることがありま
す。
• JP1/NETM/DM を使用した，リモートインストールはできません。
• Agent，Advanced Agent をインストールする場合は Agent，Advanced Agent の順に
インストールしてください。インストールする順序を間違えるとエラーとなり，イン
ストールできません。インストールの順序を確認して，再度 Agent，Advanced Agent
の順にインストールしてください。
• 上書きインストールまたは更新インストールの場合，プログラムフォルダの選択を促
すダイアログボックスが表示される場合があります。この場合，プログラムフォルダ
には前回インストール時と同じプログラムフォルダを選択してください。
• 上書きインストールまたは更新インストールをしたあと，［スタート］メニューの［プ
ログラム］直下に ServerConductor のメニューが残る場合があります。その場合は，
［スタート］メニューの［プログラム］直下にある ServerConductor のメニューを削
除してください。
• Windows Server 2008 の場合，setup.exe を実行すると［ユーザーアカウント制御］
ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイアログボックスが表示さ
れたら，
［許可］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

（2） インストール手順
（a） Windows 2000，32bit Windows Server 2003，64bit Windows Server 2003，32bit
Windows Server 2008，および 64bit Windows Server 2008 の場合
1. Agent または Advanced Agent をインストールするマシンに Administrators 権限を持
つユーザでログインする
2. Agent または Advanced Agent のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」または「＜ CD-ROM ドライブ＞
:AdvAgent¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
「＜ CD-ROM ドライブ＞ :AdvAgent¥Disk1¥setup.exe」は，BladeSymphony に添
付されているインストール CD-ROM から Advanced Agent をセットアップする場合
のパスです。
4. ［ユーザーの情報］画面でユーザ情報を入力する
Agent または Advanced Agent を使用するユーザの名前と会社名を指定します。名前
と会社名の指定は省略することもできます。デフォルトでは OS に登録されている
ユーザ情報が表示されます。
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5. ［コンポーネントの選択］画面でインストールするサービスおよびインストールする
フォルダを選択する
Agent または Advanced Agent が提供するサービスを選択してインストールします。
Agent の場合，デフォルトでは［エージェントサービス］が選択されています。

Advanced Agent の場合，デフォルトではすべて選択されています。

インストールするサービスはシステム構成や使用する機能に応じて選択してくださ
い。システム構成ごと，または使用する機能ごとに必要なサービスについては，「2.
システム構成」を参照してください。
Agent および Advanced Agent は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされ
ます。
<システムドライブ>:¥Program Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server
Manager¥
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Agent のインストール先フォルダを変更したい場合は，
［参照］ボタンをクリックし
ます。
［ディレクトリの選択］画面が表示されるので，インストール先フォルダを変更し，
［OK］ボタンをクリックします。
Advanced Agent は Agent のインストール先フォルダと同じフォルダにインストール
されます。
注意
Agent および Advanced Agent をインストールするマシンに，すでに BSM また
は Server Manager がインストールされている場合は，インストール先フォルダ
を変更できません。
6. ［機種の選択］画面が表示された場合は，インストールを実行しているサーバの機種
を選択する

7. ［プログラムフォルダの選択］画面で Agent を登録するプログラムフォルダを指定す
る
BSM，Agent，および Advanced Agent を同一マシンにインストールする場合，次の
プログラムフォルダは選択しないでください。
• ServerConductor¥Blade Server Manager
8. ［ファイルコピーの開始］画面で，設定内容を確認し，［次へ］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，選択したサービスに応じた環境設定ユティリティが自動起動
されます。
9. インストールした各サービスの環境を設定する
手順 5 で選択した各サービスの環境を設定してください。
各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
10.各サービスの環境を設定したら，
［OK］ボタンをクリックする
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［セットアップの完了］画面が表示されます。
11.［セットアップの完了］画面で［終了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。
（b） Windows Server 2003（IPF）および Windows Server 2008（IPF）の場合
1. Agent または Advanced Agent をインストールするマシンに Administrators 権限を持
つユーザでログインする
2. Agent または Advanced Agent のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」または「＜ CD-ROM ドライブ＞
:AdvAgent¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
「＜ CD-ROM ドライブ＞ :AdvAgent¥Disk1¥setup.exe」は，BladeSymphony に添
付されているインストール CD-ROM から Advanced Agent をセットアップする場合
のパスです。
4. ［ユーザの情報］画面でユーザ情報を入力する
Agent または Advanced Agent を使用するユーザの名前と会社名を指定します。名前
と会社名の指定は省略することもできます。デフォルトでは OS に登録されている
ユーザ情報が表示されます。
5. ［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービスおよびインストールする
フォルダを選択する
Agent または Advanced Agent が提供するサービスを選択してインストールします。
Agent の場合，インストールするコンポーネントおよびサービスの選択はできませ
ん。すべてインストールされます。
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Advanced Agent の場合，次のコンポーネントは必ずインストールされます。
• JP1/ServerConductor 共用コンポーネント
• JP1/Advanced Agent 共用コンポーネント
次のサービスはシステム構成や使用する機能に応じて選択してください。
• SVP エージェントサービス
• SNMP エージェントサービス
システム構成ごと，または使用する機能ごとに必要なサービスについては，
「2. シス
テム構成」を参照してください。

Agent および Advanced Agent は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされ
ます。
<システムドライブ>:¥Program Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server
Manager¥
Agent のインストール先フォルダを変更したい場合は，
［変更］ボタンをクリックし
ます。
［インストール先フォルダの変更］画面が表示されるので，インストール先フォルダ
を変更し，
［OK］ボタンをクリックします。
Advanced Agent は Agent のインストール先フォルダと同じフォルダにインストール
されます。
6. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，選択したサービスに応じた環境設定ユティリティが自動起動
されます。
7. インストールした各サービスの環境を設定する
手順 5 で選択した各サービスの環境を設定してください。
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各サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
8. 各サービスの環境を設定したら，［OK］ボタンをクリックする
［セットアップの完了］画面が表示されます。
9. ［セットアップの完了］画面で［終了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。
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3.3 インストール（Linux または HP-UX の場
合）
ここでは，適用 OS が Linux または HP-UX の場合，Agent または Advanced Agent が
持つ各サービスを管理対象サーバにインストールする手順を示します。

3.3.1

Agent または Advanced Agent のインストール

（1） インストール時の注意事項
インストール時の注意事項を次に示します。
• インストールは，スーパーユーザ（root）権限を持つユーザが実施してください。
• Agent，Advanced Agent の順にインストールしてください。インストールする順序を
間違えるとエラーとなり，インストールできません。インストールの順序を確認して，
再度 Agent，Advanced Agent の順にインストールしてください。
• JP1/NETM/DM を使用した，リモートインストールはできません。
• HP-UX サーバへのインストールには，日立 PP インストーラから HP-UX の標準イン
ストーラである SD-UX（Software Distributor）の機能が使用されます。インストー
ルを開始する前に，/etc/fstab の内容と実際のファイルシステムが一致しているかどう
かなど，SD-UX の設定内容を確認してください。インストールに失敗した場合，
SD-UX のログファイルを確認してください。
• HP-UX サーバへ上書きインストールする場合は，エージェントサービスを停止して
ください。インストール後は，エージェントサービスを再起動してください。エー
ジェントサービスの起動および停止については，「3.13.4 エージェントサービスの起
動と停止」を参照してください。エージェントサービス停止中は，電源制御スケ
ジューリングによる電源の制御はできません。また，エージェントサービス停止中に
サーバで発生した障害アラートは通知されません。

（2） インストール手順
Linux サーバおよび HP-UX サーバへのインストールには，日立 PP インストーラを使用
します。インストール手順を次に示します。
1. Agent または Advanced Agent をインストールするマシンにスーパーユーザ（root）権
限を持つユーザでログインする
2. Agent または Advanced Agent のインストール CD-ROM をセットする
3. CD-ROM をマウントする
4. 日立 PP インストーラを起動する
日立 PP インストーラがインストールされていない場合は，CD-ROM から日立 PP イ
ンストーラを起動します。例えば，CD-ROM を /CDROM にマウントしている場合，
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次のように入力します（アンダーラインの部分は実際のマウントディレクトリ名に置
き換えてください）。
• Linux サーバの場合
/CDROM/LINUX/setup /CDROM/

• Linux サーバ（IPF）の場合
/CDROM/IPLINUX/setup /CDROM/

• HP-UX サーバの場合
/CDROM/IPFHPUX/SETUP /CDROM/

このコマンドを実行すると，日立 PP インストーラがハードディスクにインストール
され，同時に日立 PP インストーラが起動されます。
すでに日立 PP インストーラがインストールされている場合は，ハードディスクから
日立 PP インストーラを起動します。例えば，CD-ROM を /CDROM にマウントして
いる場合，次のように入力します（アンダーラインの部分は実際のマウントディレク
トリ名に置き換えてください）。
/etc/hitachi_setup -i /CDROM/

日立 PP インストーラが起動すると，次に示すメインメニューが表示されます。
L)
I)
D)
Q)

List Installed Software.
Install Software.
Delete Software.
Quit.

Select Procedure ===>

5. メインメニューで［I) Install Software.］を選択する
［I］キーまたは［i］キーを押すと，プログラムの一覧が表示されます。
6. 「JP1/ServerConductor/Agent」または「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」に
カーソルを移動させ，スペースキーを押す
選択したプログラムの先頭に <@> が表示されます。
PP-No.
<@>001 P-9S18-6A81
002 P-9S18-6B81

VR
0812
0810

PP-NAME
JP1/ServerConductor/Agent
JP1/ServerConductor/Advanced Agent

7. ［I) Install］を選択する
［I］キーまたは［i］キーを押すと，インストールを開始するかどうかのメッセージが
表示されます。
Install PP? (y: install,
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8. ［y: install］を選択する
［Y］キーまたは［y］キーを押すと，インストールが開始されます。
インストールが終了したら［Q］キーまたは［q］キーを押して日立 PP インストーラを
終了します。
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3.4 アンインストール（Windows の場合）
ここでは，適用 OS が Windows の場合の JP1/ServerConductor のアンインストール方
法について説明します。

3.4.1

BSM および BSM Plus のアンインストール

BSM および BSM Plus をアンインストールする手順を次に示します。

（1） アンインストール時の注意事項
アンインストール時の注意事項を次に示します。
• BSM のアンインストールを実施すると，アンインストールの操作を実施したマシン上
にある BSM Plus も一度にアンインストールされます。
• BSM Plus だけをアンインストールしたい場合は，変更インストールを実施してくだ
さい。変更インストールの手順については，
「3.2.2(5) インストール手順（変更イン
ストールの場合）
」を参照してください。
• BSM と Agent を同一マシンにインストールしている場合，必ず，Agent をアンイン
ストールしたあとに BSM をアンインストールしてください。どちらか片方だけをア
ンインストールすることはできません。BSM と Agent を同一マシンにインストール
している場合のアンインストール手順については，
「3.4.4

BSM または Server

Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場合のアンインストール手
順」を参照してください。
• リモートコントロールビューアがインストールされている場合，アンインストール時
に JP1/NETM/Remote Control Manager のアンインストーラが起動されます。JP1/
NETM/Remote Control Manager のアンインストーラの指示に従ってアンインストー
ルしてください。
• Web コンソールサービスがインストールされている場合，アンインストールしても
JRE のパスが環境変数 PATH に残ります。JRE を使用しているほかのプログラムが
動作しなくなるおそれがあるため，影響がないことを確認できない場合は，このパス
を削除しないでください。
• アンインストールをしても，次のフォルダ内の一部のファイルは削除されません。
• < インストール先フォルダ >¥Log
• < インストール先フォルダ >¥PROGRAM
• < インストール先フォルダ >¥Data
これらのフォルダ内のファイルが不要な場合は，エクスプローラなどから削除してく
ださい。BSM を再インストールする場合は，これらのファイルを必ず削除してからイ
ンストールしてください。
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（2） アンインストール手順
次のどれかの方法でアンインストールできます。
•［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［アンインストール］を選択する
• Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［JP1/
ServerConductor/Blade Server Manager］を選択し，
［削除］ボタンをクリックする
• BSM のインストール CD-ROM に格納されている setup.exe を実行し，［プログラム
の保守］画面で［削除］ラジオボタンを ON にする
ここでは，［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade
Server Manager］−［アンインストール］を選択する場合のアンインストール手順を示
します。
Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［削除］ボタンを
クリックすると，プログラムの削除を確認するメッセージが出力されます。
［はい］ボタ
ンをクリックしてアンインストールを続行してください。
また，インストール CD-ROM の setup.exe を実行して表示される［プログラムの保守］
画面で［削除］ラジオボタンを ON にして［次へ］ボタンをクリックすると，［プログラ
ムの削除］画面が表示されます。これ以降の手順は，手順 3 以降と同じになります。
1. BSM および BSM Plus のアンインストールを実施するマシンに Administrators 権限を
持つユーザでログインする
2. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［アンインストール］を選択する
3. ［プログラムの削除］画面で［削除］ボタンをクリックする
アンインストールが開始されます。
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4. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

3.4.2

Server Manager のアンインストール

（1） アンインストール時の注意事項
アンインストール時の注意事項を次に示します。
• Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場合，必ず，Agent
をアンインストールしたあとに Server Manager をアンインストールしてください。
どちらか片方だけをアンインストールすることはできません。Server Manager と
Agent を同一マシンにインストールしている場合のアンインストール手順については，
「3.4.4 BSM または Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている
場合のアンインストール手順」を参照してください。
• リモートコントロールビューアがインストールされている場合，アンインストール時
に JP1/NETM/Remote Control Manager のアンインストーラが起動されます。JP1/
NETM/Remote Control Manager のアンインストーラの指示に従ってアンインストー
ルしてください。
• Web コンソールサービスがインストールされている場合，アンインストールしても
JRE のパスが環境変数 PATH に残ります。JRE を使用しているほかのプログラムが
動作しなくなるおそれがあるため，影響がないことを確認できない場合は，このパス
を削除しないでください。
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（2） アンインストール手順
次のどれかの方法でアンインストールできます。
•［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［アンインストール］を選択する
• Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［JP1/
ServerConductor/Server Manager］を選択し，［削除］ボタンをクリックする
• Server Manager のインストール CD-ROM に格納されている setup.exe を実行し，
［プログラムの保守］画面で［削除］ラジオボタンを ON にする
ここでは，［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［ServerConductor］−
［Server Manager］−［アンインストール］を選択する場合のアンインストール手順を
示します。
Windows の［コントロールパネル］−［プログラムの追加と削除］で［削除］ボタンを
クリックすると，プログラムの削除を確認するメッセージが出力されます。
［はい］ボタ
ンをクリックしてアンインストールを続行してください。
また，インストール CD-ROM の setup.exe を実行して表示される［プログラムの保守］
画面で［削除］ラジオボタンを ON にして［次へ］ボタンをクリックすると，［プログラ
ムの削除］画面が表示されます。これ以降の手順は，手順 3 以降と同じになります。
1. Server Manager のアンインストールを実施するマシンに Administrators 権限を持つ
ユーザでログインする
2. ［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［アンインストール］を選択する
3. ［プログラムの削除］画面で［削除］ボタンをクリックする
アンインストールが開始されます。
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4. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（3） アンインストール後の作業
アンインストールをしても，次のフォルダ内のファイルは削除されません。
• < インストール先フォルダ >¥Log 内のログファイル
• < インストール先フォルダ >¥Program 内のユーザ設定情報のファイル
これらのファイルが不要な場合は，エクスプローラなどから削除してください。

3.4.3

Agent および Advanced Agent のアンインストール

（1） アンインストール時の注意事項
アンインストール時の注意事項を次に示します。
• 適用 OS が Windows Server 2003（IPF）および Windows Server 2008（IPF）以外
の場合，アンインストールを実施すると，アンインストールの操作を実施したマシン
上にある Agent および Advanced Agent が一度にアンインストールされます。個々の
プログラムを一つずつアンインストールすることはできません。
• 適用 OS が Windows Server 2003（IPF）および Windows Server 2008（IPF）の場
合，Advanced Agent，Agent の順にアンインストールしてください。アンインストー
ルする順序を間違えるとエラーとなり，アンインストールできません。アンインス
トールの順序を確認して，再度 Advanced Agent，Agent の順にアンインストールし
てください。
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• BSM または Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場合，
必ず，Agent をアンインストールしたあとに BSM をアンインストールしてください。
どちらか片方だけをアンインストールすることはできません。BSM と Agent を同一
マシンにインストールしている場合のアンインストール手順については，「3.4.4
BSM または Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場合の
アンインストール手順」を参照してください。
• リモートコントロールサービスがインストールされている場合，アンインストール時
に JP1/NETM/Remote Control Manager のアンインストーラが起動されます。JP1/
NETM/Remote Control Manager のアンインストーラの指示に従ってアンインストー
ルしてください。

（2） アンインストール手順
1. Agent および Advanced Agent のアンインストールを実施するマシンに Administrators
権限を持つユーザでログインする
2. ［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］，または［スタート］メ
ニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server Manager］−［アンイ
ンストール］を選択する
［ServerConductor のアンインストール］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［以下の全コンポーネント］または［デバイス管理コンポーネント］のどちらかを選
択する
• JP1/ServerConductor のすべてのサービスおよびプログラムをアンインストールす
る場合は［以下の全コンポーネント］を選択します。
• デバイス管理エージェントサービスのコンポーネントだけをアンインストールする
場合は［デバイス管理コンポーネント］を選択します。［デバイス管理コンポーネ
ント］を選択すると，アンインストールするデバイス管理のコンポーネントが一覧
で表示されます。
4. 表示されるダイアログボックスの指示に従ってアンインストールを進める
5. アンインストールが完了したら再起動する
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アンインストール後に，再起動しないままインストールすると，次にアンインストー
ルができない場合があります。このため，アンインストールをした場合は必ず再起動
してください。

（3） アンインストール後の作業
アンインストールをしても，「< システムドライブ >:¥Program Files¥HITACHI」ディ
レクトリは削除されません。ディレクトリを削除する場合，エクスプローラなどで削除
してください。ただし，ディレクトリを削除する場合は，ほかのプログラムのディレク
トリがないかどうか確認してください。再インストールする場合はそのままインストー
ルできます。

3.4.4

BSM または Server Manager と Agent を同一マシンに
インストールしている場合のアンインストール手順

BSM または Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場合，必ず
次の順序で両方をアンインストールしてください。どちらか片方だけをアンインストー
ルすることはできません。
1. Agent のアンインストール
2. BSM または Server Manager のアンインストール
BSM または Server Manager と Agent の両方がインストールされているマシンに対し
て，BSM または Server Manager を再インストールする場合は，BSM または Server
Manager と Agent の両方をアンインストールしてから新規インストールで実施してくだ
さい。Agent をアンインストールしたあと，BSM または Server Manager のアンインス
トールをしないで，変更または更新インストールで再インストールしないようにしてく
ださい。
08-21 以降のバージョンの BSM または Server Manager と，Agent を同一マシンにイン
ストールしている場合のアンインストール手順を次に示します。

（1） BSM と Agent を同一マシンにインストールしている場合
1. 次のどちらかの方法で，Agent をアンインストールする
•［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［アンインストール］を選択する
•［プログラムの追加と削除］で［ServerConductor/Server Manager］を選択し，
［変更と削除］ボタンをクリックする
2. 次のどちらかの方法で，BSM をアンインストールする
•［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［アンインストール］を選択する
•［プログラムの追加と削除］で［JP1/ServerConductor/Blade Server Manager］を
選択し，［削除］ボタンをクリックする
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（2） Server Manager と Agent を同一マシンにインストールしている場
合
1. ［プログラムの追加と削除］で［ServerConductor/Server Manager］を選択し，
［変更
と削除］ボタンをクリックする
Agent をアンインストールします。
2. ［プログラムの追加と削除］で［JP1/ServerConductor/Server Manager］を選択し，
［削除］ボタンをクリックする
Server Manager をアンインストールします。
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3.5 アンインストール（Linux または HP-UX
の場合）
ここでは，適用 OS が Linux または HP-UX の場合，Agent または Advanced Agent を
アンインストールする手順を示します。

3.5.1

Agent または Advanced Agent のアンインストール

（1） アンインストール時の注意事項
アンインストール時の注意事項を次に示します。
• アンインストールは，スーパーユーザ（root）権限を持つユーザが実施してください。
• Linux サーバおよび HP-UX サーバから Agent，Advanced Agent をアンインストール
します。Linux サーバおよび HP-UX サーバの場合，Advanced Agent だけをアンイン
ストールすることもできます。Linux サーバおよび HP-UX サーバからのアンインス
トールには，日立 PP インストーラを使用します。この作業はスーパーユーザ（root）
が行ってください。
• Advanced Agent，Agent の順にアンインストールしてください。アンインストールす
る順序を間違えるとエラーとなり，アンインストールできません。アンインストール
の順序を確認して，再度 Advanced Agent，Agent の順にアンインストールしてくだ
さい。
• HP-UX サーバからのアンインストールは，日立 PP インストーラから HP-UX の標準
インストーラである SD-UX（Software Distributor）の機能を使用して実行されます。
アンインストールに失敗した場合，SD-UX のログファイルを確認してください。

（2） アンインストール手順
1. Agent または Advanced Agent をインストールするマシンにスーパーユーザ（root）権
限を持つユーザでログインする
2. 日立 PP インストーラを起動する
次のコマンドを実行します。
/etc/hitachi_setup

日立 PP インストーラが起動され，次に示すメインメニューが表示されます。
L)
I)
D)
Q)

List Installed Software.
Install Software.
Delete Software.
Quit.

Select Procedure ===>
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3. メインメニューで［D) Delete Software.］を選択する
［D］キーまたは［d］キーを押すと，プログラムの一覧が表示されます。
4. 「JP1/ServerConductor/Agent」または「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」に
カーソルを移動させ，スペースキーを押す
選択したプログラムの先頭に <@> が表示されます。
PP-No.
001 P-9S18-6A81
<@>002 P-9S18-6B81

VR
0812
0810

PP-NAME
JP1/ServerConductor/Agent
JP1/ServerConductor/Advanced Agent

5. ［D) Delete］を選択する
［D］キーまたは［d］キーを押すと，アンインストールを開始するかどうかのメッ
セージが表示されます。
Delete PP? (y: delete,

n: cancel)==>

6. ［Y］キーを押す
［Y］キーまたは［y］キーを押すと，アンインストールが開始されます。
アンインストールが終了したら［Q］キーまたは［q］キーを押して日立 PP インストー
ラを終了します。

143

3. セットアップ

3.6 JP1/ServerConductor で使用するポート番
号
この節では，JP1/ServerConductor のプログラムで使用するポート番号，およびファイ
アウォールの設定について説明します。

3.6.1

ポート番号一覧

JP1/ServerConductor のプログラムをインストールすると，次の表に示すポート番号が
デフォルトで使用されます。
services ファイルで使用するポート番号を変更する場合，アプリケーションで使用して
いないポート番号を設定してください。ただし，SVP コマンドポートのポート番号
（20079/tcp）は変更しないでください。
JP1/ServerConductor で使用するポート番号を変更する場合，［ホスト管理］ウィンドウ
に登録されているホストをすべて削除してから，ポート番号を変更し，再登録してくだ
さい。
リモートコントロール機能（JP1/NETM/Remote Control）を使用する場合は，次の表に
示すポート以外にも使用されるポート番号があります。使用されるポート番号について
は，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/NETM/Remote Control」の付録に記載されている
ポート番号を参照してください。
表 3-1 JP1/ServerConductor インストール時に設定されているポート番号
ポート番号
20075
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プロトコル
の種類
TCP

通信の
種類
ユニ
キャス
ト

サービス名称
sys_agt_port

意味

エージェントサービスへの通信
• マネージャサービス→エージェント
サービス
• ハードウェア保守登録アプリケー
ション（MRegAgt.exe，
MAgtSvc.exe）→エージェントサー
ビス
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ポート番号

プロトコル
の種類

通信の
種類

サービス名称

意味

20076

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_ra_port

マネージャサービスへの通信
• コンソールサービス→マネージャ
サービス
• エージェントサービス→マネージャ
サービス
• Web コンソールサービス→マネー
ジャサービス
• JP1/ServerConductor/Control
Manager →マネージャサービス
• JP1/Power Monitor →マネージャ
サービス
• リモート通報ユティリティ
（HA8000）→マネージャサービス

20077

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_gui_port

コンソールサービスへの通信
• マネージャサービス→コンソール
サービス

20078

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_web_port

20079

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_svpalt_port

20129

TCP

ユニ
キャス
ト

lc_ra_port

ローカルコンソールサービス
（LcMgr.exe）への通信
• エージェントサービス→ローカルコ
ンソールサービス（LcMgr.exe）
• ローカルコンソールサービス
（LcCons.exe）→ローカルコンソー
ルサービス（LcMgr.exe）
• リモート通報ユティリティ
（HA8000）→マネージャサービス

20130

TCP

ユニ
キャス
ト

lc_gui_port

ローカルコンソールサービス内の通信
• ローカルコンソールサービス
（LcMgr.exe）→ローカルコンソー
ルサービス（LcCons.exe）

20299

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_altact_port

アラートアクションサービスへの通信
• マネージャサービス→アラートアク
ションサービス
• ローカルコンソールサービス
（LcMgr.exe）→アラートアクショ
ンサービス

Web コンソールサービスへの通信
（Web サーバ）
• マネージャサービス→ Web コン
ソールサービス
SVP からマネージャサービスへの通
信
• SVP PCI ボード（HA8000）→マ
ネージャサービス
• BladeSymphony スイッチ＆マネジ
メントモジュール→マネージャサー
ビス
• SVP エミュレータ機能→マネー
ジャサービス
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ポート番号
21001

プロトコル
の種類
TCP

通信の
種類
ユニ
キャス
ト

サービス名称

意味

−

SVP への通信
• マネージャサービス→ SVP PCI
ボード（HA8000）
• マネージャサービス→ SVP エミュ
レータ機能

sys_bds2cmd_port

BladeSymphony マネジメントモ
ジュール／ HVM への通信※ 3
• マネージャサービス→ SVP 機能

UDP

623 ※ 1

ブロー
ドキャ
スト／
ユニ
キャス

sys_svpdetect_por
t

BladeSymphony スイッチ＆マネジメ
ントモジュール／ BMC ／ HVM への
通信
• マネージャサービス→ SVP 機能
• マネージャサービス→ BMC
（BladeSymphony サーバモジュー
ル）

ト※ 2
23140

UDP

ブロー
ドキャ
スト／
ユニ
キャス
ト※ 2

sys_svp_autodetec
t_port

BladeSymphony スイッチ＆マネジメ
ントモジュール／ HVM への通信
• マネージャサービス→ SVP 機能

9000

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_agtems_port

HP-UX EMS から HP-UX エージェン
トサービスへの通信

22311

TCP

ユニ
キャス
ト

sys_agtssmp_port

リモート通報ユティリティ V2
（HA8000）

（凡例）
−：該当なし
注※ 1
応答として，SVP 機能または BMC の 623 ポートから，マネージャサービスの ANY（UDP）
ポート（マネージャサービスから SVP 機能または BMC への接続に使用したポート）への接続
もされます。
注※ 2
SVP または HVM の自動検出時にはブロードキャストが使用されます。それ以外の場合はユニ
キャストが使用されます。
注※ 3
BS2000 の場合だけです。

3.6.2

ファイアウォールの例外登録

次の OS 上で JP1/ServerConductor のプログラムを使用する場合は，JP1/
ServerConductor のプログラムを Windows ファイアウォールの例外に登録する必要があ
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ります。
• Windows XP（Service Pack 2 以降）
BSM または Server Manager をインストールしたマシンで，Windows ファイア
ウォールの例外登録をします。
• Windows Server 2003（Service Pack 1 以降）
BSM，Server Manager，または Agent をインストールしたマシンで，Windows ファ
イアウォールの例外登録をします。
• Windows Vista
BSM または Server Manager をインストールしたマシンで，Windows ファイア
ウォールの例外登録をします。
• Windows Server 2008
BSM または Agent をインストールしたマシンで，Windows ファイアウォールの例外
登録をします。
Windows ファイアウォールの例外に登録する手順を，次に示します。
なお，仮想化プラットフォームのサーバを管理する場合に必要な設定については，仮想
化プラットフォームのヘルプを参照してください。

（1） Windows XP または Windows Server 2003 の場合
1. ［コントロールパネル］から［Windows ファイアウォール］を選択する
［Windows ファイアウォール］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［例外］タブを選択する
3. ［プログラムの追加］ボタンをクリックする
［プログラムの追加］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［参照］ボタンをクリックする
5. Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを選択する
Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを次に示します。
BSM または Server Manager の場合
<ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥Console.exe ※ 1
<ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥MgrSvc.exe ※ 2
<ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmGwSvc.exe ※ 3
<ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAltAct.exe ※ 4
注※ 1

インストール時に「コンソールサービス」コンポーネントを選択した場

合に登録します。
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注※ 2

インストール時に「マネージャサービス」コンポーネントを選択した場

合に登録します。
注※ 3 インストール時に「Web コンソールサービス」コンポーネントを選択し
た場合に登録します。
注※ 4 インストール時に「アラートアクションサービス」コンポーネントを選
択した場合に登録します。
Agent の場合（Windows Server 2003 の場合に該当）
<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ >¥Program¥AgtSvc.exe
※1

<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ >¥Program¥LcMgr.exe ※
2

<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ >¥Program¥LcCons.exe
※2

<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAgent.exe ※ 3
<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAltAct.exe ※ 4
注※ 1

管理対象サーバが HA8000 シリーズの場合に登録します。

注※ 2

インストール時に「ローカルコンソールサービス」コンポーネントを選

択した場合に登録します。
注※ 3 管理対象サーバが BladeSymphony の場合に登録します。
注※ 4

インストール時に「アラートアクションサービス」コンポーネントを選

択した場合に登録します。
Windows ファイアウォールの例外に登録されると，
［Windows ファイアウォール］ダ
イアログボックスにプログラムファイル名またはプログラム名が表示されます。
6. ［OK］ボタンをクリックする

（2） Windows Vista の場合
1. ［コントロールパネル］の［Windows ファイアウォール］を選択する
［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。
2. ［許可］を選択する
［Windows ファイアウォール］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［Windows ファイアウォールによるプログラムの許可］を選択する
4. ［例外］タブを選択する
5. ［プログラムの追加］ボタンをクリックする
［プログラムの追加］ダイアログボックスが表示されます。
6. ［参照］ボタンをクリックする
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7. Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを選択する
Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを次に示します。
• <ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥Console.exe ※ 1
• <ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥MgrSvc.exe ※ 2
• <ServerConductor（BSM または Server Manager）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAltAct.exe ※ 3
注※ 1 インストール時に「コンソールサービス」コンポーネントを選択した場合に
登録します。
注※ 2 インストール時に「マネージャサービス」コンポーネントを選択した場合に
登録します。
注※ 3 インストール時に「アラートアクションサービス」コンポーネントを選択し
た場合に登録します。
Windows ファイアウォールの例外に登録されると，
［Windows ファイアウォール］ダ
イアログボックスにプログラムファイル名またはプログラム名が表示されます。
8. ［OK］ボタンをクリックする

（3） Windows Server 2008 の場合
1. ［コントロールパネル］の［Windows ファイアウォール］を選択する
［Windows ファイアウォール］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［Windows ファイアウォールによるプログラムの許可］を選択する
［Windows ファイアウォールの設定］ダイアログボックスが表示されます。
［Windows ファイアウォールの設定］ダイアログボックスが表示される前に［ユー
ザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は，
［続行］を選択して
ください。
3. ［例外］タブを選択する
4. ［プログラムの追加］ボタンをクリックする
［プログラムの追加］ダイアログボックスが表示されます。
5. ［参照］ボタンをクリックする
6. Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを選択する
Windows ファイアウォールの例外に登録するプログラムファイルを次に示します。
BSM の場合
<ServerConductor（BSM）インストール先フォルダ >¥Program¥Console.exe
※1

<ServerConductor（BSM）インストール先フォルダ >¥Program¥MgrSvc.exe
※2
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<ServerConductor（BSM）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmGwSvc.exe ※ 3
<ServerConductor（BSM）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAltAct.exe ※ 4
注※ 1

インストール時に「コンソールサービス」コンポーネントを選択した場

合に登録します。
注※ 2 インストール時に「マネージャサービス」コンポーネントを選択した場
合に登録します。
注※ 3 インストール時に「Web コンソールサービス」コンポーネントを選択し
た場合に登録します。
注※ 4 インストール時に「アラートアクションサービス」コンポーネントを選
択した場合に登録します。
Agent の場合
<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ >¥Program¥AgtSvc.exe
※1

<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ >¥Program¥LcMgr.exe ※
2

<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ >¥Program¥LcCons.exe
※2

<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAgent.exe ※ 3
<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ
>¥Program¥SmAltAct.exe ※ 4
注※ 1

管理対象サーバが HA8000 シリーズの場合に登録します。

注※ 2

インストール時に「ローカルコンソールサービス」コンポーネントを選

択した場合に登録します。
注※ 3 管理対象サーバが BladeSymphony の場合に登録します。
注※ 4

インストール時に「アラートアクションサービス」コンポーネントを選

択した場合に登録します。
Windows ファイアウォールの例外に登録されると，
［Windows ファイアウォールの設
定］ダイアログボックスの［例外］タブにプログラムファイル名またはプログラム名
が表示されます。
7. ［OK］ボタンをクリックする
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3.7 JP1/ServerConductor で使用する IP アド
レス
JP1/ServerConductor では，通信元の各サービスで使用する IP アドレスを設定できま
す。通信元サービスの IP アドレスの設定有無による，各サービスで使用される通信元の
IP アドレスを，次の表に示します。
表 3-2 各サービスで使用される通信元の IP アドレス
項
番

通信元の
サービス名

通信元での IP
アドレスの設定

通信先のサービス名

ネットワー
ク（共通）

クラスタ設
定※ 2

※1

1

マネージャ
サービス

• コンソールサービス
• Web コンソールサー
ビス
• アラートアクション
サービス
• エージェントサービス
• SVP（HA8000）

SVP/BMC/HVM
（BladeSymphony）

なし

あり

コンソール
サービス

マネージャサービス

なし

OS が決定した IP ア
ドレス

あり

クラスタ設定※ 2 で設
定された IP アドレス

なし

ネットワーク（共通）
※1

で設定された IP
アドレス

あり

クラスタ設定※ 2 で設
定された IP アドレス

なし

OS が決定した IP ア
ドレス

あり

クラスタ設定※ 2 で設
定された IP アドレス

なし

OS が決定した IP ア
ドレス

あり

クラスタ設定※ 2 で設
定された IP アドレス

なし

−

OS が決定した IP ア
ドレス

あり

−

なし

あり

2

通信元の各サービス
で使用される IP アド
レス

ネットワーク（共通）
で設定された IP
アドレス

※1
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項
番

通信元の
サービス名

通信元での IP
アドレスの設定

通信先のサービス名

ネットワー
ク（共通）
※1

3

Web コン
ソールサー
ビス

マネージャサービス

通信元の各サービス
で使用される IP アド
レス

クラスタ設
定※ 2

なし

−

あり

−

OS が決定した IP ア
ドレス
ネットワーク（共通）
※1

で設定された IP
アドレス

Web ブラウザ

4

アラートア
クション
サービス

5

エージェン
トサービス
（Window
s）

OS が決定した IP ア
ドレス

なし

−

あり

−

−

−

−

−※ 3

マネージャサービス

なし

−

OS が決定した IP ア
ドレス

あり

−

ネットワーク（共通）
※1

で設定された IP
アドレス

ローカルコンソールサー
ビス

なし

−

ローカルループバッ
クアドレス
（127.0.0.1）

あり

−

ローカルループバッ
クアドレス
（127.0.0.1）

6

エージェン
トサービス
（Linux）

マネージャサービス

−

−

OS が決定した IP ア
ドレス

7

エージェン
トサービス
（HP-UX）

マネージャサービス

−

−

OS が決定した IP ア
ドレス

8

SNMP ト
ランスレー
タエージェ
ントサービ
ス

SNMP マネージャ

−

−

OS が決定した IP ア
ドレス

9

ローカルコ
ンソール

• エージェントサービス
（Windows）
• ローカルコンソール

−

−

ローカルループバッ
クアドレス
（127.0.0.1）

サービス※
4

サービス※ 4

（凡例）
なし：設定なし
あり：設定あり
−：該当しない
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注※ 1
「ネットワーク（共通）」とは，環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）
］タブの［複数
IP アドレス構成時には使用する IP アドレスを指定してください］での設定を示します。
エージェントサービスの場合，この項目は，Windows サーバに対してだけ設定できます。
Linux サーバおよび HP-UX サーバでは，この設定項目はありません。
また，アラートアクションサービス，SNMP トランスレータサービス，およびローカルコン
ソールサービスでは，この設定項目はありません。
注※ 2
「クラスタ設定」とは，環境設定ユティリティの［クラスタ設定］タブの［下記論理 IP アドレ
スを使用する］での設定を示します。この項目が設定されていない場合は，［現在の論理 IP ア
ドレス］に表示されている IP アドレスが使用されます。
なお，［クラスタ設定］タブの設定は，マネージャサービスをクラスタ構成でインストールした
場合だけ有効になります。
注※ 3
アラートアクションサービスからマネージャサービスへの通信は発生しません。
注※ 4
ローカルコンソールサービスの内部通信を示します。
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3.8 環境設定ユティリティの基本操作
ここでは，環境設定ユティリティの基本操作について説明します。環境設定ユティリ
ティで環境を設定するのは Windows サーバの場合だけです。Linux サーバおよび
HP-UX サーバの場合，環境設定ユティリティではなく，環境設定コマンドを使用して環
境設定をします。Linux サーバの環境設定については，「3.12

エージェントサービス

（Linux サーバ）の設定」を参照してください。HP-UX サーバの環境設定については，
「3.13

エージェントサービス（HP-UX サーバ）の設定」を参照してください。

次に示す手順で環境設定ユティリティを起動してください。
JP1/ServerConductor の環境を変更したり，新たに環境を設定し直したりするときは，
次に示す手順で環境設定ユティリティを起動してください。この作業は Administrators
権限を持つユーザが行ってください。
注意
• Windows Vista または Windows Server 2008 の場合，環境設定ユティリティを起
動すると［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあ
ります。このダイアログボックスが表示されたら，
［許可］ボタンをクリックして
処理を続行してください。
• 環境設定ユティリティを再起動する場合は，再起動の前に各サービスが起動して
いることを確認してください。
• BSM または Server Manager と Agent を同一マシンにインストールすると，環境
設定ユティリティは BSM，Server Manager，Agent のうちでいちばん新しい
バージョンに上書きされます。この場合，環境設定ユティリティの各画面にはい
ちばん新しいバージョンの機能にあわせた設定項目が表示されますが，実際に動
作できる機能は，BSM，Server Manager，Agent のそれぞれのバージョンでサ
ポートしている機能の範囲になります。
• 環境設定ユティリティでの設定値は，バージョンアップまたはリビジョンアップ
後も引き継がれます。
1. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［環境設定ユティリティ］を選択する
Server Manager または Agent の環境設定ユティリティを使用する場合，
［スタート］
メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server Manager］−［環境
設定ユティリティ］を選択してください。
環境設定ユティリティが起動されます。
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環境設定ユティリティは，各サービスの設定情報がタブごとに分かれていますので，
設定するサービスのタブを選択してください。各タブの設定情報については，3.8 節
以降を参照してください。
2. サービスを再起動する
環境設定ユティリティで各サービスについて設定が終わったら，設定内容を有効にす
るために，表示メッセージに従ってサービスを再起動してください。サービスは次の
順番で起動してください。
1.

マネージャサービスをインストールした管理サーバ

2.

エージェントサービスをインストールした管理対象サーバ

この順番で起動しない場合，管理コンソールに管理対象ホストが表示されない場合が
あります。エージェントサービスを先に起動した場合は，
「13.1 管理するホストを
変更する」を参照してコンソールサービスに管理対象ホストが表示されるようにして
ください。
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3.9 コンソールサービスの設定
ここでは，コンソールサービスを実行するために設定する情報を説明します。コンソー
ルサービスの情報を設定する場合は，次に示す手順で環境設定ユティリティを実行して
ください。
1. コンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを実行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［コンソールサービス］タブを選択する
環境設定ユティリティ（［コンソールサービス］タブ）が表示されます。

3.9.1

接続先マネージャサービスの設定（コンソールサービ
ス）

ここでは，コンソールサービスで接続する接続先マネージャの設定について説明します。
次に示す手順で接続先マネージャサービスを設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［コンソールサービス］タブで［登録／削除］ボタンをク
リックする
［接続先マネージャサービス登録／削除］ダイアログボックスが表示されます。
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（1） 接続先マネージャサービスを新規に登録する場合
接続先マネージャサービスを指定してマネージャサービスリストへ登録します。
1. 接続先マネージャサービスの IP アドレスまたはホスト名を入力する
1 〜 256 バイトの範囲で入力してください。
2. 接続先マネージャサービスのコメントを入力する
1 〜 256 バイトの範囲で入力してください。
3. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
マネージャサービスリストへ新規に登録されます。なお，接続先マネージャサービス
は 128 個まで登録できます。

（2） 接続先マネージャサービスを削除する場合
登録済みマネージャサービスリストから削除します。
1. 登録済みマネージャサービスリストから，削除したいマネージャサービスを選択する
2. ［リストから削除］ボタンをクリックする
登録済みマネージャサービスリストから接続先マネージャサービスが削除されます。

（3） 接続順序を変更する場合
複数のマネージャサービスに接続する場合，登録済みマネージャサービスリストに登録
されている順番に接続が試みられます。複数のマネージャサービスに接続するときの優
先順位（接続順位）を変更します。
1. 接続先マネージャを選択する
2. ［↑上へ］［↓下へ］ボタンをクリックする
接続順序が変更されます。上へ行くほど優先順位が高くなります。
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3.9.2

詳細情報の設定（コンソールサービス）

ここでは，コンソールサービスの詳細情報の設定について説明します。次に示す手順で
コンソールサービスの詳細情報を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［コンソールサービス］タブで［詳細設定］ボタンをクリッ
クする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。

（1） ネットワーク（共通）情報
ネットワークの共通情報について設定します。
注意
同一マシンに複数の種類のサービス（コンソールサービス，マネージャサービス，
エージェントサービスまたは Web コンソールサービス）がインストールされている
場合，このタブで設定した値は，ほかのサービスと共通の設定になります。そのた
め，最後に設定した値が有効になります。
1. ［ネットワーク（共通）
］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
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表 3-3 環境設定ユティリティ（コンソールサービス）−［ネットワーク（共通）
］タブ
の設定内容
設定項目
送信タイムアウト時間

設定内容
次のサービス間で送信エラーが発生した場合，送信をリトライする
時間を秒単位で設定します。
• マネージャサービスとエージェントサービスとの間
• マネージャサービスとコンソールサービスとの間
設定範囲は 1 〜 600 です。デフォルトは 30 秒です。

複数 IP アドレス構成時には使用
する IP アドレスを指定してくだ

複数の LAN ボードを搭載している場合，このチェックボックスを
ON にして，使用する IP アドレスを設定します。

さい※

注※
IP アドレスの設定については，「3.7

JP1/ServerConductor で使用する IP アドレス」を参照

してください。

（2） ネットワーク（サービス）情報
ネットワークのサービスについて設定します。
1. ［ネットワーク（サービス）］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（サービス）
］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
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表 3-4 環境設定ユティリティ（コンソールサービス）−［ネットワーク（サービス）］
タブの設定内容
設定項目

設定内容

アイドルセッション時間

コンソールサービスとマネージャサービス間の無通信状態を監視
し，セッションを切断するまでの時間を秒単位で設定します。設
定範囲は 0 〜 7,200 です。デフォルトは 900 秒です。マネージャ
サービスとの通信回線に LAN などを使っていて，課金がない場
合は，0 を設定してください。0 を設定するとセッションを切断し
ません。

コマンドタイムアウト時間

コンソールサービスからマネージャサービスへの送信に対する返
信までの待ち時間を秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 600 で
す。デフォルトは 180 秒です。

キープアライブ※

コンソールサービスとマネージャサービス間でキープアライブを
実施する場合，チェックボックスを ON にします。
キープアライブとは，各サービス間で回線が保持されているかど
うかを定期的にチェックする機能です。
チェックボックスを ON にすると，キープアライブ間隔を秒単位
で設定できるようになります。キープアライブ間隔の設定範囲は
1 〜 3,600 です。デフォルトは OFF です。ON にした場合，キー
プアライブ間隔のデフォルトは 600 秒です。

通信ログの採取

通信ログを採取する場合，このチェックボックスを ON にします。

注※
キープアライブの設定をする場合，次の点に注意してください。
・キープアライブを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接
続時間に応じて課金される回線を使用している場合は，キープアライブを設定しないでくださ
い。
・［キープアライブ］チェックボックスを ON にすると，マネージャサービスが停止するなど，
コンソールサービスとマネージャサービスとの間の回線が切断した場合，管理コンソールに次
のようなポップアップダイアログが表示されます。
「ホスト名（マネージャサービス名）への接続が切断されました」
このメッセージが表示された場合は，管理コンソールからマネージャサービスに再ログインし
てください。
・キープアライブ間隔を設定する場合，必ず［コマンドタイムアウト時間］の設定値よりも大き
い値を設定してください。

（3） 表示情報
コンソールサービスに，グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を表示する
かどうかを設定します。
1. ［表示］タブを選択する
環境設定ユティリティの［表示］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-5 環境設定ユティリティ（コンソールサービス）−［表示］タブの設定内容
設定項目
時差を表示する

設定内容
グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を次のウィンド
ウに表示する場合，このチェックボックスを ON にします。
• ［通知アラート］ウィンドウ
• ［サーバアラートログ］ウィンドウ
• ［SVP ログ］ウィンドウ
• ［マネージャアラートログ］ウィンドウ

（4） ポップアップ通知情報
ホストからコンソールサービスに送られるアラート通知またはデータ更新通知の表示に
ついて設定します。
1. ［ポップアップ通知］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ポップアップ通知］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-6 環境設定ユティリティ（コンソールサービス）−［ポップアップ通知］タブの設
定内容
設定項目
ダイアログ種別

！

設定内容
ポップアップ通知するダイアログ種別を選択します。通知する場合
は，通知するダイアログ種別のチェックボックスを ON にします。
デフォルトでは，次のチェックボックスが ON になっています。
• アラート通知
• パスワード変更通知
• グルーピングデータ更新通知
• インベントリデータベース更新通知

注意事項
• 「ホストの起動 / 停止通知」のチェックボックスを ON にしている場合に，VM ホストお
よび VM ゲストの管理対象サーバが電源 OFF または電源 ON になったとき，VM ホスト
および VM ゲストのポップアップ通知は実施されません。
• 「ホストの追加 / 削除通知」のチェックボックスを ON にしている場合に，VM ホストが
登録または削除されたとき，VM ホストのポップアップ通知が実施されます。ただし，
VM ゲストのポップアップ通知は実施されません。

（5） アラート情報
マネージャサービスへのログイン時に未受信アラートを受信するかどうかを設定します。
注意
マネージャサービスへのログイン時に未受信アラートを受信できるのは，BSM を使
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用している場合だけです。
1. ［アラート］タブを選択する
環境設定ユティリティの［アラート］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-7 環境設定ユティリティ（コンソールサービス）−［アラート］タブの設定内容
設定項目
マネージャサービスへのログイ
ン時に未受信アラートを受信す
る

設定内容
マネージャサービスへのログイン時に，未受信のアラートを自動的
に取得する場合，このチェックボックスを ON にします。
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3.10 マネージャサービスの設定
ここでは，マネージャサービスの設定情報について説明します。次に示す手順でマネー
ジャサービスの詳細情報を設定してください。
1. マネージャサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを実行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［マネージャサービス］タブを選択する
環境設定ユティリティ（［マネージャサービス］タブ）が表示されます。

3.10.1

認証情報の設定（マネージャサービス）

JP1/ServerConductor では，Windows に依存しない独自の認証情報を使い，セキュリ
ティ管理をしています。認証情報は，環境設定ユティリティの［マネージャサービス］
タブで設定します。
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表 3-8 環境設定ユティリティ（マネージャサービス）−認証設定の項目説明
設定項目

設定内容

アドミニストレータ

アドミニストレータのパスワードを設定します。

サブアドミニストレータ

サブアドミニストレータのパスワードを設定します。

ユーザ管理方式の詳細，および設定方法については，
「4. ユーザ管理情報の設定」を参
照してください。

3.10.2

詳細情報の設定（マネージャサービス）

ここでは，マネージャサービスの詳細情報を設定します。次に示す手順でマネージャ
サービスの詳細情報を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［マネージャサービス］タブで［詳細設定］ボタンをクリッ
クする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）
］タブが表示されます。

（1） ネットワーク（共通）情報
ネットワークの共通情報について設定します。
注意
同一マシンに複数の種類のサービス（コンソールサービス，マネージャサービス，
エージェントサービスまたは Web コンソールサービス）がインストールされている
場合，このタブで設定した値は，ほかのサービスと共通の設定になります。そのた
め，最後に設定した値が有効になります。
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1. ［ネットワーク（共通）
］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-9 環境設定ユティリティ（マネージャサービス）−［ネットワーク（共通）］タブ
の設定内容
設定項目
送信タイムアウト時間

設定内容
次のサービス間で送信エラーが発生した場合，送信をリトライする
時間を秒単位で設定します。
• マネージャサービスとエージェントサービスとの間
• マネージャサービスとコンソールサービスとの間
設定範囲は 1 〜 600 です。デフォルトは 30 秒です。

複数 IP アドレス構成時には使用
する IP アドレスを指定してくだ

複数の LAN ボードを搭載している場合，このチェックボックスを
ON にして，使用する IP アドレスを設定します。

さい※

注※
［複数 IP アドレス構成時には使用する IP アドレスを指定してください］に設定する IP アドレ
スには，通信先の各サービスで設定する接続先マネージャサービスの IP アドレスと同じ IP ア
ドレスを設定してください。通信元と通信先の IP アドレスの設定が異なる場合，通信ができな
いことがあります。通信元が使用する IP アドレスについては，「3.7
使用する IP アドレス」を参照してください。

（2） ネットワーク（サービス）情報
ネットワークのサービスについて設定します。
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1. ［ネットワーク（サービス）］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（サービス）
］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-10

環境設定ユティリティ（マネージャサービス）−［ネットワーク（サービス）］
タブの設定内容

設定項目

設定内容

コマンドタイムアウト時間

マネージャサービスからエージェントサービスへの送信に対する返
信が来るまでの待ち時間を秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜
600 です。デフォルトは 90 秒です。

通信ログの採取

通信ログを採取する場合，このチェックボックスを ON にします。

（3） JP1/IM 連携機能情報
［JP1/IM 連携機能］タブでは，JP1/IM 連携機能を使用するために必要な設定をします。
JP1/IM 連携の設定方法については，
「3.17 JP1/IM 連携の設定」を参照してください。

（4） アラートアクションサービス情報
［アラートアクションサービス］タブでは，アラートアクションサービスを使用するため
に必要な設定をします。アラートアクションサービスの設定方法については，
「7.6.1 接
続先アラートアクションサービスの設定」を参照してください。

（5） 保存設定情報
［保存設定］タブでは，マネージャサービスが保存するアラートの制限値を設定します。
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1. ［保存設定］タブを選択する
環境設定ユティリティの［保存設定］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-11 環境設定ユティリティ（マネージャサービス）−［保存設定］タブの設定内容
設定項目

設定内容

アラートの保存日数

マネージャサービスがアラートを保存する日数を設定します。設定
範囲は 1 〜 1,000 です。デフォルトは 30 日です。

アラートの保存件数

マネージャサービスがアラートを保存する件数を設定します。設定
範囲は 1,000 〜 65,535 です。デフォルトは 65,535 件です。

（6） クラスタ設定情報
［クラスタ設定］タブでは，クラスタ構成での共有フォルダと論理 IP アドレスを設定し
ます。
1. ［クラスタ設定］タブを選択する
環境設定ユティリティの［クラスタ設定］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-12

環境設定ユティリティ（マネージャサービス）−［クラスタ設定］タブの設定
内容

設定項目

設定内容

フォルダパスを下記に変更する

クラスタ構成での共有フォルダを変更する場合，このチェックボッ
クスを ON にして，変更後の共用フォルダを 90 文字※以内で設定し
ます。

下記論理 IP アドレスを使用する

クラスタ構成での論理 IP アドレスを指定する場合，このチェック
ボックスを ON にして，論理 IP アドレスを設定します。

注※
全角文字も半角文字も 1 文字として認識されます。
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3.11 エージェントサービス（Windows サー
バ）の設定
ここでは，Windows サーバのエージェントサービスの設定情報について説明します。次
に示す手順でエージェントサービスの環境設定ユティリティを起動してください。
1. エージェントサービスをインストールした Windows サーバで環境設定ユティリティ
を実行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［エージェントサービス］タブを選択する
環境設定ユティリティ（［エージェントサービス］タブ）が表示されます。
なお，［エージェントサービス］タブでの設定では，
［適用］ボタンはアクティブにな
りません。設定を有効にする場合は，［OK］ボタンをクリックしてください。

3.11.1 接続先マネージャサービスの設定（エージェント
サービス）
ここでは，エージェントサービスで接続する接続先マネージャの設定について説明しま
す。次に示す手順で接続先マネージャサービスを設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［エージェントサービス］タブで［登録／削除］ボタンをク
リックする
［接続先マネージャサービス登録／削除］ダイアログボックスが表示されます。

170

3. セットアップ

（1） 接続先マネージャサービスを新規に登録する場合
接続先マネージャサービスを指定してマネージャサービスリストへ登録します。
1. 接続先マネージャサービスの IP アドレスまたはホスト名を入力する
1 〜 256 バイトの範囲で入力してください。
2. 接続先マネージャサービスのコメントを入力する
1 〜 256 バイトの範囲で入力してください。
3. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
マネージャサービスリストへ新規に登録されます。なお，接続先マネージャサービス
は 4 個まで登録できます。

（2） 接続先マネージャサービスを削除する場合
登録済みマネージャサービスリストから削除します。
1. 登録済みマネージャサービスリストから，削除したいマネージャサービスを選択する
2. ［リストから削除］ボタンをクリックする
登録済みマネージャサービスリストから接続先マネージャサービスが削除されます。

3.11.2 サイト情報の設定
サーバをサイト単位で管理するときのサイト情報を設定します。この情報は，コンソー
ルサービスでサイトごとに管理するときに必要な情報です。次に示す手順でサイト情報
を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［エージェントサービス］タブで［サイト情報設定］ボタン
をクリックする
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［サイト情報］ダイアログボックスが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-13 ［サイト情報］ダイアログボックス（エージェントサービス）の設定内容
設定項目
階層 1 〜 8

設定内容
各管理対象サーバのサイト情報を設定します。
「/」は使用できません。
各階層の文字数の合計が 256 文字以内になるように設定します。

ここでは，サイトの階層を 8 階層まで設定できます。設定するときは，階層 1 に都道府
県名，階層 2 に市町村名，以降，拠点名，フロアの階数や部署などのように，1 段階ず
つ設定することをお勧めします。正確なサイト情報で分類できます。
各管理対象サーバにサイト情報を設定すると，次の図のように管理コンソールでは設定
したサイト情報別にサーバを分類できます。
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図 3-5 サイト情報の設定例と表示例

注意
［サイト情報］ダイアログボックスでは，各階層の文字数の合計を 256 文字以内に設
定してください。ただし，256 文字以内に設定しても「各階層の合計を 256 文字以
内にしてください」というメッセージが表示される場合があります。これは，各階
層間に区切り文字「/」を挿入して管理しているためです。必ず次の計算式に合うよ
うに設定してください。
•［各階層の合計文字数］+（
［階層数］-1）≦ 256
なお，英数字やかたかなは，半角または全角のどちらで入力するかを統一しておいてく
ださい。半角の「3F」と全角の「３ Ｆ」では異なるサイトとして分類されてしまいま
す。また，サイト情報を設定する場合，誤字や脱字がないように注意してください。サ
イト名を間違えると，管理コンソールで表示するときに異なるサイトとして分類されて
しまいます。
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3.11.3 資産情報の設定
管理対象サーバの設置場所や運用管理者など，ハードウェアに関する資産情報を設定し
ます。次に示す手順で資産情報を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［エージェントサービス］タブで［資産情報設定］ボタンを
クリックする
環境設定ユティリティの［管理 / 運用］タブが表示されます。

この資産情報を設定しなくてもエージェントサービスは起動しますが，サーバの管理お
よび運用で必要となる情報ですので，設定しておくことをお勧めします。
以降に資産情報として設定する内容について説明します。

（1） 管理 / 運用情報
ここでは，サーバの資産名称や管理情報など，システムの運用や管理に関する情報を設
定します。
1. ［管理 / 運用］タブを選択する
環境設定ユティリティの［管理 / 運用］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-14

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［管理 / 運用］タブの項目
説明

設定項目

設定内容

資産名称

社内または組織内でサーバを管理するために付けている名称や，サーバの
製品名を設定します。

資産番号

資産名称に対する番号を設定します。

部署名

サーバを設置している部署名を設定します。

部署番号

部署のコード番号などがある場合に設定します。

管理者名

サーバを管理しているシステム管理者の名前を設定します。

管理者番号

社員番号など，システム管理者がわかる番号を設定します。

管理者詳細情報

システム管理者の所属など，詳細な情報や設定項目にない情報を設定しま
す。

運用管理者名

サーバを運用している部署のシステム管理者名を入力します。

運用管理者番号

社員番号など，運用しているシステム管理者がわかる番号を設定します。

運用管理者詳細情報

運用しているシステム管理者の所属など，詳細な情報や設定項目にない情
報を設定します。

項目はすべて，1 〜 256 バイトの範囲で設定できます。

（2） 連絡先 / 設置情報
システム管理者の連絡先やシステムの設置場所について設定します。
1. ［連絡先 / 設置］タブを選択する
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環境設定ユティリティの［連絡先 / 設置］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-15

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［連絡先 / 設置］タブの項
目説明

設定項目

設定内容

電話番号

管理者の電話番号を設定します。

メールアドレス

管理者のメールアドレスを設定します。

設置場所詳細情報

サーバの設置場所や詳細な情報を設定します。

機器構成

サーバの CPU やメモリなどの機器の構成に関する情報を設定します。

項目はすべて，1 〜 256 バイトの範囲で設定できます。

（3） その他
システムの購入日や備考などを設定します。
1. ［その他］タブを選択する
環境設定ユティリティの［その他］タブが表示されます。

176

3. セットアップ

2. 次に示す情報を設定する
表 3-16

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［その他］タブの項目説明

設定項目

設定内容

購入年月日

サーバを購入した日付を設定します。

減価償却期間

サーバの減価償却期間を入力します。

備考

必要に応じてそのほかの資産情報を入力します。

項目はすべて，1 〜 256 バイトの範囲で設定できます。

3.11.4 詳細情報の設定（エージェントサービス）
ここでは，エージェントサービスの詳細設定について説明します。次に示す手順でエー
ジェントサービスの詳細情報を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［エージェントサービス］タブで［詳細設定］ボタンをク
リックする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）
］タブが表示されます。
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（1） ネットワーク（共通）情報
ネットワークの共通情報について設定します。
注意
同一マシンに複数の種類のサービス（コンソールサービス，マネージャサービス，
エージェントサービスまたは Web コンソールサービス）がインストールされている
場合，このタブで設定した値は，ほかのサービスと共通の設定になります。そのた
め，最後に設定した値が有効になります。
1. ［ネットワーク（共通）
］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-17

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［ネットワーク（共通）］タ
ブの設定内容

設定項目
送信タイムアウト時間

設定内容
次のサービス間で送信エラーが発生した場合，送信をリトライする
時間を秒単位で設定します。
• マネージャサービスとエージェントサービスとの間
• マネージャサービスとコンソールサービスとの間
設定範囲は 1 〜 600 です。デフォルトは 30 秒です。

複数 IP アドレス構成時には使用
する IP アドレスを指定してくだ

複数の LAN ボードを搭載している場合，このチェックボックスを
ON にして，使用する IP アドレスを設定します。

さい※

注※
IP アドレスの設定については，「3.7

JP1/ServerConductor で使用する IP アドレス」を参照

してください。

（2） ネットワーク（サービス）情報
ネットワークのサービス情報について設定します。
1. ［ネットワーク（サービス）］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（サービス）
］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-18

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［ネットワーク（サービ
ス）
］タブの設定内容

設定項目
アイドルセッション時間
（エージェントサービス）

設定内容
エージェントサービスとマネージャサービス間の無通信状態を監視し，
セッションを切断するまでの時間を秒単位で設定します。設定範囲は 0
〜 7,200 です。デフォルトは 900 秒です。マネージャサービスとの通信
回線に LAN などを使っていて，課金がない場合は，0 を設定してくだ
さい。0 を設定するとセッションを切断しません。

コマンドタイムアウト時間

エージェントサービスからマネージャサービスへの送信に対する返信が
来るまでの待ち時間を秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 600 です。
デフォルトは 90 秒です。

キープアライブ※

エージェントサービスとマネージャサービス間でキープアライブを実施
する場合，チェックボックスを ON にします。
キープアライブとは，各サービス間で回線が保持されているかどうかを
定期的にチェックする機能です。
チェックボックスを ON にすると，キープアライブ間隔を設定できるよ
うになります。キープアライブ間隔の設定範囲は 1 〜 3,600 です。デ
フォルトは OFF です。ON にした場合，キープアライブ間隔のデフォ
ルトは 600 秒です。

通信ログの採取

通信ログを採取する場合，このチェックボックスを ON にします。

注※
キープアライブの設定をする場合，次の点に注意してください。
・キープアライブを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接
続時間に応じて課金される回線を使用している場合は，キープアライブを設定しないでくださ
い。
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・［キープアライブ］チェックボックスを ON にすると，エージェントサービスが停止するな
ど，エージェントサービスとマネージャサービスとの間の回線が切断した場合，管理コンソー
ルに次のようなポップアップダイアログが表示されます。
「ホスト名（マネージャサービス名）への接続が切断されました」
・キープアライブ間隔を設定する場合，必ず［コマンドタイムアウト時間］の設定値よりも大き
い値を設定してください。

（3） システム設定情報
管理コンソールからの電源シャットダウン，およびリブート要求を受けるかどうかにつ
いて設定します。
1. ［システム設定］タブを選択する
環境設定ユティリティの［システム設定］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-19

環境設定ユティリティの［システム設定］タブの設定内容

設定項目
コンソールサービスからの
シャットダウン / リブート命
令の許可

設定内容
管理コンソールからの電源シャットダウン，リブートを許可する場合は
［許可する］ラジオボタンを ON にします。許可しない場合は［許可し
ない］ラジオボタンを ON にします。デフォルトは［許可する］ラジオ
ボタンが ON になっています。なお，SVP エージェントサービスを利
用して強制電源 OFF を実施する場合，この設定は無効になります。

（4） アラート情報
エージェントサービスが通知するアラート情報について設定します。
1. ［アラート］タブを選択する
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環境設定ユティリティの［アラート］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-20

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［アラート］タブの設定内
容

設定項目

設定内容

アラートレベル

エージェントサービスが通知するアラートのレベルを設定します。通知
するアラートレベルのチェックボックスを ON にします。通知するア
ラートは複数設定できます。設定できるアラートを次に示します。
• インフォメーション：サーバの状態変化を知らせるアラート
• 注意：エラーが発生する可能性があるレベルのアラート
• 警告：障害が発生する可能性があるレベルのアラート
• 障害：すぐに対処が必要なレベルのアラート

保存日数

アラートログのファイルを保存しておく日数を設定します。設定範囲は
0 〜 90 です。デフォルトは 30 日です。0 を設定すると，ユーザが削除
しないかぎり，保存しておきます。

使用ディスク容量警告値

アラートログの総容量がこの値を超えると管理コンソールに警告を通知
します（アラートログは，1 日ごとに一つのファイルとして保存されま
す）。設定範囲は 0 〜 1,048,576 です。デフォルトは 1,024 キロバイト
です。0 を設定すると警告を通知しません。

アプリケーションログ

エージェントサービスが通知するアラートをアプリケーションログとし
て記録するかどうかを設定します。なお，アプリケーションログとして
記録した場合，イベントビューアで参照できます。

アラートログファイルは，JP1/ServerConductor をインストールしたディレクトリ下の log ディレ
クトリに日付のファイル名（拡張子 LOG）で保存されています（2004 年 12 月 1 日のログファイル
の場合は「20041201.log」という名称で保存されています）
。
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（5） JP1/AppManager 連携機能情報
［JP1/AppManager 連携］タブでは，JP1/AppManager 連携機能を使用するために必要
な設定をします。JP1/AppManager 連携の設定方法については，「3.18

JP1/

AppManager 連携の設定」を参照してください。
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3.12 エージェントサービス（Linux サーバ）
の設定
Linux サーバのエージェントサービスを使用する場合は，次の設定が必要となります。
• 環境設定コマンドによる環境設定
• エージェントサービスの起動（インストール直後の場合）
環境設定はスーパーユーザ（root）が行ってください。
ここでは，環境設定コマンドの使用方法と設定項目，およびエージェントサービスの起
動と停止の方法について説明します。

3.12.1

環境設定コマンドの使用方法

Linux サーバのエージェントサービスの環境を設定するには，smhedit コマンドを使用
します。

（1） コマンドの書式
コマンドの起動書式は，次のとおりです。
/usr/sbin/smhedit [-s段数] [-g[幅][x高さ]] [-agent|-misc]
/usr/sbin/smhedit -h
起動オプションの意味は次のとおりです。
-s 段数
段組表示されるメニューの段数を指定します。未指定の場合，画面のサイズに応じ
て段数が決まります。指定できる段数は 1 または 2 です。
-g[ 幅 ][x 高さ ]
画面サイズを指定します。単位は文字数で，幅は 10 〜 160，高さは 10 〜 72 の値で
指定します。デフォルトは -g80x24 です。
[-agent|-misc]
編集する環境設定ファイルを指定します。
-agent
エージェント設定ファイルを編集する場合に指定します。-agent を指定すると，
エージェント設定メニューが表示されます。
-misc
エージェント環境設定ファイルを編集する場合に指定します。-misc を指定する
と，エージェント環境設定メニューが表示されます。
どちらも指定しない場合には，どちらのファイルを編集するかを選択するためのメ
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インメニューが表示されます。
この二つのオプションは，同時に指定することはできません。
-h
環境設定コマンドの使用法を表示します。

（2） メインメニュー
smhedit コマンドを，-agent，-misc のどちらのオプションも指定しないで起動した場
合，次のようなメインメニューが表示されます。

#### JP1/ServerConductor/Agent ####
#### Configuration Main Menu ####
1.Agent Configuration File
2.Agent Environment Configuration File
Command(1-2/Quit)>

選択肢は 1，2，Quit の 3 種類です。
1 を選択した場合は，エージェント設定ファイルを編集するエージェント設定メニューに
移ります。エージェント設定メニューについては，
「3.12.2 エージェント設定メニュー
による設定」を参照してください。
2 を選択した場合は，エージェント環境設定ファイルを編集するエージェント環境設定メ
ニューに移ります。エージェント環境設定メニューについては，
「3.12.3 エージェント
環境設定メニューによる設定」を参照してください。
Quit を選択した場合は，smhedit コマンドを終了します。
メニューの選択項目について
メニューの選択項目には，数値（1 〜 n）と文字列があります。メニューのプロンプ
トに，選択できる数値の範囲と文字列の種類が表示されます。文字列の選択肢は，
英字の大文字または小文字で選択できます。また，表示されている文字列のうち，
大文字で表示されている部分だけを入力して選択することもできます。例えば，
Quit
という選択肢は，"QUIT"，"quit"，"Q"，または "q" のどれでも選択できます。

3.12.2

エージェント設定メニューによる設定

エージェント設定メニューでは，エージェントサービスの通信に関する設定と，アラー
トに関する情報を設定します。エージェント設定メニューによる設定について，次に示
します。
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（1） エージェント設定メニュー
-agent オプションを指定して smhedit コマンドを起動した場合や，メインメニューで 1
を選択した場合に，エージェント設定メニューが表示されます。
エージェント設定メニューの表示例は次のとおりです。

#### JP1/ServerConductor/Agent ####
#### Agent Configuration File ####
1.CommandTimeout
[90]
2.Keepalive
[False]
.............以下省略.............
Command(1-11/Menu/Quit)>

選択肢には，各設定項目の番号，Menu，Quit があります。設定項目の数は，エージェ
ントサービスや OS のバージョンによって異なります。
Menu を選択した場合は，エージェント設定メニューを表示します。
Quit を選択した場合は，メインメニューに戻ります。また，Quit を選択する前に設定項
目の値を変更していた場合，変更後の値を設定ファイルに反映するかどうかを確認しま
す。
設定項目の番号を選択した場合は，該当する設定項目の変更を開始します。設定項目の
詳細については，「(3)

エージェント設定メニューでの設定項目」を参照してください。

（2） 設定項目の入力規則
エージェント設定メニューの設定項目として入力できる値には，整数，論理値の 2 種類
があります。それぞれの入力規則を次に示します。
整数
10 進数のほか，8 進数および 16 進数で設定できます。8 進数の場合は先頭に 0 を，
16 進数の場合は先頭に 0x を入力してください。改行だけを入力した場合は設定を
変更しません。
論理値
True または False のどちらかを入力します。省略はできません。また，英字の大文
字と小文字を区別しません。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
設定値には，半角かたかなおよびコントロールコードを含めないでください。

（3） エージェント設定メニューでの設定項目
エージェント設定メニューでの設定項目を次に示します。メニューに表示される設定項
目は，エージェントサービスや OS のバージョンによって異なります。
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表 3-21

エージェント設定メニューでの設定項目（Linux サーバ）

設定項目

入力値※ 1

デフォルト

設定内容

CommandTimeo
ut

整数

90

エージェントサービスからマネージャサービス
への送信に対する返信が来るまでの待ち時間を
秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 600 秒で
す。

Keepalive ※ 2

論理値

False

エージェントサービスとマネージャサービス間
でキープアライブするかどうかを設定します。
• True：キープアライブします。
• False：キープアライブしません。

KeepaliveInterva
l

整数

600

キープアライブするときのキープアライブ間隔
を秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 3,600
です。
キープアライブ間隔を設定する場合，必ず
CommandTimeout で設定するコマンドタイム
アウト値よりも大きな値を設定してください。

ShutdownDeman
d

論理値

True

コンソールサービスからのシャットダウンを許
可するかどうかを設定します。
• True：許可します。
• False：許可しません。
なお，SVP エージェントサービスを利用して強
制電源 OFF を実施する場合，この設定は無効に
なります。

InformationAlert

論理値

False

インフォメーションアラート（サーバの状態変
化を知らせるアラート）をコンソールサービス
に通知するかどうかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。

CautionAlert

論理値

True

注意アラート（エラーが発生する可能性がある
レベルのアラート）をコンソールサービスに通
知するかどうかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。

WarningAlert

論理値

True

警告アラート（障害が発生する可能性があるレ
ベルのアラート）をコンソールサービスに通知
するかどうかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。
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設定項目
ObstacleAlert

入力値※ 1
論理値

デフォルト
True

設定内容
障害アラート（すぐに対処が必要なレベルのア
ラート）をコンソールサービスに通知するかど
うかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。

AlertKeepDays

整数

30

AlertCapacity

整数

1,024

SyslogOutput

論理値

False

サーバアラートログのファイルを保存しておく
日数を設定します。設定範囲は 0 〜 90 です。0
を設定すると，ユーザが削除しないかぎり，保
存しておきます。
サーバアラートログの総容量がこの値を超える
とコンソールサービスに警告を通知します（ア
ラートログは，一日ごとに一つのファイルとし
て保存されます）
。設定範囲は 0 〜 1,048,576 で
す。0 を設定すると警告を通知しません。ア
ラートログファイルは，/var/opt/hitachi/
system_manager/log ディレクトリに日付のファ
イル名（拡張子 log）で保存されています
（2004 年 12 月 1 日のログファイルの場合は
「20041201.log」という名称で保存されていま
す）。
コンソールサービスに通知するアラートを
syslog に出力するかどうかを設定します。
• True：出力します。
• False：出力しません。
出力されるアラートは，コンソールサービスに
通知されるアラートだけです。

注※ 1
設定項目として入力できる値の種類を示します。それぞれの意味については，
「(2)

設定項目の

入力規則」を参照してください。
注※ 2
Keepalive を設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接続時
間に応じて課金される回線を使用している場合は，Keepalive は False にしてください。
なお，Keepalive を True にすると，エージェントサービスが停止するなど，エージェントサー
ビスとマネージャサービスとの間の回線が切断した場合，管理コンソールに次のようなポップ
アップダイアログが表示されます。
「ホスト名（マネージャサービス名）への接続が切断されました」

3.12.3

エージェント環境設定メニューによる設定

エージェント環境設定メニューでは，接続先マネージャサービスや，ハードウェアの設
置情報および資産情報を設定します。エージェント環境設定メニューによる設定につい
て，次に示します。
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（1） エージェント環境設定メニュー
-misc オプションを指定して smhedit コマンドを起動した場合や，メインメニューで 2
を選択した場合に，エージェント環境設定メニューが表示されます。
エージェント環境設定メニューの表示例は次のとおりです。

####
JP1/ServerConductor/Agent
####
#### Agent Environment Configuration File ####
1.ManagerAddress ->
18.AdministratorID
[KANRI-ID]
2.SendTimeout
[80]
19. AdministratorInfo [KANRISH...]
.............以下省略.............
Command(1-23/Menu/Quit)>

選択肢には，各設定項目の番号，Menu，Quit があります。設定項目の数は，エージェ
ントサービスや OS のバージョンによって異なります。
Menu を選択した場合は，エージェント環境設定メニューを表示します。
Quit を選択した場合は，メインメニューに戻ります。また，Quit を選択する前に設定項
目の値を変更していた場合，変更後の値を設定ファイルに反映するかどうかを確認しま
す。
設定項目の番号を選択した場合は，該当する設定項目の変更を開始します。設定項目の
詳細については，
「(3) エージェント環境設定メニューでの設定項目」を参照してくださ
い。

（2） 設定項目の入力規則
設定項目として入力できる値には，整数，IP アドレス，文字列の 3 種類があります。そ
れぞれの入力規則を次に示します。
整数
10 進数のほか，8 進数および 16 進数で設定できます。8 進数の場合は先頭に 0 を，
16 進数の場合は先頭に 0x を入力してください。改行だけを入力した場合は設定を
変更しません。
IP アドレス
xxx.yyy.zzz.aaa の形式で，10 進数で入力します。改行だけを入力した場合は設定を
変更しません。
文字列
文字列には，" を使用できません。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
［Ctrl］＋［D］キーだけを入力した場合は空文字列が設定されます。
また，次の設定項目には，それぞれ固有の入力規則が適用されます。
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サイト情報または資産情報
" および / は使用できません。サイト情報は 8 階層まで定義でき，1 階層ずつ設定値
を入力します。途中の階層で入力を終了し，以降の階層の設定を解除する場合は
［Ctrl］＋［D］キーだけを入力します。また，改行だけを入力した場合は元の設定
値をそのまま使用します。元の設定値がない場合に改行だけを入力した場合は入力
を終了します。
ターゲットマシン情報
ターゲットマシン情報には，選択できるターゲットマシンの一覧，現在選択されて
いるターゲットマシンとプロンプトが表示されます。ターゲットマシンの一覧は，1
画面 20 機種に分割して表示されます。
プロンプトの選択項目では，数値（1 〜 n）または文字列を入力します。文字列の選
択肢は， Previous ， Next ， Quit

があります。ターゲットマシンを選択する

場合は，一覧の中から該当する機種の数値を選択します。
一覧の前画面を表示する場合は Previous を，次画面を表示する場合は Next を選択
します。ただし，一覧の先頭が表示されている場合は，Previous を選択できません。
同様に，一覧の終端が表示されている場合は，Next を選択できません。Quit を選択
すると，設定を変更しないで設定メニューに戻ります。
なお，複数の値を設定できる設定項目もあります。複数の値を設定できる設定項目を選
択した場合，設定済みの値の一覧とプロンプトが表示されます。設定済みの値を変更す
る場合には，表示されている一覧から数値を選択します。設定されている値を削除する
場合には，表示されている一覧から数値を選択したあと，[Ctrl] + [D] キーだけを入力し
ます。値を追加する場合には，New を選択します。ただし，設定済みの値の数が上限に
達している場合には New は選択できません。Quit を選択すると，設定メニューに戻り
ます。
設定値には，半角かたかなおよびコントロールコードを含めないでください。

（3） エージェント環境設定メニューでの設定項目
エージェント環境設定メニューでの設定項目を次に示します。メニューに表示される設
定項目は，エージェントサービスや OS のバージョンによって異なります。
［TargetMachine］は必ず設定してください。
表 3-22

エージェント環境設定メニューでの設定項目（Linux サーバ）

設定項目

入力値※ 1

TargetMachine

ターゲットマ
シン情報

ManagerAddress

IP アドレス
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デフォルト
なし
（設定必須※
2
）
なし

設定内容
Agent をインストールしたサーバの機種を設定
します。表示される項目の中から選択できます。
接続先のマネージャサービスの IP アドレスを設
定します。
接続先のマネージャサービスは，四つまで登録
できます。
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設定項目

入力値※ 1

デフォルト

設定内容

SendTimeout

整数

80

送信タイムアウト時間を秒単位で設定します。
設定範囲は 1 〜 3,600 です。

SessionTimeout

整数

900

エージェントサービスとマネージャサービス間
の無通信状態を監視し，セッションを切断する
までの時間を秒単位で設定します。設定範囲は
0 〜 7,200 です。マネージャサービスとの通信
回線に LAN などを使っていて，課金がない場合
は，0 を設定してください。0 を設定するとセッ
ションを切断しません。

SITE

サイト情報

なし

サイトの階層を 8 階層まで設定できます。設定
した順に階層 1，階層 2... と定義されます。
各階層の合計は，区切り文字 "/" を含めて 256 文
字以内で次の計算式に合うように設定してくだ
さい。
［各階層の合計文字数］+（
［階層数］-1）≦
256
• 設定するときは，階層 1 に都道府県名，階層
2 に市町村名，以降，拠点名，フロアの階数
や部署などのように，1 段階ずつ設定するこ
とをお勧めします。
• 英数字やかたかなは，半角または全角のどち
らで入力するかを統一しておいてください。
半角の「3F」と全角の「３ Ｆ」では異なるサ
イトとして分類されてしまいます。また，サ
イト情報を設定する場合，誤字や脱字がない
ように注意してください。サイト名を間違え
ると，管理コンソールで表示するときに異な
るサイトとして分類されてしまいます。

PropertyName

資産情報

なし

社内または組織内でサーバを管理するために付
けている名称や，サーバの製品名を設定します。

PropertyID

資産情報

なし

資産名称に対する番号を設定します。

PostName

資産情報

なし

サーバを設置している部署名を設定します。

PostID

資産情報

なし

部署のコード番号などがある場合に設定します。

AdministratorNa
me

資産情報

なし

サーバを管理しているシステム管理者の名前を
設定します。

AdministratorID

資産情報

なし

社員番号など，システム管理者がわかる番号を
設定します。

AdministratorInf
o

資産情報

なし

システム管理者の所属など，詳細な情報や設定
項目にない情報を設定します。

OperatorName

資産情報

なし

サーバを運用している部署のシステム管理者名
を入力します。

OperatorID

資産情報

なし

社員番号など，運用しているシステム管理者が
わかる番号を設定します。

OperatorInfo

資産情報

なし

運用しているシステム管理者の所属など，詳細
な情報や設定項目にない情報を設定します。
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設定項目

入力値※ 1

デフォルト

設定内容

TelephoneNumbe
r

資産情報

なし

管理者の電話番号を設定します。

MailAddress

資産情報

なし

管理者のメールアドレスを設定します。

LocationInfo

資産情報

なし

サーバの設置場所や詳細な情報を設定します。

Structure

資産情報

なし

サーバの CPU やメモリなどの機器の構成に関す
る情報を設定します。

PurchaseDate

資産情報

なし

サーバを購入した日付を設定します。

DescriptionDate

資産情報

なし

サーバの減価償却期間を入力します。

Note

資産情報

なし

備考を入力します。

CompressComma
nd

文字列

なし

圧縮コマンドを起動するコマンドライン文字列
を設定します。
「11.2.1(2)(b) Linux サーバの場
合」を参照してください。

注※ 1
設定項目として入力できる値の種類を示します。それぞれの意味については，
「(2)

設定項目の

入力規則」を参照してください。
注※ 2
BladeSymphony および HA8000/x9 モデル以降の装置の場合，インストール時に自動設定され
ます。

3.12.4

エージェントサービスの起動と停止

Agent をインストールした直後は，Linux サーバのエージェントサービスが自動的に起
動されません。環境設定コマンドによる環境設定をしたあと，「(1)

起動方法」のコマン

ドを実行すると，エージェントサービスが起動します。

（1） 起動方法
停止状態のエージェントサービスを起動するために，次のコマンドを入力してください。
/etc/rc.d/init.d/hsysmgr start
以降は，Linux サーバを run level 3 以上で起動すると，上記のコマンドが自動的に実行
されるため，エージェントサービスは自動起動されます。

（2） 停止方法
起動状態のエージェントサービスを停止するために，次のコマンドを入力してください。
/etc/rc.d/init.d/hsysmgr stop
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3.13 エージェントサービス（HP-UX サーバ）
の設定
HP-UX サーバのエージェントサービスを使用する場合は，次の設定が必要となります。
• 環境設定コマンドによる環境設定
• HP-UX EMS 連携の設定
ここでは，環境設定コマンドの使用方法と設定項目，およびエージェントサービスの起
動と停止の方法について説明します。また，環境設定はスーパーユーザ（root）が行って
ください。
HP-UX EMS 連携の設定については，「16.6

HP-UX EMS と連携する」を参照してくだ

さい。
注意
エージェントサービス動作中に環境設定コマンドで環境設定を実施すると，設定し
た内容を反映するために，エージェントサービスが自動的に一時停止され，反映後，
自動的に再起動します。この自動的に停止していた時間は，syslog のエージェント
サービスの停止メッセージまたは起動メッセージで確認できます。また，エージェ
ントサービス停止中は，HP-UX EMS イベントのアラート通知，アラートログの記
録，スケジュール設定された電源制御は実行されません。

3.13.1

環境設定コマンドの使用方法

HP-UX サーバのエージェントサービスの環境を設定するには，smhedit コマンドを使用
します。

（1） コマンドの書式
コマンドの起動書式は，次のとおりです。
/usr/sbin/smhedit [-s段数] [-g[幅][x高さ]] [-agent|-misc]
/usr/sbin/smhedit -h
起動オプションの意味は次のとおりです。
-s 段数
段組表示されるメニューの段数を指定します。未指定の場合，画面のサイズに応じ
て段数が決まります。指定できる段数は 1 または 2 です。
-g[ 幅 ][x 高さ ]
画面サイズを指定します。単位は文字数で，幅は 10 〜 160，高さは 10 〜 72 の値で
指定します。デフォルトは -g80x24 です。
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[-agent|-misc]
編集する環境設定ファイルを指定します。
-agent
エージェント設定ファイルを編集する場合に指定します。-agent を指定すると，
エージェント設定メニューが表示されます。
-misc
エージェント環境設定ファイルを編集する場合に指定します。-misc を指定する
と，エージェント環境設定メニューが表示されます。
どちらも指定しない場合には，どちらのファイルを編集するかを選択するためのメ
インメニューが表示されます。
この二つのオプションは，同時に指定することはできません。
-h
環境設定コマンドの使用法を表示します。

（2） メインメニュー
smhedit コマンドを，-agent，-misc のどちらのオプションも指定しないで起動した場
合，次のようなメインメニューが表示されます。

#### JP1/ServerConductor/Agent ####
#### Configuration Main Menu ####
1.Agent Configuration File
2.Agent Environment Configuration File
Command(1-2/Quit)>

選択肢は 1，2，Quit の 3 種類です。
1 を選択した場合は，エージェント設定ファイルを編集するエージェント設定メニューに
移ります。エージェント設定メニューについては，「3.13.2

エージェント設定メニュー

による設定」を参照してください。
2 を選択した場合は，エージェント環境設定ファイルを編集するエージェント環境設定メ
ニューに移ります。エージェント環境設定メニューについては，「3.13.3

エージェント

環境設定メニューによる設定」を参照してください。
Quit を選択した場合は，smhedit コマンドを終了します。
メニューの選択項目について
メニューの選択項目には，数値（1 〜 n）と文字列があります。メニューのプロンプ
トに，選択できる数値の範囲と文字列の種類が表示されます。文字列の選択肢は，
英字の大文字または小文字で選択できます。また，表示されている文字列のうち，
大文字で表示されている部分だけを入力して選択することもできます。例えば，
Quit
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という選択肢は，"QUIT"，"quit"，"Q"，または "q" のどれでも選択できます。

3.13.2

エージェント設定メニューによる設定

エージェント設定メニューでは，エージェントサービスの通信に関する設定と，アラー
トに関する情報を設定します。エージェント設定メニューによる設定について，次に示
します。

（1） エージェント設定メニュー
-agent オプションを指定して smhedit コマンドを指定して起動した場合や，メインメ
ニューで 1 を選択した場合に，エージェント設定メニューが表示されます。
エージェント設定メニューの表示例は次のとおりです。

#### JP1/ServerConductor/Agent ####
#### Agent Configuration File ####
1.CommandTimeout
[90]
2.Keepalive
[False]
.............以下省略.............
Command(1-14/Menu/Quit)>

選択肢には，各設定項目の番号，Menu，Quit があります。設定項目の数は，エージェ
ントサービスや OS のバージョンによって異なります。
Menu を選択した場合は，エージェント設定メニューを表示します。
Quit を選択した場合は，メインメニューに戻ります。また，Quit を選択する前に設定項
目の値を変更していた場合，変更後の値を設定ファイルに反映するかどうかを確認しま
す。
設定項目の番号を選択した場合は，該当する設定項目の変更を開始します。設定項目の
詳細については，
「(3) エージェント設定メニューでの設定項目」を参照してください。

（2） 設定項目の入力規則
設定項目として入力できる値には，整数，論理値，文字列の 3 種類があります。それぞ
れの入力規則を次に示します。
整数
10 進数のほか，8 進数および 16 進数で設定できます。8 進数の場合は先頭に 0 を，
16 進数の場合は先頭に 0x を入力してください。先頭が 0 の場合は 8 進数，0x の場
合は 16 進数と見なします。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
論理値
True または False のどちらかを入力します。省略はできません。また，英字の大文
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字と小文字を区別しません。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
文字列
文字列には，" を使用できません。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
［Ctrl］＋［D］キーだけを入力した場合は空文字列が設定されます。
設定値には，半角かたかな，およびコントロールコードを含めないでください。

（3） エージェント設定メニューでの設定項目
エージェント設定メニューでの設定項目を次に示します。メニューに表示される設定項
目は，エージェントサービスや OS のバージョンによって異なります。
表 3-23

エージェント設定メニューでの設定項目（HP-UX サーバ）

設定項目

入力値※ 1

デフォルト

設定内容

CommandTimeo
ut

整数

90

エージェントサービスからマネージャサービス
への送信に対する返信が来るまでの待ち時間を
秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 600 秒で
す。

Keepalive ※ 2

論理値

False

エージェントサービスとマネージャサービス間
でキープアライブするかどうかを設定します。
• True：キープアライブします。
• False：キープアライブしません。

KeepaliveInterva
l

整数

600

キープアライブするときのキープアライブ間隔
を秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 3,600
です。
キープアライブ間隔を設定する場合，必ず
CommandTimeout で設定するコマンドタイム
アウト値よりも大きな値を設定してください。

ShutdownDeman
d

論理値

True

コンソールサービスからのシャットダウンを許
可するかどうかを設定します。
• True：許可します。
• False：許可しません。
なお，SVP エージェントサービスを利用して強
制電源 OFF を実施する場合，この設定は無効に
なります。

InformationAlert

論理値

False

インフォメーションアラート（サーバの状態変
化を知らせるアラート）をコンソールサービス
に通知するかどうかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。
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設定項目
CautionAlert

入力値※ 1
論理値

デフォルト
True

設定内容
注意アラート（エラーが発生する可能性がある
レベルのアラート）をコンソールサービスに通
知するかどうかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。

WarningAlert

論理値

True

警告アラート（障害が発生する可能性があるレ
ベルのアラート）をコンソールサービスに通知
するかどうかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。

ObstacleAlert

論理値

True

障害アラート（すぐに対処が必要なレベルのア
ラート）をコンソールサービスに通知するかど
うかを設定します。
• True：通知します。
• False：通知しません。
なお，True，False のどちらの設定でも，サー
バアラートログには発生したアラートの情報が
記録されます。

AlertKeepDays

整数

30

AlertCapacity

整数

1,024

SyslogOutput

論理値

False

サーバアラートログのファイルを保存しておく
日数を設定します。設定範囲は 0 〜 90 です。0
を設定すると，ユーザが削除しないかぎり，保
存しておきます。
サーバアラートログの総容量がこの値を超える
とコンソールサービスに警告を通知します
（サーバアラートログは，一日ごとに一つのファ
イルとして保存されます）。設定範囲は 0 〜
1,048,576 です。0 を設定すると警告を通知しま
せん。サーバアラートログファイルは，/var/
opt/htcsma ディレクトリに日付のファイル名
（拡張子 log）で保存されています（2002 年 7 月
1 日のログファイルの場合は「20020701.log」
という名称で保存されています）
。
コンソールサービスに通知するアラートを
syslog に出力するかどうかを設定します。
• True：出力します。
• False：出力しません。
出力されるアラートは，コンソールサービスに
通知されるアラートだけです。
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設定項目

入力値※ 1

デフォルト

設定内容

ContMediaOut

論理値

False

情報取得機能で取得した情報を媒体（テープ）
に出力するかどうかを設定します。
• True：出力します。
• False：出力しません。

ContMediaDev

文字列

なし

情報取得機能で取得した情報を出力する媒体
（テープ）のデバイスファイルの絶対パス名を半
角英数字で 256 文字以内で設定します。

ContComment

文字列

なし

情報取得機能のメンテナンス情報ファイルに格
納される文字列を 256 文字以内で設定します。

注※ 1
設定項目として入力できる値の種類を示します。それぞれの意味については，
「(2)

設定項目の

入力規則」を参照してください。
注※ 2
Keepalive を設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接続時
間に応じて課金される回線を使用している場合は，Keepalive は False にしてください。
なお，Keepalive を True にすると，エージェントサービスが停止するなど，エージェントサー
ビスとマネージャサービスとの間の回線が切断した場合，管理コンソールに次のようなポップ
アップダイアログが表示されます。
「ホスト名（マネージャサービス名）への接続が切断されました」

3.13.3

エージェント環境設定メニューによる設定

エージェント環境設定メニューでは，接続先マネージャサービスや，ハードウェアの設
置情報および資産情報を設定します。エージェント環境設定メニューによる設定につい
て，次に示します。

（1） エージェント環境設定メニュー
-misc オプションを指定して smhedit コマンドを起動した場合や，メインメニューで 2
を選択した場合に，エージェント環境設定メニューが表示されます。
エージェント環境設定メニューの表示例は次のとおりです。

####
JP1/ServerConductor/Agent
####
#### Agent Environment Configuration File ####
1.ManagerAddress ->
15. OperatorInfo
2.SendTimeout
[80]
16. TelephoneNumber
.............以下省略.............

[]
[]

Command(1-27/Menu/Quit)>

選択肢には，各設定項目の番号，Menu，Quit があります。設定項目の数は，エージェ
ントサービスや OS のバージョンによって異なります。

198

3. セットアップ

Menu を選択した場合は，エージェント環境設定メニューを表示します。
Quit を選択した場合は，メインメニューに戻ります。また，Quit を選択する前に設定項
目の値を変更していた場合，変更後の値を設定ファイルに反映するかどうかを確認しま
す。
設定項目の番号を選択した場合は，該当する設定項目の変更を開始します。設定項目の
詳細については，
「(3) エージェント環境設定メニューでの設定項目」を参照してくださ
い。

（2） 設定項目の入力規則
設定項目として入力できる値には，整数，論理値，IP アドレス，文字列の 4 種類があり
ます。それぞれの入力規則を次に示します。
整数
0 進数のほか，8 進数および 16 進数で設定できます。8 進数の場合は先頭に 0 を，
16 進数の場合は先頭に 0x を入力してください。改行だけを入力した場合は設定を
変更しません。
論理値
True または False のどちらかを入力します。省略はできません。また，英字の大文
字と小文字を区別しません。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
IP アドレス
xxx.yyy.zzz.aaa の形式で，10 進数で入力します。改行だけを入力した場合は設定を
変更しません。
文字列
文字列には，" を使用できません。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
［Ctrl］＋［D］キーだけを入力した場合は空文字列が設定されます。
また，次の設定項目には，それぞれ固有の入力規則が適用されます。
サイト情報または資産情報
" および / は使用できません。サイト情報は 8 階層まで定義でき，1 階層ずつ設定値
を入力します。途中の階層で入力を終了し，以降の階層の設定を解除する場合は
［Ctrl］＋［D］キーだけを入力します。また，改行だけを入力した場合は元の設定
値をそのまま使用します。元の設定値がない場合に改行だけを入力した場合は入力
を終了します。
ターゲットマシン情報
ターゲットマシン情報には，選択できるターゲットマシンの一覧，現在選択されて
いるターゲットマシンとプロンプトが表示されます。一覧の中から該当する機種の
数値を選択します。改行だけを入力した場合は設定を変更しません。
なお，複数の値を設定できる設定項目もあります。複数の値を設定できる設定項目を選
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択した場合，設定済みの値の一覧とプロンプトが表示されます。設定済みの値を変更す
る場合には，表示されている一覧から数値を選択します。設定されている値を削除する
場合には，表示されている一覧から数値を選択したあと，[Ctrl] + [D] キーだけを入力し
ます。値を追加する場合には，New を選択します。ただし，設定済みの値の数が上限に
達している場合には New は選択できません。Quit を選択すると，設定メニューに戻り
ます。
設定値には，半角かたかな，およびコントロールコードを含めないでください。

（3） エージェント環境設定メニューでの設定項目
エージェント環境設定メニューでの設定項目を次に示します。メニューに表示される設
定項目は，エージェントサービスや OS のバージョンによって異なります。
［TargetMachine］は必ず設定してください。
表 3-24

エージェント環境設定メニューでの設定項目（HP-UX サーバ）

設定項目

入力値※

デフォルト

設定内容

TargetMachine

ターゲットマ
シン情報

ManagerAddress

IP アドレス

なし

接続先のマネージャサービスの IP アドレスを設
定します。
接続先のマネージャサービスは，四つまで登録
できます。

SendTimeout

整数

80

送信タイムアウト時間を秒単位で設定します。
設定範囲は 1 〜 3,600 です。

SessionTimeout

整数

900

エージェントサービスとマネージャサービス間
の無通信状態を監視し，セッションを切断する
までの時間を秒単位で設定します。設定範囲は
0 〜 7,200 です。マネージャサービスとの通信
回線に LAN などを使っていて，課金がない場合
は，0 を設定してください。0 を設定するとセッ
ションを切断しません。
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なし
（設定必須）

Agent をインストールしたサーバの機種を設定
します。表示される項目の中から選択できます。
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設定項目

入力値※

デフォルト

設定内容

SITE

サイト情報

なし

サイトの階層を 8 階層まで設定できます。設定
した順で階層 1，階層 2... と定義されます。各階
層を 1 行ずつ設定するか，または SITE= に続け
て各階層を / で区切って設定します。
各階層の合計は，区切り文字 "/" を含めて 256 文
字以内で次の計算式に合うように設定してくだ
さい。
［各階層の合計文字数］＋（［階層数］-1）
≦ 256
• 設定するときは，階層 1 に都道府県名，階層
2 に市町村名，以降，拠点名，フロアの階数
や部署などのように，1 段階ずつ設定するこ
とをお勧めします。
• 英数字やかたかなは，半角または全角のどち
らで入力するかを統一しておいてください。
半角の「3F」と全角の「３ Ｆ」では異なるサ
イトとして分類されてしまいます。また，サ
イト情報を設定する場合，誤字や脱字がない
ように注意してください。サイト名を間違え
ると，管理コンソールで表示するときに異な
るサイトとして分類されてしまいます。

PropertyName

資産情報

なし

社内または組織内でサーバを管理するために付
けている名称や，サーバの製品名を設定します。

PropertyID

資産情報

なし

資産名称に対する番号を設定します。

PostName

資産情報

なし

サーバを設置している部署名を設定します。

PostID

資産情報

なし

部署のコード番号などがある場合に設定します。

AdministratorNa
me

資産情報

なし

サーバを管理しているシステム管理者の名前を
設定します。

AdministratorID

資産情報

なし

社員番号など，システム管理者がわかる番号を
設定します。

AdministratorInf
o

資産情報

なし

システム管理者の所属など，詳細な情報や設定
項目にない情報を設定します。

OperatorName

資産情報

なし

サーバを運用している部署のシステム管理者名
を入力します。

OperatorID

資産情報

なし

社員番号など，運用しているシステム管理者が
わかる番号を設定します。

OperatorInfo

資産情報

なし

運用しているシステム管理者の所属など，詳細
な情報や設定項目にない情報を設定します。

TelephoneNumbe
r

資産情報

なし

管理者の電話番号を設定します。

MailAddress

資産情報

なし

管理者のメールアドレスを設定します。

LocationInfo

資産情報

なし

サーバの設置場所や詳細な情報を設定します。

Structure

資産情報

なし

サーバの CPU やメモリなどの機器の構成に関す
る情報を設定します。

PurchaseDate

資産情報

なし

サーバを購入した日付を設定します。
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設定項目

入力値※

デフォルト

設定内容

DescriptionDate

資産情報

なし

サーバの減価償却期間を入力します。

Note

資産情報

なし

備考を入力します。

AgtEmsFunc

論理値

True

HP-UX EMS と連携するかどうかを設定します。
• True：連携します。
• False：連携しません。
エージェントサービスはサーバの障害情報を
HP-UX EMS と連携して検出するため，True の
ままで使用してください。

AgtEmsLogging

論理値

False

HP-UX EMS と連携したときに HP-UX EMS の
詳細情報をログファイルに記録するかどうかを
設定します。
• True：記録します。
• False：記録しません。

AgtEmsLogNam
e

文字列

"/var/opt/
htcsma/
agt_ems.log"

HP-UX EMS の詳細情報を記録するログファイ
ル名を設定します。半角の英数字で，495 文字
以内で設定します。

AgtEmsLogSize

整数

10,240

HP-UX EMS の詳細情報を記録するログファイ
ルの最大サイズを，キロバイト単位で 32 〜
1,048,576 の範囲で設定します。

AgtUsockName

文字列

"/var/opt/
htcsma/
agtusock"

HP-UX EMS からの障害情報を受信するための
UNIX ドメインソケットに対するファイル名を，
半角の英数字で，91 文字以内で設定します。

注※
設定項目として入力できる値の種類を示します。それぞれの意味については，
「(2)

設定項目の

入力規則」を参照してください。

3.13.4

エージェントサービスの起動と停止

手動でエージェントサービスの起動 / 停止をするには，smhautoboot コマンドを使用し
ます。smhautoboot コマンドの起動書式は，次のとおりです。
/usr/sbin/smhautoboot [-on|-off|-start [-on]|-stop]
起動オプションの意味は，次のとおりです。
-on
エージェントサービスの自動起動の設定を有効にします。
-off
エージェントサービスの自動起動の設定を無効にします。
-start
エージェントサービスを起動します。-on と同時に指定した場合は，エージェント
サービスの自動起動の設定を有効にし，エージェントサービスを起動します。
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-stop
エージェントサービスを停止します。
起動オプションを指定しない場合は，エージェントサービスの自動起動の設定が有効か
無効かを表示します。
AUTOBOOT：ON
エージェントサービスの自動起動の設定は有効です。
AUTOBOOT：OFF
エージェントサービスの自動起動の設定は無効です。

（1） 起動方法
エージェントサービスを手動で起動するには，次の操作をしてください。
# /usr/sbin/smhautoboot -start

（2） 停止方法
エージェントサービスを手動で停止するには，次の操作をしてください。
# /usr/sbin/smhautoboot -stop

（3） 再起動方法
エージェントサービスを手動で再起動するには，次の操作をしてください。
# /usr/sbin/smhautoboot -stop
# /usr/sbin/smhautoboot -start

3.13.5

エージェントサービスの自動起動の設定

Agent をインストールした場合，エージェントサービスの自動起動の設定は有効になり
ます。エージェントサービスの自動起動の設定は，smhautoboot コマンドまたは rc スク
リプトで変更できます。なお，smhautoboot コマンドの起動書式については，「3.13.4
エージェントサービスの起動と停止」を参照してください。

（1） smhautoboot コマンドによる設定
smhautoboot コマンドを使用することで，自動起動の設定の有効／無効の切り替えと，
現在の自動起動の設定を確認できます。
● 自動起動の設定を有効にする場合
# /usr/sbin/smhautoboot -on
● 自動起動の設定を無効にする場合
# /usr/sbin/smhautoboot -off
● 現在の自動起動の設定を確認する場合
# /usr/sbin/smhautoboot
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（2） rc スクリプトファイルの変更による設定
/etc/rc.config.d/htcsma ファイルの起動スクリプトパラメータ（HTCSMH）を，次のよ
うに変更します。
● 自動起動の設定を有効にする場合
HTCSMH=1
● 自動起動の設定を無効にする場合
HTCSMH=0
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3.14 ローカルコンソールサービスの設定
ここでは，ローカルコンソールサービスの設定情報について説明します。次に示す手順
でローカルコンソールサービスの詳細情報を設定してください。
1. ローカルコンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを実
行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［ローカルコンソール］タブを選択する
環境設定ユティリティ（
［ローカルコンソール］タブ）が表示されます。

3.14.1

認証情報の設定（ローカルコンソールサービス）

ローカルコンソールサービスにログインするためのパスワードを設定します。
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表 3-25

環境設定ユティリティ（ローカルコンソールサービス）−認証設定の項目説明

設定項目

設定内容

アドミニストレータ

アドミニストレータのパスワードを設定します。

サブアドミニストレータ

サブアドミニストレータのパスワードを設定します。

ユーザ管理方式の詳細，および設定方法については，「4.

ユーザ管理情報の設定」を参

照してください。

3.14.2

詳細情報の設定（ローカルコンソールサービス）

ここでは，ローカルコンソールサービスの詳細情報を設定します。次に示す手順でロー
カルコンソールサービスの詳細情報を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［ローカルコンソールサービス］タブで［詳細設定］ボタン
をクリックする
環境設定ユティリティの［表示］タブが表示されます。

（1） 表示情報
ローカルコンソールサービスに，グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を
表示するかどうかを設定します。
1. ［表示］タブを選択する
環境設定ユティリティの［表示］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-26

環境設定ユティリティ（ローカルコンソールサービス）−［表示］タブの設定
内容

設定項目
時差を表示する

設定内容
グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を次のウィンド
ウに表示する場合，このチェックボックスを ON にします。
• ［通知アラート］ウィンドウ
• ［サーバアラートログ］ウィンドウ
• ［SVP ログ］ウィンドウ

（2） JP1/IM 連携機能情報
［JP1/IM 連携機能］タブでは，JP1/IM 連携機能を使用するために必要な設定をします。
JP1/IM 連携の設定方法については，
「3.17 JP1/IM 連携の設定」を参照してください。

（3） アラートアクションサービス情報
［アラートアクションサービス］タブでは，アラートアクションサービスを使用するため
に必要な設定をします。アラートアクションサービスの設定方法については，
「7.6.1 接
続先アラートアクションサービスの設定」を参照してください。
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3.15 Web コンソールサービスの設定
ここでは，Web 管理コンソールを利用するために必要な Web コンソールサービスの設定
情報について説明します。次に示す手順で Web コンソールサービスの設定情報を設定し
てください。
1. Web コンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを起動す
る
Web コンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティが起動さ
れます。
2. ［Web コンソールサービス］タブを選択する
環境設定ユティリティ（［Web コンソールサービス］タブ）が表示されます。

注意
Web コンソールサービスを利用する場合，Web サーバおよび Web 管理コンソール
で，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment を使用してください。
Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，
Readme ファイルを参照してください。

3.15.1

パスワードの設定（Web コンソールサービス）

Web 管理コンソールから Web コンソールサービスにログインするためのパスワードを設
定します。
1. ［設定］ボタンをクリックする
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［パスワード設定］ダイアログボックスが表示されます（すでにパスワードを設定し
ている場合は［パスワード変更］ダイアログボックスが表示されます）
。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-27 ［パスワード設定］ダイアログボックス（Web コンソールサービス）の設定内
容
設定項目

設定内容

新しいパスワード

新しいパスワードを設定してください。

パスワード確認入力

確認のために新しいパスワードに入力した内容をもう一度入力し
てください。

パスワードは，16 文字以内の半角英数字，半角スペース，および半角記号で設定しま
す。なお，パスワードは必ず設定してください。

3.15.2

接続先マネージャサービスの設定（Web コンソール
サービス）

Web コンソールサービスがログインするマネージャサービスについて設定します。
1. Web コンソールサービスの［Web コンソールサービス］タブの［IP アドレス / ホス
ト名］に，マネージャの IP アドレスまたはホスト名を設定する
自マシンがマネージャとなる場合は，自マシンの IP アドレスまたはホスト名を設定
してください。1 〜 256 バイトの範囲で設定できます。

3.15.3

Web ゲートウェイサービスが使用するパスワードの
設定

Web ゲートウェイサービスがマネージャサービスにログインするためのパスワードを設
定します。この設定を変更する場合は，アドミニストレータ権限でマネージャサービス
にログインしてください。
1. ［アドミニストレータ］ボタンをクリックする
［パスワード設定］ダイアログボックスが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-28 ［パスワード設定］ダイアログボックス（Web ゲートウェイサービス）の設定
内容
設定項目
接続先パスワード
パスワード確認入力

3.15.4

設定内容
「3.10.1 認証情報の設定（マネージャサービス）」で設定した，
アドミニストレータのパスワードを入力してください。
確認のために接続先パスワードに入力した内容をもう一度入力し
てください。

詳細情報の設定（Web コンソールサービス）

ここでは，Web コンソールサービスの詳細情報を設定します。次に示す手順で Web コン
ソールサービスの詳細情報を設定してください。
1. 環境設定ユティリティの［Web コンソールサービス］タブで［詳細設定］ボタンをク
リックする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。

（1） ネットワーク（共通）情報
ネットワークの共通情報について設定します。
注意
同一マシンに複数の種類のサービス（コンソールサービス，マネージャサービス，
エージェントサービスまたは Web コンソールサービス）がインストールされている
場合，このタブで設定した値は，ほかのサービスと共通の設定になります。そのた
め，最後に設定した値が有効になります。
1. ［ネットワーク（共通）
］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-29

環境設定ユティリティ（Web コンソールサービス）−［ネットワーク（共通）
］
タブの設定内容

設定項目

設定内容

送信タイムアウト時間

Web コンソールサービスとマネージャサービス間で送信エラーが発
生した場合，送信をリトライする時間を秒単位で設定します。
設定範囲は 1 〜 600 です。デフォルトは 30 秒です。

複数 IP アドレス構成時には使
用する IP アドレスを指定して

複数の LAN ボードを搭載している場合，このチェックボックスを
ON にして，使用する IP アドレスを設定します。

ください※

注※
IP アドレスの設定については，「3.7

JP1/ServerConductor で使用する IP アドレス」を参照

してください。

（2） ネットワーク（サービス）情報
ネットワークのサービスについて設定します。
1. ［ネットワーク（サービス）］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ネットワーク（サービス）
］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-30

環境設定ユティリティ（Web コンソールサービス）−［ネットワーク（サービ
ス）
］タブの設定内容

設定項目

設定内容

コマンド実行待ち時間

異なる Web 管理コンソールから同一ホストに同一コマンドを要求
した場合の，Web コンソールサービスでのコマンド実行待ち時間で
す。設定範囲は 1 〜 600 秒です。デフォルトは 120 秒です。

コマンドタイムアウト時間

Web 管理コンソールからマネージャサービスにコマンドを送信して
から，応答が返ってくるまで待っている時間を秒単位で設定しま
す。設定範囲は 1 〜 600 です。デフォルトは 120 秒です。

ポーリングを行う

ポーリングする場合，このチェックボックスを ON にします。
ポーリングは，コンソールアプレットが Web ゲートウェイサービ
スにホストの状態変更やアラートの通知が届いていないかを確認す
る処理のことです。
デフォルトは OFF です。

間隔

ポーリングする場合，ポーリング間隔を設定します。設定範囲は 1
〜 3,600 秒です。デフォルトは 600 秒です。

通信ログの採取

通信ログを採取する場合，このチェックボックスを ON にします。
デフォルトは ON です。

注意
ポーリングを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接続時
間に応じて課金される回線を使用している場合は，ポーリングは設定しないでください。
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（3） ログイン情報
Web サーバの起動直後や，マネージャサービスとの通信エラーで再接続する場合の，マ
ネージャサービスへのログインのリトライ情報を設定します。
1. ［ログイン］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ログイン］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-31

環境設定ユティリティ（Web コンソールサービス）−［ログイン］タブの設定
内容

設定項目

設定内容

ログインリトライ回数

Web コンソールサービスがマネージャサービスにログインするとき
のログインのリトライ回数を設定します。設定範囲は，0 〜 30 回
です。
デフォルトは 0 回です。

ログインリトライ間隔

Web コンソールサービスがマネージャサービスにログインするとき
のログインのリトライ間隔を設定します。設定範囲は 1 〜 60 秒で
す。
デフォルトは 10 秒です。

（4） 機能別画面指定情報
Web コンソールサービスでは，提供している各機能（インベントリ表示，アラートログ
表示など）を機能単位でほかの Web アプリケーションから実行する機能（機能別画面指
定機能）を提供しています。機能別画面指定機能でのログイン方法には，通常どおりロ
グイン時にパスワードを認証する通常ログイン，およびパスワードを要求しない簡易ロ
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グインの二つがあります。
1. ［機能別画面指定］タブを選択する
環境設定ユティリティの［機能別画面指定］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-32

環境設定ユティリティ（Web コンソールサービス）−［機能別画面指定］タブ
の設定内容

設定項目
機能別画面指定する場合の認証
方法を指定してください

設定内容
毎回ログイン認証する場合は，
［通常ログイン］ラジオボタンを ON
にします。ログイン認証をしない場合は，［簡易ログイン］ラジオボ
タンを ON にします。なお，デフォルトは，
［通常ログイン］ラジオ
ボタンが ON になっています。

注意
Web コンソールサービスとほかのアプリケーションとの連携をしない場合，この
設定はデフォルト（通常ログイン）のままにしておいてください。Web コンソー
ルサービスとほかのアプリケーションとの連携機能については，コンソールサー
ビスまたはローカルコンソールサービスのインストール先にある Readme ファイ
ルを参照してください。

（5） 表示情報
Web コンソールサービスに，グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を表示
するかどうかを設定します。
1. ［表示］タブを選択する
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環境設定ユティリティの［表示］タブが表示されます。

2. 次に示す情報を設定する
表 3-33

環境設定ユティリティ（Web コンソールサービス）−［表示］タブの設定内容

設定項目
時差を表示する

設定内容
グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を次のウィンド
ウに表示する場合，このチェックボックスを ON にします。
• ［通知アラート］ウィンドウ
• ［サーバアラートログ］ウィンドウ
• ［SVP ログ］ウィンドウ

（6） ファイル情報
通知アラートや情報取得で取得したログファイルや，ユーザが作成した CSV ファイルな
どを Web サーバ上に保存する期間を設定します。
1. ［ファイル］タブを選択する
環境設定ユティリティの［ファイル］タブが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
表 3-34

環境設定ユティリティ（Web コンソールサービス）−［表示］タブの設定内容

設定項目
出力ファイル保存日数

3.15.5

設定内容
出力ファイルの保存日数を指定します。設定範囲は 1 〜 30 日です。
デフォルトは 3 日です。
ここで指定した保存日数を超えた場合，ファイルは削除されます。

仮想ディレクトリの設定

Web コンソールサービスを使用するには次の URL を指定します。
http://"WebサーバのIPアドレス"/sysmgr/sm_main.htm
このために，次の仮想ディレクトリの設定が必要です。
• <Web コンソールサービスのインストール先 >¥Web フォルダを，Web サーバの仮想
ディレクトリ "/sysmgr" として設定します。
• <Web コンソールサービスのインストール先 >¥Web¥cgi-bin フォルダを，Web サーバ
の CGI 用の仮想ディレクトリ "/sysmgr/cgi-bin" として設定します。この仮想ディレ
クトリ（/sysmgr/cgi-bin）には実行権限を与える必要があります。
これらは，Web サーバ（NETSCAPE ENTERPRISE SERVER，Microsoft Internet
Information Server）が提供する機能を使って設定します。
仮想ディレクトリ名は，必ず「sysmgr」にしてください。仮想ディレクトリ名を
「sysmgr」以外にすると，情報取得を実行した場合に「上記ファイルを全て削除」のリン
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クをクリックしても，
「http エラー 404」と表示されて削除できません。

3.15.6

注意事項

（1） Windows Server 2003（IIS 6.0）でのファイルのダウンロード
Windows Server 2003（IIS 6.0）の環境では，Web コンソールサービスから情報取得を
実行し，「Download Files」の画面でリンクをクリックすると，
「http エラー 404」が表
示され，内容の表示または操作ができないことがあります。これは，Windows Server
2003（IIS 6.0）のセキュリティ強化によるものです。
すべてのファイルをダウンロードできるようにするには，次の (a) および (b) の手順を実
施してください。
ただし，この手順を実施すると Web サーバのセキュリティ低下につながるおそれがあり
ます。また，(a) および (b) での設定を有効にするには，IIS サービスを再起動する必要
があります。IIS サービスの再起動によって IIS サービスがいったん停止するため，ほか
の Web アプリケーションも一時的に停止状態になります。これらを考慮し，十分検討し
た上で実施してください。
手順を次に示します。
（a） Web サーバ環境の設定の変更
インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャを起動し，Web サーバ環
境の設定を変更します。
1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャの左ペインに表示され
る［Web サービスの拡張］を選択する
2. 右ペインに表示される［新しい Web サービス拡張を追加］を選択する
3. 拡張名に「Web コンソール」を入力し，
［追加］ボタンをクリックする
4. ファイルパスに次の内容を入力する
<インストール先ディレクトリ>¥Web¥cgi-bin¥SmCgi.exe
< インストール先ディレクトリ > は，BSM をインストールしたフォルダを指定しま
す。デフォルトのインストール先ディレクトリは，次のとおりです。
C:¥Program Files¥HITACHI¥ServerConductor¥Server Manager
5. ［拡張の状態を許可済みに設定する］チェックボックスを ON にし，
［OK］ボタンを
クリックする
6. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャの左ペインに表示され
る［Web サイト］−［既定の Web サイト］−［sysmgr］−［download］を選択し，
右クリックしてプロパティを表示する
7. ［HTTP ヘッダー］タブを選択し，［MIME の種類］ボタンをクリックする
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8. ［新規作成］ボタンをクリックし，次の内容を設定する
拡張子：*
MIME の種類：application/octet-stream
9. ［スタート］−［ファイル名を指定して実行］を選択し，
「iisreset」と入力して［OK］
ボタンをクリックする
IIS サービスが再起動します。なお，IIS サービスはいったん停止します。
（b） アクセス権の変更
BSM が参照するフォルダのアクセス権を変更します。(a) の手順を実施したあと，次の
手順を実施してください。
1. エクスプローラを開き，< インストール先ディレクトリ >¥Web¥download フォルダを
右クリックし，プロパティを表示する
2. ［セキュリティ］タブを選択し，Users グループの変更権限に許可を与える
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3.16 SVP/BMC の設定
ここでは，サーバを電源制御するときに必要な SVP/BMC 機能の設定方法について説明
します。なお，この設定は SVP PCI ボードを搭載，または SVP 機能を支援している
サーバで設定します。

3.16.1

管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の場
合の BMC の設定

管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の場合，BMC の設定は，
BladeSymphony 添付のマニュアルに従って設定します。ただし，障害監視についてだけ
は，BMC 環境設定ユティリティを使用して，設定します。
障害監視を設定するには，BladeSymphony で次の手順で BMC 環境設定ユティリティを
実行してください。
注意
Windows Server 2008 の場合，BMC 環境設定ユティリティを起動すると［ユーザー
アカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイアロ
グボックスが表示されたら，［許可］ボタンをクリックして処理を続行してくださ
い。
1. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［BMC 環境設定ユティリティ］を選択する
BMC 環境設定ユティリティが起動されます。

2. 次に示す情報を設定する

219

3. セットアップ

表 3-35

BMC 環境設定ユティリティで設定する情報

設定項目
障害監視をする※

1

デフォルト
障害監視をする
（チェックされている）

設定内容
ウォッチドッグタイマを設定します。
障害監視の仕組みについては，
「7.10 ウォッチ
ドッグタイマによる障害監視をする」を参照して
ください。

監視周期

5分

ウォッチドッグタイマの監視間隔を分単位で設定
します。設定範囲は 3 〜 60 です。
ウォッチドッグタイマの監視は，ここで設定した
監視周期の 1/2 の間隔で実行されます。サーバハ
ングアップなどが発生すると設定時間経過後に障
害が検出され，マネージャサービスにアラート ID
0x1470 が通知されます。

障害発生時処理

何もしない

サーバハングアップ，OS ダウンによって，ウォッ
チドッグタイマのタイムアウトが発生した場合，
自動的にどのように処理するかを設定します。
ここでは，次のどれかを設定します。
• 何もしない
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生し
ても，何も処理しません。
• リセット
サーバの RESET ボタンを押したときと同じ処
理をするときに設定します。なお，障害の状態
によっては，正常にリセットできない場合があ
ります。
• 電源 OFF
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生し
たときに電源を OFF にします。
• 電源 OFF →電源 ON ※ 1
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生し
たときに電源を OFF にして，すぐ ON にしま
す。
• NMI 発行※ 2
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生し
たときに NMI を発生させます。この設定をする
場合の注意事項については，「NMI を発生させ
る場合の注意事項」を参照してください。
なお，NMI 受信後のサーバ（OS）の動作は，
OS の設定に従います。ただし，N+1 ／ N+M
コールドスタンバイ機能を使用し，自動切り替
えの自動中止の設定をしていない場合は，再起
動されないように設定してください。自動切り
替え中止の設定については，
「20.10.4 予備系
サーバモジュールへの自動切り替え中止」を参
照してください。
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設定項目
電源 OFF 監視

デフォルト
監視しない
（
「監視する」を選択した場
合のデフォルトタイムアウ
ト時間：10 分）

設定内容
次のどれかの処理の電源 OFF に失敗したときに，
電源 OFF の処理を一定時間（タイムアウト時間）
内でリトライするかどうかを設定します。
• コンソールからの電源 OFF
• 電源制御スケジュール
• エージェントサービスが実行するアラート発生
時のサーバ動作（
「7.5.2 アラート発生時のサー
バの動作の設定方法」を参照）
リトライする場合は，このチェックボックスを
ON にします。時間設定範囲は 10 〜 60 分です。

リブート監視

監視しない
（「監視する」を選択した場
合のデフォルトタイムアウ
ト時間：10 分）

次のどちらかの処理のリブートに失敗したときに，
リブートの処理を一定時間（タイムアウト時間）
内でリトライするかどうかを設定します。
• コンソールからのリブート
• エージェントサービスが実行するアラート発生
時のサーバ動作（
「7.5.2 アラート発生時のサー
バの動作の設定方法」を参照）
リトライする場合は，このチェックボックスを
ON にします。時間設定範囲は 10 〜 60 分です。

注※ 1
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を使用し，現用系ホストでエージェントサービス起動に
よる自動切り替えの中止を適用していない場合，BMC 環境設定ユティリティで［障害監視をす
る］チェックボックスを ON にしたときは，
［障害発生時処理］で［電源 OFF →電源 ON］を
選択しないでください。
アラート 0x1470 での自動切り替えが適用されている場合，切り替え実行後に，障害が発生し
た現用系サーバモジュールで電源 ON が発生するため，現用系サーバモジュールと予備系サー
バモジュールの両方で電源 ON が実行されてしまいます。
注※ 2
［障害発生時処理］で［NMI 発行］を選択する場合は，あらかじめメモリダンプを取得するよ
うに設定してください。Windows Server 2003 での設定例を次に示します。
1. Windows の［コントロールパネル］から［システム］を選択する
2. ［システムのプロパティ］ダイアログボックスで［詳細設定］タブを選択する
3. ［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする
4. ［デバッグ情報の書き込み］で取得するダンプの種類を選択する
［なし］以外を選択してください。
5. ダンプファイルの出力先を設定する
6. ［OK］ボタンをクリックする
メモリダンプの取得設定方法については，マニュアル「BladeSymphony ソフトウェアガイド」
，
OS のヘルプまたは OS のドキュメントなどを参照してください。
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！

注意事項
NMI を発生させる場合の注意事項
NMI 発生機能は，通常の運用ケースでは使用しないでください。
NMI 発生機能は，OS の不具合などで OS がハングアップした場合にダンプを出力させるこ
とを目的としています。この機能とは別に，OS には，メモリアクセス違反などの要因で発
生したカーネルパニックまたは STOP エラーを解析するために，自らメモリダンプを出力す
る仕組みが備わっています。NMI 発生機能を有効にした場合，OS によって自動的にダンプ
が出力されている最中に NMI が発生すると，ダンプ出力が中断されてしまうことがありま
す。その結果，OS でメモリアクセス違反などの要因で発生したカーネルパニックまたは
STOP エラーによって処理が続行できなくなった場合の原因の究明が困難になることがあり
ます。
OS のハングアップが頻繁に発生しており，NMI 発生によるダンプから OS のハングアップ
の原因を調査したい場合だけ設定してください。
また，アラート ID 0x1470 を N+1 ／ N+M コールドスタンバイの自動切り替え対象アラー
トとして設定している場合，自動切り替え待ち時間にはダンプを採取するのに十分な時間を
設定してください。N+1 ／ N+M コールドスタンバイの自動切り替え対象アラートについて
は，「20.3.3

自動切り替えの対象となるアラートの設定」を参照してください。

なお，IA32 サーバモジュールで NMI が発生した場合，アラート ID 0x1413 が通知されま
す。

3.16.2

管理対象が BladeSymphony（Linux サーバ）の場合
の BMC の設定

管理対象が BladeSymphony（Linux サーバ）の場合の SVP/BMC の設定には，
Advanced Agent 用環境設定コマンド（smhaaedit）を使用します。

（1） smhaaedit コマンドの書式
smhaaedit コマンドの書式を次に示します。

/usr/sbin/smhaaedit [-s段数] [-g[幅][x高さ]] [-adagent|-bmc|-snmp]
/usr/sbin/smhaaedit -h
起動オプションの意味は次のとおりです。
-s 段数
段組表示されるメニューの段数を指定します。未指定の場合，画面のサイズに応じ
て段数が決まります。指定できる段数は 1 または 2 です。
-g[ 幅 ][x 高さ ]
画面サイズを指定します。単位は文字数で，幅は 10 〜 160，高さは 10 〜 72 の値で
指定します。デフォルトは -g80x24 です。
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-adagent
Advanced Agent 設定メニューを表示します。Advanced Agent 設定ファイルを編集
する場合に指定します。
-bmc
障害監視設定メニューを表示します。
このオプションは管理対象サーバが BladeSymphony の場合に指定できます。
-snmp
SNMP 設定メニューを表示します。SNMP 設定ファイルを編集する場合に指定しま
す。SNMP 設定メニューについては，
「17.4

SNMP トランスレータを利用して

Linux サーバを管理する場合の環境の設定方法」を参照してください。
-h
環境設定コマンドの使用法を表示します。

（2） smhaaedit コマンドによる BMC の設定手順
smhaaedit コマンドによる BMC の設定手順を次に示します。なお，各環境設定メ
ニューの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade
Server Manager 系 リファレンス」の smhaaedit コマンド（Linux サーバ）について記
載されている節を参照してください。
1. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Configuration Main Menu
####
1. Advanced Agent Configuration File
2. BMC Configuration File
3. SNMP Configuration File
Command (1-3/Quit)>

2. 「1.Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Disabled]
[Disabled]

3. 「1. SVPAgentService」を選択し，「Enabled」に設定する
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Advanced Agent 設定メニューの「1. SVPAgentService」が「Enabled」になります。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Enabled]
[Disabled]

4. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
5. 「2. BMC Configuration File」を選択する
障害監視設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
BMC Configuration File
####
1.ErrorWatching
[Enabled]
2.ErrorWatchingInterval
[5]
3.ProcessAtError
[0]
4.PowerOffWatching
[Disabled]
5.PowerOffWatchingTimeout [10]
6.RebootWatching
[Disabled]
7.RebootWatchingTimeout
[10]
Command (1-7/Menu/Quit)>

6. 必要な項目を設定する
障害監視設定メニューでの設定項目を次に示します。
表 3-36

障害監視設定メニューの設定項目

設定項目
ErrorWatching ※ 1

デフォルト
Enabled

設定内容
ウォッチドッグタイマを設定します。
• Enabled：する
• Disabled：しない
障害監視の仕組みについては，
「7.10 ウォッ
チドッグタイマによる障害監視をする」を参
照してください。

ErrorWatchingInterval
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5

ウォッチドッグタイマの監視間隔を分単位で
設定します。設定範囲は 3 〜 60 です。
サーバハングアップなどが発生すると，ここ
で設定した時間＋ 5 分が経過したあとに，障
害が検出され，マネージャサービスにアラー
ト ID 0x1470 が通知されます。
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設定項目
ProcessAtError

デフォルト
0

設定内容
サーバハングアップ，OS ダウンによって，
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生
した場合，自動的にどのように処理するかを
設定します。
ここでは，次のどれかを設定します。
• 0：
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発
生しても，何も処理しません。
• 1：
サーバの RESET ボタンを押したときと同
じ処理をします。なお，障害の状態によっ
ては，正常にリセットできない場合があり
ます。
• 2：
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発
生したときに電源を OFF にします。
• 3：※ 1
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発
生したときに電源を OFF にして，すぐ ON
にします。
• 4：※ 2
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発
生したときに NMI を発生させます。この設
定をする場合の注意事項については，「NMI
を発生させる場合の注意事項」を参照して
ください。
なお，NMI 受信後のサーバ（OS）の動作
は，OS の設定に従います。ただし，N+1
／ N+M コールドスタンバイ機能を使用し，
自動切り替えの自動中止の設定をしていな
い場合は，再起動されないように設定して
ください。自動切り替え中止の設定につい
ては，「20.10.4(2) 自動切り替えの自動中
止」を参照してください。

PowerOffWatching

Disabled

次のどちらかの処理の電源 OFF に失敗したと
きに，電源 OFF の処理を一定時間（タイムア
ウト時間）内でリトライするかどうかを設定
します。
• 電源制御スケジュール
• エージェントサービスが実行するアラート
発生時のサーバ動作（
「7.5.2 アラート発
生時のサーバの動作の設定方法」を参照）
• Enabled：リトライする
• Disabled：リトライしない

PowerOffWatchingTimeout

10

電源 OFF のリトライタイムアウト時間を設定
しま
す。PowerOffWatching が Enabled の場合だ
け有効です。設定範囲は 10 〜 60 分です。
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設定項目
RebootWatching

デフォルト
Disabled

設定内容
次の処理のリブートに失敗したときに，リ
ブートの処理を一定時間（タイムアウト時間）
内でリトライするかどうかを設定します。
• エージェントサービスが実行するアラート
発生時のサーバ動作（
「7.5.2 アラート発
生時のサーバの動作の設定方法」を参照）
• Enabled：リトライする
• Disabled：リトライしない

RebootWatchingTimeout

10

リブートのリトライタイムアウト時間を設定
します。RebootWatching が Enabled の場合
だけ有効です。設定範囲は 10 〜 60 分です。

注※ 1
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を使用し，現用系ホストでエージェントサービス起動に
よる自動切り替えの中止を適用していない場合，障害監視設定メニューで ErrorWatching を
Enabled にしたときは，ProcessAtError で 3 を選択しないでください。
アラート 0x1470 での自動切り替えが適用されている場合，切り替え実行後に，障害が発生し
た現用系サーバモジュールで電源 ON が発生するため，現用系サーバモジュールと予備系サー
バモジュールの両方で電源 ON が実行されてしまいます。
注※ 2
ProcessAtError で 4 を選択する場合は，あらかじめダンプを取得するように設定してくださ
い。netdump で oops メッセージおよびメモリダンプを取得する場合の設定手順の概要を次に
示します。
・netdump サーバの設定
1. netdump ユーザのパスワードを設定する
次のコマンドを実行します。
# passwd netdump
2. netdump サーバを起動する
次のコマンドを実行します。
# service netdump-server start
3. sshd を起動する
次のコマンドを実行します。
# service sshd start
・netdump クライアントの設定
1. /etc/sysconfig/netdump ファイルに次の設定をする
DEV=eth0
NETDUMPADDR=netdump サーバの IP アドレス
2. ssh 公開鍵を転送する
次のコマンドを実行します。
# service netdump propagate
3. netdump クライアントを起動する
次のコマンドを実行します。
# service netdump start
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4. ハングアップ時の magic sysrq key を有効にする設定をする
/etc/sysctl.conf ファイルを次のように変更します。
< 変更前 >
kernel.sysrq = 0
< 変更後 >
kernel.sysrq = 1
また，次のコマンドを実行します。
# sysctl -p
Linux の場合，OS の設定やハードウェアなどによって使用できるダンプ機能が異なります。ダ
ンプを取得するための設定方法については，ハードウェアのドキュメント，OS のヘルプまたは
OS のドキュメントなどを参照してください。

7. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，
「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
8. 「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。

！

注意事項
NMI を発生させる場合の注意事項
NMI 発生機能は，通常の運用ケースでは使用しないでください。
NMI 発生機能は，OS の不具合などで OS がハングアップした場合にダンプを出力させるこ
とを目的としています。この機能とは別に，OS には，メモリアクセス違反などの要因で発
生したカーネルパニックまたは STOP エラーを解析するために，自らメモリダンプを出力す
る仕組みが備わっています。NMI 発生機能を有効にした場合，OS によって自動的にダンプ
が出力されている最中に NMI が発生すると，ダンプ出力が中断されてしまうことがありま
す。その結果，OS でメモリアクセス違反などの要因で発生したカーネルパニックまたは
STOP エラーによって処理が続行できなくなった場合の原因の究明が困難になることがあり
ます。
OS のハングアップが頻繁に発生しており，NMI 発生によるダンプから OS のハングアップ
の原因を調査したい場合だけ設定してください。
また，アラート ID 0x1470 を N+1 ／ N+M コールドスタンバイの自動切り替え対象アラー
トとして設定している場合，自動切り替え待ち時間にはダンプを採取するのに十分な時間を
設定してください。N+1 ／ N+M コールドスタンバイの自動切り替え対象アラートについて
は，「20.3.3 自動切り替えの対象となるアラートの設定」を参照してください。
なお，IA32 サーバモジュールで NMI が発生した場合，アラート ID 0x1413 が通知されま
す。

3.16.3

管理対象が BladeSymphony（HP-UX サーバ）の場
合の BMC の設定

管理対象が BladeSymphony（HP-UX サーバ）の場合の SVP の設定には，Advanced
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Agent 用環境設定コマンド（smhaaedit）を使用します。また，環境設定はスーパー
ユーザ（root）が行ってください。

（1） smhaaedit コマンドの書式
smhaaedit コマンドの書式を次に示します。

/usr/sbin/smhaaedit [-s段数] [-g[幅][x高さ]] [-adagent]
/usr/sbin/smhaaedit -h
起動オプションの意味は次のとおりです。
-s 段数
段組表示されるメニューの段数を指定します。未指定の場合，画面のサイズに応じ
て段数が決まります。指定できる段数は 1 または 2 です。
-g[ 幅 ][x 高さ ]
画面サイズを指定します。単位は文字数で，幅は 10 〜 160，高さは 10 〜 72 の値で
指定します。デフォルトは -g80x24 です。
-adagent
このオプションを指定すると，Advanced Agent 設定メニューを表示して起動しま
す。
-h
環境設定コマンドの使用法を表示します。

（2） smhaaedit コマンドによる BMC の設定手順
smhaaedit コマンドによる BMC の設定手順を次に示します。なお，各環境設定メ
ニューの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade
Server Manager 系 リファレンス」の smhaaedit コマンド（HP-UX サーバ）について
記載されている節を参照してください。
1. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Configuration Main Menu
####
1. Advanced Agent Configuration File
Command (1/Quit)>
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2. 「1.Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
#### Advanced Agent Configuration File ####
1.BMCConfiguration
[Disabled]
Command(1/Menu/Quit)>

3. 「1. BMCConfiguration」を選択し，「Enabled」に設定する
Advanced Agent 設定メニューの「1. BMCConfiguration」が「Enabled」になりま
す。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
#### Advanced Agent Configuration File ####
1.BMCConfiguration
[Enabled]
Command(1/Menu/Quit)>

4. 「Quit」を選択する
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
5. 「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。

3.16.4

対象が HA8000 シリーズの場合の SVP の設定

管理対象が HA8000 シリーズの場合に SVP を設定するには，SVP PCI 設定ユティリ
ティを使用します。設定方法は，対象サーバごとに異なります。対象サーバごとの参照
先を示します。
Windows サーバの場合
• (1)

SVP PCI 設定ユティリティの起動（Windows サーバ）

• (2)

SVP PCI ボードの設定（Windows サーバ）

Linux サーバの場合
• (3)

SVP 設定メニュー，SVP マイクロプログラム設定メニューによる設定

（Linux サーバ）

（1） SVP PCI 設定ユティリティの起動（Windows サーバ）
SVP PCI ボードを設定する場合，SVP PCI 設定ユティリティを使用します。SVP PCI
ボードを搭載しているサーバで次の手順で SVP PCI 設定ユティリティを実行してくださ
い。
注意

229

3. セットアップ

Windows Server 2008 の場合，SVP PCI 設定ユティリティを起動すると［ユーザー
アカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイアロ
グボックスが表示されたら，
［許可］ボタンをクリックして処理を続行してくださ
い。
1. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［SVP PCI 設定ユティリティ］を選択する
SVP PCI 設定ユティリティが起動されます。

（2） SVP PCI ボードの設定（Windows サーバ）
SVP PCI 設定ユティリティでは次の情報について設定します。
（a） 障害監視
サーバの致命的障害について監視するかどうかについて設定します。
1. ［障害監視をする］チェックボックスを ON にする
2. ［詳細設定］ボタンをクリックする
［障害監視 詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 次に示す情報を設定する
表 3-37
設定項目
監視周期

SVP マイクロプログラム 03-00-00 以降のバージョンを利用する場合
デフォルト
監視する 3 分

設定内容
ウォッチドッグタイマの監視間隔を分単位で設定しま
す。設定範囲は 3 〜 60 です。ウォッチドッグタイマ
の監視は，ここで設定した監視周期で実行されます。
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設定項目
障害発生時処理※ 1

デフォルト
何もしない

設定内容
サーバハングアップ，OS ダウンによって，ウォッチ
ドッグタイマのタイムアウトが発生した場合，自動的
にどのように処理するかを設定します。障害発生時処
理の設定とアラート通知の設定は共に有効です。
ここでは，次のどれかを設定します。
• 何もしない
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生しても，
何も処理しません。
• リセット
サーバの RESET ボタンを押したときと同じ処理を
するときに設定します。なお，障害の状態によって
は，正常にリセットできない場合があります。
• 電源 OFF
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生したと
きに電源を OFF にします。
• 電源 OFF →電源 ON
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生したと
きに電源を OFF にして，すぐ ON にします。
• NMI 発行
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生したと
きに NMI を発生させます。
障害発生時処理で「リセット」または「電源 OFF →電
源 ON」を指定した場合，リセットまたは電源 ON 処
理が失敗したときに一定時間（タイムアウト時間）内
でリトライします。
これらのタイムアウト時間は次の値を使用します。
• リセット
リブート監視のタイムアウト値
• 電源 OFF →電源 ON
電源 ON 監視のタイムアウト値（電源 ON の場合だ
け監視）
なお，リブート監視または電源 ON 監視が設定されて
いない場合はリトライしません。

アラート通知

電源 ON 監視※ 2 ※ 3
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あり
（障害通知）

監視しない 10 分

サーバで障害などのイベントが発生したときに，マ
ネージャサービスにアラートとして通知するかどうか
について次のどれかを設定します。
• なし
アラートの通知をしません。
• あり（障害通知）
注意，警告，障害のイベントをアラートとして通知
します。
• あり（情報通知）
情報のイベントだけをアラートとして通知します。
• あり（全通知）
すべてのイベントをアラートとして通知します。
電源 ON に失敗したときに，電源 ON の処理を一定時
間（タイムアウト時間）内でリトライするかどうかを
設定します。
リトライする場合は，このチェックボックスを ON に
します。タイムアウト時間の設定範囲は 10 〜 60（分）
です。
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設定項目

デフォルト

電源 OFF 監視 ※ 4

監視しない 10 分

設定内容
次のどちらかの処理の電源 OFF に失敗したときに，電
源 OFF の処理を一定時間（タイムアウト時間）内でリ
トライするかどうかを設定します。
• 電源制御スケジュール
• エージェントサービスが実行するアラート発生時の
サーバ動作（
「7.5.2 アラート発生時のサーバの動
作の設定方法」を参照）
リトライする場合は，このチェックボックスを ON に
します。タイムアウト時間の設定範囲は 10 〜 60（分）
です。

監視しない 20 分

リブート監視

次の処理のリブートに失敗したときに，リブートの処
理を一定時間（タイムアウト時間）内でリトライする
かどうかを設定します。
• エージェントサービスが実行するアラート発生時の
サーバ動作（
「7.5.2 アラート発生時のサーバの動
作の設定方法」を参照）
リトライする場合は，このチェックボックスを ON に
します。タイムアウト時間の設定範囲は 20 〜 60（分）
です。

注※ 1
障害発生時処理でリセットを設定する場合，Windows が自動的に再起動しないように，
Windows のコントロールパネルのシステムアイコンで［起動 / シャットダウン］ボタンをク
リック後，
［自動的に再起動する］チェックボックスを OFF にしてください。
注※ 2
電源 ON 監視を ON に設定している場合，BIOS 起動中に BIOS 設定などをすると，設定した
タイムアウト時間でリトライ（電源 OFF →電源 ON）します。電源 ON 監視を OFF に設定し
てから BIOS 設定などをしてください。
注※ 3
電源 ON 監視を ON に設定して JP1/ServerConductor をアンインストールすると，電源 ON 監
視処理がアンインストール後も動作してしまいます。アンインストールするときは，電源 ON
監視，電源 OFF 監視，またはリブート監視を OFF に設定してからアンインストールしてくだ
さい。
注※ 4
電源 ON 監視，電源 OFF 監視，およびリブート監視のタイマ設定については各サーバによって
起動時間やシャットダウン時間が異なります。事前に十分検証した上で設定してください。

表 3-38
設定項目
監視周期

SVP マイクロプログラム 03-00-00 より前のバージョンを利用する場合
デフォルト
監視する 3 分

設定内容
ウォッチドッグタイマの監視間隔を分単位で設定しま
す。設定範囲は 3 〜 60 です。設定した時間からさらに
6 分間 OS から応答がない場合，障害を検出します。
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設定項目
障害発生時処理※

デフォルト
何もしない

設定内容
サーバハングアップ，OS ダウンによって，ウォッチ
ドッグタイマのタイムアウトが発生した場合，次のよ
うな要因でマネージャサービスに通知できないとき，
自動的にどのように処理するか設定します。
• アラート通知で「なし」を設定している
• すべての通報先マネージャサービスに対するアラー
ト通知が失敗した
ここでは，次のどれかを設定します。
• 何もしない
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生しても，
何も処理しません。
• リセット
サーバについている RESET ボタンを押したときと
同じ処理をするときに設定します。なお，障害の状
態によっては，正常にリセットできない場合があり
ます。
• 電源 OFF
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生したと
きに電源を OFF にします。
• 電源 OFF →電源 ON
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生したと
きに電源を OFF にして，すぐ ON にします。

アラート通知

あり
（障害通知）

サーバで障害などのイベントが発生したときに，マ
ネージャサービスにアラートとして通知するかどうか
について次のどれかを設定します。
• なし
アラートの通知をしません。
• あり（障害通知）
注意，警告，障害のイベントをアラートとして通知
します。
• あり（情報通知）
情報のイベントだけをアラートとして通知します。
• あり（全通知）
すべてのイベントをアラートとして通知します。

電源 ON 監視

−

この機能は無効です。

電源 OFF 監視

−

この機能は無効です。

リブート監視

−

この機能は無効です。

（凡例） −：該当なし
注※
障害発生時処理でリセットを設定する場合，Windows が自動的に再起動しないように，
Windows のコントロールパネルのシステムアイコンで［起動 / シャットダウン］ボタンをク
リック後，
［自動的に再起動する］チェックボックスを OFF にしてください。

（b） SVP アドレス
SVP ボードは TCP/IP を使用して通信します。SVP ボードに搭載した LAN ボードにつ
いて設定します。
ここでは次の情報を設定します。
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表 3-39

LAN ボードの設定

設定項目

設定内容

IP アドレス

SVP ボードに設定する IP アドレスを設定します。

サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。

デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。

注意
この SVP アドレスは必ず設定してください。また，IP アドレスには，SVP ボード
専用の IP アドレスを設定してください。SVP ボードを搭載しているサーバの LAN
ボードの IP アドレスと同じアドレスは設定しないでください。
（c） 通報先
障害が発生したときに通知を送るマネージャサービスについて設定します。通報先は 4
台まで設定できます。
表 3-40

マネージャサービスの設定

設定項目

設定内容

名称

マネージャサービスのホスト名などを設定します。

IP アドレス

マネージャサービスの IP アドレスを設定します。

ポート

マネージャサービスと通信するときのポート番号を設定します。デフォルト
は 20079 です。

注意
通報先の IP アドレスには，必ずマネージャサービスの IP アドレスを設定してくだ
さい。マネージャサービスの IP アドレスを設定しないと，SVP ボードと通信でき
ません。
（d） サーバ情報
サーバに関する情報を設定します。この情報はコンソールサービスから参照できます。
表 3-41
設定項目

サーバ情報の設定
設定内容

管理者名

サーバを管理しているシステム管理者名を設定します。

設置場所

サーバを設置している場所を設定します。

SVP PCI ボードについて設定したら，内容を確認して，
［設定］ボタンをクリックしてく
ださい。
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（e） SVP マイクロ
SVP マイクロプログラムをバージョンアップする場合は，ダイアログボックスにある
［SVP マイクロをロードする］チェックボックスを ON にして，ロード元を指定してく
ださい。

（3） SVP 設定メニュー，SVP マイクロプログラム設定メニューによる
設定（Linux サーバ）
Linux サーバで，障害発生時の通知に関する設定，電源制御に関する設定，Advanced
Agent の通信に関する情報などを設定する場合は SVP 設定メニューを使用します。SVP
マイクロプログラムのパスを設定する場合は SVP マイクロプログラム設定メニューを使
用します。これらのメニューは smhaaedit コマンドを使用して設定します。
（a） smhaaedit コマンドの書式
smhaaedit コマンドの書式を，次に示します。

/usr/sbin/smhaaedit [-s段数] [-g[幅][x高さ]]
[-adagent|-load|-svp|-snmp]
/usr/sbin/smhaaedit -h
起動オプションの意味は次のとおりです。
-s 段数
段組表示されるメニューの段数を指定します。未指定の場合，画面のサイズに応じ
て段数が決まります。指定できる段数は 1 または 2 です。
-g[ 幅 ][x 高さ ]
画面サイズを指定します。単位は文字数で，幅は 10 〜 160，高さは 10 〜 72 の値で
指定します。デフォルトは -g80x24 です。
-adagent，-load，-svp，-snmp
編集する環境設定ファイルを指定します。
Advanced Agent 設定ファイルを編集する場合は -adagent を指定します。-adagent
を指定すると，Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
設定する SVP マイクロプログラムのパスを指定する場合は，-load を指定します。
-load を指定すると，SVP マイクロプログラム設定メニューが表示されます。SVP
PCI ボードを搭載していない Linux サーバの場合は，-load を指定できません。
SVP 設定ファイルを編集する場合は -svp を指定します。-svp を指定すると，SVP
設定メニューが表示されます。
SNMP 設定ファイルを編集する場合は -snmp を指定します。-snmp を指定すると，
SNMP 設定メニューが表示されます。SNMP 設定メニューについては，「17.4
SNMP トランスレータを利用して Linux サーバを管理する場合の環境の設定方法」
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を参照してください。
これらのオプションは，同時に指定することはできません。
どれも指定しない場合には，どのファイルを編集するかを選択するためのメインメ
ニューが表示されます。
-h
環境設定コマンドの使用法を表示します。
（b） SVP 設定メニューによる設定
smhaaedit コマンドによる SVP の設定手順を次に示します。なお，各環境設定メニュー
の詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server
Manager 系 リファレンス」の smhaaedit コマンド（Linux サーバ）について記載され
ている節を参照してください。
1. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Configuration Main Menu
####
1. Advanced Agent Configuration File
2. Load SVPmicro Program
3. SVP Setup
4. SNMP Configuration File
Command (1-4/Quit)>

2. 「1.Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Disabled]
[Disabled]

3. 「1. SVPAgentService」を選択し，「Enabled」に設定する
Advanced Agent 設定メニューの「1. SVPAgentService」が「Enabled」になります。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Enabled]
[Disabled]
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4. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
5. 「3. SVP Setup」を選択する
SVP 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
SVP Setup
####
# SVPmicroProgramVersion
[04-00-xx]
1.ErrorWatching
[Enabled] 11.Destination2-Port [20079]
2.ErrorWatchingDetailSetting ->
12.Destination3-Name [Mr.C
]
.............以下省略.............
Command(1-19/Menu/Quit)>

このメニューでは，障害発生時の通知に関する設定，電源制御に関する設定，
Advanced Agent の通信に関する情報などについて設定します。
6. 必要な項目を設定する
SVP 設定メニューでの設定項目を次に示します。［SVPAddress-IPAddress］と
［SVPAddress-SubnetMask］は必ず設定してください。
表 3-42

SVP 設定メニューでの設定項目

設定項目

デフォルト

設定内容

ErrorWatching

Enabled

ウォッチドッグタイマを設定します。
• Enabled：する
• Disabled：しない

ErrorWatchingDetailSetting

−

ウォッチドッグタイマによる障害監視の詳細
情報を設定する場合に選択します。
この項目を選択すると，
ErrorWatchingDetailSetting サブメニュー
が表示されます。

SVPAddress-IPAddress

なし
（設定必須）

HA8000 シリーズサーバでは，LAN ボード
に設定する IP アドレス（SVP 用）を設定し
ます。

SVPAddress-SubnetMask

なし
（設定必須）

HA8000 シリーズサーバでは，接続した
LAN で使用されているサブネットマスクの
IP アドレスを設定します。

SVPAddress-DefaultGateway

なし

HA8000 シリーズサーバでは，接続した
LAN のデフォルトゲートウェイの IP アドレ
スを設定します。

DestinationX-Name
（X：1 〜 4）

なし

マネージャのホスト名などを半角の英数字で
16 文字以内（終了コードを含む）で設定し
ます。

DestinationX-IPAddress
（X：1 〜 4）

なし

マネージャの IP アドレスを設定します。
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設定項目
DestinationX-Port
（X：1 〜 4）

デフォルト

設定内容

20079

マネージャと通信するときのポート番号を設
定します。

AdministratorName

なし

サーバを管理しているシステム管理者名を設
定します。
半角の英数字で 128 文字以内，日本語で入
力する場合 64 文字以内で設定します。

InstallationLocation

なし

サーバを設置している場所を設定します。
半角の英数字で 256 文字以内，日本語で入
力する場合 128 文字以内で設定します。

（凡例）
−：サブメニューが表示される項目であり，値は設定しません。

7. 障害監視の詳細情報を設定する場合，
「2.ErrorWatchingDetailSetting」を選択する
ErrorWatchingDetailSetting サブメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Error Watching Detail Setting
####
# SVPmicroProgramVersion
[04-00-xx]
1.ErrorWatchingInterval
[3]
2.ProcessAtError
[0]
3.AlertNotification
[1]
4.PowerOnWatching
[Disabled]
5.PowerOnWatchingTimeout
[10]
6.PowerOffWatching
[Disabled]
7.PowerOffWatchingTimeout
[10]
8.RebootWatching
[Disabled]
9.RebootWatchingTimeout
[20]
Command(1-9/Menu/Quit)>

このメニューでは，障害発生時の通知に関する詳細情報を設定します。
8. 必要な項目を設定する
ErrorWatchingDetailSetting サブメニューでの設定項目を次に示します。
設定項目
ErrorWatchingInterval

デフォルト
3

設定内容
ウォッチドッグタイマの監視間隔を分単位で
設定します。設定範囲は 3 〜 60 です。
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設定項目

デフォルト

設定内容

ProcessAtError

0

サーバハングアップ，OS ダウンによって，
ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生
した場合，どのように処理するかを設定しま
す。次の五つの設定項目から数値で設定しま
す。
• 0：何もしない
• 1：リセット
• 2：電源 OFF
• 3：電源 OFF にしたあと電源 ON にする
• 4：ウォッチドッグタイマのタイムアウト
が発生したときに NMI を発行する

AlertNotification

1

サーバに障害などが発生した場合，マネー
ジャサービスにアラートとして通知するかど
うかを設定します。次の四つの設定項目から
数値で設定します。
• 0：なし
• 1：あり（障害通知）
• 2：あり（情報通知）
• 3：あり（すべて通知）

PowerOnWatching

Disabled

電源 ON に失敗した場合，一定時間（タイム
アウト時間）内でリトライするかどうかを設
定します。
• Enabled：リトライする
• Disabled：リトライしない

PowerOnWatchingTimeout

10

電源 ON のリトライタイムアウト時間を設定
します。
「PowerOnWatching」が Enabled
の場合だけ有効です。設定範囲は 10 〜 60
分です。

PowerOffWatching

Disabled

次のどちらかの処理の電源 OFF に失敗した
ときに，電源 OFF の処理を一定時間（タイ
ムアウト時間）内でリトライするかどうかを
設定します。
• 電源制御スケジュール
• エージェントサービスが実行するアラート
発生時のサーバ動作（
「7.5.2 アラート発
生時のサーバの動作の設定方法」を参照）
• Enabled：リトライする
• Disabled：リトライしない

PowerOffWatchingTimeout
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電源 OFF のリトライタイムアウト時間を設
定します。
「PowerOffWatching」が
Enabled の場合だけ有効です。設定範囲は
10 〜 60 分です。
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設定項目
RebootWatching

デフォルト
Disabled

設定内容
次の処理のリブートに失敗したときに，リ
ブートの処理を一定時間（タイムアウト時
間）内でリトライするかどうかを設定しま
す。
• エージェントサービスが実行するアラート
発生時のサーバ動作（「7.5.2 アラート発
生時のサーバの動作の設定方法」を参照）
• Enabled：リトライする
• Disabled：リトライしない

RebootWatchingTimeout

20

リブートのリトライタイムアウト時間を設定
します。「RebootWatching」が Enabled の
場合だけ有効です。設定範囲は 10 〜 60 分
です。

9. 「Quit」を選択する
SVP 設定メニューに戻ります。
10.「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，
「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
11.「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。
（c） SVP マイクロプログラム設定メニューによる設定
smhaaedit コマンドによる SVP マイクロプログラムの設定手順を次に示します。なお，
各環境設定メニューの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/
ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス」の smhaaedit コマンド
（Linux サーバ）について記載されている節を参照してください。
注意
SVP PCI ボードを搭載していない Linux サーバの場合は設定できません。
1. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
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####
####
1.
2.
3.
4.

JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
Configuration Main Menu
####
Advanced Agent Configuration File
Load SVPmicro Program
SVP Setup
SNMP Configuration File

Command (1-4/Quit)>

2. 「2. Load SVP micro Program」を選択する
SVP マイクロプログラム設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Load SVPmicro Program
####
# SVPmicroProgramVersion [04-00-xx]
1.SVPmicroProgramLocation[/mnt/floppy/SVPEO/…]
Command(1/Menu/Quit)>

このメニューでは，設定する SVP マイクロプログラムのパスを設定します。
3. 必要な項目を設定する
SVP マイクロプログラム設定メニューでの設定項目を次に示します。
表 3-43

SVP マイクロプログラム設定メニューでの設定項目

設定項目
SVPmicroProgramLocation

デフォルト
"/mnt/floppy/
SVPEO/
SVPEO.EXE"

設定内容
設定する SVP マイクロプログラムのパスを半
角の英数字で，255 文字以内で設定します。

4. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
SVP マイクロプログラムがロードされ，Advanced Agent 環境設定のメインメニュー
に戻ります。
5. 「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。
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3.17 JP1/IM 連携の設定
マネージャサービスが検知したアラートを JP1/IM へ通知する場合，およびサーバで検
知したアラートを JP1/IM へ通知する場合の JP1/IM 連携機能の設定について説明しま
す。
注意
サーバで検知したアラートを JP1/IM へ通知する機能は，Windows サーバの場合に
使用できます。

3.17.1

JP1/IM 連携機能の設定

ここでは，JP1/IM 連携機能の設定について説明します。次に示す手順で JP1/IM 連携機
能を設定してください。

（1） マネージャサービスを経由して通知する場合
マネージャサービスを経由してアラートを通知する場合の手順を次に示します。
1. マネージャサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを実行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［マネージャサービス］タブを選択する
環境設定ユティリティ（
［マネージャサービス］タブ）が表示されます。
3. ［詳細設定］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティの［JP1/IM 連携機能］タブが表示されます。
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4. 次に示す情報を設定する
表 3-44 ［マネージャサービス］タブ−［詳細設定］ボタン−［JP1/IM 連携機能］タブ
の設定内容
設定項目
JP1/IM へのアラート通知

設定内容
JP1/IM へアラートを通知するかどうかを設定します。通知する場合は，
［JP1/IM へのアラート通知］チェックボックスを ON にします。デフォ
ルトは OFF です。

アラートレベル

JP1/IM へ通知するアラートのレベルを設定します。通知するアラートレ
ベルのチェックボックスを ON にしてください。デフォルトは「警告」
と「障害」のチェックボックスが ON です。

コンピュータ名付加オプ
ション

JP1/IM に通知するアラートのメッセージに，アラートが発生したサーバ
のコンピュータ名を付加するかどうかを設定します。メッセージにコン
ピュータ名を付加する場合は，［JP1/IM へ通知するアラートメッセージ
にコンピュータ名を付加する］チェックボックスを ON にします。デ
フォルトは OFF です。

（2） マネージャサービスを経由しないでサーバから直接通知する場合
マネージャサービスを経由しないでサーバからアラートを直接通知します。
1. ローカルコンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを実
行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［ローカルコンソール］タブを選択する
環境設定ユティリティ（［ローカルコンソール］タブ）が表示されます。
3. ［詳細設定］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティの［表示］タブが表示されます。
4. ［JP1/IM 連携機能］タブを選択する
環境設定ユティリティの［JP1/IM 連携機能］タブが表示されます。
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5. 次に示す情報を設定する
表 3-45 ［ローカルコンソール］タブ−［詳細設定］ボタン−［JP1/IM 連携機能］タブ
の設定内容
設定項目
JP1/IM へのアラート通知

設定内容
JP1/IM へアラートを通知するかどうかを設定します。通知する場合は，
［JP1/IM へのアラート通知］チェックボックスを ON にします。デフォ
ルトは OFF です。

アラートレベル

JP1/IM へ通知するアラートのレベルを設定します。通知するアラートレ
ベルのチェックボックスを ON にしてください。デフォルトは「警告」
と「障害」のチェックボックスが ON です。

コンピュータ名付加オプ
ション

JP1/IM に通知するアラートのメッセージに，アラートが発生したサーバ
のコンピュータ名を付加するかどうかを設定します。メッセージにコン
ピュータ名を付加する場合は，
［JP1/IM へ通知するアラートメッセージ
にコンピュータ名を付加する］チェックボックスを ON にします。デ
フォルトは OFF です。

3.17.2

JP1/IM 連携機能の注意事項

（1） JP1/IM へアラートを通知する環境を構築する場合の注意
（a） JP1/Base の設定について
マネージャサービスを経由する場合，アラート通知元（マネージャ）にインストールし
ている JP1/Base がアラート通知先の JP1/IM のサーバにアラートを通知するためには，
JP1/Base に対して，転送設定ファイルを設定する必要があります。
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また，マネージャサービスを経由しないで直接連携する場合にも，エージェントサービ
スと同じサーバで動作している JP1/Base がアラート通知先の JP1/IM のサーバにアラー
トを通知するためには，JP1/Base に対して，転送設定ファイルを設定する必要がありま
す。
転送設定ファイルの設定方法を次に示します。
● 転送設定ファイルの設定
次のフォルダにある forward ファイルに通知先のイベントサーバ名を追加します。
JP1/Base インストール先フォルダ ¥JP1Base¥CONF¥event¥servers¥default
forward ファイルに，次の to から end-to までの内容を設定します。
----- forward ファイル start ----------------------------#---------------------------------------------------------# JP1/Integrated Manager - Event Service Forwarding Setting
#---------------------------------------------------------to IMSERVER
B.ID NOTIN FFFFFFFF
end-to
----- forward ファイル

end -------------------------------

設定内容の意味は次のとおりです。
to IMSERVER
イベントサーバ名（この例では IMSERVER）を設定します。IP アドレスは設定で
きません（IP アドレスとホスト名の対応は DNS を使用するか hosts ファイルで設
定してください）
。
B.ID NOTIN FFFFFFFF
これはアラート（JP1 イベント）のフィルタリングの設定です。すべてのアラート
を通知するように，上記のとおりに設定します。
end-to
転送設定指定の終了を示します。
注意
JP1 Version7i または JP1 Version8 を使用する場合，JP1/Base に対して認証サーバ
の設定および JP1 ユーザ登録が必要です。設定方法については，マニュアル「JP1
Version7i JP1/Base」またはマニュアル「JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド」を参
照してください。
（b） JP1/IM 連携機能を設定するサービスについて
複数台のサーバを管理する場合は，必ずマネージャサービスに対して JP1/IM 連携機能
の設定をしてください。1 台のサーバだけを管理したい場合は，ローカルコンソールを使
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用して JP1/IM 連携機能を設定することもできます。ただし，マネージャサービスでの
設定とローカルコンソールからの設定を同時に行わないでください。JP1/IM にアラート
が二重に通知されてしまいます。

（2） JP1/ServerConductor のアラートに関する設定について
JP1/ServerConductor は，発生したアラートをアプリケーションログに書き込んだり，
SNMP トラップで通知したりできますが，JP1/ServerConductor で JP1/IM へのアラー
ト通知をする場合は，アプリケーションログや SNMP トラップ機能と併用しないでくだ
さい。JP1/IM ではアプリケーションログなどのさまざまなイベントを収集しているた
め，二重に通知される可能性があります。

（3） 通知されるアラートについて
• アラートメッセージ内に半角かたかなが含まれている場合は，全角かたかなに変換さ
れて通知されます。
• 通知できるアラートメッセージの長さは 255 バイトです。アラートメッセージが 256
バイト以上の場合，メッセージの先頭部分が「...」に置き換わって通知されます。

247

3. セットアップ

3.18 JP1/AppManager 連携の設定
JP1/AppManager から JP1/ServerConductor の管理対象サーバを管理する場合の設定に
ついて説明します。
注意
JP1/AppManager から JP1/ServerConductor の管理対象サーバを管理する機能は，
HA8000 Windows サーバでだけ使用できます。
1. エージェントサービスのインストールされた Windows サーバで環境設定ユティリ
ティを起動する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. ［エージェントサービス］タブを選択する
環境設定ユティリティ（［エージェントサービス］タブ）が表示されます。
3. ［詳細設定］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。
4. ［JP1/AppManager 連携］タブを選択する
環境設定ユティリティの［JP1/AppManager 連携］タブが表示されます。

5. 次に示す情報を設定する
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表 3-46

環境設定ユティリティ（エージェントサービス）−［JP1/AppManager 連携］
タブの設定内容

設定項目
JP1/AppManager 連携機
能を有効にする

設定内容
JP1/AppManager の管理コンソールから JP1/ServerConductor の管理対
象サーバを管理する場合は，このチェックボックスを ON にします。デ
フォルトは OFF です。

注意
• JP1/AppManager のオペレータコンソール画面で JP1/ServerConductor のディス
カバリを実行すると，
「JP1/AppManager との連携機能」が自動的に有効になりま
す。
•「JP1/AppManager との連携機能」を無効にする場合は，環境設定ユティリティの
［JP1/AppManager 連携］タブで［JP1/AppManager 連携機能を有効にする］
チェックボックスを OFF にしてください。
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ユーザ管理情報の設定
この章では，JP1/ServerConductor のユーザ管理の概要，およ
びユーザ管理情報の設定方法について説明します。

4.1 JP1/ServerConductor でのユーザ管理の概要
4.2 JP1/ServerConductor でのユーザ管理
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4.1 JP1/ServerConductor でのユーザ管理の概
要
JP1/ServerConductor では，設定および参照ができるアドミニストレータと，参照だけ
ができるサブアドミニストレータの 2 種類のユーザを設定することでユーザ管理をして
います。
ユーザ管理の概要を次の図に示します。
図 4-1 ユーザ管理の概要

JP1/ServerConductor では，次の方法でユーザを認証します。
1. あらかじめ，ユーザの種類ごとにパスワードを設定する。
2. ログイン時，ユーザ種別およびユーザ種別に対応したパスワードを指定する。
3. 指定したパスワードが，設定されているパスワードと一致すれば，指定したユーザ種
別でログインできる。
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4.2 JP1/ServerConductor でのユーザ管理
JP1/ServerConductor でのユーザの種類，およびパスワードの設定手順について説明し
ます。

4.2.1 ユーザの種類
JP1/ServerConductor で使用するユーザを次に示します。
アドミニストレータ
アドミニストレータは，情報取得や設定，障害通知など，JP1/ServerConductor で
使用できるすべての機能を利用できます。
サブアドミニストレータ
サブアドミニストレータは，情報取得や障害通知など，コンソールサービスに表示
される情報を参照できます。設定はできません。

4.2.2 設定手順
ログインユーザの種類を識別して管理するには，ユーザの種類ごとにパスワードを設定
しておく必要があります。マネージャサービスまたはローカルコンソールサービスの環
境設定ユティリティで，アドミニストレータおよびサブアドミニストレータのパスワー
ドをそれぞれ設定します。
手順を次に示します。この操作は，Administrators 権限を持つユーザが実施してくださ
い。
1. 環境設定ユティリティを起動する
環境設定ユティリティの起動方法については，
「3.8 環境設定ユティリティの基本操
作」を参照してください。
2. ［マネージャサービス］タブまたは［ローカルコンソール］タブを選択する
選択したタブが表示されます。
［マネージャサービス］タブを選択した場合の表示例
を次に示します。
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3. ［認証設定］で［アドミニストレータ］ボタンをクリックする
［パスワード設定］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［新しいパスワード］でアドミニストレータのパスワードを設定する
パスワードは，16 文字以内の半角英数字，半角スペース，および半角記号で設定しま
す。パスワードは必ず設定してください。
5. 確認のため，［新しいパスワード］で設定したパスワードを［パスワード確認入力］
に入力する
6. ［OK］ボタンをクリックする
7. ［認証設定］で［サブアドミニストレータ］ボタンをクリックする
［パスワード設定］ダイアログボックスが表示されます。
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8. アドミニストレータのパスワード設定と同じ手順で，サブアドミニストレータのパス
ワードを設定する
9. ［OK］ボタンをクリックする
10.［OK］ボタンをクリックする
コンソールサービスへのログイン方法については，
「5.1.1(1)

起動」を参照してくださ

い。
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コンソールサービスの操作
方法
この章では，コンソールサービスの機能概要，起動と終了の方
法，および画面構成について説明します。

5.1 起動と終了
5.2 ホストの一覧を表示する
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5.1 起動と終了
コンソールサービスには次の 3 種類があります。
• コンソールサービス
• ローカルコンソールサービス
• Web コンソールサービス
ここでは，JP1/ServerConductor のコンソールサービス，ローカルコンソールサービス，
および Web コンソールサービスの起動・終了方法について説明します。
エージェントサービス，およびマネージャサービスは，サーバ起動時に自動起動，サー
バ停止時に自動終了するので，起動・終了の操作は不要です。

5.1.1

コンソールサービス／ローカルコンソールサービスの
起動と終了

コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスの起動と終了の方法について説
明します。

（1） 起動
コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスを使用する場合，
Administrators 権限が必要です。次にそれぞれの起動方法について説明します。
（a） コンソールサービスの起動（BSM の場合）
注意
Windows Vista および Windows Server 2008 の場合，コンソールサービスを起動す
ると［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。
このダイアログボックスが表示されたら，
［許可］ボタンをクリックして処理を続行
してください。
1. コンソールサービスを使用するマシンに，Administrators 権限でログインする
2. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［コンソールサービス］を選択する
［ServerConductor コンソールサービス - ログイン］ダイアログボックスが表示されま
す。
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3. 接続先マネージャサービスを選択する
複数の接続先マネージャサービスを選択することもできます。
4. ログインするユーザ種別を選択する
アドミニストレータ，またはサブアドミニストレータを選択してください。
5. 選択したユーザのパスワードを入力する
6. ［OK］ボタンをクリックする
ログイン認証に成功すると，コンソールサービスが起動されます。
コンソールサービスで複数の接続先マネージャサービスを選択した場合，選択した接続
先マネージャサービスのリストの上から順番にログイン認証が試みられます。このとき，
認証に失敗（特定のマネージャサービスだけパスワードが異なる場合など）すると，そ
のマネージャサービスへの再ログインを試みるかどうかの問い合わせメッセージが表示
されます。問い合わせメッセージの［再ログインする］ボタンをクリックすると，認証
に失敗した接続先マネージャサービスのパスワードを入力し直して再ログインできます。
問い合わせメッセージの［再ログインしない］ボタンをクリックすると，認証に成功し
た接続先マネージャサービスだけに接続して起動します。
起動後の再ログイン・追加ログイン
ログインしているすべてのマネージャサービスからログアウトして再度ログインす
る場合，［ホスト管理］ウィンドウの［ファイル］メニューから［再ログイン］を選
択します。
ログインしているマネージャサービスはそのままで，特定のマネージャサービスに
追加ログインする場合，［ファイル］メニューから［追加ログイン］を選択します。
（b） コンソールサービスの起動（Server Manager の場合）
注意
Windows Vista の場合，コンソールサービスを起動すると［ユーザーアカウント制
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御］ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイアログボックスが
表示されたら，
［許可］ボタンをクリックして処理を続行してください。
1. コンソールサービスを使用するマシンに，Administrators 権限でログインする
2. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［コンソールサービス］を選択する
［ServerConductor コンソールサービス - ログイン］ダイアログボックスが表示されま
す。

3. 接続先マネージャサービスを選択する
複数の接続先マネージャサービスを選択することもできます。
4. ログインするユーザ種別を選択する
アドミニストレータ，またはサブアドミニストレータを選択してください。
5. 選択したユーザ種別のパスワードを入力する
6. ［OK］ボタンをクリックする
ログイン認証に成功すると，コンソールサービスが起動されます。
コンソールサービスで複数の接続先マネージャサービスを選択した場合，選択した接続
先マネージャサービスのリストの上から順番にログイン認証が試みられます。このとき，
認証に失敗（特定のマネージャサービスだけパスワードが異なる場合など）すると，そ
のマネージャサービスへの再ログインを試みるかどうかの問い合わせメッセージが表示
されます。問い合わせメッセージの［再ログインする］ボタンをクリックすると，認証
に失敗した接続先マネージャサービスのパスワードを入力し直して再ログインできます。
問い合わせメッセージの［再ログインしない］ボタンをクリックすると，認証に成功し
た接続先マネージャサービスだけに接続して起動します。
起動後の再ログイン・追加ログイン
ログインしているすべてのマネージャサービスからログアウトして再度ログインす
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る場合，［ホスト管理］ウィンドウの［ファイル］メニューから［再ログイン］を選
択します。
ログインしているマネージャサービスはそのままで，特定のマネージャサービスに
追加ログインする場合，［ファイル］メニューから［追加ログイン］を選択します。
（c） ローカルコンソールサービスの起動
注意
Windows Server 2008 の場合，ローカルコンソールサービスを起動すると［ユー
ザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイ
アログボックスが表示されたら，［許可］ボタンをクリックして処理を続行してくだ
さい。
1. ローカルコンソールサービスを使用するマシンに，Administrators 権限でログインす
る
2. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Server
Manager］−［ローカルコンソールサービス］を選択する
［ServerConductor コンソールサービス - ログイン］ダイアログボックスが表示されま
す。

3. ログインするユーザ種別を選択する
アドミニストレータ，またはサブアドミニストレータを選択してください。
4. 選択したユーザ種別のパスワードを入力する
5. ［OK］ボタンをクリックする
ログイン認証に成功すると，ローカルコンソールサービスが起動されます。

（2） 終了
コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスを終了する場合，
［ファイル］メ
ニューから［コンソールサービスの終了］を選択してください。

（3）［ホスト管理］ウィンドウ
コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスを起動すると，
［ホスト管理］
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ウィンドウ（タイトルバーに「ホスト管理」と表示されたウィンドウ）が表示されます。

［ホスト管理］ウィンドウに一覧表示される情報の意味は，次のとおりです。
表示情報
アイコン

意味
ホストの状態がアイコンで表示されます。
サーバシャーシ：
（正常）

（アラート通知あり）

（未起動）

HVM：
（正常）

（アラート通知あり）

（未起動）

サーバ（LPAR 上で稼働しているサーバを含む）
：
（正常）

（アラート通知あり）

（未起動）

VM ホスト：
（正常）

（アラート通知あり）

（未起動）

VM ゲスト：
（正常）

（未起動）

マネージャ：
（正常）

（アラート通知あり）

（未起動）

サイト：
（正常）

（アラート通知あり） なし（未起動）

ドメイン：
（正常）

（アラート通知あり） なし（未起動）

ツリー：
（正常）

（アラート通知あり）

コンピュータ名

OS で設定したコンピュータ名が表示されます。
Linux サーバおよび HP-UX サーバの場合，ホスト名が表示されます。

ホスト名

ホスト名が表示されます。ホスト以外の場合は，何も表示されません。

OS 名

ホストの OS 名が表示されます。

未確認アラートの有無

未確認アラートがある場合は「あり」が表示されます。
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電源制御

コンソールサービスの操作方法

意味
Windows サーバ，Linux サーバ，HP-UX サーバ
SVP 機能を搭載し，SVP/BMC エージェントサービスがインストール
されたサーバ，または電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを搭載して
いるサーバのことです。
• SVP 機能を搭載しており，電源制御ができる Windows サーバ，
Linux サーバ，HP-UX サーバの場合は，搭載している SVP の種類
「SVP（PCI）」，
「SVP（BMC）
」が表示されます。
• SVP 機能，および電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを搭載して
おり，電源制御ができるサーバの場合は，搭載している SVP の種類
「SVP（PCI）」，
「SVP（BMC）
」が表示されます。
• 電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを搭載しており，電源制御がで
きる Windows サーバおよび Linux サーバの場合は，
「WOL」が表示
されます。
• 電源制御できない HP-UX サーバには，何も表示されません。
HVM
LPAR モードの物理パーティション上で動作し，LPAR を管理している
仮想化機構のことです。
「SVP（BMC）」が表示されます。
LPAR 上で稼働している Windows サーバおよび Linux サーバ
• その LPAR を管理している HVM が［ホスト管理］ウィンドウに登
録されている場合
SVP/BMC エージェントサービスがインストールされている論理
パーティション上で稼働しているサーバの場合，電源制御情報に
「HVM ※」が表示されます。
SVP/BMC エージェントサービスがインストールされていない論理
パーティション上で稼働しているサーバの場合，電源制御情報に
「WOL」が表示されます。
• その LPAR を管理している HVM が［ホスト管理］ウィンドウに登
録されていない場合
電源制御情報に「WOL」が表示されます。
• その LPAR を管理している HVM が活性化されていない場合
電源制御情報に「WOL」が表示されます。
サーバシャーシ
BladeSymphony のサーバシャーシのことです。「SVP」が表示されま
す。
VM ホスト
VMware や Hyper-V などの仮想化プラットフォームのホスト（物理
サーバ）のことです。
• BladeSymphony の VM ホストの場合は，「SVP（BMC）
」が表示さ
れます。
• HA8000 で SVP ボードの IP アドレスが指定されている VM ホスト
の場合は，「SVP（PCI）」が表示されます。
• HA8000 で SVP ボードの IP アドレスが指定されていない VM ホス
トの場合は，
「WOL」が表示されます。
VM ゲスト
VMware や Hyper-V によって提供される仮想的な環境（仮想化サー
バ）のことです。
• VMware の VM ゲストの場合は，
「VMware」が表示されます。
• Hyper-V の VM ゲストの場合は，
「Hyper-V」が表示されます。
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表示情報

意味

シャーシ ID

BladeSymphony のサーバシャーシまたはサーバモジュールの場合，
BladeSymphony のシャーシ ID が表示されます。

パーティション番号

BladeSymphony のサーバモジュールの場合，パーティション番号が表示さ
れます。

LPAR 識別子

サーバモジュールを論理パーティションに分割した論理パーティション番
号が表示されます。

VM ホスト名

VM ホストの場合は，VM ホストのホスト名が表示されます。
VM ゲストの場合は，親となる VM ホストのコンピュータ名が表示されま
す。
次の場合は，何も表示されません。
• サーバ（エージェント，LPAR）
• サーバシャーシ
• HVM

クラスタ名

そのサーバが MSCS またはフェールオーバークラスタのクラスタに属して
いる場合，クラスタ名が表示されます。

注※
管理対象サーバに次のバージョンの Agent がインストールされている場合，「MLPF」と表示さ
れます。
・Windows の場合：08-23 より前
・Linux の場合：08-24 以前

なお，LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM の表示については，「23.3.1

コン

ソールサービスでの表示」を参照してください。

（4） 印刷
［ホスト管理］ウィンドウの表示情報を印刷する場合，
［ファイル］メニューから［印刷］
を選択してください。［ホスト管理］ウィンドウの表示情報が印刷されます。

5.1.2

Web コンソールサービスの起動と終了

Web コンソールサービスを使用する場合，Administrators 権限が必要です。
Web 管理コンソールの Web ブラウザから Web サーバに接続すると，Web コンソール
サービスへログインするためのパスワードを問い合わせてきます。環境設定ユティリ
ティで設定したパスワードを入力して［ログイン］ボタンをクリックします。
Web コンソールサービスへの接続 URL
http://"WebサーバのIPアドレス"/sysmgr/sm_main.htm
Web 管理コンソールの動作に必要なバージョンの Java 2 Standard Edition Java
Runtime Environment がインストールされていないマシンの Web ブラウザから Web コ
ンソールサービスを起動すると，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment
をインストールするかどうか，問い合わせるメッセージが出力されます。必要なバー
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ジョンの Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment をインストールしてく
ださい。
終了するときは，Web コンソールサービスのコンソールアプレット以外のページに移動
するか，または Web ブラウザを終了します。これによって自動的に Web コンソール
サービスからログアウトされます。
Web コンソールサービスの画面および操作については，Web コンソールサービスの
HTML マニュアルを参照してください。
Web コンソールサービスの HTML マニュアルへの接続 URL
http://"WebサーバのIPアドレス"/sysmgr/help/3020-3-L60/index.htm
注意
• Web コンソールサービスを利用する場合，Web サーバおよび Web 管理コンソー
ルで，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment が必要になります。
Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment のバージョンについては，
Readme ファイルを参照してください。
• Web コンソールサービスを利用する場合，ディスプレイのカラーパレットを 256
色以下に設定すると，情報表示エリアの色が変化することがあります。Web コン
ソールサービスを利用する場合は，ディスプレイのカラーパレットを 65,536 色以
上に設定してください。
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5.2 ホストの一覧を表示する
ここでは，コンソールサービスの［ホスト管理］ウィンドウに表示されるサーバの状態
を管理する方法を説明します。
ローカルコンソールの場合，サーバ自身しか表示されません。
［ホスト管理］ウィンドウでは，管理しているサーバを一覧で表示するとき，次のような
階層別に分類できます。
● サイト別階層
エージェントサービスの資産情報に設定したサイト情報の階層別にホストを表示しま
す。
● ドメイン別階層
Windows のドメイン情報の階層別にホストを表示します。
● サービス構成別階層
マネージャサービスに接続しているホストをマネージャ単位に表示します。
● サーバシャーシ別階層
マネージャサービスに接続しているホストのうち，BladeSymphony のサーバシャー
シ単位に表示します。
● ツリー構成表示
マネージャサービスに接続しているホストをツリー構成で表示します。
以降に，各状態の表示方法と，画面に表示される内容を説明します。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM の表示については「23.3.1 コンソー
ルサービスでの表示」を，仮想化プラットフォームのサーバの表示については「24.3.1
コンソールサービスでの表示」を参照してください。

5.2.1

サイト別に表示する

サイトごとにサーバを表示したい場合，［表示］メニューから，
［サイト表示］を選択し
ます。この場合，次のように表示されます。なお，サーバシャーシや HVM は表示され
ません。
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サイト別に表示する場合，環境設定ユティリティの［エージェントサービス］タブでサ
イト情報を設定している必要があります。サイト情報の設定については，
「3.11 エー
ジェントサービス（Windows サーバ）の設定」
，「3.12

エージェントサービス（Linux

サーバ）の設定」
，または「3.13 エージェントサービス（HP-UX サーバ）の設定」を
参照してください。

5.2.2 ドメイン別に表示する
ドメインごとにホストを表示したい場合，
［表示］メニューから，［ドメイン表示］を選
択します。この場合，次のように表示されます。なお，サーバシャーシや HVM は表示
されません。

このドメインの階層は，Windows のドメイン情報を基にしています。
ドメインではなくワークグループに所属している Windows サーバは「WORKGROUP」
という階層下に登録されます。また，ドメイン情報を持たないサーバ（Linux サーバお
よび HP-UX サーバ）は「サーバ」という階層下に登録されます。

5.2.3 サービス構成別に表示する
マネージャサービスに接続しているホストをマネージャサービス単位に表示したい場合，
［表示］メニューから，［サービス構成表示］を選択します。次のように表示されます。
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5.2.4

サーバシャーシ別に表示する

マネージャサービスに接続しているホストのうち，BladeSymphony のサーバシャーシ別
に表示したい場合，［表示］メニューから，
［サーバシャーシ構成表示］を選択します。
次のように表示されます。

注意
サーバシャーシ別の表示機能は，BSM だけの機能です。Server Manager では表示
できません。

5.2.5

ツリー構成で表示する

マネージャサービスに接続しているホストをツリー構成で表示したい場合，［表示］メ
ニューから，［ツリー構成表示］を選択します。次のように表示されます。

注意
ツリー構成の表示機能は，BSM だけの機能です。Server Manager では表示できま
せん。
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6

資産管理
この章では，資産管理の方法と，管理できるインベントリ情報
について説明します。

6.1 資産管理の概要
6.2 データベースを利用した資産管理に必要な設定
6.3 インベントリ情報を参照する
6.4 データベースを利用して資産管理をする
6.5 MIF 情報を表示する
6.6 ハードウェア構成を確認する
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6.1 資産管理の概要
JP1/ServerConductor では，管理対象サーバの資産情報を GUI で一元管理できます。
JP1/ServerConductor でできる資産管理について説明します。

（1） インベントリ情報を参照する
インベントリ情報とは，サーバシャーシの情報，OS の種別，メモリや CPU の状態など
資産管理に必要な情報のことです。インベントリ情報は，管理コンソールから参照でき
ます。
また，インベントリ情報を CSV ファイルに出力して利用することもできます。

（2） データベースを利用して資産管理をする
インベントリ情報をデータベースに保持しておくと，次のようなことができます。
• 設定した条件に合うインベントリ情報を持つホストを検索する
• 設定した条件に合うホストを定期的に検索して，e-mail で検索結果を通知する

（3） MIF 情報を参照する
HA8000 Windows サーバの場合，DMI が使用するハードウェアの管理情報（例：CPU
の個数）である MIF 情報を参照できます。

（4） ハードウェア構成を参照する
管理対象ホストのハードウェア構成図をコンソールサービス／ローカルコンソールサー
ビスで参照できます。ハードウェア構成図を参照することで，管理対象ホストの CPU や
電源ユニットの場所を確認できます。
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6.2 データベースを利用した資産管理に必要な
設定
管理対象ホストのインベントリ情報をマネージャサービスが収集して，データベース
（Microsoft Access Driver）情報として保持しておくことができます。この機能を利用す
ることによって，システム管理者は次のような運用管理ができます。
● 設定した条件に合うインベントリ情報を持つホストをデータベースから検索する（ホ
スト検索機能）
● 設定した条件に合うインベントリ情報を持つホストをデータベースから定期的に検索
して，e-mail で検索結果を通知する（自動レポート機能）
これによって，マネージャサービスが管理しているホストの資産情報の変更や一貫性を，
必要に応じて，または定期的に管理できるようになります。例えば，ある部署単位にホ
ストを検索して管理したり，ホストの OS バージョンがあるバージョン以上に更新され
ているかどうかを定期的に検索して e-mail で通知したりできます。
データベース管理のシステム構成を次の図に示します。
図 6-1 データベース管理のシステム構成

271

6. 資産管理

6.2.1

前提条件

この機能は，マネージャサービスが管理している次の管理対象ホストに対して使用でき
ます。
• Windows サーバ
• Linux サーバ
• HP-UX サーバ

6.2.2

データベースの設定

データベース管理をする場合，次の環境設定が必要です。
Windows での設定（管理サーバで実行）
• ODBC データソースの作成
JP1/ServerConductor コンソールサービスでの設定（管理コンソールで実行）
• データベースの作成
• 自動レポート機能で使用する e-mail の設定（必要に応じて行う）
• データベースの削除（必要に応じて行う）
以下に，それぞれの操作手順について説明します。

（1） ODBC データソースの作成
コントロールパネルの ODBC アドミニストレータを使用して，システムデータソースを
事前に作成しておく必要があります。この操作は管理サーバ上で実行してください。
ここでは，Windows Server 2003 での設定例を示します。
1. ［コントロールパネル］の［管理ツール］から［データソース（ODBC）］を選択する
［ODBC データソース アドミニストレータ］ダイアログボックスが表示されます。64
ビット版 OS を使用している場合は，［スタート］メニューから［ファイル名を指定
して実行］を選択します。［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの［名
前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，
［OK］ボタンを
クリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
2. ［システム DSN］タブを選択する
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3. ［追加］ボタンをクリックする
［データソースの新規作成］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［Microsoft Access Driver(*.mdb)］を選択し［完了］ボタンをクリックする
［ODBC Microsoft Access セットアップ］ダイアログボックスが表示されます。
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5. データソース名と説明を入力して［作成］ボタンをクリックする
（例）
データソース名：ServerConductor
説明：ServerConductor DSN
［データベースの新規作成］ダイアログボックスが表示されます。

6. データベース名を入力して［OK］ボタンをクリックする
ファイルの格納先は任意です。
7. ［ODBC Microsoft Access セットアップ］ダイアログボックスに戻るので［OK］ボタ
ンをクリックする

（2） データベースの作成
管理対象ホストのインベントリ情報を格納するデータベースを作成します。この操作は
管理コンソール上で実行してください。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
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択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［レポート機能］タブを選択する

3. ［ホスト検索機能と自動レポート機能を使用する］チェックボックスを ON にする
［データベースの選択］ダイアログボックスが表示されます。
［データベースの選択］ダイアログボックスでは，使用するデータソース名を選択し
ます。このダイアログボックスには，現在利用できる（
「(1) ODBC データソースの
作成」で作成した）データソース名だけが表示されます。
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4. 使用するデータソース名を選択して［OK］ボタンをクリックする
［レポート機能］タブに戻り，
［データベース更新スケジュール設定］ボタンが活性化
されます。
5. ［データベース更新スケジュール設定］ボタンをクリックする
［データベース更新スケジュール設定］ダイアログボックスが表示されます。
［データベース更新スケジュール設定］ダイアログボックスでは，データベースの内
容を更新するスケジュールを設定します。

6. スケジュールを設定したい曜日または特定日を選択する
• 曜日を選択すると，「毎週のその曜日」の設定となります。
• 特定日の年に「-1」を入力すると，
「毎年」の設定となります。
• 特定日の月リストから［毎］を選択すると，「毎月」の設定となります。
• 特定日の［毎日］ボタンをクリックすると，毎日の設定となります。
7. 1 日のスケジュールを設定する
次の内容を設定します。
設定項目

設定内容

時刻

データベース更新スケジュールを実行する時刻を指定します。時刻は 30 分間隔
で指定できます。

データベースを更新
する

指定した時刻にデータベースを更新する場合に選択します。

データベースの更新
から除外する

指定した時刻のデータベースの更新をしない場合に選択します。

＜設定規則＞
•「データベースを更新する」場合，特定日の設定が優先されます。特定日設定と曜
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日設定の両方に「データベースを更新する」設定をした場合，設定時間に関係なく
曜日設定は無効となります。
（例）特定日「1999/08/11 9:00（更新）」
，曜日「水曜日 12:00（更新）」の場合，水
曜 12:00 のデータベースの更新は無効となります。
•「データベースの更新から除外する」場合，特定日と曜日の設定に優先順位はあり
ません。ただし，特定日設定で「データベースを更新する」設定があり，曜日設定
で「データベースの更新から除外する」設定がある場合，更新時間と除外時間が同
じであれば，除外を優先します。
（例）特定日「1999/08/11 9:00（更新）」
，曜日「水曜日 9:00（除外）
」の場合，除外
されます。
• データベース更新スケジュール時間は，「6.4.2

レポートスケジュールを設定する

（自動レポート機能）
」のレポートスケジュール時間よりも前になるように設定して
ください。データベース更新後にレポートスケジュールを行うように設定すると，
常に最新の情報がレポートされます。この場合，1 時間以上の間隔を空けてくださ
い。
•「データベースを更新する」場合，更新時間は 1 日以上空けてください。
•「毎月」や「毎日」の設定をした結果，更新時間の間隔が 30 分未満となった場合
は，あとの設定が無効になります。
8. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
設定した 1 日のスケジュールが「1 日のスケジュール」リストに追加されます。追加
したリストに誤りがある場合は，そのスケジュールを選択して［リストから削除］ボ
タンをクリックします。
9. ［設定→］ボタンをクリックする
設定した内容が，設定済み曜日リストまたは特定日リストに追加されます。複数の更
新スケジュールを設定したい場合は，画面上に表示されている「曜日設定」
，「特定日
設定」および「1 日のスケジュール」のリストをクリアしたあとに，手順 6 〜手順 9
を繰り返します。1 日の更新スケジュールとして，10 個まで設定できます。また，曜
日は 7 個まで，特定日は 10 個まで設定できます。
10.［OK］ボタンをクリックする
更新スケジュールが登録され，
［レポート機能］タブに戻ります。
11.［レポート機能］タブの［OK］ボタンをクリックする
データベースの作成（管理対象ホストからのインベントリ情報の収集）が開始されま
す。

（3） e-mail の設定（自動レポート機能）
自動レポート機能のレポート通知で使用する e-mail の設定をします。この操作は管理コ
ンソール上で実行してください。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［e-mail 設定］タブを選択する
3. ［e-mail 設定を行う機能を選択してください。
］のドロップダウンリストから［レポー
ト機能］を選択する
［e-mail 設定］タブにレポート機能の設定項目が表示されます。

ここで次の内容を設定します。
設定項目

設定内容

宛先

インベントリ情報を送信する e-mail のアドレスを指定します。

発信者

e-mail の発信元となる e-mail のアドレスを指定します。

件名

メールの件名となる文字列を指定します。

メールサーバ

発信者の e-mail アドレスが所属しているメールサーバのホスト名または IP
アドレスを指定します。

添付ファイル形式

自動レポート機能で送信される添付ファイルの形式を指定します。CSV 形式
または HTML 形式のどちらかが選択できます。デフォルトは CSV 形式で
す。

e-mail テストを行う

e-mail 通知先リストに表示されているすべての e-mail アドレスにテスト
メールを送信する場合，このチェックボックスを ON にします。テストメー
ルのタイトルと本文には「Test Mail」が設定され，添付ファイルは無しとな
ります。
テストメールは，
［OK］ボタンをクリックした時点で送信されます。
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設定内容
添付ファイルの最大サイズを指定します。単位はメガバイトです。32 メガバ
イトまで指定できます。0 を指定すると，サイズの制限がなくなります（32
メガバイトを超えるサイズを添付できます）。デフォルトは 0 です。

4. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
e-mail 通知先リストに，指定した宛先が追加されます。e-mail 通知先は 4 個まで設
定できます。追加された宛先を削除する場合は，削除したい宛先を選択して［リスト
から削除］ボタンをクリックします。
5. ［OK］ボタンをクリックする
通知される e-mail の本文および添付ファイルの形式については，
「6.4.2 レポートスケ
ジュールを設定する（自動レポート機能）
」を参照してください。

（4） データベースの削除
何らかの理由でデータベースを作成し直したい場合などは，データベースをいったん削
除してください。
データベースを削除する方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［レポート機能］タブを選択する
3. ［ホスト検索機能と自動レポート機能を使用する］チェックボックスを OFF にする
4. ［OK］ボタンをクリックする
データベースの削除を確認するメッセージが表示されます。
5. メッセージの内容を確認し，
［はい］ボタンをクリックする
データベースを削除すると，ホスト検索機能と自動レポート機能は使用できなくなりま
す。これらの機能を使用したい場合は，
「(2) データベースの作成」を参照して，再度
データベースを作成し直してください。
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6.3 インベントリ情報を参照する
JP1/ServerConductor では，サーバシャーシの情報や OS の種別，メモリや CPU の状態
といった，資産管理に必要な情報（インベントリ情報）を管理コンソールから参照でき
ます。また，インベントリ情報を CSV ファイルに出力することもできます。
ここでは，管理コンソールからインベントリ情報を表示する方法，およびインベントリ
情報を CSV ファイルに出力する方法について説明します。
注意
取得できるインベントリ情報は，管理対象となるサーバの種類やモデルによって異
なります。取得できるインベントリ情報の詳細については，コンソールサービスま
たはローカルコンソールサービスのインストール先の help フォルダに格納されてい
る「Invent.xls」を参照してください。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバのインベントリ情報の表示については「23.3.2
産管理」を，仮想化プラットフォームのサーバのインベントリ情報の表示については
「24.3.2 資産管理」を参照してください。

6.3.1

サーバシャーシのインベントリ情報を表示する

ここでは，サーバシャーシのインベントリ情報の表示方法について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでインベントリ情報を見たいサーバシャーシを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［サーバシャーシインベントリ］を選択する
［サーバシャーシインベントリ］ウィンドウが表示されます。
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ウィンドウの左側にインベントリ情報の分類ツリーが表示されます。これをインベン
トリツリーといいます。
3. インベントリツリーで表示したいインベントリ情報を選択する
インベントリツリーは，Windows のエクスプローラと同じ方法で操作できます。イ
ンベントリツリーで選択したインベントリ情報がウィンドウの右側のインベントリ領
域に表示されます。
表示されるインベントリ項目については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/
ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス」に記載されている［サーバ
シャーシインベントリ］ウィンドウを参照してください。

6.3.2 ホストのインベントリ情報を表示する
ここでは，ホストのインベントリ情報の表示方法について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでインベントリ情報を見たいホストを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［インベントリ］を選択する
［インベントリ］ウィンドウが表示されます。
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ウィンドウの左側にインベントリ情報の分類ツリーが表示されます。これをインベン
トリツリーといいます。
3. インベントリツリーで表示したいインベントリ情報を選択する
インベントリツリーは，Windows のエクスプローラと同じ方法で操作できます。イ
ンベントリツリーで選択したインベントリ情報がウィンドウの右側のインベントリ領
域に表示されます。
表示されるインベントリ項目は管理対象ホストによって異なります。各ホストで表示さ
れるインベントリ項目については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/
Blade Server Manager 系 リファレンス」に記載されている［インベントリ］ウィンド
ウを参照してください。

6.3.3

インベントリ情報を CSV 形式に出力する

JP1/ServerConductor で管理しているインベントリ情報は，CSV 形式で出力できます。
出力した CSV データから，各ホストのインベントリ情報の一覧を作成し，データの比較
などに利用できます。
デフォルトでは，C ドライブのインベントリ情報が出力されます。C ドライブ以外のイ
ンベントリ情報を出力する場合は，ドライブを指定します。
注意
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サーバシャーシおよび HVM のインベントリ情報は出力できません。
次に，インベントリ情報の出力方法を説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでインベントリ情報を出力するホストを選択する
複数選択できます。すべてのホストのインベントリ情報を出力する場合，この操作は
省略できます。
2. ［ファイル］メニューから［インベントリ CSV 形式ファイル出力］を選択する
サーバシャーシ /HVM，VM ホスト /VM ゲストのインベントリ情報は出力しないと
いう内容のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されても，ホストのイ
ンベントリ情報は出力されます。
［インベントリ CSV ファイル出力］ダイアログボックスが表示されます。

3. インベントリ情報を出力する対象のホストを選択する
すべてのホストのインベントリ情報を出力する場合は［全てのホスト］を選択しま
す。
手順 1 で選択したホストのインベントリ情報を出力する場合は［選択されたホスト］
を選択します。
4. C ドライブ以外のドライブのインベントリ情報を出力する場合は［オプション］ボタ
ンをクリックする
［インベントリ CSV ファイル出力オプション］ダイアログボックスが表示されます。

デフォルトでは C ドライブのインベントリ情報だけを出力します。C ドライブのイン
ベントリ情報だけを出力する場合，この操作は省略できます。なお，対象ホストが
Linux および HP-UX の場合には，ドライブ情報は出力されません。
5. ドライブ情報を出力するドライブを選択し，
［切替］ボタンをクリックする
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インベントリ情報を出力したいドライブの［○］が［●］に変更され，［出力しない］
が［出力する］に変更されます。
［出力する］が設定されているドライブのインベントリ情報を出力しないようにする
には，そのドライブを選択して［切替］ボタンをクリックしてください。
6. ［OK］ボタンをクリックする
［インベントリ CSV ファイル出力］ダイアログボックスが表示されます。
7. ［OK］ボタンをクリックする
［保存］ダイアログボックスが表示されますので，ファイル名を付けて保存します。
これで，インベントリ情報が CSV 形式でファイルに保存されます。
出力されるインベントリ情報は，管理対象の種類によって異なります。出力されるイン
ベントリ情報を次に示します。
表 6-1 出力されるインベントリ情報
インベントリ情報の種類

管理対象の種類
Windows サーバ

Linux サーバ

HP-UX サーバ

コンピュータ名

○

○

○

TCP/IP ホスト名

○

○

○

ネットワークドメイン名

○

○

−

シャーシ ID

○※

○※

○※

パーティション番号

○※

○※

○※

LPAR 識別子

○※

○※

○※

○
（HA8000 の場合だ
け）

−

−

OS 名

○

○

○

CPU

○

○

○

最大速度

○

○

○

CPU 個数

○

○

○

総メモリサイズ

○

○

○

論理ドライブ情報の各項目

○

−

−

電源制御

○

○

○

資産情報の各項目

○

○

○

クラスタ名

（凡例）
○：出力される
−：出力されない
注※
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BladeSymphony の場合だけ出力されます。
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6.4 データベースを利用して資産管理をする
データベース作成後は，システム管理者はコンソールサービスを使って，次の運用管理
ができます。
● データベースから条件に合うホストを検索する（ホスト検索機能）
● ある検索条件に合うホストを e-mail で定期的に通知する（自動レポート機能）
以下に，それぞれの手順について説明します。

6.4.1

データベースからホストを検索する（ホスト検索機
能）

ホスト検索機能によって，指定したインベントリ項目の条件に合うホストをデータベー
スから検索できます。なお，「サーバシャーシ」
，「HVM」，
「VM ホスト」および「VM ゲ
スト」は検索できません。検索結果は CSV 形式のファイルに出力したり，グルーピング
したりできます。
ホスト検索機能の操作手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［ホスト管理］メニューから［ホスト検索］を選択する
［ホスト検索］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［検索条件］のツリービューから検索したい検索項目を選択する
検索項目は次の三つの項目に分かれています。
• Windows 項目
• Linux 項目
• HP-UX 項目
「Windows 項目」，
「Linux 項目」，
「HP-UX 項目」を選択した場合は，それぞれの
サーバで指定できるインベントリ項目がツリーで表示されます。また，ツリービュー
の右側に，選択したインベントリ項目に応じた検索条件が表示されます。
3. 検索条件を指定する
検索条件には半角文字で 255 文字まで入力できます。表示される検索条件について
は，
「(4) ホスト検索時の検索条件」を参照してください。
＜ワイルドカード検索について＞
［ワイルドカード検索を行う］チェックボックスを ON にすることで，次のワイルド
カード文字を使用できます。
?：任意の 1 文字
*：任意の文字列
• ワイルドカード検索を行う場合，指定できる検索条件は一つだけとなります。ま
た，条件の記号は「等しい」で固定です。例えば，前述の画面で［ワイルドカード
検索を行う］チェックボックスを ON にすると，1 番目の検索条件は「Service
Pack 4」「等しい」となり，そのほかの検索条件「or」「Service Pack 5」
「等しい」
は非活性となります。
• 条件に「*」だけを指定すると，全ホストの情報が表示されます。
4. ［検索条件リストへ設定］ボタンをクリックする
指定した条件が，
［設定済み検索条件］リストに表示されます。検索条件は 10 個まで
設定できます。不要な検索条件を削除する場合は，削除する検索条件を選択して［リ
ストから削除］ボタンをクリックします。
複数の検索条件を指定した場合，
［項目間の条件式］に項目間の条件式を指定します。
項目間の条件式は and または or で指定でき，括弧を使用することもできます。例え
ば，
「項番 1」かつ「項番 2 〜 4 のどれか」に一致する条件を指定したい場合，次の
ように入力します。
1 and (2 or 3 or 4)
• 括弧の深度は 10 個まで指定できます。
• 項目間の条件式の「and」または「or」は 20 個まで指定できます。
• Windows 項目，Linux 項目，および HP-UX 項目を「and」で指定することはでき
ません。
5. ［OK］ボタンをクリックする
データベースの検索が開始され，条件に合うホストが［ホスト検索結果］ウィンドウ
に表示されます。
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［ホスト検索結果］ウィンドウが選択されている状態で再度ホスト検索を行うと，さらに
絞り込み検索ができます。また，［ホスト検索結果］ウィンドウに対して，次の操作がで
きます。
• ホスト検索結果の表示形式を切り替える
• ホスト検索結果を CSV 形式ファイルに出力する
• ホスト検索結果をグルーピングする
以下に，それぞれの操作方法について説明します。

（1） ホスト検索結果の表示形式を切り替える
1. ［ホスト検索結果］ウィンドウの［表示］メニューから［表示形式］−［詳細表示］
または［概要表示］を選択する
ホスト検索結果の表示形式が切り替わります。
次に，それぞれの表示形式について説明します。
詳細表示形式
一つの検索結果項目を一つの行で表示します。同一ホストの検索結果項目が複数で
ある場合は，それぞれの項目を複数行で表示します。
概要表示形式
同一ホストの検索結果をまとめて，一つの行で表示します。
Windows ドライブ名および Windows トータルドライブ容量もまとめて一つの行で
表示されます。
Windows ドライブ名の表示順に対応して，Windows トータルドライブ容量が表示
されます。

（2） ホスト検索結果を CSV 形式ファイルに出力する
1. ［ホスト検索結果］ウィンドウの［ファイル］メニューから［ホスト検索結果 CSV 形
式ファイル出力］を選択する
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックする
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（3） ホスト検索結果をグルーピングする
1. ［ホスト検索結果］ウィンドウの［グループ］メニューから［ユーザ定義］を選択す
る
［ユーザ定義］ウィンドウが表示されます。

2. ［ユーザ定義］ウィンドウの［編集］メニューから［新規グループ作成］を選択する
グループツリーに新しいグループが作成されます。
3. ［ホスト検索結果］ウィンドウから［ユーザ定義］ウィンドウへホストをドラッグ &
ドロップ，またはコピー & ペーストする
これで，グループにホストが登録されます。グループは複数個作成，および階層化で
きるので，検索結果に応じて目的別にグループを分けられます。また，グループの名
称もユーザが設定できるので，目的に応じたグループ名を設定してください。なお，
グループは 8 階層まで設定できます。
4. グループ作成後，
［ユーザ定義］ウィンドウの［ファイル］メニューから［保存］を
選択する
設定したユーザ定義のグループ情報が保存されます。
作成したグループの検索条件を参照したい場合，そのグループでマウスの右ボタンをク
リックして，表示されるメニューから［プロパティ］を選択します。
［（グループ名）の
プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
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（4） ホスト検索時の検索条件
データベースからホストを検索する場合に，［ホスト検索］ダイアログボックスから指定
できる検索条件を，検索項目別に示します。
表 6-2 検索条件（Windows 項目の場合）
カテゴリ 1
基本システム

カテゴリ 2
システム装置

OS& ネットワーク

CPU
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検索項目

入力形式

条件入力方式

エージェントバージョン

文字

※

システム BIOS バージョン

文字

等しい，以外

システム BIOS 作成日

文字

※

OS 名

文字

等しい，以外

OS バージョン

文字

※

サービスパック

文字

※

プロセッサ名

文字

等しい，以外

最大速度

数値：
MHz

※

プロセッサ数

数値

※

スロット番号

数値

※

装着状態

文字

等しい，以外

システムキャッシュサイズ

数値：キロ
バイト

※

6.

カテゴリ 1

カテゴリ 2
メモリ

ドライブ

拡張スロット

−

PCI

EISA

ディスクアレ
イ

CR80 and HA8000
内蔵 RAID

DF350/400

検索項目

入力形式

資産管理

条件入力方式

総メモリサイズ

数値：メガ
バイト

※

最大ページングファイルサイ
ズ

数値：キロ
バイト

※

ドライブ名

文字

※

ドライブ種別

文字

等しい，以外

トータルドライブ容量

数値：キロ
バイト

※

空きドライブ容量

数値：キロ
バイト

※

スロット番号

数値

※

ボード装着状態

文字

等しい，以外

ボード名

文字

等しい，以外

ベンダ名

文字

等しい，以外

スロット番号

数値

※

ボード装着状態

文字

等しい，以外

ボード名

文字

等しい，以外

ベンダ名

文字

等しい，以外

プロダクト名

文字

等しい，以外

コントローラプロダクト名

文字

等しい，以外

コントローラファームウェア
リビジョン

文字

※

キャッシュメモリサイズ

数値

※

論理ドライブ番号

数値

※

論理ドライブ RAID レベル

文字

等しい，以外

論理ドライブサイズ

数値

※

プロダクト名

文字

等しい，以外

ファームウェアリビジョン

文字

※

ハードウェアパス

文字

※

RAID 装置情報

文字

等しい，以外

コントローラ構成

文字

等しい，以外

コントローラバージョン

文字

※

メモリサイズ

数値

※

RAID グループ番号

数値

※

RAID レベル

文字

等しい，以外
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カテゴリ 1

カテゴリ 2
HA8000/30 内蔵
RAID

SVP

−

資産情報

装置情報

資産情報

管理者情報

設置場所 / その他

検索項目

入力形式

条件入力方式

論理ドライブ番号

数値

※

論理ドライブ RAID レベル

文字

等しい，以外

論理ドライブサイズ

数値

※

SVP マイクロリビジョン

文字

※

SVP マイクロ作成日

文字

※

プロダクト名

文字

等しい，以外

シリアル番号

文字

※

資産名称

文字

※

資産番号

文字

※

機器構成

文字

※

購入年月日

文字

※

減価償却期間

文字

※

管理部署名

文字

※

管理部署番号

文字

※

管理者名

文字

※

管理者番号

文字

※

管理者詳細情報

文字

※

運用管理者名

文字

※

運用管理者番号

文字

※

運用管理者詳細情報

文字

※

連絡先電話番号

文字

※

連絡先メールアドレス

文字

※

サイト情報

文字

※

設置場所詳細情報

文字

※

備考

文字

※

（凡例）
※：等しい，以外，以上，以下，＜，＞
−：該当しない

表 6-3 検索条件（Linux 項目の場合）
カテゴリ 1
基本システム
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カテゴリ 2
システム装置

検索項目

入力形式

条件入力方式

エージェントバージョン

文字

※

システム BIOS バージョン

文字

等しい，以外

システム BIOS 作成日

文字

※

6.

カテゴリ 1

カテゴリ 2
OS& ネットワーク

CPU

メモリ

ファイルシス
テム

拡張スロット

SVP

資産情報

−

PCI

−

装置情報

資産情報

検索項目

入力形式

資産管理

条件入力方式

OS 名

文字

等しい，以外

OS バージョン

文字

※

プロセッサ名

文字

等しい，以外

最大速度

数値：
MHz

※

プロセッサ数

数値

※

スロット番号

数値

※

装着状態

文字

等しい，以外

システムキャッシュサイズ

数値：キロ
バイト

※

総メモリサイズ

数値：メガ
バイト

※

最大ページングファイルサイ
ズ

数値：キロ
バイト

※

ファイルシステム番号

数値

※

マウントポイント

文字

等しい，以外

トータル容量

数値：キロ
バイト

※

空き容量

数値：キロ
バイト

※

スロット番号

数値

※

ボード装着状態

文字

等しい，以外

ボード名

文字

等しい，以外

ベンダ名

文字

等しい，以外

SVP マイクロリビジョン

文字

※

SVP マイクロ作成日

文字

※

プロダクト名

文字

等しい，以外

シリアル番号

文字

※

資産名称

文字

※

資産番号

文字

※

機器構成

文字

※

購入年月日

文字

※

減価償却期間

文字

※

管理部署名

文字

※

管理部署番号

文字

※

管理者名

文字

※
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カテゴリ 1

カテゴリ 2

管理者情報

設置場所 / その他

検索項目

入力形式

条件入力方式

管理者番号

文字

※

管理者詳細情報

文字

※

運用管理者名

文字

※

運用管理者番号

文字

※

運用管理者詳細情報

文字

※

連絡先電話番号

文字

※

連絡先メールアドレス

文字

※

サイト情報

文字

※

設置場所詳細情報

文字

※

備考

文字

※

（凡例）
※：等しい，以外，以上，以下，＜，＞
−：該当しない

表 6-4 検索条件（HP-UX 項目の場合）
カテゴリ 1
基本システム

カテゴリ 2
システム装置

OS& ネットワーク

CPU

メモリ

ファイルシス
テム
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−

検索項目

入力形式

条件入力方式

シリアル No

数値

※

CPU アーキテクチャ / バー
ジョン

文字

※

モデル名

文字

※

エージェントバージョン

文字

※

PDC/BMC ファームウェア
バージョン

文字

※

OS 名

文字

等しい，以外

OS バージョン

文字

※

プロセッサ名

文字

等しい，以外

命令キャッシュサイズ

数値：バイ
ト

※

データキャッシュサイズ

数値：バイ
ト

※

プロセッサ数

数値

※

総メモリサイズ

数値：メガ
バイト

※

スワップサイズ

数値：メガ
バイト

※

ファイルシステム番号

数値

※

6.

カテゴリ 1

ディスク

ディスクアレ
イ

回線

カテゴリ 2

検索項目

入力形式

資産管理

条件入力方式

マウントポイント

文字

等しい，以外

トータル容量

数値：キロ
バイト

※

空き容量

数値：キロ
バイト

※

ディスク番号

数値

※

容量

数値：キロ
バイト

※

ハードウェアパス

文字

等しい，以外

装置番号

数値

※

プロダクト名

文字

等しい，以外

ファームウェアリビジョン

文字

※

ハードウェアパス

文字

等しい，以外

コントローラ構成

文字

等しい，以外

コントローラバージョン

文字

※

メモリサイズ

数値：メガ
バイト

※

A/H-6593 and

ベンダ名

文字

等しい，以外

SANRISE2000

プロダクト名

文字

等しい，以外

製造番号

数値

※

マイクロコードバージョン

文字

※

コマンドデバイスファイル

文字

等しい，以外

RAID Manager LIB バージョ
ン

文字

※

共用メモリ A 面

数値：メガ
バイト

※

共用メモリ B 面

数値：メガ
バイト

※

キャッシュメモリ A 面

数値：メガ
バイト

※

キャッシュメモリ B 面

数値：メガ
バイト

※

チャネルアダプタタイプ

文字

等しい，以外

回線名

文字

等しい，以外

ハードウェアパス

文字

等しい，以外

回線アダプタ種別

文字

等しい，以外

回線種別

文字

等しい，以外

プロトコル種別

文字

等しい，以外

−

ディスクアレイ

−
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カテゴリ 1
SVP

カテゴリ 2
装置情報

自動通報先登録情
報

検索項目

入力形式

条件入力方式

SVP ファームウェアバージョ
ン

文字

※

日立オフライン診断プログラ
ムバージョン

文字

※

第 1 センタ電話番号

文字

等しい，以外

第 2 センタ電話番号

文字

等しい，以外

UPS

−

UPS 名称

文字

等しい，以外

資産情報

装置情報

プロダクト名

文字

等しい，以外

シリアル番号

文字

※

資産名称

文字

※

資産番号

文字

※

機器構成

文字

※

購入年月日

文字

※

減価償却期間

文字

※

管理部署名

文字

※

管理部署番号

文字

※

管理者名

文字

※

管理者番号

文字

※

管理者詳細情報

文字

※

運用管理者名

文字

※

運用管理者番号

文字

※

運用管理者詳細情報

文字

※

連絡先電話番号

文字

※

連絡先メールアドレス

文字

※

サイト情報

文字

※

設置場所詳細情報

文字

※

備考

文字

※

資産情報

管理者情報

設置場所 / その他

（凡例）
※：等しい，以外，以上，以下，＜，＞
−：該当しない

6.4.2

レポートスケジュールを設定する（自動レポート機
能）

自動レポート機能によって，マネージャサービスが管理するインベントリ情報を，指定
した時間にシステム管理者に e-mail で通知できます。ここでは，自動レポート機能を使
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用するための手順について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［ホスト管理］メニューから［レポートスケジュール］
を選択する
［レポートスケジュール設定］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［自動レポート通知］チェックボックスを ON にする
自動レポート通知が有効になり，
［レポート時間］，
［レポート条件］，および［レポー
ト方法］が設定できるようになります。
3. ［レポート時間］の［リストへ追加］ボタンをクリックする
［レポート時間設定］ダイアログボックスが表示されます。［レポート時間設定］ダイ
アログボックスでは，レポートを e-mail で通知する曜日や日時を設定します。
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［設定名称］に，設定するスケジュールの名称を入力します。デフォルトは「レポー
ト時間設定 n」
（n はレポート時間設定の個数）です。
そのほかの項目については，「6.2.2(2)

データベースの作成」の［データベース更新

スケジュール設定］ダイアログボックスと同様の手順で設定します。
各設定の適用規則を次に示します。
＜適用規則＞
•［レポートを通知する］ラジオボタンを ON にした場合，特定日の設定が優先され
ます。特定日設定と曜日設定の両方で「レポートを通知する」ラジオボタンを ON
に設定をした場合，設定時間に関係なく曜日設定は無効となります。
（例）特定日「1999/08/11 9:00（通知）
」，曜日「水曜日 12:00（通知）」の場合，水
曜 12:00 のレポートの通知は無効となります（1999/08/11 は水曜日です）
。
•［通知を除外する］ラジオボタンを ON にした場合，特定日と曜日の設定に優先順
位はありません。ただし，特定日設定で［レポートを通知する］ラジオボタンを
ON にし，かつ，曜日設定で［通知を除外する］ラジオボタンを ON にしている場
合，通知時間と除外時間が同じであれば，除外が優先されます。
（例）特定日「1999/08/11 9:00（通知）
」，曜日「水曜日 9:00（除外）
」の場合，除外
されます（1999/08/11 は水曜日です）
。
• レポートスケジュール時間は，「6.2.2(2)

データベースの作成」の［データベース

更新スケジュール設定］ダイアログボックスで設定した，データベース更新スケ
ジュール時間よりもあとになるように設定してください。データベース更新後にレ
ポートスケジュールを行うように設定すると，常に最新の情報がレポートされま
す。この場合，1 時間以上の間隔を空けてください。
•［レポートを通知する］ラジオボタンを ON にした場合，設定間隔が 30 分よりも小
さい場合，あとの設定がエラーになります。
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•［毎月］や［毎日］の設定をした結果，通知時間の間隔が 30 分未満となった場合は
あとの設定が無効になります。
4. ［OK］ボタンをクリックする
［レポートスケジュール設定］ダイアログボックスに戻ります。
5. レポート条件の［リストへ追加］ボタンをクリックする
［レポート条件設定］ダイアログボックスが表示されます。［レポート条件設定］ダイ
アログボックスでは，通知するレポートに含める，ホストのインベントリ情報の条件
を設定します。

各項目は，
「6.4.1 データベースからホストを検索する（ホスト検索機能）
」と同様の
手順で設定します。
6. ［OK］ボタンをクリックする
［レポートスケジュール設定］ダイアログボックスに戻ります。
7. 使用する［レポート時間］
，［レポート条件］
，および［レポート方法］を選択する
複数のレポート時間またはレポート条件を設定した場合，ここで選択したレポート時
間およびレポート条件でレポート通知されます。
［レポート時間設定］ダイアログボックスで，レポート時間の［通知を除外する］ラ
ジオボタンを ON にすると，レポート通知を行いません。
8. ［OK］ボタンをクリックする
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（1） レポート通知の形式
次の形式で通知されます。
e-mail の本文
次の内容となります。

添付ファイル
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［e-mail 設定］タブで選択した形
式のファイルが添付されます。次に CSV 形式と HTML 形式とについて，分けて説
明します。
• CSV 形式
次の CSV 形式の内容が添付されます。添付ファイル名は

YYYYMMDDhhmmInv.csv となります。

• HTML 形式
次の HTML 形式の内容が添付されます。添付ファイル名は

YYYYMMDDhhmmInv.html となります。
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注意
CSV 形式および HTML 形式の添付ファイルサイズが，
「6.2.2(3)

e-mail の設定

（自動レポート機能）
」の添付ファイルサイズを超えると，「指定された添付ファイル
のサイズを超えるため，これ以降の情報は送信しません。」のメッセージが添付ファ
イルに付加され，指定サイズ内に収まる情報だけが添付ファイルに書き込まれます。

6.4.3 ホストとデータベースの同期を取る
各ホストの持つインベントリ情報とマネージャサービスが保持するデータベースの内容
の一貫性を保つために，次のどちらかの方法で同期を取る必要があります。

（1） 手動同期
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［ホスト管理］メニューから［DB を最新の状態に更新］
を選択する
マネージャサービスが管理している全ホストのデータベースの内容が更新されます。

（2） スケジュール同期
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［レポート機能］タブを選択する
3. ［データベース更新スケジュール設定］ボタンをクリックする
［データベース更新スケジュール設定］ダイアログボックスが表示されます。
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4. ［データベースを更新する］ラジオボタンを ON にし，データベースを更新する曜日
または日時を指定する
［データベース更新スケジュール設定］ダイアログボックスの設定内容については，
「6.2.2(2) データベースの作成」の［データベース更新スケジュール設定］ダイアログ
ボックスの説明を参照してください。
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6.5 MIF 情報を表示する
JP1/ServerConductor では，エージェントサービスがホストの状態や情報を収集すると
き，MIF というフォーマットで定義された情報を使用しています。この情報も管理コン
ソールで表示できます。
注意
MIF 情報は HA8000 Windows サーバでだけ表示できます。
次に MIF 情報の表示方法を説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで MIF 情報を表示したいホストを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［MIF 情報］を選択する
［MIF 情報］ウィンドウが表示されます。

このウィンドウには，ホストが持っている MIF 情報が表示されます。詳細については，
マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレン
ス」に記載されている［MIF 情報］ウィンドウを参照してください。
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6.6 ハードウェア構成を確認する
JP1/ServerConductor では，管理対象ホストのハードウェア構成図をコンソールサービ
ス／ローカルコンソールサービスで表示できます。ハードウェア構成図を参照すること
で管理対象ホストの CPU や電源ユニットの場所を確認できます。
注意
1. 管理対象ホストにインストールしているエージェントサービスがハードウェア構
成図の表示機能に対応している必要があります。ハードウェア構成図の表示機能
は，管理対象ホストが Windows サーバの場合だけ使用できます。
2. 管理対象ホストがハードウェア構成図の表示機能に対応している必要がありま
す。
次にハードウェア構成図の表示方法を説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでハードウェア構成図を表示したいホストを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［図面表示］を選択する
次の［図面表示］ウィンドウが表示されます。

このウィンドウのダイアログバーには次のコントロールがあります。
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コントロールの機能

［戻る］ボタン

管理対象ホストが複数のハードウェア構成図を持っている場合，このボ
タンをクリックすることで前の図面を表示できます。先頭の図面を表示
しているときは最後の図面を表示します。

［次へ］ボタン

管理対象ホストが複数のハードウェア構成図を持っている場合，このボ
タンをクリックすることで次の図面を表示できます。最後の図面を表示
しているときは先頭の図面を表示します。

枚数表示テキストボックス

ウィンドウに表示している図面が全図面枚数の何枚目であるかを，「現
在表示している図面番号 ※ / 全図面枚数」の形式で表示します。

注※
先頭の図面から 1，2，3，…，n（n は全図面枚数）というように，この機能が各図面に割り
振っている番号を表示します。
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この章では，管理対象サーバまたは管理サーバに障害が発生し
た場合の障害の通知方法について説明します。また，通知され
たアラートの表示方法について説明します。

7.1 障害管理の概要
7.2 アラート情報を表示する
7.3 アラート通知をフィルタリングする
7.4 未通知アラートを通知する
7.5 アラート発生時のサーバの動作を設定する
7.6 アラート受信時にプログラムを自動起動する
7.7 アラートをほかのプログラムに通知する
7.8 アラートを e-mail で通知する
7.9 アラートをログファイルに記録する
7.10 ウォッチドッグタイマによる障害監視をする

307

7. 障害管理

7.1 障害管理の概要
JP1/ServerConductor では，管理対象のホスト，サーバシャーシ，または管理サーバで
発生した障害（アラート）を検出し，システム管理者へさまざまな方法で通知できます。
JP1/ServerConductor でできる障害管理について，次に説明します。
なお，仮想化プラットフォームのサーバの障害管理については「24.3.3 障害管理」を参
照してください。

（1） アラート情報を表示する
管理対象のホスト，サーバシャーシ，または管理サーバで発生したアラートを，管理コ
ンソールに表示できます。また，管理対象のホストに記録されたサーバアラートログ，
BIOS ポストログ，SVP ログの各種ログ情報を表示できます。

（2） 必要なアラートだけを通知する
管理対象ホストで発生したアラートのうち，特定のアラートレベルや特定のアラートだ
けを通知できます。

（3） 未通知アラートを通知する
管理コンソールが接続していない間に発生したアラートを，管理コンソールが管理サー
バに接続した時に通知できます。この機能は，BSM の場合だけ使用できます（Server
Manager では使用できません）
。
また，管理サーバが接続していない間にアラートが発生した場合，管理サーバが管理対
象サーバに接続した時に，未通知のアラートがある旨を通知できます。

（4） アラート発生時の管理対象サーバの動作を設定する
各アラートに対して，アラートが発生したら管理サーバに通知するか，何回同一アラー
トが発生したら管理サーバに通知するか，など，アラートの通知契機を設定できます。
また，アラートの発生を契機に，管理対象サーバの電源 OFF やリブートなどを自動的に
実行できます。

（5） アラート受信時にプログラムを自動起動する
アラートの受信を契機に，あらかじめ設定しておいたプログラムを自動で起動できます。
また，起動するプログラムのパラメタとして，アラート ID や発生時刻など，アラートの
情報を設定しておくこともできます。

（6） アラートをほかのプログラムに通知する
JP1/IM にアラートを通知できます。また，アラートを SNMP Trap に変換して，SNMP
マネージャに通知することもできます。
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（7） アラートを e-mail で通知する
管理対象のホスト，サーバシャーシ，または管理サーバで発生したアラートを e-mail で
システム管理者に通知できます。

（8） アラートをログファイルに記録する
管理対象のホストで発生したアラートを，ログファイルに記録できます。
また，管理対象ホストが Windows の場合，アラートをシステムのイベントログに記録で
きます。管理対象サーバが Linux または HP-UX サーバの場合，syslog ファイルに記録
できます。

（9） ウォッチドッグタイマによる障害監視をする
Agent から一定の間隔で送信される Reset コマンドを BMC が受信することで，OS が正
しく動作しているかどうかを監視できます。また，OS に異常が発生した場合に管理対象
サーバの電源をどのように制御するかを設定できます。
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7.2 アラート情報を表示する
JP1/ServerConductor では，管理対象サーバで発生したアラート情報を，通知アラート
として管理コンソールに表示できます。また，過去に発生したアラートをログに保存し
ておき，必要なときに参照できます。
JP1/ServerConductor でのアラート情報の表示を次の図に示します。
図 7-1 アラート情報の表示

参照できるアラートログの種類を次に示します。
サーバアラートログ
管理対象サーバで発生したすべてのアラートが格納されているログです。
BIOS ポストログ
管理対象サーバの起動時に BIOS が検出したエラーが格納されているログです。
SVP ログ
管理対象サーバに SVP 機能を搭載している場合，アラートは SVP にもログとして
格納されます。管理対象サーバの電源が入っていない場合でも，SVP を通してこの
ログを参照できます。なお，BladeSymphony での SVP ログは，サーバシャーシか
らだけ取得できます。
マネージャアラートログ
管理サーバで発生したアラートが格納されているログです。
ここでは，通知アラートを管理コンソールに表示する方法，および各種アラートログを
参照する方法について説明します。
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注意
• 検出できるアラート情報は管理対象によって異なります。検出できるアラート情
報の詳細については，コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスの
インストール先の help フォルダに格納されている「Invent.xls」を参照してくだ
さい。
• HP-UX サーバの場合，HP-UX EMS から通知された EMS イベントがアラートと
して通知され，アラートログとして記録されます。ただし，次の場合は，EMS イ
ベントを受信できません。
・エージェントサービスが停止している場合
・環境設定コマンドで AgtEmsFunc を False に設定した場合
この場合，発生した EMS イベントは，アラート通知およびアラートログへの記録
ができません。この間に発生した EMS イベントは，HP-UX EMS のログまたは
syslog で確認してください。詳細については，
「3.13 エージェントサービス
（HP-UX サーバ）の設定」を参照してください。
なお，環境設定コマンドで環境設定を変更すると，エージェントサービスが再起
動されます。再起動の間は EMS イベントを受信できません。

7.2.1 通知アラートを表示する
ここでは，管理対象のホストやサーバシャーシからの通知アラートを表示する方法につ
いて説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［アラート管理］メニューから［通知アラート表示］を
選択する
［通知アラート］ウィンドウが表示されます。

［通知アラート］ウィンドウには次の情報が表示されます。
表示項目

表示内容

発生日時

アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト

アラートが発生したホストのホスト名が表示されます。

アラートレベル※ 1

発生したアラートのレベルが表示されます。

内容※ 2

アラートの内容が表示されます。

確認状態

アラートについて調査や確認をしたかどうかが表示されます。アラートの確認に
ついては，
「(1) 通知アラートを確認する」を参照してください。
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表示項目

表示内容

アラート ID

アラート ID が表示されます。

発生部位

アラートが発生した部位（エージェントなど）が表示されます。

注※ 1
Windows のイベントログと JP1/ServerConductor のアラートレベルの対応は次の
とおりです。
JP1/ServerConductor のアラートレベル

イベントログ
情報

インフォメーション

警告

注意，警告

エラー

障害

syslog のレベルと JP1/ServerConductor のアラートレベルの対応は次のとおりです
（Linux，HP-UX 共に）。
syslog レベル

JP1/ServerConductor のアラートレベル

LOG_INFO

インフォメーション

LOG_WARNING

注意

LOG_ERR

警告，障害

また，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系
メッセージ」に記載されていないアラートが通知された場合，アラートレベルが取
得不可と表示されます。
注※ 2
通知アラートの内容に (SEL=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) と
表示されることがあります（
「SEL=」以降の表示は，ご使用のファームウェアに
よって異なります）
。これは，アラートに対応する SEL の情報がないことを示して
います。
また，通知できるアラートメッセージの長さは 255 バイトです。アラートメッセー
ジが 256 バイト以上の場合，メッセージの先頭部分が「...」に置き換わって通知さ
れます。

（1） 通知アラートを確認する
［通知アラート］ウィンドウには，通知されたアラートが表示されます。場合によって
は，アラートの数が多かったり，対策したアラートと未対策のアラートの区別が付かな
くなったりし，どのアラートについて対策する必要があるのかわからなくなることがあ
ります。
このため，［通知アラート］ウィンドウでは，確認済みのアラートと未確認のアラートを
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区別して表示できます。ここでは，確認済みのアラートと未確認のアラートを区別する
方法を説明します。
1. ［通知アラート］ウィンドウで，確認済みのアラートを選択する
アラートは複数個選択できます。
2. ［確認］メニューから［確認］を選択する
選択したアラートの確認状態が「済」になります。
すべての通知アラートを確認した（確認したことにする）場合は，
［確認］メニューの
［全確認］を選択してください。また，選択したアラートを削除する場合は［確認］メ
ニューの［消去］を選択してください。ただし，削除できるのは確認状態が「済」に
なっているアラートだけです。

（2） 通知されるアラートの設定
サーバで発生したすべてのアラートを管理コンソールに通知していては，重大なアラー
トの対処が遅れる場合があります。そのため，コンソールサービスでは，アラートが発
生したときのサーバの動作をあらかじめ設定しておいたり，通知アラートをフィルタリ
ングして必要なアラートだけを通知したりできます。これらの設定方法については，
「7.5

アラート発生時のサーバの動作を設定する」または「7.3 アラート通知をフィル

タリングする」を参照してください。

7.2.2 サーバアラートログを表示する
管理対象サーバで発生したすべてのアラートのログを管理コンソールから参照できます。
注意
管理サーバおよびサーバシャーシのアラートログは表示できません。

（1） 表示するサーバアラートログの設定
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，サーバアラートログを表示するサーバを選択する
必ずサーバを選択してください。また，複数選択はできません。
2. ［ホスト管理］メニューから［アラートログ］を選択する
［サーバアラートログ］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ［アラートログ一覧］から表示したいサーバアラートログの開始日を選択し，上の
［設定 >>］ボタンをクリックする
選択した日付が開始日に表示されます。
4. ［アラートログ一覧］から表示したいサーバアラートログの終了日を選択し，下の
［設定 >>］ボタンをクリックする
選択した日付が終了日に表示されます。
5. ［OK］ボタンをクリックする
設定した範囲のサーバアラートログが［サーバアラートログ］ウィンドウに表示され
ます。

（2）［サーバアラートログ］ウィンドウ
［サーバアラートログ］ウィンドウについて説明します。
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［サーバアラートログ］ウィンドウには次の情報が表示されます。
表示項目

表示内容

発生日時

アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト

アラートが発生したホストが表示されます。

アラートレベル

発生したアラートのレベルが表示されます。

内容

アラートの内容が表示されます。

アラート ID

アラート ID が表示されます。

発生部位

アラートが発生した部位（エージェントなど）が表示されます。

（a） サーバアラートログの表示範囲の変更
ほかの日付のサーバアラートログを表示する方法を次に示します。
1. ［サーバアラートログ］ウィンドウが選択された状態で，［ログ管理］メニューの［ロ
グ表示範囲の変更］を選択する
［サーバアラートログ］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［アラートログ一覧］から表示したいサーバアラートログの開始日と終了日を指定す
る
［サーバアラートログ］ダイアログボックスの設定方法については，「(1) 表示する
サーバアラートログの設定」を参照してください。
3. ［OK］ボタンをクリックする
設定した範囲のサーバアラートログが［サーバアラートログ］ウィンドウに表示され
ます。
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（b） サーバアラートログの削除
サーバアラートログは，アラートが発生した日単位で削除できます。管理対象サーバ上
のアラートログを削除する方法を次に示します。
1. ［サーバアラートログ］ウィンドウの［ログ管理］メニューから［削除］を選択する
［サーバアラートログ削除］ダイアログボックスが表示されます。

2. 削除したいサーバアラートログを選択して，［削除］ボタンをクリックする
3. ［閉じる］ボタンをクリックする

7.2.3

BIOS ポストログを表示する

BIOS ポストログとはシステム起動時に BIOS が検出したエラーを格納するログです。こ
の BIOS ポストログに格納されるエラーの種類については，コンソールサービスまたは
ローカルコンソールサービスのインストール先の help フォルダに格納されている
「Invent.xls」を参照してください。
注意
BIOS ポストログを表示できるのは，HA8000 の Windows サーバだけです。また，
BladeSymphony では BIOS ポストログを取得できません。
BIOS ポストログに対応している機種の詳細については，コンソールサービスまたは
ローカルコンソールサービスのインストール先の help フォルダに格納されている
「Invent.xls」を参照してください。
次に BIOS ポストログの表示方法について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，BIOS ポストログを表示したいサーバを選択する
BIOS ポストログを表示できるサーバは，現在正常に起動しているサーバだけです。
エラーが発生していたり，停止していたりするサーバの BIOS ポストログは表示でき
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ません。
2. ［ホスト管理］メニューから［BIOS ポストログ］を選択する
［BIOS ポストログ］ウィンドウが表示されます。

［BIOS ポストログ］ウィンドウには次の情報が表示されます。
表示項目

表示内容

発生日時

エラーが発生した日時が表示されます。

エラーコード

発生したエラーのコードが表示されます。

内容

エラーの詳細情報が表示されます。

付属データ

BIOS ポストログが付属データを持つ場合，その付属データが表示されます。付属
データの内容は BIOS ポストログの内容やエラー情報によって異なります。

7.2.4

SVP ログを表示する

電源制御で使用する SVP 機能が管理している SVP ログを表示できます。SVP ログを表
示できる管理対象を次に示します。
• サーバシャーシ
• SVP 機能を搭載した HA8000 に，SVP エージェントサービスをインストールしてい
るサーバ
• SVP 機能を搭載した HA8000 を VM ホストとして管理しているサーバ

（1） SVP ログの表示
ここでは，SVP ログ情報の表示方法について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，SVP ログを表示できる管理対象を選択する
SVP ログを表示できる管理対象は，
［ホスト管理］ウィンドウの「電源制御」の欄に
SVP の種類が表示されています。
2. ［ホスト管理］メニューから［SVP ログ］を選択する
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［SVP ログ］ウィンドウが表示されます。

［SVP ログ］ウィンドウには，SVP 機能が記録しているログ情報が表示されます。表示
される情報を次に示します。
表示項目

表示内容

発生日時

アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト

アラートが発生したホストのコンピュータ名が表示されます。

アラートレベル

発生したアラートのレベルが表示されます。

内容

アラートの内容が表示されます。

アラート ID

アラート ID が表示されます。

発生部位

アラートが発生した部位が表示されます。

7.2.5

マネージャアラートログを表示する

管理サーバで発生したすべてのアラートのログ（マネージャアラートログ）を管理コン
ソールに表示できます。また，マネージャアラートログの一覧を CSV 形式で出力した
り，印刷したりできます。
それぞれの方法について説明します。
注意
マネージャアラートログは，ローカルコンソールサービスおよび Web コンソール
サービスでは表示できません。

（1） マネージャアラートログの表示
マネージャアラートログの表示方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［表示］メニューから［サービス構成表示］を選択する
［ホスト管理］ウィンドウがサービス構成別の表示になります。
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2. ［ホスト管理］ウィンドウの左ペインで，アラートログを表示するマネージャサービ
スを選択する
3. ［アラート管理］メニューから［マネージャアラートログ］を選択する
［マネージャアラートログ］ウィンドウが表示されます。

［マネージャアラートログ］ウィンドウには，次の情報が表示されます。
表示項目
発生日時

表示内容
アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト

［ホスト管理］ウィンドウで選択したマネージャサービス名が表示されます。

アラートレベル

発生したアラートのレベルが表示されます。

内容

アラートの内容が表示されます。

アラート ID

アラート ID が表示されます。

発生部位

「マネージャサービス」が表示されます。

（2） マネージャアラートログの CSV 出力
マネージャアラートログを CSV 形式でファイルに出力する方法を次に示します。
1. ［マネージャアラートログ］ウィンドウの［ファイル］メニューから，［CSV 形式ファ
イル出力］を選択する
2. ファイル名を付けて保存する
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［マネージャアラートログ］ウィンドウの表示順に従って，CSV ファイルに出力され
ます。

（3） マネージャアラートログの印刷
マネージャアラートログを印刷する方法を次に示します。
1. ［マネージャアラートログ］ウィンドウの［ファイル］メニューから，
［印刷］を選択
する
2. ［OK］ボタンをクリックする
［マネージャアラートログ］ウィンドウの表示順に従って印刷されます。

7.2.6

未通知アラートを表示する

（1） 未通知アラートの表示方法
管理コンソール未接続時の未通知アラートは，管理コンソールから管理サーバに接続し
た時点で，まとめて管理コンソールに通知され，［通知アラート］ウィンドウに表示され
ます。［通知アラート］ウィンドウの起動方法については，
「7.2.1

通知アラートを表示

する」を参照してください。
未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知しない設定をしている場合，および管
理対象サーバ未接続時の未通知アラートがある場合，管理コンソールから管理サーバに
接続した時点で，「未通知のアラートがある」ということを示すアラート（0x3801）が管
理コンソールに通知されます。アラート 0x3801 が通知された場合は，発生部位を確認
し，それぞれの発生部位に対応するログを参照してください。
発生部位，発生部位に対応するログの種類，および各ログの表示方法の参照先を次に示
します。
表 7-1 発生部位，発生部位に対応するログの種類，および各ログの表示方法の参照先
発生部位

ログの種類

参照先

エージェント

サーバアラートログ

7.2.2

SVP

SVP ログ

7.2.4

マネージャサービス

マネージャアラートログ

7.2.5

（2） 注意事項
環境設定ユティリティの［保存設定］タブで［アラートの保存日数］または［アラート
の保存件数］を設定していても，次のどちらかの場合，［通知アラート］ウィンドウに未
通知アラートが表示されません。また，アラートが削除されたことを通知するアラート
も通知されません。
• アラートが発生してから［アラートの保存日数］で設定した日数の間，一度もマネー
ジャサービスにログインしなかった場合
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• アラートが発生してから［アラートの保存件数］で設定した件数のアラートが受信さ
れる間，一度もマネージャサービスにログインしなかった場合
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7.3 アラート通知をフィルタリングする
管理対象ホストで発生したすべてのアラートを管理コンソールに通知するのではなく，
アラートレベルやアラート単位でフィルタリングして，必要なアラートだけを通知でき
ます。通知アラートをフィルタリングすることで，システム管理者にとって重要なア
ラートだけを通知するといった障害管理ができます。
通知アラートのフィルタリングによる障害管理を，次の図に示します。この図では，障
害アラートだけを通知するようにフィルタリングを設定しています。
図 7-2 通知アラートのフィルタリングによる障害管理

7.3.1

サーバに対するアラートフィルタリング

Windows サーバ，Linux サーバ，HP-UX サーバの場合，次の 2 種類の方法でフィルタ
リングできます。
• アラートレベルでのフィルタリング
• アラート単位でのフィルタリング
次に，それぞれの設定方法について説明します。

（1） アラートレベルでのフィルタリング
管理対象サーバで発生したアラートを，アラートレベルで分類して，どのアラートレベ
ルを管理コンソールに通知するか設定できます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，アラートについて設定するサーバを選択する

322

7.

障害管理

1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
3. ［アラート］タブを選択する
［アラート］タブが表示されます。

4. ［通知アラート］で，通知するアラートレベルのチェックボックスを ON にする
5. ［OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックした直後から，設定したレベルのアラートが通知されます。

（2） アラート単位でのフィルタリング
管理対象サーバで発生したアラートのうち，どのアラートをコンソールサービスに通知
するかを設定できます。また，その設定をアラート属性ファイルに保存し，別のサーバ
にコピーすることもできます。次にそれぞれの方法について説明します。
（a） アラートごとに設定する
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，通知アラートについて設定するサーバを選択する
1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
3. ［各アラートの属性］タブを選択する
［各アラートの属性］タブが表示されます。
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4. ［アラート一覧］から，通知するアラートを選択する
アラート一覧には，選択したサーバが通知できるアラートだけが表示されます。
5. ［アラート発生通知］から，選択したアラートを通知するかどうかを設定する
選択したアラートを通知する場合は［通知する］ラジオボタンを ON にします。通知
しない場合は［通知しない］ラジオボタンを ON にします。また，通知する場合は，
そのアラートが何回発生したら通知するかの回数を設定します。
6. ［OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックした直後から，設定したアラートが通知されます。
（b） アラート属性ファイルを使用して設定する
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，アラート属性のコピー元となるサーバを選択する
1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
3. ［各アラートの属性］タブを選択する
［各アラートの属性］タブが表示されます。
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4. ［保存］ボタンをクリックする
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
5. ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックする
任意のフォルダにアラート属性ファイルを保存してください。このアラート属性ファ
イルには，
［各アラートの属性］タブの［アラート一覧］に表示されているすべての
アラート属性が保存されます。
6. ［OK］ボタンをクリックする
7. ［ホスト管理］ウィンドウで，アラート属性のコピー先のサーバを選択する
1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
8. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
9. ［各アラートの属性］タブを選択する
［各アラートの属性］タブが表示されます。
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10.［読込］ボタンをクリックする
［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。
11. アラート属性ファイルを選択し，［開く］ボタンをクリックする
現在の設定内容がアラート属性ファイルの内容で上書きされます。
12.［OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックした直後に，この設定がエージェントサービスへ反映されま
す。
注意
アラート属性ファイルと，
［各アラートの属性］ダイアログボックスの［アラート一
覧］とで，同一のアラート ID に対して異なる設定がされている場合，アラート属性
ファイル内のアラート属性が適用されます。
例えば，A というアラート ID に対して，アラート属性ファイルと，［アラート一覧］
とで設定内容に差異があった場合，A のアラート属性は次のように設定されます。
アラート ID(A) の有無
( アラート属性ファイル内 )

アラート ID(A) の有無
( アラート一覧内 )

ファイル読み込み後の
アラート ID(A) に対する属性

○

○

アラート属性ファイル内のアラート属
性が反映される

○

×

アラート属性は読み込まない

×

○

アラート属性は変更しない

×

×

アラート属性は読み込まない

（凡例）
○：A というアラート ID が存在する
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×：A というアラート ID が存在しない

（c） 注意事項
アラート発生通知の回数指定は，リブートや電源 OFF・ON 時にリセットされることは
ありません。

7.3.2

SVP に対するアラートフィルタリング

サーバで発生したアラートを，イベントで分類して，どのアラートを管理コンソールに
通知するか設定できます。
注意
管理対象が BladeSymphony の場合は，SVP に対するアラートフィルタリングはで
きません。

（1） Windows サーバの設定
1. 管理対象サーバで，
［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］
−［Server Manager］−［SVP PCI 設定ユティリティ］を選択する
［SVP セットアップ］画面が起動されます。
2. ［障害監視をする］チェックボックスを ON にする
3. ［詳細設定］ボタンをクリックする
［障害監視 詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［アラート通知］から，通知するイベントを選択する
イベントの設定内容を次に示します。
• なし
アラートの通知をしません。
• あり（障害通知）
障害のイベントだけをアラートとして通知します。
• あり（情報通知）
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情報のイベントだけをアラートとして通知します。
• あり（全通知）
すべてのイベントをアラートとして通知します。
5. ［OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックした直後から，設定したイベントのアラートが通知されま
す。

（2） Linux サーバの設定
1. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Configuration Main Menu
####
1. Advanced Agent Configuration File
2. Load SVPmicro Program
3. SVP Setup
4. SNMP Configuration File
Command (1-4/Quit)>

2. 「1.Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Disabled]
[Disabled]

3. 「1. SVPAgentService」を選択し，
「Enabled」に設定する
Advanced Agent 設定メニューの「1. SVPAgentService」が「Enabled」になります。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Enabled]
[Disabled]

4. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
5. 「3. SVP Setup」を選択する
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SVP 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
SVP Setup
####
# SVPmicroProgramVersion
[04-00-xx]
1.ErrorWatching
[Enabled] 11.Destination2-Port [20079]
2.ErrorWatchingDetailSetting ->
12.Destination3-Name [Mr.C
]
.............以下省略.............
Command(1-19/Menu/Quit)>

6. 「2.ErrorWatchingDetailSetting」を選択する
ErrorWatchingDetailSetting サブメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Error Watching Detail Setting
####
# SVPmicroProgramVersion
[04-00-xx]
1.ErrorWatchingInterval
[3]
2.ProcessAtError
[0]
3.AlertNotification
[1]
4.PowerOnWatching
[Disabled]
5.PowerOnWatchingTimeout
[10]
6.PowerOffWatching
[Disabled]
7.PowerOffWatchingTimeout
[10]
8.RebootWatching
[Disabled]
9.RebootWatchingTimeout
[20]
Command(1-9/Menu/Quit)>

7. 「3.AlertNotification」を選択し，通知するイベントを 0 〜 3 の中から設定する
イベントの設定内容を次に示します。
• 0：なし
アラートの通知をしません。
• 1：あり（障害通知）
障害のイベントだけをアラートとして通知します。
• 2：あり（情報通知）
情報のイベントだけをアラートとして通知します。
• 3：あり（全通知）
すべてのイベントをアラートとして通知します。
8. 「Quit」を選択する
SVP 設定メニューに戻ります。
9. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，
「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
10.「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。
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7.3.3

フィルタリングしたアラートの通知結果

アラート単位で「通知しない」と設定した場合，そのアラートはアラート関連のすべて
の機能で無効となります。アラートログやイベントログなどのログファイルにも記録さ
れません。
一方，アラートレベルで「通知しない」と設定した場合，そのアラートはコンソール
サービスやほかのプログラムへの通知，および e-mail による通知はされませんが，ア
ラートログやイベントログなどのログファイルには記録されます。また，アラート発生
時のサーバ動作の設定も有効です。次の表に，アラート単位とアラートレベルでの設定
によって異なる障害管理機能の有効性を示します。
表 7-2 障害管理機能の有効性
プログラム

−

障害管理機能

コンソールサービスへの
通知

コンソールサービス
ローカルコンソール
サービス

マネージャサービス

エージェントサービス

SNMP トランスレータ
エージェントサービス

プログラム起動

e-mail 連携
JP1/IM への通知

ログファイルへの記録
サーバ動作設定

SNMP マネージャへの通
知

アラート単位
での設定

通知する

−：該当なし
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機能の
有効性

通知する

有効

通知しない

無効

通知しない

−

無効

通知する

通知する

有効

通知しない

無効

通知しない

−

無効

通知する

通知する

有効

通知しない

無効

通知しない

−

無効

通知する

通知する

有効

通知しない

有効

通知しない

−

無効

通知する

通知する

有効

通知しない

無効

−

無効

通知しない

（凡例）

アラートレベ
ル
での設定

7.

障害管理

7.4 未通知アラートを通知する
管理コンソールが管理サーバに接続していない間に管理サーバまたは管理対象サーバで
発生したアラートを，管理サーバ上に保存しておき，管理コンソールが接続した時に通
知できます。この機能は，BSM の場合だけ使用できます（Server Manager では使用で
きません）。
また，管理対象サーバが管理サーバに接続していない間に管理対象サーバでアラートが
発生した場合，管理対象サーバが接続した時に「未通知のアラートがある」ということ
を示すアラートが，管理サーバに通知されます。
注意
未通知アラートは，ローカルコンソールサービスおよび Web コンソールサービスで
は表示できません。
ここでは，アラート通知の仕組み，および通知に必要な設定について説明します。

7.4.1 管理サーバ未接続時の未通知アラートの通知
（1） 管理コンソールが管理サーバに接続していない場合
管理コンソールが管理サーバに接続していない間に管理対象サーバで発生したアラート
は管理サーバ上に保存されます。
未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知する場合，管理コンソールが管理サー
バに接続した時点で，未通知のアラートがまとめて管理コンソールに通知されます。
未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知する場合のアラート通知の流れを，次
の図に示します。
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図 7-3 未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知する場合のアラート通知の流れ

未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知しない場合，管理コンソールが管理
サーバに接続した時点で，「未通知のアラートがある」ということを示すアラート
（0x3801）が管理コンソールに通知されます。
未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知しない場合のアラート通知の流れを，
次の図に示します。
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図 7-4 未通知のアラートを管理コンソール接続時に通知しない場合のアラート通知の流
れ

（2） 管理対象サーバが管理サーバに接続していない場合
管理対象サーバが管理サーバに接続していない間に管理対象サーバでアラートが発生し
た場合，管理対象サーバが管理サーバに接続した時点で，
「未通知のアラートがある」と
いうことを示すアラート（0x3801）が管理サーバに通知されます。このアラートは，管
理コンソールが管理サーバに接続した時点で，管理コンソールに通知されます。
管理対象サーバが未接続時のアラート通知の流れを，次の図に示します。
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図 7-5 管理対象サーバが未接続時のアラート通知の流れ

7.4.2

管理コンソール未接続時の未通知アラートを通知する
ための設定

管理コンソール未接続時の未通知アラートを通知する場合，コンソールサービスに対す
る設定とマネージャサービスに対する設定が必要です。それぞれの設定方法を次に示し
ます。

（1） コンソールサービスに対する設定
コンソールサービスに対して，未通知アラートを受信するかどうかを設定します。
注意
マネージャサービスへのログイン時に未通知アラートを受信できるのは，BSM を使
用している場合だけです。
1. コンソールサービスをインストールしたサーバで環境設定ユティリティを実行する
環境設定ユティリティの起動方法については，「3.8 環境設定ユティリティの基本操
作」を参照してください。
2. ［コンソールサービス］タブを選択し，
［詳細設定］ボタンをクリックする
3. ［アラート］タブを選択する
環境設定ユティリティの［アラート］タブが表示されます。
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4. ［マネージャサービスへのログイン時に未受信アラートを受信する］チェックボック
スを ON にする
5. ［OK］ボタンをクリックする

（2） マネージャサービスに対する設定
マネージャサービスに対して，未通知アラートの保存日数および保存件数を設定します。
1. マネージャサービスをインストールしたサーバで環境設定ユティリティを実行する
環境設定ユティリティの起動方法については，
「3.8 環境設定ユティリティの基本操
作」を参照してください。
2. ［マネージャサービス］タブを選択し，［詳細設定］ボタンをクリックする
3. ［保存設定］タブを選択する
環境設定ユティリティの［保存設定］タブが表示されます。
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4. ［アラート保存設定］の各項目を設定する
ここでは，次の情報を設定します。
設定項目

設定内容

アラートの保存日数

マネージャサービスがアラートを保存する日数を設定します。設定範囲は 1 〜
1,000 です。デフォルトは 30 日です。
ここで指定した保存日数を超えた場合，アラートは削除されます。

アラートの保存件数

マネージャサービスがアラートを保存する件数を設定します。設定範囲は 1,000
〜 65,535 です。デフォルトは 65,535 件です。
ここで指定した保存件数を超えた場合，古いアラートから削除されます。

注意
次のどちらかの条件が成立すると，通知アラート画面に対象のアラートが表示されなくなりま
す。また，アラートが削除される際に，削除する旨のアラートは通知されません。
・アラートが発生してから「アラートの保存日数」で指定した日数の間，一度もマネージャサー
ビスにログインしなかった場合
・アラートが発生してから「アラートの保存件数」で指定した件数のアラートを受信する間，一
度もマネージャサービスにログインしなかった場合

5. ［OK］ボタンをクリックする
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7.5 アラート発生時のサーバの動作を設定する
アラートが発生したとき，サーバをどのように動作させるかを，アラートごとに設定で
きます。また，その設定をアラート属性ファイルに保存し，別のサーバにコピーするこ
ともできます。

7.5.1 アラート発生時のサーバの動作
アラートが発生したときのサーバの動作は，次の中から選択できます。
• 何もしない
• 電源 OFF
• リブート
• シャットダウン
また，アラート発生時に管理対象サーバ上で起動しているプロセスを強制終了するかど
うかも設定できます。プロセスの強制終了とは，電源 OFF，リブート，およびシャット
ダウンの各サーバ動作のシャットダウン処理時に，サーバで動作している各プロセスに
強制終了を指示することです。
管理対象サーバをクラスタ構成にしている場合，アラート発生時にフェイルオーバーす
るかどうかも設定できます。

7.5.2 アラート発生時のサーバの動作の設定方法
アラート発生時のサーバの動作は，アラートごとに設定する方法と，アラート属性ファ
イルを使用して設定する方法とがあります。次にそれぞれの方法について説明します。

（1） アラートごとに設定する
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，通知アラートについて設定するサーバを選択する
1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
3. ［各アラートの属性］タブを選択する
［各アラートの属性］タブが表示されます。
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4. ［アラート一覧］から，アラート発生時のサーバの動作を設定するアラートを選択す
る
アラート一覧には，選択したサーバが通知できるアラートだけが表示されます。
5. ［イベント発生時のサーバ動作］から，イベント発生時のサーバ動作を設定する
次の項目を設定します。
設定項目
イベント発生時のサーバ動
作※ 1

設定内容
イベントが発生したときのサーバの電源操作を次の中から選択します。
• 何もしない
• 電源 OFF ※ 2
• リブート
• シャットダウン※ 2

プロセスの強制終了

イベントが発生したときに起動していたプロセスを強制終了するかどう
かを設定します。
「電源 OFF」，「リブート」
，または「シャットダウン」
を選択したときだけ設定できます。

注※ 1
HP-UX サーバの場合，
［イベント発生時のサーバ動作］は設定できません。
注※ 2
ハードウェアおよび OS が APM や ACPI などの電源制御規格に対応しているかどうかで，電源
OFF またはシャットダウンを選択したときの，イベント発生時のサーバの動作が異なります。
電源制御規格への対応とイベント発生時のサーバの動作を次の表に示します。
ボタンの選択

イベント発生時のサーバの動作
対応している

［電源 OFF］ラジオボタン ON
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対応していない
電源 OFF
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イベント発生時のサーバの動作
対応している

［シャットダウン］ラジオボタン
ON
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電源 OFF

対応していない
電源 OFF できる状態になる

（凡例）
対応している：ハードウェアおよび OS が電源制御規格に対応している
対応していない：ハードウェアまたは OS が電源制御規格に対応していない

6. ［フェイルオーバー］から，イベントが発生したときにサーバがフェイルオーバーす
るかどうかを選択する
イベントが発生したときにサーバがフェイルオーバーするかどうかを設定します。
フェイルオーバーする場合は，
［する］ラジオボタンを ON にします。フェイルオー
バーしない場合は，
［しない］ラジオボタンを ON にします。
注意
［フェイルオーバー］は，MSCS またはフェールオーバークラスタでクラスタ管
理をしている Windows サーバだけに設定できます。
7. ［OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックした直後から設定内容が有効になります。

（2） アラート属性ファイルを使用して設定する
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，アラート属性のコピー元となるサーバを選択する
1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
3. ［各アラートの属性］タブを選択する
［各アラートの属性］タブが表示されます。
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4. ［保存］ボタンをクリックする
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
5. ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックする
任意のフォルダにアラート属性ファイルを保存してください。このアラート属性ファ
イルには，［各アラートの属性］タブの［アラート一覧］に表示されているすべての
アラート属性が保存されます。
6. ［OK］ボタンをクリックする
7. ［ホスト管理］ウィンドウで，アラート属性のコピー先のサーバを選択する
1 台のサーバを選択してください。複数選択はできません。
8. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
9. ［各アラートの属性］タブを選択する
［各アラートの属性］タブが表示されます。
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10.［読込］ボタンをクリックする
［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。
11. アラート属性ファイルを選択し，
［開く］ボタンをクリックする
現在の設定内容がアラート属性ファイルの内容で上書きされます。
12.［OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックした直後に，この設定がエージェントサービスへ反映されま
す。
注意
アラート属性ファイルと，［各アラートの属性］ダイアログボックスの［アラート一
覧］とで，同一のアラート ID に対して異なる設定がされている場合，アラート属性
ファイル内のアラート属性が適用されます。
例えば，A というアラート ID に対して，アラート属性ファイルと，［アラート一覧］
とで設定内容に差異があった場合，A のアラート属性は次のように設定されます。
アラート ID(A) の有無
( アラート属性ファイル内 )

アラート ID(A) の有無
( アラート一覧内 )

ファイル読み込み後の
アラート ID(A) に対する属性

○

○

アラート属性ファイル内のアラート属
性が反映される

○

×

アラート属性は読み込まない

×

○

アラート属性は変更しない

×

×

アラート属性は読み込まない

（凡例）
○：A というアラート ID が存在する
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×：A というアラート ID が存在しない

（3） 注意事項
•［イベント発生時のサーバ動作］で設定した動作が実行されると，設定内容はリセット
され，
「何もしない」が設定された状態に戻ります。そのため，サーバ動作が実施され
たあとは必要に応じて再設定してください。
• イベントの発生個所によっては，アラート発生通知，イベント発生時のサーバ動作，
またはフェイルオーバーを設定できない場合があります。アラート発生通知，イベン
ト発生時のサーバ動作，またはフェイルオーバーを設定できないアラートについては，
コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスのインストール先の help フォ
ルダに格納されている「Invent.xls」を参照してください。
• ウォッチドッグタイムアウトが発生した場合のサーバ動作は，
［各アラートの属性］タ
ブでは設定できません。次に示す個所を参照して設定してください。
• 3.16.4(2)

SVP PCI ボードの設定（Windows サーバ）

• 3.16.4(3)(b)
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7.6 アラート受信時にプログラムを自動起動す
る
ここでは，ホストからアラートが通知されたとき，任意のプログラムを起動させる場合
の設定方法について説明します。この方法を利用すると，アラートが通知されたときに
ブザーを鳴らしたり，独自のメッセージを表示させたりできます。
プログラムの自動起動の概要を次の図に示します。
図 7-6 プログラムの自動起動の概要

アラート受信時にプログラムを自動起動するためには，次の設定をしてください。
1. アラート受信時にプログラムを自動起動する環境へアラートアクションサービスをイ
ンストールする
2. 「7.6.1 接続先アラートアクションサービスの設定」を参照して，マネージャサービ
スまたはローカルコンソールサービスの設定をする
3. 「7.6.2 自動起動するプログラムの設定」を参照して，アラートアクションサービス
の設定をする
注意
アラートアクションサービスには通知されないアラートがあります。アラートアク
ションサービスには通知されないアラートについては，「7.6.3 アラートアクション
サービスに通知されないアラート」を参照してください。

7.6.1 接続先アラートアクションサービスの設定
マネージャサービスまたはローカルコンソールサービスで接続先アラートアクション
サービスを設定する方法を説明します。
1. マネージャサービスまたはローカルコンソールサービスをインストールしたサーバで
環境設定ユティリティを実行する
環境設定ユティリティの起動方法については，
「3.8 環境設定ユティリティの基本操
作」を参照してください。
2. ［マネージャサービス］タブまたは［ローカルコンソールサービス］タブを選択し，
［詳細設定］ボタンをクリックする
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3. ［アラートアクションサービス］タブを選択する
［アラートアクションサービス］タブが表示されます。

4. 接続先アラートアクションサービスを新規に登録または削除する場合は，［登録／削
除］ボタンをクリックする
［接続先アラートアクションサービス登録／削除］ダイアログボックスが表示されま
す。

（1） 接続先アラートアクションサービスを新規に登録する場合
接続先アラートアクションサービスを指定してアラートアクションサービスリストへ登
録します。
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1. 接続先アラートアクションサービスの IP アドレスまたはホスト名を入力する
1 〜 256 バイトの範囲で入力してください。
2. 接続先アラートアクションサービスのコメントを入力する
1 〜 256 バイトの範囲で入力してください。
3. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
アラートアクションサービスリストへ新規に登録されます。なお，接続先アラートア
クションサービスは 4 個まで登録できます。

（2） 接続先アラートアクションサービスを削除する場合
登録済みアラートアクションサービスリストから削除します。
1. 登録済みアラートアクションサービスリストから，削除したいアラートアクション
サービスを選択する
2. ［リストから削除］ボタンをクリックする
登録済みアラートアクションサービスリストから接続先アラートアクションサービス
が削除されます。

（3） 接続順序を変更する場合
複数のアラートアクションサービスに接続する場合，登録済みアラートアクションサー
ビスリストに登録されている順番に接続されます。複数のアラートアクションサービス
に接続するときの優先順位（接続順位）を変更します。
1. 登録済みアラートアクションサービスリストから，優先順位を変更したいアラートア
クションサービスを選択する
2. ［↑上へ］［↓下へ］ボタンをクリックする
接続順序が変更されます。上へ行くほど優先順位が高くなります。

7.6.2 自動起動するプログラムの設定
（1） 設定方法
アラート発生時のプログラム起動を設定する場合，次の操作を行います。
1. アラートアクションサービスをインストールしたサーバで環境設定ユティリティを実
行する
環境設定ユティリティの起動方法については，
「3.8 環境設定ユティリティの基本操
作」を参照してください。
2. ［アラートアクションサービス］タブを選択する
［アラートアクションサービス］タブが表示されます。
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このダイアログボックスで次の内容を設定します。
設定項目

設定内容

プログラム

アラートが通知されたときに起動させるプログラムを指定します。プログラム名は絶
対パスで指定してください。1 〜 256 バイトの範囲で指定します。なお，指定できる
プログラムは一つだけです。複数のプログラムを起動させたい場合は，バッチプログ
ラムを作成し，そのプログラムを指定してください。

マクロ

プログラム起動時に，プログラムで使用するデータを指定します。マクロには次の種
類があります。各マクロを指定するとアラートに関する情報が展開され，プログラム
で利用できます。
• %D
アラートの発生日に展開されます。形式は yyyymmdd です。
• %T
アラートの発生時刻に展開されます。形式は HHMMSS です。
• %M
アラートが発生したホストのホスト名，サーバシャーシ ID，または HVM 識別子に
展開されます。
• %L
発生したアラートのアラートレベルの文字列に展開されます。
• %I
発生したアラートのアラート ID に展開されます。形式は，0Xxxxx です。
• %S
発生したアラートの内容の文字列に展開されます。※
• %P
発生したアラートの発生部位の文字列に展開されます。

注※
通知できるアラートメッセージの長さは 255 バイトです。アラートメッセージが 256 バイト以
上の場合，メッセージの先頭部分が「...」に置き換わって通知されます。
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3. 設定内容を確認し，問題がなければ，
［OK］ボタンをクリックする
次回のアラート通知時からプログラムが起動されます。

（2） 使用例
例えば，次のようなバッチファイルを起動プログラムとして登録します。
登録するプログラム
c:¥alert.bat %I
この例では，プログラム起動時にパラメタとして %I（アラート ID）を付けるよう
に指定しています。
alert.bat の内容
echo off
if %1==0x13B0 alert.wav
この起動プログラムは，アラート ID

0x13B0（OS ハングアップ検出時のアラー

ト）が通知されたときに音を鳴らします。

（3） 注意事項
GUI などのユーザインタフェースを持つプログラムを，自動起動するプログラムとして
設定している場合，そのマシンからログアウトしている間は，ユーザインタフェースは
表示されません。ログインした時点で，表示されます。

7.6.3 アラートアクションサービスに通知されないアラート
次のアラートはアラートアクションサービスに通知されません。
• アラート ID が 0x3801 のアラート
• マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッセー
ジ」に記載されていないアラート
なお，アラート ID が 0x3801 のアラートの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッセージ」を参照してください。
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7.7 アラートをほかのプログラムに通知する
ここでは，アラートを JP1/IM または SNMP マネージャに通知する方法について説明し
ます。

7.7.1

アラートを JP1/IM に通知する

マネージャサービスが受け取ったアラートを，JP1 のイベントサーバにイベントとして
通知できます。これによって，JP1/IM の統合 View のイベントコンソールから，JP1/
ServerConductor の通知アラートを参照できるようになります。
アラートを JP1/IM に通知する設定については，「16.3.1

アラートを JP1/IM に通知す

る」を参照してください。
なお，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッ
セージ」に記載されていないアラートは通知できません。

7.7.2

アラートを SNMP マネージャに通知する

SNMP トランスレータエージェントサービスによって，アラートを SNMP マネージャ
に通知できます。SNMP で送信されたアラートは，SNMP マネージャにイベントとして
通知され，SNMP マネージャでビジュアルに表示できます。SNMP マネージャとの連携
については，「17.

SNMP トランスレータ」を参照してください。

注意
SNMP トランスレータから通知できるアラート情報は，ハードウェア障害だけで
す。使用率超過など，ハードウェア障害以外のアラート，および SVP 機能から発行
されるアラートは通知されません。
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7.8 アラートを e-mail で通知する
ホストでアラートが発生した場合，必ずしもシステム管理者が管理コンソールを利用し
ているとは限りません。このような場合に，この e-mail 連携機能を利用すると，システ
ム管理者の e-mail アドレスあてにアラートのメールを通知できます。e-mail 連携を使用
した場合のアラート通知について次の図に示します。
図 7-7 e-mail 連携を使用した場合のアラート通知

図 7-8 ローカルコンソールで e-mail 連携した場合のアラート通知

7.8.1

e-mail（アラート通知）

ここでは，アラートを e-mail で通知する方法について説明します。

（1） アラートアクション e-mail の設定
e-mail を利用してアラートを通知する場合の設定手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［表示］メニューから［サービス構成表示］を選択する
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［ホスト管理］ウィンドウがサービス構成別の表示になります。
2. ［ホスト管理］ウィンドウの左ペインで，e-mail 設定をするマネージャサービスを選
択する
3. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［e-mail 設定］タブを選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［e-mail 設定］タブが表示されま
す。

ここで，次の内容を設定します。
設定項目
e-mail 設定を行う機
能を選択してくださ
い。

設定内容
［アラートアクション］を選択します。

宛先

アラートを送信する e-mail のアドレスを指定します。256 バイト以内で指定し
てください。

発信者

e-mail の発信元となる e-mail のアドレスを指定します。63 バイト以内で指定
してください。

件名

メールの件名となる文字列を指定します。63 バイト以内で指定してください。
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設定内容

メールサーバ

発信者の e-mail アドレスが所属しているメールサーバのホスト名を指定しま
す。63 バイト以内で指定してください。

e-mail テストを行う

e-mail 通知先リストに表示されているすべての e-mail アドレスにテストメール
を送信する場合，このチェックボックスを ON にします。テストメールのタイ
トルと本文には「Test Mail」が設定され，添付ファイルは無しとなります。
テストメールは，
［OK］ボタンをクリックした時点で送信されます。

5. すべての項目を設定したら，
［↓リストに追加］ボタンをクリックする
［宛先］に設定した e-mail アドレスが［e-mail 通知先リスト］に追加されます。
e-mail アドレスは四つまで設定できます。
［e-mail 通知先リスト］に追加された e-mail アドレスを削除する場合は，削除する
e-mail アドレスを選択し，［リストから削除］ボタンをクリックしてください。
6. ［OK］ボタンをクリックする
デフォルトではすべてのアラートが e-mail 送信されます。e-mail で通知したいアラート
を選択する場合は，
「(a) e-mail で通知したいアラートを選択する場合」を参照してく
ださい。
マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッセー
ジ」に記載されていないアラートは e-mail 送信できません。
（a） e-mail で通知したいアラートを選択する場合
特定のアラートが発生した場合だけ e-mail で通知したいときは，e-mail で通知するア
ラートを選択できます。e-mail で通知するアラートを選択する場合の設定手順を次に示
します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［表示］メニューから［サービス構成表示］を選択する
［ホスト管理］ウィンドウがサービス構成別の表示になります。
2. ［ホスト管理］ウィンドウの左ペインで，e-mail 設定をするマネージャサービスを選
択する
3. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［e-mail 設定］タブを選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［e-mail 設定］タブが表示されま
す。
5. ［アラート選択］ボタンをクリックする
［アラート設定］ダイアログボックスが表示されます。
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6. ［アラート一覧］から e-mail で通知したいアラートを選択する
すべてのアラートを通知する場合は，［全て選択］ボタンをクリックしてください。
ボタンは，クリックするたびに［全て選択］ボタンと［全て非選択］ボタンが切り替
わります。
7. アラートを選択したら，［OK］ボタンをクリックする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［e-mail 設定］タブに戻ります。

（2） e-mail で通知される情報
e-mail でアラートを通知した場合，次のような情報が送信されます。
送信項目

内容

送信先

e-mail 通知設定項目の宛先に設定した e-mail アドレスです。

送信元

e-mail 通知設定項目の発信者に設定した e-mail アドレスです。

タイトル

e-mail 通知設定項目の件名に設定した内容です。

発生日時

アラートが発生した日時です。

発生サーバ

アラートが発生したサーバのホスト名です（ホスト名が半角で 16 文字以上の場合，
15 文字までが表示されます）。

アラートレベル

発生したアラートのアラートレベルです。

アラート ID

発生したアラートのアラート ID です。

内容

発生部位
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発生したアラートの説明です。通知できるアラートメッセージの長さは 255 バイ
トです。アラートメッセージが 256 バイト以上の場合，メッセージの先頭部分が
「...」に置き換わって通知されます。
アラートの発生個所です。
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7.9 アラートをログファイルに記録する
管理対象ホストで発生したアラートはログとして記録されます。JP1/ServerConductor
で発生したアラートを記録するログファイルは次のとおりです。
• アラートログ
• SVP ログ
• イベントログ（Windows サーバの場合）
• syslog（Linux サーバまたは HP-UX サーバの場合）
ここでは，これらのログの格納先について説明します。また，アラートをイベントログ
または syslog に記録するための設定方法について説明します。

7.9.1 サーバアラートログに記録する
エージェントサービスが検出したサーバのアラートはサーバアラートログに記録されま
す。サーバのアラートログはそれぞれ次の場所にあります。
サーバ
Windows サーバ
Linux サーバ
HP-UX サーバ

サーバアラートログの保存場所
JP1/ServerConductor インストール先フォルダの Log フォルダ下
ログファイル・一時ファイルの格納用ディレクトリ
（/var/opt/hitachi/system_manager）の log ディレクトリ下
アラートログの出力ディレクトリ（/var/opt/htcsma/）下

注意
［エージェントサービス設定］ダイアログボックスの［アラート］タブ，またはエー
ジェント設定メニューの AlertKeepDays で設定した保存日数より古いアラートログ
は，新しいアラートが発生したタイミングで削除されます。したがって，新しいア
ラートが発生しなければ，保存日数より古いアラートログは削除されません。

7.9.2

SVP ログに記録する

Windows サーバおよび Linux サーバの SVP 機能と，サーバシャーシで検出されたア
ラートは SVP ログファイルに記録されます。SVP ログファイルは SVP が保持していま
す。

7.9.3 イベントログに記録する
Windows サーバで発生したアラートをアプリケーションログとして記録できます。記録
したアプリケーションログは，ほかのアプリケーションで利用できます。アプリケー
ションログには，
「7.3.1(2) アラート単位でのフィルタリング」で設定した通知アラー
トの情報が記録されます。
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注意
アラートをアプリケーションログとして記録した場合，イベントビューアなどで参
照してください。また，アラートをアプリケーションログとして記録できるのは，
Windows サーバだけです。

（1） アプリケーションログの記録
アラートをアプリケーションログとして記録する場合，次の方法で設定します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，アプリケーションログの記録の設定をするサーバを選
択する
複数のサーバを選択することはできません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
3. ［アラート］タブを選択する
［アラート］タブが表示されます。

4. ［通知アラート］で，アプリケーションログとして記録するアラートレベルのチェッ
クボックスを ON にする
5. ［アプリケーションログとして記録］のチェックボックスを ON にする
6. ［OK］ボタンをクリックする

（2） アプリケーションログとして記録される情報
アラートをアプリケーションログとして記録した場合，次の情報が記録されます。
ユーザ
未使用を意味する N/A が記録されます。
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イベント ID
JP1/ServerConductor のアラート ID が記録されます。表示は 10 進数となります。
ソース
プログラム名 SM_AgtSvc が記録されます。この値は固定です。
種類（アラートレベル）
アラートのレベルが記録されます。記録されるアラートレベルの表示は，JP1/
ServerConductor と次のように異なります。
JP1/ServerConductor のアラートレベル

記録されるアラートレベル
情報

インフォメーション

警告

注意
警告

エラー

障害

分類
イベントビューアには項目がありますが，JP1/ServerConductor ではこの情報は記
録されません。
説明
アラート発生日時，アラートレベル，発生部位，アラートのメッセージが記録され
ます。
データ
イベントビューアには項目がありますが，JP1/ServerConductor ではこの情報は記
録されません。
次にイベントビューアの表示例を示します。
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7.9.4

syslog に記録する

Linux サーバまたは HP-UX サーバで発生したアラートを syslog として記録できます。
syslog には，
「7.3.1(2) アラート単位でのフィルタリング」で設定した通知アラートの
情報が記録されます。
注意
アラートを syslog として記録した場合，ビューアなどで参照してください。

（1） syslog の記録
アラートを syslog として記録する場合，smhedit コマンドで設定します。設定手順を次
に示します。なお，smhedit コマンドの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス」の smhedit コマンド
（Linux サーバ）または smhedit コマンド（HP-UX サーバ）について記載されている節
を参照してください。
1. 管理対象サーバで，smhedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhedit
エージェント環境設定のメインメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Agent ####
#### Configuration Main Menu ####
1.Agent Configuration File
2.Agent Environment Configuration File
Command(1-2/Quit)>

2. 「1.Agent Configuration File」を選択する
エージェント設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Agent ####
#### Agent Configuration File ####
1.CommandTimeout
[90]
2.Keepalive
[False]
.............以下省略.............
Command(1-11/Menu/Quit)>

3. 「Syslog Output」を選択し，「True」に設定する
4. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
エージェント環境設定のメインメニューに戻ります。
5. 「Quit」を選択する
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smhedit コマンドを終了します。

（2） syslog として記録される情報
アラートを syslog として記録した場合，次の形式で syslog が記録されます。
KASAXXXXX-X An alert occurred at agent. (ID=アラートID:LEVEL=YYYY:MSG=メッセージテ
キスト)

XXXXX-X
アラートレベルによって，次の文字列が挿入されます。
項番

アラートレベル

挿入される文字列

1

インフォメーション

0905A-I

2

注意

0906A-W

3

警告または障害

0907A-E

アラート ID
アラート ID が挿入されます。

YYYY
アラートレベルによって，次の数値（16 進）が挿入されます。
項番

アラートレベル

挿入される文字列

1

インフォメーション

0x02

2

注意

0x08

3

警告

0x0a

4

障害

0x0c

メッセージテキスト
アラートのメッセージテキスト（英語表記）が挿入されます。
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7.10 ウォッチドッグタイマによる障害監視を
する
ここでは，Agent が提供している機能であるウォッチドッグタイマによる障害監視につ
いて説明します。
なお，この機能は，管理対象サーバが BladeSymphony の場合に利用できます。

7.10.1

ウォッチドッグタイムアウトの仕組み

ウォッチドッグタイマは，システムが正常に動作しているかどうかを監視するためのタ
イマです。JP1/ServerConductor のウォッチドッグタイマは，Agent から一定の間隔で
送信される Reset コマンドを BMC が受信して，OS が正しく動作しているかどうかを監
視します。
OS に異常が発生して Reset コマンドが送信されなくなると，BMC は異常を検出しま
す。この状態をウォッチドッグタイムアウトが発生したといいます。ウォッチドッグタ
イムアウトが発生すると，次のような処理が実行されます。
1. ウォッチドッグタイムアウトが発生したことが BMC 内のイベントログ（SEL）に記
録されます。
2. サーバモジュールのランプが点灯します。
3. あらかじめ設定した内容に従って，電源が制御されます。
4. 管理対象サーバ，またはサーバシャーシに搭載されている SVP から，管理コンソー
ルにウォッチドッグタイムアウトのアラートが通知されます。
ウォッチドッグタイムアウトの仕組みを次に示します。
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図 7-9 ウォッチドッグタイムアウトの仕組み

7.10.2

ウォッチドッグタイマによる障害監視に必要な設定

ウォッチドッグタイマによる障害監視に必要な設定について，管理対象が Windows サー
バの場合と Linux サーバの場合とに分けて説明します。

（1） Windows サーバの場合
障害監視に必要な設定をするには，BMC 環境設定ユティリティを使用します。障害監視
をするかどうか，また監視周期や障害発生時の処理について設定できます。BMC 環境設
定ユティリティの詳細は，
「3.16.1 管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の
場合の BMC の設定」を参照してください。
例として，監視周期を「5」分に，障害発生時処理を「電源 OFF」に設定している場合
の動作を次に示します。

359

7. 障害管理

図 7-10

ウォッチドッグタイムアウトの動作の例

上記の例では，指定値の 3 分の 1 の 1 分 40 秒ごとに Reset コマンドが送信されます。
指定値の 5 分以内に Reset コマンドが送信されない場合に，ウォッチドッグタイムアウ
トが発生します。
なお，障害監視の実行中に Agent と BMC との間で通信でエラーが発生した場合は，次
のファイルにログが出力されます。
ログファイル
<ServerConductor（Agent）インストール先フォルダ
>¥log¥@SmSvpWatchdog@.log
出力内容
SVP watchdog was not able to obtain a response from BMC once.

Agent が 08-60 よりも前のバージョンの場合
Reset コマンドは指定値の半分の間隔で送信されます。

（2） Linux サーバの場合
障害監視に必要な設定をするには，smhaaedit コマンドの［2. BMC Configuration File］
メニューを使用します。障害監視をするかどうか，また監視周期や障害発生時の処理に
ついて設定できます。smhaaedit コマンドの詳細は，
「3.16.2(2) smhaaedit コマンドに
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よる BMC の設定手順」を参照してください。
ウォッチドッグタイムアウトの動作は，
「(1) Windows サーバの場合」と同様です。
障害監視の実行中に Agent と BMC との間で通信でエラーが発生した場合は，次のファ
イルにログが出力されます。
ログファイル
/var/opt/hitachi/system_manager/log/@svp@.log
出力内容
SVP watchdog was not able to obtain a response from BMC once.

Agent が 08-60 よりも前のバージョンの場合
Agent が 08-60 よりも前のバージョンの場合の動作は，次のようになります。
例として，ErrorWatchingInterval を「5」分に，ProcessAtError を「2」
（電源 OFF）
に設定している場合の動作を次に示します。
図 7-11 ウォッチドッグタイムアウトの動作の例（08-60 よりも前のバージョンの場合）
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上記の例では，指定値の 5 分ごとに Reset コマンドが送信されます。指定値の 5 分 +5 分
の 10 分以内に Reset コマンドが送信されない場合に，ウォッチドッグタイムアウトが発
生します。
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性能監視
JP1/ServerConductor では，管理対象サーバのハードウェアの
性能を監視し，ハードウェアの使用率がある一定のしきい値を
超えたときにアラートを通知できます。
この章では，ハードウェア性能監視機能の概要および設定方法
について説明します。

8.1 使用率が一定のしきい値を超えたときにアラートを通知する
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8.1 使用率が一定のしきい値を超えたときにア
ラートを通知する
管理対象サーバのハードウェアの性能のうち，CPU，メモリ，ドライブ，またはファイ
ルシステムの使用率がある一定のしきい値に到達したときに，アラートを通知できます。
ハードウェアの使用率超過通知機能の概要を次の図に示します。
図 8-1 ハードウェアの使用率超過通知機能の概要

8.1.1

前提条件

この機能は，管理対象が BladeSymphony または HA8000 上で稼働している，Windows
サーバ，Linux サーバ，および HP-UX サーバの場合に使用できます。

8.1.2

使用率の算出方法

この機能では，使用率のチェック間隔とサンプリング回数から，使用率が求められます。
まず，指定したチェック間隔で使用率が取得されます。取得された使用率の値と指定し
たサンプリング回数から使用率の平均値が求められます。その平均値がしきい値に達し
た場合，アラートが通知されます。
例えば，CPU の使用率について，次の条件でアラートを通知するとします。
• アラートを通知する使用率の値：50%
• 使用率のチェック間隔：10 秒
• 使用率算出のためのサンプリング回数：3 回
この場合，10 秒間隔で 3 回使用率を取得し，その平均値が 50% に到達した時点でア
ラートが通知されます。使用率の算出とアラート通知の例を次の図に示します。
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図 8-2 使用率の算出とアラート通知の例

この例では，A 時点および B 時点では直近 3 回のサンプリングで取得された使用率の平
均値が 50% に達していないため，アラートは通知されません。C 時点で使用率の平均値
が 50% に達するため，アラートが通知されます。

8.1.3 しきい値の設定
CPU，メモリ，ドライブ，またはファイルシステムの使用率のしきい値は，コンソール
サービスまたはローカルコンソールサービスがインストールされているマシンから設定
します。使用率のしきい値の設定手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，使用率のしきい値を設定するホストを選択する
複数のホストは選択できません。
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
［エージェントサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［使用率超過通知］タブを選択する
［使用率超過通知］タブが表示されます。
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4. ［デバイス］リストボックスから使用率のしきい値を設定するデバイスを選択する
次の中から選択します。
Windows サーバの場合
・CPU
・メモリ
・ドライブ
Linux サーバまたは HP-UX サーバの場合
・CPU
・メモリ
・ファイルシステム
5. ［使用率チェックをする］チェックボックスを ON にする
［デバイス］で選択したデバイスの使用率を監視することを指定します。使用率
チェックをするかどうかは，デバイスごとに設定できます。
6. ［デバイス］で「ドライブ」または「ファイルシステム」を選択した場合，リストか
ら，しきい値を設定するドライブまたはファイルシステムを選択する
リストでしきい値を設定するドライブまたはファイルシステムをダブルクリックする
と，リストの先頭に表示されている○が●になり，使用率の監視対象になります。
7. しきい値として設定する使用率を設定する
［使用率］で，しきい値として設定する使用率を，デバイスごとに設定します。
監視するデバイスが CPU の場合，10 〜 100 の範囲で設定します。メモリ，ドライ
ブ，またはファイルシステムの場合，40 〜 100 の範囲で設定します。ドライブまた
はファイルシステムの場合，しきい値はドライブまたはファイルシステムごとに設定
できます。
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8. 使用率のチェック間隔を設定する
［使用率のチェック間隔］で，デバイスの使用率をチェックする間隔を，デバイスご
とに秒単位で設定します。設定範囲は 1 〜 86,400 です。
ドライブまたはファイルシステムの場合，使用率のチェック間隔の設定は，各ドライ
ブまたはファイルシステムで共通の設定となります。
9. 使用率算出のためのサンプリング回数を設定する
［使用率算出のためのサンプリング回数］で，使用率の平均を求めるためのサンプリ
ングの回数を，デバイスごとに設定します。設定範囲は 1 〜 1,000 です。
ドライブまたはファイルシステムの場合，サンプリング回数の設定は，各ドライブま
たはファイルシステムで共通の設定となります。
10.［OK］ボタンをクリックする
なお，LPAR 上で稼働しているサーバに関する注意については，
「23.3.4 性能監視」を
参照してください。

8.1.4 アラートの表示
ハードウェアの使用率が，しきい値として設定した使用率以上になると，使用率がしき
い値に達したことを示すアラートが，管理対象サーバから通知されます。
管理対象サーバで発生したアラートは，
［通知アラート］ウィンドウまたは［サーバア
ラートログ］ウィンドウで確認できます。
［通知アラート］ウィンドウの表示方法につい
ては，「7.2.1 通知アラートを表示する」を参照してください。また，
［サーバアラート
ログ］ウィンドウの表示方法については，
「7.2.2 サーバアラートログを表示する」を参
照してください。
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BSM では，BladeSymphony 上で稼働するサーバが起動した
かどうかを監視できます。また，マネージャサービスとコン
ソールサービス，エージェントサービス，またはサーバシャー
シとの間の通信状態も監視できます。
この章では，サーバの起動監視機能，および通信状態の監視機
能について説明します。

9.1 サーバの起動を監視する
9.2 通信状態を監視する
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9.1 サーバの起動を監視する
BladeSymphony 上で稼働するサーバの電源 ON からエージェントサービスが起動する
までの間を一定時間監視し，エージェントサービスが起動されているかどうかをコン
ソールサービスに通知できます。ここでは，サーバ起動監視機能について説明します。
注意
サーバ起動監視機能では，LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM の起動も監
視できます。LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM の起動を監視する場合は，
「23. 仮想化されたサーバの管理（HVM の場合）」を参照してください。

9.1.1

概要

サーバ起動監視では，サーバからマネージャサービスに対して，サーバの起動開始から
エージェントサービスの起動完了までをタイマ監視します。サーバの起動監視を一度設
定すると，サーバが起動されるたびにタイマ監視が実施されます。
サーバ監視機能を使用した場合の，サーバの状態と起動監視時間を次の図に示します。
図 9-1 サーバの状態と起動監視時間

設定した時間を経過してもエージェントサービスから起動完了が通知されなかった場合，
サーバ起動監視がタイムアウトしたことを示すアラートが通知されます。タイムアウト
が発生したあとでエージェントサービスの起動が完了した場合は，タイムアウトが発生
したことを示すアラートのあとでエージェントサービス起動完了を示すアラートが通知
されます。タイムアウトとエージェントサービス起動完了のアラート通知のタイミング
を，次の図に示します。

370

9. 起動／通信状態監視

図 9-2 タイムアウトとエージェントサービス起動完了のアラート通知のタイミング

注意
起動監視時間を設定する場合は，サーバの電源 ON からエージェントサービスの起
動終了までに掛かる時間を実際に計測し，余裕を持った時間を設定してください。

9.1.2 前提条件
サーバ起動監視をするための前提条件を次に示します。
• 監視対象が BladeSymphony 上で稼働している
• 搭載されている SVP のファームウェアが，サーバ起動監視をサポートしている
• 監視対象がサーバの場合，エージェントサービスがインストールされている
• 監視対象のサーバが［ホスト管理］ウィンドウに登録されている
• 監視対象のサーバが稼働しているサーバシャーシが［ホスト管理］ウィンドウに登録
されている
• 監視対象のサーバが HVM および LPAR 上で稼働している場合，HVM ファームウェ
アがサーバ起動監視をサポートしている

9.1.3 設定方法
サーバの起動を監視する時間はパーティションごとに設定します。設定方法を次に示し
ます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，起動監視したいサーバを管理しているマネージャを選
択する
2. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ［サーバ起動監視］タブをクリックする
［サーバ起動監視］タブが表示されます。

4. ［シャーシ ID］で，起動監視するサーバが稼働しているサーバシャーシを選択する
注意
［シャーシ ID］には，マネージャサービスで管理されているシャーシ ID が表示
されます。そのため，
［ホスト管理］ウィンドウのコンピュータ名の表示内容と
異なることがあります。
5. ［監視対象サーバ一覧］で，起動監視するサーバを選択する
サーバは複数選択できます。
6. ［設定］ボタンをクリックする
［監視設定］ダイアログボックスが表示されます。

7. ［監視する］ラジオボタンを ON にし，起動監視する時間を分単位で設定する
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5 〜 120 分の間で設定できます。デフォルトは 60 分です。
8. ［OK］ボタンをクリックする
続けて別のサーバの起動監視時間を設定する場合は，手順 5 〜手順 8 を繰り返しま
す。
9. 設定が完了したら，
［OK］ボタンをクリックする

9.1.4 タイムアウト時の動作と対処
設定した時間内にエージェントサービスが起動しなかった場合，起動監視のタイムアウ
トが発生したことを示す，注意レベルのアラート（0x3741）がコンソールサービスに通
知されます。この場合の対処方法を次に示します。

（1） 障害アラートが通知された場合
タイムアウトが発生したことを示すアラート（0x3741）の前後に障害アラートが通知さ
れた場合は，サーバ起動中に障害が発生した可能性があります。通知された障害アラー
トの対処に従ってください。

（2） エージェント起動完了を示すアラートが通知された場合
タイムアウトが発生したことを示すアラート（0x3741）のあとに，エージェント起動完
了を示すインフォメーションレベルのアラート（0x3743）が通知された場合は，設定し
た監視時間が短かった可能性があります。必要に応じて監視時間の設定を見直してくだ
さい。

（3） (1)(2) 以外の場合
(1)(2) 以外の場合，サーバの保守運用操作中，またはサーバ起動中に障害が発生した可能
性があります。
サーバの保守運用操作中の場合は，保守運用操作の終了を待ってから，再度サーバを起
動してください。保守運用操作の例を次に示します。
• DPM によるバックアップ・リストア・クリアインストール操作
• 外部記憶装置からの OS インストール
• BIOS および EFI の設定，およびサーバ搭載デバイスの設定操作
サーバ起動中に障害が発生している場合は，OS またはエージェントサービスの起動状態
を確認し，OS またはエージェントサービスを再起動してください。OS またはエージェ
ントサービスを再起動してもタイムアウトが発生したことを示すアラートが通知される
場合は，保守員に連絡してください。

9.1.5 注意事項
• 次の場合，サーバ起動監視は実施されません。

373

9. 起動／通信状態監視

• BladeSymphony がメンテナンスモードの場合
BladeSymphony のメンテナンスモードについては，マニュアル「BladeSymphony
ユーザーズガイド」のメンテナンスモードについて記載されている個所を参照して
ください。
• Pre-configure 実行中の場合
• N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰を実行した場合に，切り替え
先ホストのサーバシャーシがサーバ起動監視をサポートしているとき，サーバ起動監
視の設定を引き継ぎます。
• N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰を開始してから，切り替え先
または復帰先ホストでエージェントサービスの起動が完了するまでは，サーバ起動監
視の設定は変更できません。
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9.2 通信状態を監視する
マネージャサービスの通信状態を一定時間おきに監視し，通信状態が安定しているかど
うかをコンソールサービスに通知できます。マネージャサービスとの通信状態を監視で
きる対象を次に示します。
• コンソールサービスまたはエージェントサービス
• サーバシャーシ（SVP）
注意
マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信状態監視ができるのは，
BSM を使用している場合だけです。

9.2.1 マネージャサービスとコンソールサービスまたはエー
ジェントサービスとの通信状態監視
マネージャサービスとコンソールサービスまたはエージェントサービスとの間の通信状
態を一定時間おきに監視します。この機能をキープアライブといいます。ここでは，
キープアライブの概要，設定方法，および注意事項について説明します。

（1） 概要
キープアライブを使用すると，設定した間隔で通信状態が診断されます。診断時にマ
ネージャサービスとの通信が切断されていると，接続が切断されたことを示すポップ
アップメッセージがコンソールサービスに表示されます。
マネージャサービスとコンソールサービスとの間の接続が切断されたことを示すポップ
アップメッセージが表示された場合は，コンソールサービスからマネージャサービスに
再ログインしてください。
マネージャサービスとエージェントサービスとの間の接続が切断されたことを示すポッ
プアップメッセージが表示された場合は，
［ホスト管理］ウィンドウでホストを接続し直
してください。ホストの再接続方法については，
「13.1(2)

管理対象外のホストを再接続

する」を参照してください。

（2） 設定方法
キープアライブの設定方法について，次の場合に分けて説明します。
• マネージャサービスとコンソールサービスとの間のキープアライブの場合
• マネージャサービスとエージェントサービスとの間のキープアライブの場合
（a） マネージャサービスとコンソールサービスとの間のキープアライブの場合
キープアライブは次のどちらかの方法で設定できます。
•［コンソールサービス設定］ダイアログボックス
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• 環境設定ユティリティ
ここでは［コンソールサービス設定］ダイアログボックスでの設定方法について説明し
ます。環境設定ユティリティを使用した設定方法については，「3.9.2

詳細情報の設定

（コンソールサービス）
」を参照してください。
マネージャサービスとコンソールサービスとの間のキープアライブの設定方法を次に示
します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［コンソールサービス設定］を選
択する
［コンソールサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［ネットワーク］タブで［キープアライブ］チェックボックスを ON にする
3. キープアライブ間隔を設定する
1 〜 3,600 秒の間で設定できます。デフォルトは 600 秒です。
注意
［コマンドタイムアウト値］に設定した値より大きい値を設定してください。
4. ［OK］ボタンをクリックする
（b） マネージャサービスとエージェントサービスとの間のキープアライブの場合
キープアライブは次のどれかの方法で設定できます。
•［エージェントサービス設定］ダイアログボックス
• 環境設定ユティリティ（Windows サーバの場合）
• smhedit コマンド（Linux サーバまたは HP-UX サーバの場合）
ここでは［エージェントサービス設定］ダイアログボックスでの設定方法について説明
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します。環境設定ユティリティまたは smhedit コマンドを使用した設定方法については，
次の個所を参照してください。
• 環境設定ユティリティを使用した設定方法
「3.11.4 詳細情報の設定（エージェントサービス）
」
• smhedit コマンドを使用した設定方法（Linux サーバの場合）
「3.12.2 エージェント設定メニューによる設定」
• smhedit コマンドを使用した設定方法（HP-UX サーバの場合）
「3.13.2 エージェント設定メニューによる設定」
マネージャサービスとエージェントサービスとの間のキープアライブの設定方法を次に
示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，キープアライブの設定をするサーバを選択する
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
［エージェントサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［ネットワーク］タブで［キープアライブ］チェックボックスを ON にする
4. キープアライブ間隔を秒単位で設定する
1 〜 3,600 秒の間で設定できます。デフォルトは 600 秒です。
注意
［コマンドタイムアウト値］に設定した値より大きい値を設定してください。
5. ［OK］ボタンをクリックする

（3） 注意事項
キープアライブを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線な
ど，接続時間に応じて課金される回線を使用している場合は，キープアライブを設定し
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ないでください。

9.2.2

マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との通
信状態監視

マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信状態を一定時間おきに監視
します。この機能をサーバシャーシ定期監視といいます。ここでは，サーバシャーシ定
期監視の概要，設定方法，および注意事項について説明します。
注意
• マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信状態監視ができるの
は，BSM を使用している場合だけです。
• サーバシャーシ定期監視機能を使用する場合，搭載されている SVP のファーム
ウェアがサーバシャーシ定期監視機能をサポートしている必要があります。

（1） 概要
サーバシャーシ定期監視では，マネージャサービスからサーバシャーシ（SVP）に対す
る通信状態と，サーバシャーシからマネージャサービスに対する通信状態の双方向から
通信状態が診断されます。マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信
状態は，サーバシャーシ定期監視を有効にした時点またはマネージャサービスが起動し
た時点から 8 時間おきに診断されます。サーバシャーシの定期監視中に監視対象のサー
バシャーシが追加された場合でも，次の定期監視は，ほかのサーバシャーシと同じタイ
ミングで実施されます。
サーバシャーシ定期監視での監視のタイミングを，次の図に示します。
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図 9-3 サーバシャーシ定期監視での監視のタイミング

定期診断時に，マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信に成功する
と，通信が成功したことを示すインフォメーションレベルのアラート（0x3747）が通知
されます。
定期診断時に，マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信に失敗する
と，連続して通信に失敗した回数に応じて，通信が失敗したことを示すアラートが通知
されます。
1 回目および連続 2 回目の通信失敗では，注意レベルのアラート（0x3740）が通知され
ます。連続 3 回目以降の通信失敗では，警告レベルのアラート（0x373F）が通知されま
す。通信に失敗した回数と通信が失敗したことを示すアラートのレベルを，次の図に示
します。
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図 9-4 通信に失敗した回数と通信が失敗したことを示すアラートのレベル

通信失敗による注意レベルのアラートおよび警告レベルのアラートが通知されたあと，1
回でも通信に成功した場合は，通知されるアラートのレベルがいったんリセットされま
す。アラートのレベルがリセットされたあと，次回の通信失敗は，1 回目の通信失敗と見
なされ，注意レベルのアラートが通知されます。

（2） 設定方法
マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信状態は，マネージャサービ
スごとに設定します。サーバシャーシ（SVP）ごとに設定することはできません。
マネージャサービスとサーバシャーシ（SVP）との間の通信状態監視の設定方法を次に
示します。
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1. ［ホスト管理］ウィンドウで，通信状態を監視したいサーバシャーシを管理している
マネージャを選択する
2. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［ネットワーク］タブで［サーバシャーシ定期監視］チェックボックスを ON にする
［監視対象サーバシャーシ一覧］リストボックスに，通信状態監視の対象となるサー
バシャーシのシャーシ ID が表示されます。
注意
［監視対象サーバシャーシ一覧］には，マネージャサービスで管理されている
シャーシ ID が表示されます。そのため，［ホスト管理］ウィンドウのコンピュー
タ名の表示内容と異なることがあります。
4. ［OK］ボタンをクリックする

（3） 注意事項
• 複数サーバシャーシの通信状態を診断する場合，診断結果を示すアラートは，すべて
のサーバシャーシの診断が終了してから一斉に通知されるのではなく，診断が終了し
たサーバシャーシから順に通知されます。そのため，診断結果を示すアラートが通知
される順は，診断を開始した順と異なることがあります。
• マネージャサービスを N+1 ／ N+M コールドスタンバイの冗長化構成で運用している
場合，サーバシャーシ定期診断機能は，使用しないでください。冗長化構成でサーバ
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シャーシ定期診断をすると，2 台のマネージャサービスで予備系サーバモジュールの
切り替え先の優先順位に食い違いが生じ，切り替えに失敗することがあります。
• 通信監視の結果，一度でも通信状態が不安定であると診断されたサーバシャーシに
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの予備系サーバモジュールが含まれていた場合，切
り替え先選択の優先順位が下がります。この場合，切り替え先選択の優先順位は 3 回
連続して通信に成功すると元に戻ります。
なお，切り替え先選択の優先順位が下がった予備系サーバモジュールも，切り替え先
として選択できます。
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この章では，電源制御の種類と，その方法について説明しま
す。

10.1 電源制御の概要
10.2 電源を制御する
10.3 電源制御スケジュールを設定する
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10.1 電源制御の概要
JP1/ServerConductor では，管理コンソールからホストや BladeSymphony のサーバ
シャーシの電源 ON・OFF，強制電源 OFF，リブート，シャットダウンができます。ま
た，スケジュールを設定して，サーバの定期メンテナンス時など，あらかじめ設定して
おいた曜日や時間に電源を制御することもできます。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM に対する電源制御については「23.3.6
管理コンソールからの電源制御」を，仮想化プラットフォームのサーバに対する電源
制御については「24.3.4 管理コンソールからの電源制御」を参照してください。

10.1.1

電源制御の機能と管理対象ホストとの対応

利用できる電源制御の機能は，管理対象となるホストやサーバシャーシによって異なり
ます。電源制御の機能とホストの対応を，次の表に示します。
表 10-1

電源制御の機能とホストの対応

電源制御

管理対象
Windows
サーバ

Linux
サーバ

HP-UX
サーバ

サーバシャーシ
(BladeSymphony)

電源 ON

○

○

○

○

電源 OFF

○

○

−

−

強制電源 OFF

○

○

○

○

リブート

○

○

○

−

シャットダウン

−

−

○

−

※

○

○

○

−

スケジュール

（凡例）
○：利用できる
−：利用できない
注※
BladeSymphony 上の管理対象サーバに対して電源制御スケジュールを設定する場合は，管理対
象サーバおよびサーバシャーシを［ホスト管理］ウィンドウに登録しておく必要があります。
ただし，サーバシャーシ自体に電源制御スケジュールを設定することはできません。

10.1.2

電源制御の方式

管理対象サーバの種類によって , 電源制御の方式が異なります。管理対象サーバごとの電
源制御方式と［ホスト管理］ウィンドウでの表示を次の表に示します。
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表 10-2
Advanced
Agent のイ
ンストール

電源制御

電源制御方式と［ホスト管理］ウィンドウでの表示
電源制御方式

［ホスト管理］ウィンドウの［電源制御］
欄の表示
BS2000

BS1000 および
BS320

BS2000

BS1000 および
BS320

未インス
トール

WOL

WOL

WOL

WOL

インストー
ル済み

BMC

サーバシャーシ未
登録の場合：BMC
サーバシャーシ登
録済みの場合：
SVP ※

SVP（BMC）

SVP（BMC）

（凡例）
WOL：LAN アダプタ経由で電源制御を実行
BMC：マネージャから BMC に対して電源制御命令を送信し，電源制御を実行
SVP：マネージャから SVP を経由して BMC に対して電源制御命令を送信し，電源制御を実行
注※
BS2000 を信頼性の高い状態でご使用いただくために，サーバシャーシを登録してください。

なお，HVM の場合の電源制御の方式については「23.3.6(2)(e) 電源制御の方式」を，
仮想化プラットフォームの電源制御の方式については「24.3.4(2)

電源制御の方式」を

参照してください。

10.1.3

電源制御機能を使用するときの注意事項

• Windows サーバおよび Linux サーバの場合，SVP/BMC エージェントサービス，ま
たは電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを使用して電源 ON の操作ができます。
• 電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを使用して電源 ON の操作をする場合，次の項
目を設定してください。
BIOS の設定（設定項目の名称は，BIOS によって異なることがあります）
・
［Power Management］を［Enable］にする
・
［Wake On LAN］を［Enable］にする
LAN アダプタ
・Windows 2000 の場合，［Wake Up Capabilities］を［Magic Packet］にする
・Windows XP，Windows Server 2003 および Windows Server 2008 の場合，
［Wake On 設定］を［Wake on Magic Packet］にする
・
［PME をオンにする］を［オン］にする
• Windows サーバおよび Linux サーバで，強制電源 OFF，および電源管理スケジュー
ルを使用するには，SVP 機能の搭載および SVP/BMC エージェントサービスが必要で
す。
• HP-UX サーバで，電源 ON，強制電源 OFF，および電源管理スケジュールを使用す

385

10.

電源制御

るには，SVP 機能の搭載および BMC エージェントサービスが必要です。
• HP-UX サーバの場合，電源 OFF をするには［シャットダウン］を選択します。
• ローカルコンソールの場合，電源 ON，電源 OFF，強制電源 OFF，リブートの電源制
御はできません。SVP 機能による電源制御スケジュールだけ使用できます。
• 複数の CPU を搭載した Linux サーバでは，OS が提供する apm 機能が使用できない
ため，電源 OFF で完全に電源が切れない場合があります。OS が提供する apm 機能
を使用する方法については，日立のホームページを参照してください。
• サーバシャーシの電源制御を行うと，搭載されているすべてのサーバモジュールの電
源が ON または強制 OFF されます。
• 管理対象サーバの電源操作は，管理サーバのマネージャサービスが起動している状態
で実施してください。マネージャサービスが起動していない場合，管理対象サーバの
電源状態の変化がマネージャサービスに通知されないため，管理対象サーバの電源状
態と管理サーバが持つ電源状態の情報が不一致となります。
• BS2000 の電源制御を行うときに電源エラーが検出された場合は，発煙および焼損を
防止するため，電源 ON を抑止するロック状態となります。また，保守操作中は，遠
隔操作による電源 ON は動作しません。
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10.2 電源を制御する
ここでは，各電源制御の手順について説明します。

（1） 電源を ON にする
ホストやサーバシャーシの電源を ON にする場合，［ホスト管理］ウィンドウで次の操作
をします。この操作は，アドミニストレータでログインした場合だけ実行できます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，電源を ON にするホストまたはサーバシャーシを選択
する
複数のホストやサーバシャーシを選択できます。
2. ［ホスト操作］メニューから［電源 ON］を選択する
確認メッセージが表示されます。
3. 確認してから［OK］ボタンをクリックする
これで，選択したホストの電源が ON になります。
注意
•［ホスト管理］ウィンドウでホストまたはサーバシャーシ以外（サイト，ドメイ
ン，マネージャ）を選択した場合，電源 ON はできません。
• サーバの電源 ON は，電源制御できるホストだけができます。
• 電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを使用して電源 ON の操作をする場合，ホ
ストと管理コンソールの間にゲートウェイがあると電源 ON の操作ができません。
ルータの場合は電源 ON の操作ができます。
• ローカルコンソールの場合，電源 ON はできません。
• ホストの電源を ON にしてからエージェントサービスの起動が完了するまでは，
サーバアイコンは活性状態になりません。

（2） 電源を OFF にする
ホストの電源をシャットダウン後 OFF にする場合，［ホスト管理］ウィンドウで次の操
作をします。この操作は，アドミニストレータでログインした場合だけ実行できます。
注意
•［ホスト管理］ウィンドウでホスト以外（サイト，ドメイン，マネージャ）を選択
した場合，電源 OFF はできません。
• 電源 OFF をした場合，ホストから応答が返らないと，しばらくしてからコマンド
タイムアウトエラーが表示されることがあります。この場合，電源 OFF をしたホ
ストに対して，
［ホスト操作］メニューの［接続］を選択してください。再度コマ
ンドタイムアウトエラーが表示される場合，正常に電源 OFF が実行されていま
す。
• SVP 機能を搭載した管理対象サーバで電源 OFF をした場合に，電源 OFF の確認
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通知を受信したいとき，SVP 設定の障害監視を「あり」にして，アラート通知を
「あり ( 情報通知 )」または「あり ( 全通知 )」に設定してください。
• ローカルコンソールの場合，電源 OFF はできません。
• ハードウェア構成やプラットフォームによって，電源 OFF ができない場合があり
ます。詳細については，管理対象ホストにインストールされているエージェント
サービスの Readme ファイルを参照してください。
（a） Windows サーバの電源を OFF にする
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，電源を OFF にするサーバを選択する
サーバを選択してください。複数のサーバを選択することもできます。
2. ［ホスト操作］メニューから［電源 OFF］を選択する
確認メッセージが表示されます。
3. 確認してから［OK］ボタンをクリックする
これで，サーバの電源が OFF になります。
（b） Linux サーバの電源を OFF にする
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，電源を OFF にするサーバを選択する
サーバを選択してください。複数のサーバを選択することもできます。
2. ［ホスト操作］メニューから［電源 OFF］を選択する
確認メッセージが表示されます。
3. 確認してから［OK］ボタンをクリックする
これで，サーバの電源が OFF になります。
（c） HP-UX サーバの電源を OFF にする
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，電源を OFF にするサーバを選択する
サーバを選択してください。複数のサーバを選択することもできます。
2. ［ホスト操作］メニューから［シャットダウン］を選択する
確認メッセージが表示されます。
3. 確認してから［OK］ボタンをクリックする
これで，サーバの電源が OFF になります。

（3） 電源を強制的に OFF にする
致命的な障害が発生したときなど，通常の電源 OFF では終了できない場合，サーバの電
源を強制的に OFF にするには，次の操作をします。この操作は，アドミニストレータで
ログインした場合だけ実行できます。強制電源 OFF では，シャットダウン処理はしませ
ん。
注意
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• 強制的に電源を OFF にできるのは，SVP 機能を搭載した Windows サーバ，
Linux サーバ，HP-UX サーバ，およびサーバシャーシです。
•［強制電源 OFF］メニューは，マウスの右ボタンをクリックして表示される
ショートカットメニューにはありません。メニューバーの［ホスト操作］メ
ニューから選択してください。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，強制電源 OFF にするサーバまたはサーバシャーシを選
択する
サーバまたはサーバシャーシを選択してください。複数のサーバまたはサーバシャー
シを選択することもできます。また，サーバシャーシとサーバを混在して選択するこ
ともできます。
2. ［ホスト操作］メニューから［強制電源 OFF］を選択する
確認メッセージが表示されます。
3. 電源を強制的に OFF にするサーバまたはサーバシャーシを確認して［OK］ボタンを
クリックする
これで，サーバの電源が強制的に OFF になります。

（4） リブートする
ホストをリブートする場合，次の操作をします。この操作は，アドミニストレータでロ
グインした場合だけ実行できます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，リブートするサーバを選択する
サーバを選択してください。複数のサーバを選択することもできます。
2. ［ホスト操作］メニューから［リブート］を選択する
確認メッセージが表示されます。
3. リブートするサーバを確認して［OK］ボタンをクリックする
これで，サーバがリブートされます。
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10.3 電源制御スケジュールを設定する
Windows サーバ，Linux サーバ，および HP-UX サーバに SVP/BMC エージェントサー
ビスをインストール，および SVP 機能を搭載していれば，各サーバの電源スケジュール
を管理コンソールで制御できます。例えば，毎週土曜日の 20:00 にシャットダウンして
から電源を OFF にし，毎週月曜日の 6:00 に電源を ON にするといった制御ができます。
JP1/ServerConductor の電源スケジュールは，曜日ごと（週間スケジュール），または特
定の日付ごと（特定日スケジュール）に設定できます。なお，週間スケジュールで設定
した日と特定日スケジュールで設定した日が重なった場合は，特定日スケジュールだけ
が実行されます。
設定したスケジューリング情報をファイルに保存し，あとから読み出すこともできます。
スケジューリング情報を保存するときは，［スケジュール管理］ダイアログボックスで
［ファイルへ保存］ボタンを，読み出すときは［ファイルから読み込み］ボタンをクリッ
クします。スケジューリング情報は拡張子 .SCH のファイルに保存されます。
以降に電源スケジュールを設定する場合の操作手順を例に従って説明します。
この操作は，アドミニストレータでログインした場合だけ実行できます。
注意
• 各スケジュールの間隔は 30 分以上空けてください。
• BS2000 の場合，スケジューリング情報は BMC が保持するため，サーバモジュー
ルを交換したときはスケジュールデータがリセットされます。このため，スケ
ジュールを設定して電源制御をする場合は，スケジュールデータを保存しておく
ことを推奨します。

（1） 週間スケジュールを設定する
例えば，次のようなスケジュールを設定するとします。
スケジュール例
毎週土曜日 20:00 に電源を OFF にし，毎週月曜日 6:00 に電源を ON にする
この場合は，［曜日設定］で，曜日単位の電源スケジュールを設定します。設定手順を次
に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，スケジュールを設定するサーバを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［スケジュール］を選択する
［スケジュール管理］ダイアログボックスが表示されます。
まずは，電源を OFF にするスケジュールを設定します。
3. 曜日設定の［土］をクリックする
4. 1 日のスケジュールの時刻設定に 20 時 0 分と設定する
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5. ［OFF］ラジオボタンを ON にする
6. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに表示されます。
7. ［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み曜日リスト］に，設定した曜日である土曜日が表示されます。
8. 1 日のスケジュールリストに表示されている［20 時 0 分 OFF］を選択し，
［リストか
ら削除］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールがクリアされます。
9. 曜日設定の［土］をクリックする
曜日設定がクリアされます。
次に，電源を ON にするスケジュールを設定します。
10.曜日設定の［月］をクリックする
11. 1 日のスケジュールの時刻設定に 6 時 0 分と設定する
12.［ON］ラジオボタンを ON にする
13.［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに追加されます。
14.［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み曜日リスト］に，設定した曜日である月曜日が追加されます。

15.［OK］ボタンをクリックする
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これで，毎週土曜日，シャットダウン後に電源が OFF になり，月曜日に電源が ON にな
ります。

（2） 特定日スケジュールを設定する
例えば，次のようなスケジュールを設定するとします。
スケジュール例
2007 年 12 月 28 日 22:00 に電源を OFF にし，2008 年 1 月 4 日 6:00 に電源を ON
にする
この場合は，［特定日設定］で，ある特定の日の電源スケジュールを設定します。設定手
順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，スケジュールを設定するサーバを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［スケジュール］を選択する
［スケジュール管理］ダイアログボックスが表示されます。
まずは，電源を OFF にするスケジュールを設定します。
3. 特定日設定で，2007 年 12 月を選択する
4. 特定日設定の［28］をクリックする
5. 1 日のスケジュールの時刻設定に 22 時 0 分と設定する
6. ［OFF］ラジオボタンを ON にする
7. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
リストに OFF の時刻が表示されます。
8. ［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み特定日リスト］に，設定した日付 2007-12-28 が表示されます。
9. 1 日のスケジュールリストに表示されている［22 時 0 分 OFF］を選択し，
［リストか
ら削除］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールがクリアされます。
10.特定日設定の［28］をクリックする
特定日設定がクリアされます。
次に ON のスケジュールを設定します。
11. 特定日設定で，2008 年 1 月を選択する
12.特定日設定の［4］をクリックする
13.1 日のスケジュールの時刻設定に 6 時 0 分と設定する
14.［ON］ラジオボタンを ON にする

392

10.

電源制御

15.［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに ON の時刻が追加されます。
1 日のスケジュールは 6 個まで設定できます。
16.［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み特定日リスト］に，設定した日付 2008-01-04 が追加されます。

17.［OK］ボタンをクリックする
これで，2007 年 12 月 28 日 22:00 に，シャットダウン後に電源が OFF になり，2008 年
1 月 4 日 6:00 に電源が ON になります。
電源制御スケジュールを複数設定したい場合は，画面上に表示されている「曜日設定」
，
「特定日設定」および「1 日のスケジュール」のリストをクリアしたあとに，手順 3 〜手
順 8，または手順 11 〜手順 16 を繰り返します。1 日のスケジュールとして，6 個設定で
きます。また，曜日リストに 7 個，特定日リストに 50 個まで設定できます（クラスタ制
御スケジュールと合わせた数になります）
。

（3） 週間スケジュールと特定日スケジュールを組み合わせて設定する
例えば，次のようなスケジュールを設定するとします。
スケジュール例
• 毎週土曜日 20:00 に電源を OFF にし，毎週月曜日 6:00 に電源を ON にする
• 2008 年 7 月 21 日（月）を特別に休日にする場合，この週だけ 2008 年 7 月 22 日
（火）6:00 に電源を ON にする。この週の電源 OFF は通常どおり 2008 年 7 月 26
日（土）20:00 に実施する
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この場合は，まず［曜日設定］で週間スケジュールを設定したあと，［特定日設定］で，
特定日の電源スケジュールを設定します。
週間スケジュールで設定した日と特定日スケジュールで設定した日が重なった場合は，
特定日スケジュールだけが実行されます。特定日スケジュールで次のように設定するこ
とで，2008 年 7 月 21 日（月）6:00 ではなく，2008 年 7 月 22 日（火）6:00 に電源 ON
を実施できます。
• 毎週月曜日に実施される電源 ON を解除するため，2008 年 7 月 21 日（月）の任意の
時刻（この例では 6:00）に電源 OFF を設定する
• 2008 年 7 月 22 日（火）の 6:00 に電源 ON を設定する
設定手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，スケジュールを設定するサーバを選択する
2. ［ホスト管理］メニューから［スケジュール］を選択する
［スケジュール管理］ダイアログボックスが表示されます。
まずは，週間スケジュールで電源を OFF にするスケジュールを設定します。
3. 曜日設定の［土］をクリックする
4. 1 日のスケジュールの時刻設定に 20 時 0 分と設定する
5. ［OFF］ラジオボタンを ON にする
6. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに表示されます。
7. ［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み曜日リスト］に，設定した曜日である土曜日が表示されます。
次に，週間スケジュールで電源を ON にするスケジュールを設定します。
8. 1 日のスケジュールリストに表示されている［20 時 0 分 OFF］を選択し，
［リストか
ら削除］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールがクリアされます。
9. 曜日設定の［土］をクリックする
曜日設定がクリアされます。
10.曜日設定の［月］をクリックする
11. 1 日のスケジュールの時刻設定に 6 時 0 分と設定する
12.［ON］ラジオボタンを ON にする
13.［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに追加されます。
14.［設定→］ボタンをクリックする
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［設定済み曜日リスト］に，設定した曜日である月曜日が追加されます。

15.1 日のスケジュールリストに表示されている［6 時 0 分 ON］を選択し，
［リストから
削除］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールがクリアされます。
16.曜日設定の［月］をクリックする
曜日設定がクリアされます。
17.特定日設定で，2008 年 7 月を選択する
18.特定日設定の［21］をクリックする
19.1 日のスケジュール 時刻設定に 6 時 0 分と設定する
20.［OFF］ラジオボタンを ON にする
21.［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに OFF の時刻が追加されます。
22.［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み特定日リスト］に，設定した日付 2008-07-21 が表示されます。
次に，2008 年 7 月 22 日（火）6:00 に電源を ON にするスケジュールを設定します。
23.1 日のスケジュールリストに表示されている［6 時 0 分 OFF］を選択し，
［リストから
削除］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールがクリアされます。
24.特定日設定の［21］をクリックする
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特定日設定がクリアされます。
25.特定日設定で，2008 年 7 月を選択する
26.特定日設定の［22］をクリックする
27.1 日のスケジュール 時刻設定に 6 時 0 分と設定する
28.［ON］ラジオボタンを ON にする
29.［↓リストに追加］ボタンをクリックする
1 日のスケジュールのリストボックスに ON の時刻が追加されます。
30.［設定→］ボタンをクリックする
［設定済み特定日リスト］に，設定した日付 2008-07-22 が追加されます。

31.［OK］ボタンをクリックする
これで，特定日スケジュールが設定されました。
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遠隔操作
この章では，遠隔地にある管理対象サーバに対して遠隔操作す
るための設定方法と，その使用方法について説明します。

11.1 遠隔操作の概要
11.2 保守情報の取得と環境設定
11.3 リモートコントロール
11.4 ファイル転送
11.5 リモートコンソール
11.6 ランプ制御
11.7 保守情報の取得
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11.1 遠隔操作の概要
JP1/ServerConductor では，管理コンソールから管理対象サーバまたはサーバモジュー
ルを操作できます。これによって，管理コンソールから管理対象サーバまたはサーバモ
ジュールで障害が発生した場合の対応や，管理対象サーバまたはサーバモジュールの状
況の確認ができます。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバの遠隔操作については「23.3.7

遠隔操作」を，仮

想化プラットフォームのサーバの遠隔操作については「24.3.5 遠隔操作」を参照してく
ださい。

（1） リモートコントロール
遠隔地にある管理対象サーバの画面を管理コンソールに表示して，直接操作できます。
また，管理対象サーバと管理コンソールとの間でチャットができます。
リモートコントロールでは，管理対象サーバの BIOS 設定画面と OS 起動後の画面が直
接操作できます。また，管理対象サーバが Windows サーバの場合だけ利用できます。

（2） ファイル転送
管理対象サーバと管理コンソールとの間でファイル転送ができます。
この機能は，管理対象サーバが Windows サーバの場合だけ利用できます。ファイル転送
を利用する場合は，リモートコントロールマネージャを起動しておく必要があります。
また，管理対象サーバにログオンした状態でないと使用できません。

（3） リモートコンソール
管理コンソールからリモートコンソールアプリケーションを起動し，遠隔地にある管理
対象サーバの画面を管理コンソールに表示して，直接操作できます。
リモートコンソールでは，管理対象サーバの電源 OFF 時点から OS 起動後の画面まで直
接操作できます。管理対象サーバの OS に制限はありません。
この機能を使用するためには，次の条件を満たしている必要があります。
管理対象サーバの条件
• 管理対象サーバが BladeSymphony 上で稼働している
• 搭載されている SVP のファームウェアがリモートコンソール機能をサポートして
いる
• BSM からのリモートコンソールアプリケーション起動に対応しているサーバモ
ジュールである
• パーティションが作成されている
リモートコンソール機能をサポートしている SVP のファームウェアのバージョン，
および BSM からのリモートコンソールアプリケーション起動に対応しているサーバ
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モジュールの機種については，BladeSymphony のリモートコンソールに関するド
キュメントを参照してください。
管理コンソールの条件
• マネージャサービスにアドミニストレータ権限でログインしている
• コンソールサービスと同一マシンに，リモートコンソールアプリケーションの製
品バージョン 02-01 以降がインストールされている
注意
コンソールサービスの起動中にリモートコンソールをインストールした場合はコン
ソールサービスを再起動してください。
なお，BS2000 の場合はリモートコンソールアプリケーションのほか，BMC の Web コ
ンソールも使用できます。

（4） ランプ制御
遠隔地にあるサーバモジュールのランプの点灯状態を，管理コンソールに表示して，直
接操作できます。
この機能は，管理対象サーバが BladeSymphony 上で稼働している場合だけ利用できま
す。
なお，BS2000 の場合は，スイッチモジュールおよびマネージメントモジュールに対して
もランプ制御できます。

（5） 保守情報の取得
管理対象サーバに問題が発生した場合，管理対象サーバの OS 情報，JP1/
ServerConductor のログなどを保守情報として管理コンソールから取得できます。取得
した情報は，管理コンソールにファイルとして転送，または e-mail で転送できます。

399

11. 遠隔操作

11.2 保守情報の取得と環境設定
管理対象サーバに問題が発生した場合，管理対象サーバの OS 情報，JP1/
ServerConductor のログ，ハードウェア情報などを保守情報として取得できます。
この節では，情報取得の概要と保守情報を取得するために必要な設定について説明しま
す。

11.2.1 概要
情報取得は，管理対象サーバの OS 情報，JP1/ServerConductor のログ，ハードウェア
情報（本体装置）などを管理コンソールから取得し，取得した情報を管理者に転送する
機能です。転送には，管理コンソールへファイルとして転送する方法と，e-mail の添付
ファイルとして転送する方法があります。この機能を利用することで，管理者は障害の
要因解析に必要な保守情報を遠隔地から取得できます。
図 11-1 保守情報取得の概念

（1） 前提条件
情報取得は次の管理対象サーバに対して実行できます。
• Windows サーバ
• Linux サーバ
• HP-UX サーバ

（2） 取得できる保守情報
次の情報を取得できます。
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（a） Windows サーバの場合
OS 情報
管理対象サーバの OS 情報として取得できる情報を，次の表に示します。
表 11-1 OS 情報として取得できる情報
情報の種類

内容

クラスタ情報

• cluster.exe の出力結果
• cluster.log

ロードバランシング情報

wlbs.exe の出力結果

ネットワークログ

• netStat.exe の出力結果
• NbtStat.exe の出力結果

プログラム診断情報

Windows 2000 または Windows Server 2003 の場合
WinMsd.exe の出力結果
Windows Server 2008 の場合
msinfo32.exe の出力結果

ディレクトリリスト

Dir コマンドの出力結果

イベントログ収集

• イベントビューア EventVwr.exe で読み込める EVT 形式ファイ
ル
• 詳細内容を格納した CSV 形式ファイル

レジストリ情報収集

最終更新日付を含むレジストリの内容（テキスト形式）

ハードコピー情報

ハードコピーの情報
Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based
Systems 日本語版および Windows Server 2008 の場合はコピーで
きません。

システムダンプ情報

ダンプファイルがあり，dumpchk.exe がある場合は，
dumpchk.exe の結果，および Memory.dmp のパス。
Memory.dmp 自体は取得しない

ユーザダンプ情報

Windows 2000 または Windows Server 2003 の場合
• Drwtsn32.log がある場合は Drwtsn32.log
• User.dmp がある場合は User.dmp のパス
User.dmp 自体は取得しない
Windows Server 2008 の場合
ユーザダンプ情報が格納されているフォルダのパス

JP1/ServerConductor/Agent ログ
管理対象サーバにある JP1/ServerConductor のログを取得できます。
ハードウェア情報（本体装置）
管理対象サーバのハードウェア情報として次の情報を取得できます。
• ハードウェアログ（共有メモリ領域など）
• ファームウェア情報（SVP マイクロバージョン，SVP マイクロ作成日など）
• MIF 情報（ハードウェア関連 MIF 情報）
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• ドライバ情報（ドライバ名称，ドライバステータス，sys ファイル情報など）
ユーザ定義ツールでの取得情報
OS 情報および JP1/ServerConductor のログ以外の情報を取得するために，情報取
得ツールをユーザが定義して，固有の保守情報を取得できます。
（b） Linux サーバの場合
Linux サーバの場合，次の表のメニューに示す情報，およびユーザ定義ツールでの保守
情報を取得できます。
表 11-2 Linux サーバが取得できる保守情報
メニュー

ツール名

ログ情報

agtget_log

JP1/ServerConductor ログ情報

agtget_sysmgrlog

システム設定情報

agtget_sysconf

ネットワーク情報

agtget_net

パッケージ情報

agtget_rpminfo

カーネル情報

agtget_kernel

ファイルシステム情報

agtget_filesys

デバイス情報

agtget_dev

マシン構成情報

agtget_machineinfo

プロセス情報

agtget_pid

エージェント環境設定メニューで情報取得時の圧縮コマンド（CompressCommand）を
指定している場合，メニューごとにファイルを圧縮します。圧縮後のファイル名は，ホ
スト名 _ ツール名 _ メニュー種別 _YYMMDDhhmmss.ext（YY：年 MM：月 DD：日
hh：時

mm：分 ss：秒 ext：指定したコマンドが付加する拡張子）となります。メ

ニュー種別は，JP1/ServerConductor がデフォルトで提供するメニューでは H，ユーザ
が追加したメニューでは U です。
例：ログ情報とシステム設定情報を実行し，LHA で圧縮した場合，次のファイルが取得
されます。
• 270g2_agtget_log_H_001225230101.lzh
• 270g2_agtget_sysconf_H_001225230101.lzh
エージェント環境設定メニューの CompressCommand には，圧縮コマンドを起動するコ
マンドライン文字列を設定します。このとき，次のマクロを使用することができ，コマ
ンド実行時に展開されて実行されます。エージェント環境設定メニューの
CompressCommand については，「3.12.3(3) エージェント環境設定メニューでの設定
項目」を参照してください。
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意味

%archive%

出力アーカイブファイル名に置き換わります（拡張子は含まれません）。

%directory%

情報取得用一時ディレクトリ（/var/opt/hitachi/system_manager/collect/ コンソールご
とのディレクトリ）に置き換わります。

%file%

メニューの実行によって得られた個々のファイル名（フルパス）に置き換わります。こ
のマクロが指定されていて，かつ得られたファイルが複数個ある場合は，その個数分だ
けコマンドが繰り返し実行されます。

圧縮ツールに LHA を使用する場合の例
lha m %archive%.lzh %directory%
または，
lha a %archive%.lzh %file% ; rm -f %file% ; rm -f %archive%.bak
と設定すると，取得したファイルをすべて LHA で圧縮し，元のファイルを削除しま
す。一時ディレクトリにファイルが残ると，残ったファイルも転送されるため，圧
縮コマンドを実行する場合には，上記の例のように一時ディレクトリにファイルが
残らないようにコマンドを指定してください。
（c） HP-UX サーバの場合
HP-UX サーバの場合，次の表に示す情報，およびユーザ定義ツールでの保守情報を取得
できます。
表 11-3 HP-UX サーバが取得できる保守情報
項番

OS 情報

説明

1

HPUX-trb-core

コアファイル（カーネルコア）

2

HPUX-trb-syslog

システムログファイル

3

HPUX-trb-diagmem

OnlineDiag

システム検出メモリエラー情報

4

HPUX-trb-diagio

OnlineDiag

I ／ O システム検出 I ／ O エラー情報

5

HPUX-trb-pim

PIM 情報（主にハードウェア要因でのパニックのログ）

6

HPUX-trb-ems

HP-UX EMS ログ情報

7

HPUX-con-dev

デバイス情報（スペシャルファイル名一覧とディレクトリ情報一覧）

8

HPUX-con-disk

ディスク構成情報

9

HPUX-con-ioscan

ioscan 情報（接続・使用デバイス情報）

10

HPUX-con-sysconf

システムコンフィグレーション情報

11

HPUX-con-net

ネットワーク情報

12

HPUX-con-inst

インストールソフトウェア情報

13

HPUX-con-info

システム情報
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項番

OS 情報

説明

14

HPUX-con-cron

cron 実行情報

15

HPUX-con-login

login 記録情報

16

HPUX-con-swagd

swagentd デーモン実行記録情報

17

HPUX-con-shutlog

シャットダウン・リブート記録情報

18

HPUX-con-startlog

システムスタート時ログ情報

19

HPUX-trb-errinfo

障害情報取得用。項番 2 〜 6 のメニューを一括実行します。

20

HPUX-con-control-inf
o

遠隔保守情報取得用。項番 7 〜 18 のメニューを一括実行します。

21

HPUX-con-sysinfo

システム情報取得用。項番 7 〜 14 のメニューを一括実行します。

22

HPUX-con-run

実行記録取得用。項番 15 〜 18 のメニューを一括実行します。

23

HPUX-out-media

媒体出力用。取得した情報（/var/opt/htcsma/collect 下のファイル）
をエージェント設定ファイルの ContMediaDev で設定したテープデ
バイスへ出力します。

11.2.2 環境設定（情報取得）
情報取得をする場合，次の環境設定が必要です。
● ユーザメニューの作成
ユーザ定義のツールを使って保守情報を取得する場合に必要です。
● 転送手段の設定
取得した保守情報を転送する場合に必要です。次の 2 とおりの転送手段があります。
• 管理コンソールへのファイルの転送
保守情報を格納するためのディレクトリを設定します。
• e-mail 転送
保守情報を e-mail の添付ファイルとして転送するための e-mail の宛先などを設定
します。
次に，それぞれの操作手順について説明します。

（1） ユーザメニューの作成
情報取得メニューとして OS 情報，JP1/ServerConductor ログ，ハードウェア情報（本
体装置）の 3 種類をデフォルトで用意しています。デフォルト以外の保守情報を取得し
たい場合は，エージェントサービス設定で情報取得メニューを追加します。追加したメ
ニューは「11.7

保守情報の取得」の［情報取得］ダイアログボックスに，メニューと

して表示され，保守情報の取得時に選択できます。
メニューを追加する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を
選択する
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［エージェントサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［情報取得］タブを選択する

ここで次の内容を設定します。
設定項目

設定内容

メニュータイトル

メニューリストに表示するメニュー名称を指定します。メニューは 100 個
まで登録できます。

実行ファイル

実行するファイル名および実行オプションを指定します。
• Windows サーバの場合
実行ファイルは事前に管理対象サーバの「JP1/ServerConductor イン
ストール先ディレクトリ ¥Tool¥UsrBin」に格納しておいてください。
実行ファイルの出力結果は環境変数 %SmToolOutput% に定義されてい
るディレクトリに出力してください。この環境変数は参照用のため変更
しないでください。
• Linux サーバの場合
実行ファイルは管理対象サーバの「/var/opt/hitachi/system_manager/
tmp」に格納しておいてください。実行ファイルの出力結果は，実行
ファイルの第 1 引数に指定されたディレクトリに出力してください。な
お，「/var/opt/hitachi/system_manager/tmp」に格納した実行ファイル
は Agent（Linux）のアンインストールのときに削除されます。
• HP-UX サーバの場合
実行ファイルは管理対象サーバの「/var/opt/htcsma/tmp」に格納して
おいてください。実行ファイルの出力結果は「/var/opt/htcsma/collect」
に出力してください。すでに古い情報が存在する場合は上書きされ，古
い情報は削除されます。なお，
「/var/opt/htcsma/tmp」に格納した実行
ファイルは Agent（HP-UX）のアンインストールのときに削除されま
す。

3. ［追加］ボタンをクリックする
メニューリストに，指定したメニュータイトルが表示されます。不要なメニューを削
除する場合は，削除したいメニューを選択して［削除］ボタンをクリックします。メ
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ニューの設定内容を変更する場合は，変更したいメニューを選択して，メニュータイ
トルおよび実行ファイルの内容を変更したあと，［変更］ボタンをクリックします。
4. ［OK］ボタンをクリックする

（2） 転送手段の設定
（a） 保守情報ファイルの格納先の設定
保守情報ファイルを管理コンソールへ転送する場合のファイルの格納先を設定します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［コンソールサービス設定］を選
択する
［コンソールサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［情報取得］タブを選択する

3. 取得情報の格納先を指定する
ここで指定できる格納先は，コンソールサービスをインストールしているホストの
OS が認識できるディレクトリです。
4. ［OK］ボタンをクリックする
（b） e-mail（保守情報）の設定
保守情報を e-mail で転送する場合の設定をします。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［e-mail 設定］タブを選択する
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3. 「e-mail 設定を行う機能を選択してください。
」のリストから「情報取得」を選択する
情報取得の設定項目が表示されます。

ここで次の内容を設定します。
設定項目

設定内容

宛先

保守情報を送信する e-mail のアドレスを指定します。

発信者

e-mail の発信元となる e-mail のアドレスを指定します。

件名

メールの件名となる文字列を指定します。

メールサーバ

発信者の e-mail アドレスが所属しているメールサーバのホスト名また
は IP アドレスを指定します。

e-mail テストを行う

e-mail 通知先リストに表示されているすべての e-mail アドレスにテ
ストメールを送信する場合，このチェックボックスを ON にします。
テストメールのタイトルと本文には「Test Mail」が設定され，添付
ファイルは無しとなります。
テストメールは，
［OK］ボタンをクリックした時点で送信されます。

添付ファイルのサイズ最大

添付ファイルの最大サイズを指定します。単位はメガバイトです。32
メガバイトまで指定できます。0 を指定すると，サイズの制限がなく
なります（32 メガバイトを超えるサイズを添付できます）
。デフォル
トは 0 です。

4. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
e-mail 通知先リストに，指定した宛先が追加されます。e-mail 通知先は 4 個まで設
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定できます。追加された宛先を削除する場合は，削除する宛先を選択して［リストか
ら削除］ボタンをクリックします。
5. ［OK］ボタンをクリックする

408

11.

遠隔操作

11.3 リモートコントロール
管理対象サーバをリモートコントロールする場合，管理対象サーバの状態によって表示
される画面が異なります。例えば，次の図に示すように，管理対象サーバの BIOS が起
動している場合には，
［ホスト管理］ウィンドウから表示した［リモートコントロール］
ウィンドウに，管理対象サーバの BIOS 設定画面が表示されます。それに対して，管理
対象サーバの OS が正常に動作している場合には，［ホスト管理］ウィンドウから表示し
た［リモートコントロール］ウィンドウに，管理対象サーバの OS 起動後の画面が表示
されます。
図 11-2 管理対象サーバの状態変化によるリモートコントロールの画面遷移

注意
• コンソールサービスにサブアドミニストレータでログインした場合は，リモート
コントロールできません。
• BIOS が起動している管理対象サーバをリモートコントロールする場合，管理対象
サーバに SVP PCI ボードを搭載している必要があります。
• BladeSymphony は電源 OFF から OS 起動までの間，リモートコントロールでき
ません。

（1） 管理対象サーバの BIOS が起動している場合
次に，BIOS が起動している管理対象サーバをリモートコントロールする手順について説
明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでリモートコントロールしたい管理対象サーバを選択する
2. ［ホスト操作］メニューから［リモートコントロール］を選択する
次のような［リモートコントロール］ウィンドウと［ツール］ウィンドウが表示され
ます。
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3. ［リモートコントロール］ウィンドウでサーバを操作する
次に，［リモートコントロール］ウィンドウの操作について説明します。
•［リモートコントロール］ウィンドウおよび［ツール］ウィンドウの操作
［リモートコントロール］ウィンドウでキー入力することで，管理対象サーバを操
作できます。
ただし，［Alt］キーとほかのキーを同時に入力して管理対象サーバを操作する場合
は，［ツール］ウィンドウにある［システムキー］チェックボックス（

）を

ON にしてください。チェックボックスが OFF の場合は，管理コンソールの操作
になります。
• 管理対象サーバをリブートする場合
管理対象サーバをリブートする場合は，［Ctrl］+［Alt］+［Delete］キーを入力し
ないで，［ツール］ウィンドウにある［リブート］ボタン（

）をクリックして

ください。［Ctrl］+［Alt］+［Delete］キーを入力した場合は，Windows のセキュ
リティ画面になります。
• リモートコントロールの終了
管理対象サーバで BIOS の起動が終了すると，それを知らせるメッセージダイアロ
グボックスが管理コンソールに表示されます。メッセージダイアログボックスを閉
じると，［リモートコントロール］ウィンドウと［ツール］ウィンドウが閉じます。
続けてリモートコントロールする場合は，メッセージに従って管理対象サーバの
OS が起動してから，リモートコントロールの操作をしてください。

（2） 管理対象サーバの OS が起動している場合
次に，管理対象サーバの OS が正常に動作している管理対象サーバを，リモートコント
ロールする手順について説明します。
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1. ［ホスト管理］ウィンドウでリモートコントロールしたい管理対象サーバを選択する
2. ［ホスト操作］メニューから［リモートコントロール］を選択する
次のような［リモートコントロール］ウィンドウが表示されます。

3. ［リモートコントロール］ウィンドウでサーバを操作する
管理コンソールと管理対象サーバとの間でチャットを行うことができます。
• 管理コンソールの［リモートコントロール］ウィンドウで［ツール］メニューから
［チャット］を選択する
次のように［チャット］ウィンドウが表示されます。
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リモートコントロールの対象となるサーバ上では次の画面が表示されます。

（3） 各バージョンでの接続性
異なるバージョン間でリモートコントロールを使用する場合について説明します。エー
ジェントとコンソールのリモートコントロールマネージャのインストール状態によって，
リモートコントロールを使用した接続状態が変わります。
エージェントのリモートコントロールのインストール状態に対して，コンソールから起
動されるリモートコントロールビューアを次に示します。
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表 11-4 コンソールからエージェントへ接続できる状態
エージェントのインストール状態
エージェントの
バージョン

インストールされているリ
モートコントロール

コンソールからエージェントへ接続できる状態
コンソールのバー
ジョン

起動されるリモートコント
ロールビューア

Version3

LDSM

Version3
Version5
Version6
Version7

LDSM

Version5
Version6
Version7

LDSM

Version5
Version6
Version7

LDSM

更新インストール
Version8

LDSM

Version5
Version6
Version7

接続できません

新規インストール
Version8

JP1/NETM/Remote Control

更新インストール
Version8

JP1/NETM/Remote Control

Version5
Version6
Version7

LDSM

更新インストール
Version8

LDSM

Version5
Version6
Version7

接続できません

新規インストール
Version8

JP1/NETM/Remote Control

更新インストール
Version8

JP1/NETM/Remote Control

新規インストー
ル
Version8

更新インストー
ル
Version8

JP1/NETM/Remote Control

LDSM

JP1/NETM/Remote Control
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11.4 ファイル転送
管理コンソールと管理対象サーバ間でファイルを転送できます。ファイル転送の手順を
次に示します。
1. ［リモートコントロール］ウィンドウで［ツール］メニューから［ファイル転送］を
選択する
次のような［ファイル転送］ウィンドウが表示されます。

2. 転送したいファイルを選択し，ドラッグ & ドロップする
これで，ファイルを転送できます。
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11.5 リモートコンソール
リモートコンソールアプリケーションを［ホスト管理］ウィンドウから起動し，遠隔地
にある管理対象サーバの画面を管理コンソールに表示して，直接操作できます。
なお，BS2000 の場合はリモートコンソールアプリケーションのほか，BMC の Web コ
ンソールも使用できます。BMC の Web コンソールは，BSM が提供する Web コンソー
ル機能ではありません。Web ブラウザからリモートコンソール接続を実行する機能です。

（1） 操作手順
リモートコンソールアプリケーションまたは BMC の Web コンソールを，
［ホスト管理］
ウィンドウから起動する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，リモートコンソールアプリケーションまたは BMC の
Web コンソールで接続するサーバモジュールが搭載されているサーバシャーシを選択
する
2. ［ホスト操作］メニューから［リモートコンソール］を選択する
［リモートコンソール］ダイアログボックスが表示されます。

［接続先サーバモジュールの選択］に表示される Slot の数は，サーバシャーシのタイ
プによって異なります。
3. 使用するリモートコンソールを選択する
4. リモートコンソールアプリケーションで接続するサーバモジュールを選択する
接続するサーバモジュールのラジオボタンを ON にします。
5. ［起動］ボタンをクリックする
リモートコンソールを起動する画面が，接続先の IP アドレスが入力された状態で表
示されます。
これ以降のリモートコンソールの操作手順については，BladeSymphony のリモート
コンソールに関するドキュメントの使用方法の章を参照してください。
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（2） ツールチップに表示されるメッセージ
［リモートコンソール］ダイアログボックスで，非活性になっているサーバモジュールに
カーソルを移動させると，そのサーバモジュールを選択できない理由がツールチップに
表示されます。
ツールチップに表示されるメッセージと対処方法を，次の表に示します。
表 11-5 ツールチップに表示されるメッセージと対処方法（［リモートコンソール］ダイ
アログボックス）
優先順位※

メッセージ

対処

1

Slot%d:SVP から情報が取得でき
ません。本機能を利用するには
SVP のファームウェアを更新す
る必要があります。

保守員に連絡してください。

2

Slot%d: パーティションが存在し
ません。

システム管理者に連絡してください。

3

Slot%d: サーバモジュールが挿入
されていないか，BSM からリ
モートコンソールを起動できませ
ん。

サーバモジュールが挿入されていることを確認
してください。挿入されている場合は，BSM
からのリモートコンソールの起動に対応した
サーバモジュールかどうかを確認してください。
BSM からのリモートコンソールアプリケー
ション，および BMC の Web コンソールの起動
に対応したサーバモジュールについては，
BladeSymphony のリモートコンソールに関す
るドキュメントの「はじめに」を参照してくだ
さい。

注※
非活性の要因が複数ある場合，この欄で示す優先順位のいちばん高い項目が一つだけ表示され
ます。
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11.6 ランプ制御
サーバモジュールのランプの点灯状態を管理コンソールに表示して，直接操作できます。
管理コンソールからランプの点灯状態を直接操作している状態のことをサーバ指定状態
といいます。
遠隔地にあるサーバモジュールで障害が発生した場合，システム管理者がランプを点灯
させてサーバ指定状態にすることで，現地にいる保守員にどのサーバモジュールを交換
すればよいかを知らせることができます。
この機能を使用するためには，管理対象サーバが BladeSymphony 上で稼働している必
要があります。
なお，BS2000 のサーバシャーシの場合は，スイッチモジュールおよびマネージメントモ
ジュールに対してもランプ制御できます。

11.6.1 操作手順（BS1000/BS320 の場合）
BS1000 および BS320 の管理対象サーバに対してランプ制御する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，次のどれかを選択する
• サーバシャーシ
• サーバ
• HVM
2. ［ホスト操作］メニューから［ランプ制御］を選択する
［ランプ制御］ダイアログボックスが表示されます。

表示される Slot の数は，サーバシャーシのタイプによって異なります。
3. ランプの状態を変更したいサーバモジュールの Slot 番号の［ON］ボタン，または
［OFF］ボタンをクリックする
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サーバ指定状態にする場合は［ON］ボタンを，サーバ指定状態を解除する場合は
［OFF］ボタンをクリックします。サーバまたは HVM を選択した場合は，パーティ
ションを構成するサーバモジュールのランプの状態だけ変更できます。
なお，［表示更新］ボタンをクリックすると，表示が更新されます。
ツールチップに表示されるメッセージ
［ランプ制御］ダイアログボックスで，非活性になっているサーバモジュールにカー
ソルを移動させると，そのサーバモジュールを選択できない理由がツールチップに
表示されます。
ツールチップに表示されるメッセージと対処方法を，次の表に示します。
表 11-6 ツールチップに表示されるメッセージと対処方法（［ランプ制御］ダイアログ
ボックス）
優先順位※

メッセージ

対処

1

Slot%d: 選択したホストではない
ため，ランプ制御できません。

［ホスト管理］ウィンドウで該当するサーバ
シャーシ，サーバまたは HVM を選択して［ラ
ンプ制御］ダイアログボックスを起動してくだ
さい。

2

Slot%d: 選択したホストは LPAR
上で稼働しているホストのため，
ランプ制御できません。

［ホスト管理］ウィンドウで該当するサーバ
シャーシ，または HVM を選択して［ランプ制
御］ダイアログボックスを起動してください。

3

Slot%d: サーバシャーシがランプ
制御機能をサポートしていないた
め，ランプ制御できません。

保守員に連絡してください。

4

Slot%d: サーバモジュールが挿入
されていないため，ランプ制御で
きません。

サーバモジュールを挿入してください。

5

Slot%d:BMC が初期化中または
BMC との通信に失敗したため，
ランプ制御できません。

しばらく待ってから［表示更新］ボタンを押す
か［ランプ制御］ダイアログボックスを起動し
直してください。

6

Slot%d: サーバモジュールがラン
プ制御機能をサポートしていない
ため，ランプ制御できません。

保守員に連絡してください。

注※
非活性の要因が複数ある場合，この欄で示す優先順位のいちばん高い項目が一つだけ表示され
ます。

11.6.2 操作手順（BS2000 の場合）
BS2000 の管理対象サーバに対してランプ制御する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，次のどれかを選択する
• サーバシャーシ
• サーバ
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• HVM
サーバシャーシを選択した場合は，サーバモジュールだけでなくスイッチモジュール
およびマネージメントモジュールに対してもランプ制御できます。
2. ［ホスト操作］メニューから［ランプ制御］を選択する
［ランプ制御］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［制御対象モジュール］で，ランプ制御したいモジュールを選択する
サーバまたは HVM を選択して［ランプ制御］ダイアログボックスを表示させた場合
は，
「Server Blade」が表示され，ほかのモジュールは選択できません。
4. モジュール表示一覧から，ランプの状態を変更したいモジュールを一つ選択し，
［ON］ボタン，または［OFF］ボタンをクリックする
サーバ指定状態にする場合は［ON］ボタンを，サーバ指定状態を解除する場合は
［OFF］ボタンをクリックします。サーバまたは HVM を選択した場合は，パーティ
ションを構成するサーバモジュールのランプの状態だけ変更できます。
「障害アラート」欄の表示
「障害アラート」欄は，接続先マネージャに BSM Plus をインストールしている場合
に表示されます。
次のアラートが一つ以上あった場合は，「あり」が表示されます。
• SVP（直接通知）のアラート（注意レベル以上）：すべてのモジュールが対象で
す。
• エージェントサービスの通知アラート（注意レベル以上）
：サーバモジュールが対
象です。
• SNMP Trap の通知アラート（注意レベル以上）
：スイッチモジュールが対象です。
ただし，アラートがあってもユーザがアラートを確認している場合は，「なし」が表
示されます。
また，ステータス欄に「制御不可」とあるモジュールに対しては，「障害アラート」
欄は空白となります。
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「制御不可理由」欄に表示されるメッセージ
ランプ制御できないモジュール，またはランプ制御をサポートしていないモジュー
ルがある場合は，モジュール表示一覧の「ステータス」欄に「制御不可」と表示さ
れ，
「制御不可理由」欄にメッセージが表示されます。
「制御不可理由」欄に表示されるメッセージとその対処方法を次の表に示します。
表 11-7 「制御不可理由」欄に表示されるメッセージと対処方法
優先順位※

メッセージ

対処

1

選択したホストは LPAR 上で稼働
しているホストのため，ランプ制
御できません。

2

デバイスが挿入されていないか，
制御可能なランプが存在しませ
ん。

デバイスが挿入されているか確認してください。
挿入されていない場合は，挿入してください。
挿入してもこのメッセージが表示される場合は，
制御可能なランプが存在しないデバイスです。

3

デバイスが初期化中またはデバイ
スとの通信に失敗したため，ラン
プ制御できません。

デバイスが初期化処理中のため，しばらく待っ
てから［ランプ制御］ダイアログボックスを起
動し直してください。この手順で解決しない場
合は，保守員に連絡してください。

［ホスト管理］ウィンドウで該当するサーバ
シャーシ，または HVM を選択して［ランプ制
御］ダイアログボックスを起動してください。

注※
ランプ制御できない要因が複数ある場合，この欄で示す優先順位のいちばん高い項目が一つだ
け表示されます。

11.6.3 注意事項
ランプ制御時の注意事項を次に示します。
• サーバ指定状態にしたランプの点灯状態は，ハードウェアによって異なります。サー
バ指定状態にしたランプの点灯状態については，マニュアル「BladeSymphony ユー
ザーズガイド」のシステム装置について記載されている章を参照してください。
• ランプの点灯状態は，Pre-configure 実行中よりも，サーバ指定状態の方が優先されま
す。
サーバモジュールの Pre-configure 実行中にサーバ指定状態に変更した場合，または
サーバ指定状態で Pre-configure が実行された場合，ランプはサーバ指定の状態で点
灯されます。
• BMC 初期化中のランプの点灯状態は，以前の点灯状態にかかわらず，BMC 初期化中
の状態で点灯されます。BMC 初期化が終了すると，BMC 初期化以前の点灯状態に戻
ります。
• SVP コンソールからもランプの点灯状態をサーバ指定状態にできます。
［ランプ制御］
ダイアログボックスから同一のサーバモジュールのランプ点灯状態を変更した場合，
あとから要求された設定が適用されます。
• サーバ指定状態は，コンソールサービスや SVP コンソールから解除するほかに，次の
どちらかの場合でも解除されます。
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• サーバ指定状態のデバイスを抜去した場合
• サーバシャーシの電源を ON にした場合（サーバシャーシ内の全デバイスに対して
サーバ指定状態が解除されます）
• ランプ制御対象のサーバモジュールの電源状態は，ランプ制御の実行に影響しません。
これは，ランプ制御中にサーバモジュールの電源状態を変更した場合にも適用されま
す。
•［ランプ制御］ダイアログボックスでは，サーバモジュール単位でランプを制御できま
す。パーティション単位でのランプの一括制御はできません。パーティションを構成
するすべてのサーバモジュールをサーバ指定状態にしたい場合は，パーティションを
構成するすべてのサーバモジュール一つ一つに対してランプの操作をする必要があり
ます。
• 複数のコンソールサービスまたは複数のマネージャサービスから同一のデバイスに対
してランプの点灯状態を変更した場合，あとから要求された設定が適用されます。
• ランプの点灯状態は，ハードウェアでの制御よりも，サーバ指定状態の方が優先され
ます。
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11.7 保守情報の取得
11.2.2 項で保守情報を取得するための設定をしたあとは，次の手順で保守情報を取得で
きます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで保守情報を採取したいサーバを一つ選択する
2. ［ホスト操作］メニューから［情報取得］を選択する
［情報取得］ダイアログボックスが表示されます。

3. 取得したい情報をメニューリストから選択する
メニューリストに表示されるデフォルトのメニューは「OS 情報取得」
，「JP1/
ServerConductor/Agent ログ取得」
，および「ハードウェア情報取得（本体装置）」で
す。そのほかのメニューについては，「11.2.2(1)

ユーザメニューの作成」を参照し

てください。
4. ［実行］ボタンをクリックする
情報の取得が開始されます。情報の取得が完了すると，
［情報取得 - 完了通知］ダイア
ログボックスが表示されます。

5. 転送方法を選択する
「e-mail 転送」または「ファイル転送」のどちらの方法で転送するかを選択します。
6. ［OK］ボタンをクリックする
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注意
e-mail の場合，結果ファイルの総容量がマネージャサービス設定での e-mail の添付
ファイルのサイズを超えるとエラーになります。
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グループ管理
JP1/ServerConductor は，管理対象ホストおよび管理対象サー
バシャーシをグループに分けて管理できます。例えば，ある部
署単位に管理対象ホストをグルーピングすることで，グループ
単位での電源制御スケジュールの設定，エージェントサービス
の設定，定期的な電源 ON・OFF などの操作ができます。この
章では，グループ管理の方法について説明します。

12.1 ホストおよびサーバシャーシをグループに分ける
12.2 グループ内サーバの一括設定
12.3 ホストおよびサーバシャーシの一括操作
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12.1 ホストおよびサーバシャーシをグループ
に分ける
複数のホストおよびサーバシャーシを一つのグループに登録することで，同じ操作や設
定が一括でできます。この機能をホストおよびサーバシャーシのグルーピングといいま
す。ホストおよびサーバシャーシをグルーピングし，［ホスト管理］ウィンドウ（サイ
ト，ドメイン，サービス構成，サーバシャーシ構成）に表示されているホストおよび
サーバシャーシをグルーピング用のウィンドウに登録して，同じ操作や設定を一括でで
きるようにします。
ホストとサーバシャーシが異なる装置にあれば，ホストとサーバシャーシを同じグルー
プに混在させることもできます。同一装置内のホストとサーバシャーシを同じグループ
に混在させることはできません。また，ローカルコンソールではグルーピングは利用で
きません。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM のグルーピングについては「23.3.8
グループ管理」を，仮想化プラットフォームのサーバのグルーピングについては「24.3.6
グループ管理」を参照してください。

12.1.1

グループ管理でできる操作または設定

グルーピングしたホストまたはサーバシャーシに対して，できる操作または設定を，次
の表に示します。
表 12-1

グルーピングしたホストまたはサーバシャーシに対してできる操作または設定

グルーピング対象

操作または設定
電源制御スケジュール
の設定

エージェントサービスの
設定

電源制御の操作

○

○

○

×

×

○

ホスト
※

サーバシャーシ

（凡例）
○：操作または設定ができる
×：操作または設定ができない
注※
サーバシャーシのグルーピングは，BSM でだけできます（Server Manager ではできません）
。

グループは，設定または操作の種類ごとに設定します。例えば，電源制御スケジュール
の一括設定用に作成したグループは，電源制御の操作では使用できません。
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グルーピング方法

ここでは，ホストおよびサーバシャーシのグループを作成する方法について説明します。
グループを作成する場合，アドミニストレータでログインしてください。サブアドミニ
ストレータでログインしている場合は，作成されているグループの参照だけができます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューを選択する
プルダウンメニューとして［一括設定］および［一括操作］が表示されます。
2. 作成するグループの目的に合わせたメニューを選択する
目的ごとに次のようにメニューを選択すると，目的に合わせたグルーピングウィンド
ウが表示されます。
• 電源 ON・OFF スケジュールの一括設定の場合
［一括設定］メニューから［スケジュール］を選択します。
［一括設定 - スケジュー
ル］ウィンドウが表示されます。
• エージェントサービス設定項目の一括設定の場合
［一括設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択します。
［一括設定
- エージェントサービス設定］ウィンドウが表示されます。
• 電源制御の一括操作の場合
［一括操作］メニューから［電源制御］を選択します。
［一括操作 - 電源制御］ウィ
ンドウが表示されます。
次の図は，アドミニストレータでログインしたときに，
［一括設定］メニューから
［スケジュール］を選択することで表示される，［一括設定 - スケジュール］ウィンド
ウです。

3. ［編集］メニューから［新規グループ作成］を選択する
グループツリーに新しいグループが作成されます。
4. グループに登録したいホストおよびサーバシャーシを，
［ホスト管理］ウィンドウか
らグルーピングウィンドウにドラッグ & ドロップする
4. の操作を繰り返すことで，グループにホストおよびサーバシャーシを登録できま
す。
5. グループを作成したら，
［ファイル］メニューから［保存］を選択してグルーピング
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情報を保存する
グループは複数個作成，および階層化できますので，ホストおよびサーバシャーシの利
用目的別や機種別などにグループを分けられます。また，グループの名称もユーザが設
定できるので，目的別にグループ名を設定してください。なお，グループは 8 階層まで
階層化できます。
注意
• あるグルーピングウィンドウで作成したグループを，ほかのグルーピングウィン
ドウで使いたい場合は，
［編集］メニューの［コピー］および［貼り付け］を使用
して，グルーピングウィンドウ間で，グループをコピーしてください。
• グルーピングは単一のコンソールサービスから単一のマネージャサービスに接続
している環境で実施してください。単一のコンソールサービスから複数のマネー
ジャサービスに接続している状態でグルーピングすると，不正なグルーピング
データが作成される場合があります。

428

12.

グループ管理

12.2 グループ内サーバの一括設定
サーバのグルーピングを利用すると，グループに登録されているすべてのサーバについ
て，同じ情報を設定できます。ここでは，グループ内のサーバに対してスケジュール，
またはエージェントサービスの設定項目を一括で設定する方法について説明します。
一括設定する場合，アドミニストレータでログインしてください。サブアドミニスト
レータでログインしている場合，現在設定されている情報の参照だけができます。

12.2.1

電源制御スケジュールの一括設定

グループ内のサーバに対して，電源制御スケジュールを一括で設定できます。また，あ
るグループに設定した電源制御スケジュールを，ほかのグループにコピーすることもで
きます。
ここでは，電源制御スケジュールの一括設定の手順，設定内容のコピー方法，および設
定内容の確認方法について説明します。

（1） 設定手順
電源制御スケジュールの一括設定の方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括設定］を選択し，［スケ
ジュール］を選択する
［一括設定 - スケジュール］ウィンドウが表示されます。

2. ［一括設定 - スケジュール］ウィンドウで，電源制御スケジュールを設定するグループ
を選択する
3. ［グループ操作］メニューから［スケジュール］を選択する
［スケジュール管理］ダイアログボックスが表示されます。
［スケジュール管理］ダイアログボックスの操作方法については，「10.3

電源制御ス

ケジュールを設定する」を参照してください。
4. 設定が終了したら［ファイル］メニューから［保存］を選択して，グルーピング情報
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を保存する
これで，グループ内のすべてのサーバに対して，スケジュールを設定できます。

（2） 設定内容のコピー
あるグループに対して設定した電源制御スケジュールの設定内容を，ほかのグループに
コピーする方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括設定］を選択し，
［スケ
ジュール］を選択する
［一括設定 - スケジュール］ウィンドウが表示されます。
2. ［一括設定 - スケジュール］ウィンドウで，電源制御スケジュールのコピー元となるグ
ループを選択する
3. ［編集］メニューから［プロパティのコピー］を選択する
4. 電源制御スケジュールのコピー先となるグループを選択する
5. ［編集］メニューから［プロパティの適用］を選択する
6. 設定が終了したら［ファイル］メニューから［保存］を選択して，グルーピング情報
を保存する
注意
コピーしたプロパティは，グループに対して何らかの操作をしないと，スケジュー
ルのプロパティダイアログボックスを表示しても，情報は表示されません。

（3） 設定内容の確認
グループに対して設定した，電源制御スケジュールの設定内容の確認方法を次に示しま
す。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括設定］を選択し，
［スケ
ジュール］を選択する
［一括設定 - スケジュール］ウィンドウが表示されます。
2. ［一括設定 - スケジュール］ウィンドウで，電源制御スケジュールの設定内容を確認す
るグループを選択する
3. ［ファイル］メニューから［プロパティ］を選択する
［SVP のプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
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これで，グループに設定したスケジュールを確認できます。

12.2.2

エージェントサービスの一括設定

グループ内のサーバに対して，エージェントサービスの設定項目を一括で設定できます。
また，あるグループに設定したエージェントサービスの設定内容を，ほかのグループに
コピーすることもできます。
ここでは，エージェントサービスの一括設定の手順，設定内容のコピー方法，および設
定内容の確認方法について説明します。

（1） 設定手順
エージェントサービスの一括設定の方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括設定］を選択し，［エー
ジェントサービス設定］を選択する
［一括設定 - エージェントサービス設定］ウィンドウが表示されます。
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2. ［一括設定 - エージェントサービス設定］ウィンドウで，エージェントサービスの情報
を設定するグループを選択する
3. ［グループ操作］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
［エージェント設定］ダイアログボックスが表示されます。
［エージェント設定］ダイアログボックスの操作方法および設定項目については，
「14.5

エージェントサービスの設定」を参照してください。

4. 設定が終了したら［ファイル］メニューから［保存］を選択して，グルーピング情報
を保存する
これで，グループ内のすべてのサーバに対して，エージェントサービスの設定項目を一
括で設定できます。

（2） 設定内容のコピー
あるグループに対して設定したエージェントサービスの設定内容を，ほかのグループに
コピーする方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括設定］を選択し，
［エー
ジェントサービス設定］を選択する
［一括設定 - エージェントサービス設定］ウィンドウが表示されます。
2. ［一括設定 - エージェントサービス設定］ウィンドウで，エージェントサービス設定内
容のコピー元となるグループを選択する
3. ［編集］メニューから［プロパティのコピー］を選択する
4. エージェントサービス設定内容のコピー先となるグループを選択する
5. ［編集］メニューから［プロパティの適用］を選択する
6. 設定が終了したら［ファイル］メニューから［保存］を選択して，グルーピング情報
を保存する
注意
コピーしたプロパティは，グループに対して何らかの操作をしないと，スケジュー
ルのプロパティダイアログボックスを表示しても，情報は表示されません。
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（3） 設定内容の確認
グループに対して設定したエージェントサービスの設定内容の確認方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括設定］を選択し，［エー
ジェントサービス設定］を選択する
［一括設定 - エージェントサービス設定］ウィンドウが表示されます。
2. ［一括設定 - エージェントサービス設定］ウィンドウで，エージェントサービスの設定
内容を確認するグループを選択する
3. ［ファイル］メニューから［プロパティ］を選択する
これで，グループに設定したエージェントサービスの設定内容を確認できます。

433

12.

グループ管理

12.3 ホストおよびサーバシャーシの一括操作
グループ内のホストおよびサーバシャーシに対して，電源 ON・OFF などを一括で操作
する方法について説明します。なお，一括操作をする場合，アドミニストレータでログ
インしてください。サブアドミニストレータでログインしている場合は操作できません。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［グループ］メニューから［一括操作］を選択し，
［電源
制御］を選択する
［一括操作 - 電源制御］ウィンドウが表示されます。

2. ［一括操作 - 電源制御］ウィンドウで，電源を操作するグループを選択する
3. ［グループ操作］メニューから操作したい項目を選択する
［電源 ON］
，［電源 OFF］
，［強制電源 OFF］
，［リブート］から操作したい項目を選択
してください。
電源 ON 機能を備えた LAN アダプタを搭載した Windows サーバ，Linux サーバの
場合に，［電源 ON］ができます。
項目を選択すると確認メッセージが表示されます。
4. メッセージを確認し，［OK］ボタンをクリックする
これで，グループ内のサーバの電源が一括で操作されます。例えば，［リブート］を選択
すると，グループ内のすべてのサーバがリブートされます。
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システムの運用が始まると，システムの接続管理もシステム管
理者にとって重要な業務の一つとなります。例えば，マシンの
撤去や増設に伴って，ホストを管理対象から削除したり，新規
に登録したりする必要があります。また，管理対象のホストの
数が多数ある場合，それぞれのホストがどのマネージャサービ
スで管理されているのかを把握しておく必要があります。この
章では，これらの接続管理の方法について説明します。

13.1 管理するホストを変更する
13.2 サーバシャーシを登録または削除する
13.3 接続先マネージャサービスを確認する
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13.1 管理するホストを変更する
ここでは，管理するホストを変更する手順について説明します。
なお，HVM の登録および削除については「23.3.9 接続管理」を，仮想化プラット
フォームのサーバの登録および削除については「24.3.7 接続管理」を参照してくださ
い。

（1） 管理しているホストを削除する
マネージャサービスで管理しているホストを，管理対象から削除する方法について説明
します。ホストを使用しなくなったときに，使用しなくなった管理対象のホストは管理
対象から削除してください。コンソールサービス上で間違った操作を引き起こす原因に
なります。
次の手順で管理するホストを削除します。なお，この操作はアドミニストレータでログ
インした場合だけ実行できます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで削除するホストを選択する
複数のホストを選択できます。
2. ［接続管理］メニューから［削除］を選択する
メッセージが表示されます。
3. ［OK］または［全て OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックすると，ホストを削除します。ホストを複数選択した場合，確
認用のメッセージが表示されます。すべてのホストを削除する場合は［全て OK］ボタン
をクリックしてください。
選択したホストが管理対象から削除されます。

（2） 管理対象外のホストを再接続する
再起動などをしたホストは，［ホスト管理］ウィンドウに未接続のアイコンで表示されて
います。この未接続の状態のホストを接続する場合の方法を説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで接続するホストを選択する
未接続のアイコンで表示されているホストを選択してください。
2. ［ホスト操作］メニューの［接続］を選択する
選択したホストが再接続され，再び管理できるようになります。

（3） ホストを登録する
起動しているホストが［ホスト管理］ウィンドウに表示されない，サービスの起動順を
誤った，ホストを誤って削除したなどの場合，次の手順でホストを登録して［ホスト管
理］ウィンドウに表示させます。
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1. ［ホスト管理］ウィンドウでホストを登録するマネージャサービスを選択する
2. ［接続管理］メニューから［登録］を選択する
［ホスト登録］ダイアログボックスが表示されます。

3. 登録するホストの IP アドレス，またはホスト名を入力する
4. 種別の中から，
「エージェントサービス」を選択する
5. ［OK］ボタンをクリックする
サーバでエージェントサービスが起動している場合は，
［ホスト管理］ウィンドウに表示
されます。
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13.2 サーバシャーシを登録または削除する
BSM では，管理対象としてサーバシャーシの登録と削除ができます（Server Manager
ではできません）。また，未接続で使用しなくなった管理対象のサーバシャーシは，管理
対象から削除してください。コンソールサービス上で間違った操作を引き起こす原因に
なります。

（1） サーバシャーシの登録
サーバシャーシの登録には，次の方法があります。
1. コンソールからの手動登録
起動しているサーバシャーシが［ホスト管理］ウィンドウに表示されない，サーバ
シャーシを誤って削除したなどの場合，ユーザがコンソールから手動で登録します。
2. BSM 起動時の自動登録
BSM の起動時に，自動的に同一ネットワークセグメントのサーバシャーシが検出さ
れ登録されます。
3. SVP からの自動登録
通知先として登録されているマネージャサービスに対して，SVP が定期的に登録要求
を通知します。これによって，自動的に登録されます。
登録方法とサーバシャーシの対応を次に示します。
表 13-1
項番

登録方法とサーバシャーシの対応
登録方法

サーバシャーシ
BS1000 または BS320

BS2000

1

コンソールからの手動登録

○

○

2

BSM 起動時の自動登録

○

×

3

SVP からの自動登録

×

○

（凡例）
○：登録機能がサポートされています
×：登録機能はサポートされていません

コンソールから手動で登録する手順を次に示します。
起動しているサーバシャーシが［ホスト管理］ウィンドウに表示されない，サーバ
シャーシを誤って削除したなどの場合，次の手順でサーバシャーシを登録して［ホスト
管理］ウィンドウに表示させます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでサーバシャーシを登録するマネージャサービスを選択す
る
2. ［接続管理］メニューから［登録］を選択する
［ホスト登録］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 登録するサーバシャーシの SVP モジュールの IP アドレスを入力する
4. 種別の中から，
「サーバシャーシ /HVM(BS1000/BS320)」または「サーバシャーシ /
HVM(BS2000)」を選択する
5. ［OK］ボタンをクリックする
注意
BladeSymphony のスイッチ＆マネジメントモジュールのファームウェアを更新し
た場合，または WWN 情報を更新した場合，サーバシャーシを再登録する必要があ
ります。ここで説明した手順に従って，サーバシャーシを再登録してください。

（2） サーバシャーシの削除
マネージャで管理しているサーバシャーシを，管理対象から削除する方法について説明
します。これは，サーバシャーシを撤去したときなどに使用します。
次の手順で管理するサーバシャーシを削除します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで削除するサーバシャーシを選択する
複数のサーバシャーシを選択できます。
2. ［接続管理］メニューから［削除］を選択する
メッセージが表示されます。
3. ［OK］または［全て OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックすると，サーバシャーシを削除します。サーバシャーシを複数
選択した場合，確認用のメッセージが表示されます。すべてのサーバシャーシを削除す
る場合は［全て OK］ボタンをクリックしてください。
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選択したサーバシャーシと，そのサーバシャーシ内のすべてのホスト（サーバモジュー
ル）が管理対象から削除されます。
BS2000 の場合
BS2000 の場合は，次の手順に従ってサーバシャーシを削除してください。
1. 削除する BS2000 のサーバシャーシの SVP から，通知先 BSM の登録を外す
2. ［ホスト管理］ウィンドウから，サーバシャーシを削除する
上記の手順ではなく BSM のコンソール画面から削除した場合，削除した BS2000 の
サーバシャーシが，一定時間後にコンソール画面へ再登録されることがあります。
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13.3 接続先マネージャサービスを確認する
管理対象ホストの接続先マネージャサービスを確認する場合は，次の手順で確認してく
ださい。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，接続先マネージャサービスを確認するホスト，マネー
ジャ，サイト，またはドメインを選択する
ホストを選択した場合は，そのホストが確認の対象になります。
マネージャ，サイト，またはドメインを選択した場合は，配下のすべてのホストが確
認の対象になります。
2. ［接続管理］メニューから［接続先マネージャサービスの確認］を選択する
［接続先マネージャサービスの確認］ダイアログボックスが表示されます。

ダイアログボックスには，コンピュータ名，ホスト名，および接続先マネージャサー
ビスの IP アドレスが表示されます。
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コンソールサービスからの
設定情報の変更
この章では，環境設定ユティリティで設定した情報を，コン
ソールサービスから変更する方法について説明します。

14.1 コンソールサービスから変更できる設定情報
14.2 ユーザ管理情報の設定
14.3 コンソールサービスの設定
14.4 マネージャサービスの設定
14.5 エージェントサービスの設定
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14.1 コンソールサービスから変更できる設定
情報
システム構築時に環境設定ユティリティで設定した情報はコンソールサービスで参照お
よび変更できます。これによって，管理コンソールから定期的にパスワードを変更した
り，サーバの設置場所に行かなくても遠隔地から設定を変更したりできます。
コンソールサービスから変更できる設定情報を次の表に示します。
表 14-1

コンソールサービスから変更できる設定情報

情報の種類

設定項目

参照先

ユーザ管理情報の設定

• マネージャサービスにログインするときのパス
ワード

14.2

コンソールサービスの設定

•
•
•
•
•
•

接続先マネージャサービス
コマンドタイムアウト値
キープアライブの設定
保守情報の取得先
外部プログラムの起動 URL
アラート通知の設定

14.3

マネージャサービスの設定

•
•
•
•
•
•
•

コマンドタイムアウト値
サーバシャーシ定期監視の設定
e-mail の設定
JP1/IM 連携機能の設定
インベントリ情報の管理設定
アラートの保存設定
サーバ起動監視の設定

14.4

エージェントサービスの設定

•
•
•
•
•
•

コマンドタイムアウト値
キープアライブの設定
アラート情報
アラートの属性
使用率超過通知のしきい値
保守情報の取得設定

14.5

なお，LPAR 上で稼働しているサーバの環境設定については「23.3.10

コンソールサー

ビスからの環境設定」を，仮想化プラットフォームのサーバの環境設定については
「24.3.8
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14.2 ユーザ管理情報の設定
ユーザ管理情報として，コンソールサービスからマネージャサービスにログインすると
きのパスワードを変更できます。
次に変更方法について，説明します。

（1） パスワードの変更
コンソールサービスからマネージャサービスにログインするときのパスワードを変更し
ます。
パスワードを変更するときは，アドミニストレータでログインしてください。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［パスワード設定］を選択する
［パスワード変更］ダイアログボックスが表示されます。

2. パスワードを変更するユーザ種別を選択する
3. 選択したユーザ種別の現在のパスワードを［現在のパスワード］テキストボックスに
入力する
4. 新しいパスワードを［新しいパスワード］テキストボックスに入力する
パスワードは，16 文字までの半角英数字，半角スペース，および半角記号で設定しま
す。
5. 再度新しいパスワードを［パスワード確認入力］テキストボックスに入力する
6. ［OK］ボタンをクリックする
入力したパスワードが正しければ，パスワードが変更されます。
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14.3 コンソールサービスの設定
コンソールサービスの設定情報を変更，または参照する場合，次の手順で操作します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから，
［コンソールサービス設定］を選
択する
［コンソールサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。

ここでは，コンソールサービスの情報について変更，または参照できます。設定する場
合はアドミニストレータでログインしてください。サブアドミニストレータの場合，参
照だけができます。
［コンソールサービス設定］ダイアログボックスの情報取得については，
「11.2

保守情

報の取得と環境設定」を参照してください。

（1） ネットワーク
マネージャサービスと通信するときのネットワーク情報について設定します。
ここでは，次の情報を設定します。
設定項目
接続先マネージャサービスの指定

コマンドタイムアウト値
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設定内容
接続するマネージャを選択します。複数のマネージャを選択でき
ます。
接続先マネージャサービスを新規に登録または削除する場合は
［登録／削除］ボタンをクリックします。
マネージャサービスとのコマンド送受信時のコマンドタイムアウ
ト時間を秒単位で設定します。1 〜 600 の範囲内で設定できます。
デフォルトは 180 秒です。

14.

設定項目
キープアライブ※

コンソールサービスからの設定情報の変更

設定内容
マネージャサービスとの送受信時のキープアライブを使用するか
どうかを設定します。キープアライブを使用する場合は，チェッ
クボックスを ON にします（デフォルトは OFF です）
。この場
合，キープアライブの間隔を秒単位で設定します。1 〜 3,600 の
範囲内で設定できます。デフォルトは 600 秒です。

注※
キープアライブの設定をする場合，次の点に注意してください。
・キープアライブを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接
続時間に応じて課金される回線を使用している場合は，キープアライブを設定しないでくださ
い。
・［キープアライブ］チェックボックスを ON にすると，マネージャサービスが停止するなど，
コンソールサービスとマネージャサービスとの間の回線が切断した場合，管理コンソールに次
のようなポップアップダイアログが表示されます。
「ホスト名（マネージャサービス名）への接続が切断されました」
このメッセージが表示された場合は，管理コンソールからマネージャサービスに再ログインし
てください。
・キープアライブ間隔を設定する場合，必ず［コマンドタイムアウト時間］の設定値よりも大き
い値を設定してください。

（a）［接続先マネージャサービス登録／削除］ダイアログボックス
［登録／削除］ボタンをクリックすると，［接続先マネージャサービス登録／削除］ダイ
アログボックスが表示されます。

［接続先マネージャサービス登録／削除］ダイアログボックスでは，次の情報を設定しま
す。
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設定項目

設定内容

接続先マネージャサービス（IP アド
レス／ホスト名）

接続するマネージャサービスの IP アドレスまたはホスト名を
指定します。接続先が外部のネットワークの場合，接続元から
見えている IP アドレスまたはホスト名を指定します。1 〜
256 バイトの範囲で指定します。

コメント

接続先マネージャサービスの区別が付くようにコメントを入力
できます。1 〜 256 バイトの範囲で入力します。

登録済みマネージャサービスリスト

［↓リストに追加］ボタンをクリックすると，接続先マネー
ジャサービスがリストに登録されます。128 個まで登録できま
す。リストから削除する場合は，削除したいマネージャサービ
スを選択して［リストから削除］ボタンをクリックします。
複数のマネージャサービスに接続する場合，このリストの上か
ら順に接続が試みられます。複数のマネージャサービスに接続
するときの優先順位（接続順位）を変更したい場合は［↑上
へ］［↓下へ］ボタンで順位を変更してください。

（2） 起動 URL 設定
ツールバーのボタンや外部プログラムに関連づけられている起動 URL に関する情報を設
定します。［起動 URL 設定］タブを選択してください。

ここでは，次の情報を設定します。
設定項目
HDvM
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設定内容
Device Manager の起動 URL（半角 1,023 文字以下）を設定しま
す。デフォルトは http://localhost:23015/DeviceManager/ です。

14.

設定項目
JP1/SC/DPM

コンソールサービスからの設定情報の変更

設定内容
JP1/ServerConductor/Deployment Manager の起動 URL（半角
1,023 文字以下）を設定します。デフォルトは http://
localhost:8080/DeploymentManager/Start.jsp です。

（3） アラート
マネージャサービスへのログイン時に未受信アラートを受信するかどうかを設定します。
［アラート］タブを選択してください。
注意
マネージャサービスへのログイン時に未受信アラートを受信できるのは，BSM を使
用している場合だけです。

ここでは，次の情報を設定します。
設定項目
マネージャサービスへのログイン
時に未受信アラートを受信する

設定内容
マネージャサービスへのログイン時に，未受信のアラートを自動
的に取得する場合，このチェックボックスを ON にします。
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14.4 マネージャサービスの設定
マネージャサービスの設定情報を変更，または参照する場合，次の手順で操作します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでマネージャサービスの情報を変更，または参照するマ
ネージャサービスを選択する
2. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。

ここでは，マネージャサービスの情報について変更，または参照できます。なお，サブ
アドミニストレータでログインした場合は参照だけができます。
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの e-mail 設定については「7.8 アラー
トを e-mail で通知する」を，JP1/IM 連携機能の設定については「16.3

JP1/IM と連携

する」を，レポート機能については「6.2 データベースを利用した資産管理に必要な設
定」を，N+1 設定については「20.7 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の設定」を，
ストレージ設定については「19. ストレージ運用支援」を，ネットワークスイッチ連携
機能については，「20.5

ネットワークスイッチと連携した N+1 ／ N+M コールドスタン

バイの切り替え」を参照してください。
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（1） ネットワーク
コンソールサービスやエージェントサービスと通信するときのネットワーク情報につい
て設定します。［ネットワーク］タブを選択してください。
ここでは，次の情報を設定します。
設定項目

設定内容

コマンドタイムアウト値

コンソールサービスとのコマンドの送受信時のコマ
ンドタイムアウト時間を秒単位で設定します。1 〜
600 の範囲で設定します。デフォルトは 90 秒です。

サーバシャーシ定期監視

サーバシャーシの通信状態を定期的に監視する場
合，このチェックボックスを ON にします。通信状
態は 8 時間ごとに監視されます。デフォルトは
OFF です。

監視対象サーバシャーシ一覧

通信状態監視の対象となるサーバシャーシのシャー
シ ID が表示されます。
［監視対象サーバシャーシ一覧］には，マネージャ
サービスで管理されているシャーシ ID が表示され
ます。そのため，
［ホスト管理］ウィンドウのコン
ピュータ名の表示内容と異なることがあります。

（2） 保存設定
マネージャサービスが保存するアラートの制限値を設定します。
［保存設定］タブを選択
してください。
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ここでは，次の情報を設定します。
設定項目

設定内容

アラートの保存日数

マネージャサービスがアラートを保存する日数を設定します。設
定範囲は 1 〜 1,000 です。デフォルトは 30 日です。

アラートの保存件数

マネージャサービスがアラートを保存する件数を設定します。設
定範囲は 1,000 〜 65,535 です。デフォルトは 65,535 件です。

（3） サーバ起動監視
サーバごとに，エージェントサービスの起動の監視を設定します。［サーバ起動監視］タ
ブを選択してください。
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ここでは，次の情報を設定します。
項目

内容

シャーシ ID

起動監視を設定または解除するエージェントサービスが稼働してい
るサーバシャーシのシャーシ ID を選択します。
マネージャサービスで管理されているシャーシ ID が表示されるた
め，［ホスト管理］ウィンドウのコンピュータ名の表示内容と異な
ることがあります。

監視対象サーバ一覧

起動監視を設定または解除するサーバを選択します。サーバは複数
選択できます。
パーティション番号
パーティション番号が表示されます。
LPAR 識別子
LPAR 識別子が表示されます。
コンピュータ名
コンピュータ名が表示されます。
［ホスト管理］ウィンドウで，同一シャーシ ID かつ同一パー
ティション番号で表示されているサーバは，
「，
」（コンマ）で
区切って表示されます。また，エージェントサービスがインス
トールされていない場合は空白が表示されます。
監視時間
起動監視が設定されている場合，監視時間が分単位で表示され
ます。起動監視が設定されていない場合は，空白が表示されま
す。

453

14.

コンソールサービスからの設定情報の変更

項目
［設定］ボタン
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内容
起動監視を設定または解除する場合，設定するサーバを選択してこ
のボタンをクリックします。
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14.5 エージェントサービスの設定
エージェントサービスの設定情報を変更，または参照する場合，次の手順で操作します。
注意
BladeSymphony のサーバシャーシの場合，エージェントサービスの設定はできま
せん。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでエージェントサービスの情報を変更，または参照する
サーバを選択する
2. ［設定］メニューから［エージェントサービス設定］を選択する
［エージェントサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。

ここでエージェントサービスの情報について変更，または参照します。なお，サブアド
ミニストレータでログインした場合は参照しかできません。
［エージェントサービス設定］ダイアログボックスで［情報取得］タブを選択したときの
ダイアログボックスについては，
「11.2.2 環境設定（情報取得）」を参照してください。

（1） ネットワーク
ネットワークに関する情報を設定・参照できます。
ネットワーク情報について設定・参照する場合は［ネットワーク］タブを選択してくだ
さい。
［ネットワーク］タブでは，次の情報を設定・参照できます。
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設定項目

設定内容

コマンドタイムアウト値

管理コンソールとコマンドを送受信するときのコマンドタイムア
ウト時間を秒単位で設定します。1 〜 600 の範囲で設定します。
デフォルトは 90 秒です。

キープアライブ※

マネージャサービスとの送受信時のキープアライブを使用するか
どうかを設定します。キープアライブを使用する場合は，チェッ
クボックスを ON にします（デフォルトは OFF です）
。この場
合，キープアライブの間隔を秒単位で設定します。1 〜 3,600 の
範囲内で設定できます。デフォルトは 600 秒です。

注※
キープアライブの設定をする場合，次の点に注意してください。
・キープアライブを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接
続時間に応じて課金される回線を使用している場合は，キープアライブを設定しないでくださ
い。
・［キープアライブ］チェックボックスを ON にすると，エージェントサービスが停止するな
ど，エージェントサービスとマネージャサービスとの間の回線が切断した場合，管理コンソー
ルに次のようなポップアップダイアログが表示されます。
「ホスト名（マネージャサービス名）への接続が切断されました」
・キープアライブ間隔を設定する場合，必ず［コマンドタイムアウト値］の設定値よりも大きい
値を設定してください。

（2） アラート
エージェントサービスが検知するアラートに関する情報を設定・参照できます。アラー
ト情報について設定する場合は，［アラート］タブを選択してください。
［アラート］タ
ブが表示されます。

［アラート］タブでは，次の情報を設定・参照できます。
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設定内容

通知アラート

マネージャサービスへ通知するアラートのレベルを設定します。通知する
アラートレベルのチェックボックスを ON にしてください。

保存日数

アラートのログファイルを何日保存しておくかを設定します。この日数を
超えた場合は，管理コンソールに通知されます。設定範囲は 0 〜 90 です。
デフォルトは 30 日です。0 を設定すると，削除しないかぎり保存します。

使用ディスク容量警告値

アラートログの総容量がこの値を超えると管理コンソールに警告を通知し
ます（アラートログは，1 日ごとに一つのファイルとして保存されます）
。
設定範囲は 0 〜 1,048,576 です。デフォルトは 1,024 キロバイトです。0
を設定するとアラートを送信しません。

アプリケーションログ

エージェントサービスが通知するアラートをアプリケーションログとして
記録するかどうかを設定します。アプリケーションログとして記録した場
合，イベントビューアで参照できます。
注意
Linux サーバおよび HP-UX サーバのアラートはアプリケーションロ
グとして記録できません。

各アラートに対して，通知するかどうかを設定できます。詳細については，
「(3)

各アラートの属

性」を参照してください。

（3） 各アラートの属性
サーバで発生したアラートのうち，どのアラートについてコンソールサービスに通知す
るかを設定できます。また，アラートが発生したとき，サーバをどのように動作させる
か（リブートや電源 OFF など）も設定できます。各アラートの属性情報について設定す
る場合は，［各アラートの属性］タブを選択してください。

［各アラートの属性］タブでは，次の情報を設定・参照できます。
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設定項目
アラート一覧

設定内容
すべてのアラート情報を表示します。この中からコンソールサービス
に通知する，またはサーバの動作を設定するアラートを選択します。

アラート発生通知

アラート一覧で選択したアラートが何回発生したら，管理コンソール
に通知するかを設定します。1 〜 65,534 の範囲で設定します。デフォ
ルトは管理対象サーバの種類によって異なります。通知しない場合は
「通知しない」を選択します。なお，［エージェントサービス設定］ダ
イアログボックス（［アラート］タブ）の［通知アラート］で通知しな
いアラートに設定したレベルのアラートは，ここで発生回数を設定し
ても通知されません。設定方法については，
「7.3.1(2) アラート単位
でのフィルタリング」を参照してください。

イベント発生時のサーバ動作

イベントが発生したときに，サーバの電源操作について設定できます。
また，イベントが発生したときに起動していたプロセスを強制終了す
るかどうかも設定します。設定したいチェックボックスを ON にして
ください。デフォルトは「何もしない」，およびプロセスの強制終了は
「しない」です。
注意
• イベント発生時のサーバ動作が実行されると設定内容はリセットさ
れ，
「何もしない」になります。そのため，動作実施後は再設定す
る必要があります。
• HP-UX サーバの場合，イベント発生時のサーバ動作は設定できま
せん。

フェイルオーバー

フェイルオーバーするかどうかを設定します。デフォルトは「しない」
です。
注意
フェイルオーバーは，MSCS またはフェールオーバークラスタで
クラスタを管理している Windows サーバだけに設定できます。

［保存］ボタン

アラート一覧に表示されているすべてのアラートの属性をアラート属
性ファイルに保存します。

［読込］ボタン

アラート属性ファイルを読み込み，各アラートの属性を一括で設定し
ます。

（4） 使用率超過通知
CPU，メモリ，ドライブ，またはファイルシステムの使用率が何 % に到達したときにマ
ネージャサービスに通知するかを設定します。使用率超過通知について設定する場合は，
［使用率超過通知］タブを選択してください。
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［使用率超過通知］タブでは，次の情報を設定・参照できます。
設定項目

設定内容

デバイス

使用率超過通知について設定できるデバイスは，サーバの種類によって異な
ります。次に，各サーバで設定できるデバイスについて示します。
Windows サーバ
CPU，メモリ，ドライブ
Linux サーバおよび HP-UX サーバ
CPU，メモリ，ファイルシステム

使用率

CPU，メモリ，ドライブ，またはファイルシステムの使用率が何 % に到達
したら，通知するかを設定します。CPU の場合は 10 〜 100 の範囲で設定で
きます。デフォルトは 30% です。メモリ，ドライブ，またはファイルシステ
ムの場合は 40 〜 100 の範囲で設定できます。デフォルトは 80% です。

ドライブ，または
ファイルシステム

ドライブまたはファイルシステムの一覧と現在の設定されている使用率を表
示します。このリストで，使用率超過通知を設定するドライブまたはファイ
ルシステムを選択します。

使用率チェックをする

使用率をチェックするかどうかを設定します。チェックボックスを ON にす
ると使用率をチェックします。デフォルトは OFF です。使用率超過通知に
ついて変更する場合は，このチェックボックスを最初に変更してください。
以降の項目が設定できるようになります。

使用率のチェック間隔

CPU，メモリ，ドライブ，またはファイルシステムの使用率を何秒間隔で
チェックするかを設定します。1 〜 86,400 の範囲で設定します。デフォルト
は，CPU またはメモリの場合は 10 秒で，ドライブまたはファイルシステム
の場合は 60 秒です。なお，このチェック間隔は，すべてのドライブまたは
ファイルシステムに対して同じ設定値になります。C ドライブが 3 秒，D ド
ライブが 5 秒という設定はできません。
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設定項目
使用率算出のためのサ
ンプリング回数

460

設定内容
この使用率超過通知は，何回かのチェックの平均値が「使用率」で設定した
値に到達すると，マネージャサービスに通知するようになっています。この
項目では，平均値を求めるチェック回数を設定します。1 〜 1,000 の範囲で
設定します。デフォルトは 10 回です。なお，このサンプリング回数は，す
べてのドライブまたはファイルシステムに対して同じ設定値になります。C
ドライブが 10 回，D ドライブが 20 回という設定はできません。
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クラスタシステムでの運用
JP1/ServerConductor では，管理サーバをクラスタシステムで
運用できます。また，JP1/ServerConductor を使用して，
MSCS またはフェールオーバークラスタでクラスタ設定をして
いる管理対象サーバのクラスタ情報の表示，およびクラスタ制
御スケジュールの設定ができます。
この章では，JP1/ServerConductor をクラスタシステムで運用
する場合のセットアップ方法および運用方法について説明しま
す。また，JP1/ServerConductor でのクラスタ情報の表示方法
とクラスタ制御スケジュールの設定方法について説明します。

15.1 クラスタシステムでの運用の概要
15.2 クラスタ運用の前提条件
15.3 クラスタシステムでのインストールとセットアップ
15.4 クラスタシステムの構成変更（管理サーバ）
15.5 クラスタシステムの解除（管理サーバ）
15.6 クラスタシステム上の BSM のアンインストール（管理サーバ）
15.7 管理対象サーバのクラスタ制御スケジュールを設定する
15.8 管理対象サーバのクラスタ情報を表示する
15.9 クラスタ管理の注意事項
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15.1 クラスタシステムでの運用の概要
JP1/ServerConductor では，MSCS またはフェールオーバークラスタを利用したクラス
タシステムで管理サーバを運用できます。管理サーバをクラスタシステムで運用するこ
とで，サーバ障害などが発生してもサーバの運用管理を継続できます。
また，管理対象サーバを，MSCS またはフェールオーバークラスタを利用したクラスタ
システムで運用している場合，JP1/ServerConductor からクラスタ情報の表示およびク
ラスタ制御スケジュールの設定ができます。
ここでは，JP1/ServerConductor のクラスタシステム運用の概要を説明します。

15.1.1

管理サーバをクラスタシステムで運用する

BSM のマネージャサービスは，HA（High Availability）クラスタシステムでの運用に
対応しています。HA クラスタシステムは，処理を実行する実行系サーバと，障害が発生
したときに処理を引き継げるように待機している待機系サーバで構成されます。
障害が発生すると，実行系サーバから待機系サーバに処理が引き継がれます。障害時に
実行系から待機系へ処理が引き継がれることをフェイルオーバーといいます。定義情報
や管理対象サーバから収集したデータは，共有ディスク上に格納され，フェイルオー
バー時に引き継がれます。
BSM のマネージャサービスをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成およびア
クセスの流れを次の図に示します。
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クラスタシステムでの運用

クラスタシステムで運用する場合のシステム構成およびアクセスの流れ

注意
BSM のマネージャサービスは負荷分散クラスタシステムには対応していません。

15.1.2

クラスタシステム上の管理対象サーバを管理する

クラスタシステム上の管理対象サーバを JP1/ServerConductor から管理する場合，管理
対象サーバにインストールしたクラスタ管理エージェントサービスを使用します。クラ
スタ管理エージェントサービスを使用してクラスタ構成のサーバを管理する場合の利点
を次に示します。
• クラスタのグループおよびリソースの情報を遠隔地から参照できます。
• クラスタのグループおよびリソースの状態が変更されると，クラスタイベントをア
ラートとして管理者に通知できます。
• 特定の日や毎週決まった時間にクラスタグループでフェイルオーバーが実行されるよ
うに，スケジュールを設定できます。
• 特定のアラートが発生した場合，将来的なサーバ停止を予測して，自動的にフェイル
オーバーが実行されるように設定できます。
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15.2 クラスタ運用の前提条件
クラスタシステム上で運用する場合の前提条件を次に示します。

15.2.1

クラスタシステムでの運用に対応しているサービス

クラスタシステムでの運用は，BSM のマネージャサービスだけが対応しています。マ
ネージャサービス以外のサービスおよび Server Manager の各サービスはクラスタシス
テムには対応していません。

15.2.2

システム構成

クラスタシステムで管理サーバを運用する場合の，管理サーバのシステム構成を次の図
に示します。
図 15-2

管理サーバのシステム構成

管理サーバをクラスタシステムで運用する場合，クラスタグループを構成するノードの
最大数は 2 台です。1 台を共有ディスクにアクセスできる実行系サーバとして，もう 1
台を待機系サーバとして配置します。実行系サーバと待機系サーバのシステム時刻は，
同一にしておいてください。
なお，Windows Server 2008 の場合は，実行系サーバと待機系サーバが同じドメインに
属している必要があります。
実行系サーバおよび待機系サーバの両方に，同一バージョンのマネージャサービスをイ
ンストールします。
マネージャサービス以外のサービスはクラスタシステムでの運用には対応していないた
め，管理サーバ以外のサーバにインストールすることをお勧めします。管理サーバにマ
ネージャサービス以外のサービスをインストールする場合は，実行系サーバと待機系
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サーバにインストールするサービスの種類およびバージョンを同じにしてください。
LPAR 環境のクラスタシステム，および Windows のチーミング環境のクラスタシステム
には対応していません。
また，すでに運用中の管理サーバをクラスタシステムでの運用に変更する場合は，現在
運用している管理サーバを実行系サーバとし，新しく待機系サーバを用意してください。
なお，管理対象ホストは，すべて Public Network 上に配置してください。
注意
マネージャサービスが対応している Public Network，およびクラスタ IP アドレス
は一つです。このため，複数の Public Network，クラスタ IP アドレスを使用する
ことはできません。

465

15.

クラスタシステムでの運用

15.3 クラスタシステムでのインストールと
セットアップ
ここでは，クラスタシステム上に管理サーバを構築する場合の，インストールおよび
セットアップ手順を説明します。

15.3.1

この節で使用するシステム構成例

インストールおよびセットアップ手順の説明で使用するシステム構成例を，次の図に示
します。
図 15-3

15.3.2

システム構成例（クラスタシステムの場合）

セットアップの流れ

クラスタシステム上に管理サーバを構築する場合の，インストールおよびセットアップ
の流れを，次の図に示します。インストール手順および各セットアップ手順については，
図に示す参照先を参照してください。
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15.3.3

クラスタシステムでの運用

管理サーバのセットアップの流れ（クラスタシステムの場合）

クラスタグループおよびリソースの登録

MSCS のクラスタアドミニストレータを使用して，BSM 用のクラスタグループを作成
し，次のリソースを登録してください。
• IP アドレスリソース※
• ネットワーク名リソース※
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• 共有ディスクリソース
注※
IP アドレスリソースとネットワーク名リソースには，依存関係を設定してくださ
い。
この例では，次の名前で作成します。
項番

項目

この例での値

1

クラスタグループ

BSM グループ

2

IP アドレスリソース

BSM_ クラスタ IP アドレス

3

ネットワーク名リソース

BSM_ ネットワーク

4

共有ディスクリソース

BSM_ 共有ディスク

BSM 用のクラスタグループには，これ以外のリソースは登録しないでください。また，
既存のクラスタグループに BSM の各リソースを追加しないで，新規にクラスタグループ
を作成してください。
Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従ってクラスタを作成してください。ここ
では，管理サーバ 1 と管理サーバ 2 がドメイン「test.local」に属しているものとして説
明します。
1. 管理サーバ 1（実行系サーバ）でフェールオーバークラスタ管理を起動し，次の設定
でクラスタを作成する
• 追加するサーバ
Node01-CLS.test.local（管理サーバ 1）
Node02-CLS.test.local（管理サーバ 2）
• クラスタ管理用のアクセスポイント
クラスタ名：BSM2008
IP アドレス：10.208.175.128（論理 IP アドレス）
2. 管理サーバ 2（待機系サーバ）でフェールオーバークラスタ管理を起動し，手順 1 で
作成したクラスタを管理するように設定する
3. フェールオーバークラスタ管理で，クォーラム構成を設定する
クォーラム構成は，ご使用の環境に合わせて設定してください。
4. フェールオーバークラスタ管理で，記憶域に共有ディスクを追加する
共有ディスクは，ご使用の環境に合わせて追加してください。

15.3.4

インストール（クラスタシステムの場合）

インストール手順を次に示します。ここでは主に，クラスタシステム上の管理サーバに
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インストールする場合に必要な手順について説明します。インストール手順の詳細につ
いては，「3.2.1 BSM のインストール」を参照してください。
注意
• 実行系サーバへのインストールを実施する前に，実行系サーバから共有ディスク
にアクセスできることを確認してください。
• 必ず，実行系サーバへのインストールが完了したあとで，待機系サーバへのイン
ストールを実行してください。インストール順序に誤りがあると，実行系サーバ
と待機系サーバの間で情報の不整合が発生したり，マネージャサービスが起動し
なかったりします。

（1） 実行系サーバへのインストール
1. BSM をインストールする実行系サーバのマシンにログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［ユーザ情報］画面でユーザ情報を入力する
5. ［インストール先のフォルダ］画面でインストールするフォルダを選択する
BSM は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされます。
<ローカルディスクのシステムドライブ>¥Program
Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server Manager¥
インストール先フォルダを変更したい場合は，
［変更］ボタンをクリックします。
［インストール先フォルダの変更］画面が表示されるので，インストール先フォルダ
を変更し，
［OK］ボタンをクリックします。
注意
BSM は実行系サーバのローカルディスク上にインストールしてください。
6. ［運用方法の選択］画面でクラスタ構成を使用することを指定する
［使用する］ラジオボタンを ON にします。
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7. ［クラスタ構成の選択］画面で，実行系としてインストールすることを指定する
［実行系（アクティブ系）サーバとしてインストールする］ラジオボタンを ON にし
ます。

8. ［共有データフォルダの指定］画面で，共有データの格納先を選択する
デフォルトでは何も指定されていないため，［変更］ボタンをクリックして共有デー
タの格納先を指定します。必ず，共有ディスク上のフォルダを選択してください。
共有データは，［インストール先の変更］画面で選択したフォルダの下に作成される
「ServerConductor¥Server Manager」フォルダに格納されます。
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9. ［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービスを選択する
［運用方法の選択］画面で［使用する］ラジオボタンを ON にした場合，デフォルト
では［マネージャサービス］が選択されています。
必要に応じて，ほかのサービスを選択してインストールします。

注意
クラスタシステムに対応しているのは，マネージャサービスだけです。マネー
ジャサービス以外のサービスは，クラスタシステムには対応していません。
また，マネージャサービス以外のサービスをインストールした場合，待機系サー
バにも同じサービスをインストールする必要があります。ここで選択したサービ
ス名を控えておくことをお勧めします。
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10.［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
11. 環境設定ユティリティの［マネージャサービス］タブで，管理コンソールからログイ
ンするためのパスワードを設定する
パスワードの設定方法については，「3.10.1

認証情報の設定（マネージャサービス）」

を参照してください。

12.環境設定ユティリティの［マネージャサービス］タブで，［詳細設定］ボタンをク
リックする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。
13.環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブで，複数 IP アドレス構成時に
使用する IP アドレスを指定する
［複数 IP アドレス構成時には使用する IP アドレスを指定してください］チェック
ボックスを ON にし，実行系サーバの物理 IP アドレスを指定します。
この例では，実行系サーバの物理 IP アドレスとして，10.208.175.136 を指定してい
ます。
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14.環境設定ユティリティの［クラスタ設定］タブで，論理 IP アドレスを指定する
［下記論理 IP アドレスを使用する］チェックボックスを ON にし，論理 IP アドレス
を指定します。
この例では，論理 IP アドレスとして，10.208.175.128 を指定しています。
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15.マネージャサービス以外のサービスをインストールした場合は，インストールした各
サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。各
サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
16.各サービスの環境を設定したら，［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，［セットアップ完了］画面が表示されます。
17.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（2） 待機系サーバへのインストール
実行系サーバへの BSM のインストールが完了したら，待機系サーバへ BSM をインス
トールします。
注意
実行系サーバに BSM を新規インストールする前に，待機系サーバにすでに BSM が
インストールされている場合は，あらかじめ待機系サーバの BSM をアンインストー
ルしてから次の作業を実施してください。
1. BSM をインストールする待機系サーバのマシンにログインする
2. BSM のインストール CD-ROM をセットする
3. 「＜ CD-ROM ドライブ＞ :¥Disk1¥setup.exe」を実行する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
4. ［ユーザ情報］画面でユーザ情報を入力する
5. ［インストール先のフォルダ］画面でインストールするフォルダを選択する
BSM は，デフォルトでは次のフォルダにインストールされます。
<ローカルディスクのシステムドライブ>¥Program
Files¥Hitachi¥ServerConductor¥Server Manager¥
インストール先フォルダを変更したい場合は，［変更］ボタンをクリックします。
［インストール先フォルダの変更］画面が表示されるので，インストール先フォルダ
を変更し，［OK］ボタンをクリックします。
注意
BSM は待機系サーバのローカルディスク上にインストールしてください。
6. ［運用方法の選択］画面でクラスタ構成を使用することを指定する
［使用する］ラジオボタンを ON にします。
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7. ［クラスタ構成の選択］画面で，待機系としてインストールすることを指定する
［待機系（パッシブ系）サーバとしてインストールする］ラジオボタンを ON にしま
す。

8. ［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービスを選択する
デフォルトでは［マネージャサービス］が選択されています。
実行系サーバでマネージャサービス以外のサービスをインストールした場合，待機系
サーバでも同じサービスをインストールしてください。
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9. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動されます。
管理コンソールからログインするためのパスワード設定は実行系サーバから引き継が
れますので，待機系サーバでは，物理 IP アドレスの設定をします。
10.環境設定ユティリティの［マネージャサービス］タブで，［詳細設定］ボタンをク
リックする
環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。
11. 環境設定ユティリティの［ネットワーク（共通）］タブで，複数 IP アドレス構成時に
使用する IP アドレスを指定する
［複数 IP アドレス構成時には使用する IP アドレスを指定してください］チェック
ボックスを ON にし，待機系サーバの物理 IP アドレスを指定します。
この例では，待機系サーバの物理 IP アドレスとして，10.208.175.137 を指定してい
ます。
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12.マネージャサービス以外のサービスをインストールした場合は，インストールした各
サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。各
サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
13.各サービスの環境を設定したら，
［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，
［セットアップ完了］画面が表示されます。
14.［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

15.3.5

管理サーバのセットアップ（クラスタシステムの場
合）

実行系および待機系への BSM のインストールが完了したら，管理サーバのセットアップ
を実施します。

（1） クラスタシステムの設定
（a） クラスタシステムへの登録
マネージャサービスを MSCS のリソースとして登録します。クラスタシステムへの登録
は，実行系サーバで実施してください。
登録項目と登録内容を次の表に示します。
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表 15-1
項番

クラスタシステムへの登録項目と登録内容

登録項目

登録内容

この例での設定値

1

名前

任意の名称を入力します。

BladeServerManager

2

説明

任意の説明を入力します。

BSM マネージャサービス

3

リソースの種類

4

グループ

前提条件で示した BSM グループ名
を入力します。

BSM グループ

5

実行可能な所有
者

実行系および待機系の 2 台のノー
ドを選択します。

• NODE01-CLS
• NODE02-CLS

6

依存関係※

MSCS のクラスタアドミニスト
レータで設定したネットワーク名リ
ソースおよび物理ディスクを設定し
ます。

• BSM_ ネットワーク
• BSM_ 共有ディスク

7

サービス名

8

レジストリレプ
リケーション

「汎用サービス」を選択します。

汎用サービス

SM_MgrSvc

「SM_MgrSvc」を入力します。
次のレジストリを追加します。
• HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOF
TWARE¥HITACHI¥System
Manager¥COMMON
• HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOF
TWARE¥HITACHI¥System
Manager¥JP1Alerts
• HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOF
TWARE¥HITACHI¥System
Manager¥Manager Service

• SOFTWARE¥HITACHI¥System
Manager¥COMMON
• SOFTWARE¥HITACHI¥System
Manager¥JP1Alerts
• SOFTWARE¥HITACHI¥System
Manager¥Manager Service

注※
クラスタシステムに登録するリソースの依存関係を次の表に示します。

表 15-2
項番

登録するリソースと依存関係
名前

サービス名

依存関係

リソースの種類

1

−

−

−

物理ディスク

2

−

−

−

IP アドレス

3

−

−

#2

ネットワーク名

4

BladeServerManager

SM_MgrSvc

#1，#3

汎用サービス

（凡例）
−：該当しない

Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従ってリソースをクラスタシステムへ登録
してください。
1. 管理サーバ 1（実行系サーバ）でフェールオーバークラスタ管理を起動し，
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「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」に，「空のサービスま
たはアプリケーション」を作成し，名前を登録する
登録内容を次に示します。
項番
1

登録項目
名前

登録内容
任意の名称を入力します。

この例での設定値
BladeServerManager

2. 手順 1 で作成した「BladeServerManager」に，汎用サービスを追加し，使用する
サービスとして「SM_MgrSvc」（マネージャサービス）を登録する

3. 「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から
「BladeServerManager」を右クリックし，
［記憶域の追加］を選択する
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［記憶域の追加］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［利用可能なディスク］の一覧から，使用する共有ディスクにチェックを入れて，
［OK］ボタンをクリックする

BladeServerManager に，共有ディスクが追加されます。
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5. 手順 2 で登録した「SM_MgrSvc」のプロパティに，次の内容を登録する
項番

登録項目

登録内容

この例での設定値

1

実行可能
な所有者

実行系および待機系の 2 台のノードを選択しま
す。通常，デフォルトで追加されていますの
で，変更の必要はありません。

• NODE01-CLS
• NODE02-CLS

2

依存関係

手順 4 で追加した共有ディスクを指定します。

クラスタディスク 2

3

レジスト
リレプリ
ケーショ
ン

次のレジストリを追加します。
• HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥H
ITACHI¥System Manager¥COMMON
• HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥H
ITACHI¥System Manager¥JP1Alerts
• HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥H
ITACHI¥System Manager¥Manager
Service

• SOFTWARE¥HITACHI¥Syst
em Manager¥COMMON
• SOFTWARE¥HITACHI¥Syst
em Manager¥JP1Alerts
• SOFTWARE¥HITACHI¥Syst
em Manager¥Manager
Service

6. 手順 2 で登録した「SM_MgrSvc」を右クリックし，
［このリソースをオンラインにす
る］を選択して，オンラインにする
（b） 汎用サービスリソースのプロパティ設定
汎用サービスリソースのプロパティの［詳細設定］タブの設定内容は，MSCS のデフォ
ルト値のままにしてください。
Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，
「(a) クラスタシステムへの登録」で説明したとおり
に汎用サービスリソースのプロパティを設定してください。
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（2） インベントリ情報管理用データベースの作成
管理対象ホストのインベントリ情報をデータベースで管理する場合，データベースを共
有ディスク上に作成する必要があります。インベントリ情報管理用データベースの作成
は，実行系サーバおよび待機系サーバで実施します。
ここでは，管理サーバをクラスタシステム上で運用する場合に必要な手順だけを説明し
ます。インベントリ情報管理用データベースの作成方法の詳細については，「6.2.2 デー
タベースの設定」を参照してください。
（a） インベントリ情報管理用データベースの作成（実行系サーバ）
まず，実行系サーバで，インベントリ情報管理用データベースを作成します。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. ODBC データソース アドミニストレータを起動する
64 ビット版 OS を使用している場合は，［スタート］メニューから［ファイル名を指
定して実行］を選択します。［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの
［名前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，［OK］ボタ
ンをクリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
3. ［システム DSN］タブで［追加］ボタンをクリックし，
［データソースの新規作成］ダ
イアログボックスで［Microsoft Access Driver(*.mdb)］を選択する
4. ［ODBC Microsoft Access セットアップ］ダイアログボックスでデータソース名および
説明を指定する
この例では，次のように指定します。
データソース名
BSM_DB
説明
BSM ホスト検索用 DB
5. ［データベースの新規作成］ダイアログボックスで，ドライブを共有ディスクのドラ
イブに設定し，共有ディスク上の任意のフォルダを指定してデータベース名を入力す
る
この例では，次のように指定します。
ドライブ
E ドライブ
フォルダ名
host_mdb
データベース名
E:¥bsm_host.mdb
6. ［OK］ボタンをクリックし，ODBC データソース アドミニストレータを終了する
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（b） フェイルオーバーの実施（実行系サーバ）
次に，待機系サーバから共有ディスクにアクセスできるようにするために，実行系サー
バでフェイルオーバーを実施します。
1. クラスタアドミニストレータを起動する
2. BSM グループを選択し，
［ファイル］メニューから［グループの移動］を選択する
所有者が［NODE01-CLS］から［NODE02-CLS］に変わり，リソースの状態がすべ
て［オンライン］になります。

Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従ってフェイルオーバーを実施してくださ
い。
1. フェールオーバークラスタ管理を起動する
2. クラスタの下の「ノード」から，現在実行系である方のノードを右クリックして，
［その他のアクション］−［クラスタサービスの停止］を選択する
この例では，
「BSM2008.test.local」の下の「ノード」から，「Node02-CLS」を選択
します。
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3. クラスタを選択し，右ペインで現在の実行系サーバが待機系サーバに変更されたこと
を確認する
この例では，「BSM2008.test.local」を選択し，「Node02-CLS」が待機系サーバに変
更されたことを確認します。
4. クラスタの下の「ノード」から，手順 2 で停止したノードを右クリックして，
［その
他のアクション］-［クラスタサービスの開始］を選択する
この例では，「BSM2008.test.local」の下の「ノード」から，「Node02-CLS」を選択
します。
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（c） インベントリ情報管理用データベースの作成（待機系サーバ）
実行系サーバで作成したインベントリ情報管理用データベースを，待機系サーバからも
指定します。
1. 待機系サーバのマシンにログインする
2. ODBC データソース アドミニストレータを起動する
64 ビット版 OS を使用している場合は，
［スタート］メニューから［ファイル名を指
定して実行］を選択します。
［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの
［名前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，［OK］ボタ
ンをクリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
3. ［システム DSN］タブで［追加］ボタンをクリックし，
［データソースの新規作成］ダ
イアログボックスで［Microsoft Access Driver(*.mdb)］を選択する
4. ［ODBC Microsoft Access セットアップ］ダイアログボックスで［選択］ボタンをク
リックする
5. ［データベースの選択］ダイアログボックスで，データベースファイルを指定する
実行系サーバで作成したインベントリ情報管理用データベースを指定します。この例
では，E:¥host_mdb¥bsm_host.mdb を指定します。

6. ［OK］ボタンをクリックし，ODBC データソース アドミニストレータを終了する
7. クラスタアドミニストレータを起動する
8. BSM グループを選択し，
［ファイル］メニューから［グループの移動］を選択する
所有者が［NODE02-CLS］から［NODE01-CLS］に変わり，リソースの状態がすべ
て［オンライン］になります。
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Windows Server 2008 の場合は，上記の手順 6 を実行したあと，次の手順を実行してく
ださい。
1. フェールオーバークラスタ管理を起動する
2. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
3. 右ペインで次のことを確認する
• 現在の所有者が実行系のノード（この例では Node1-CLS）になっている
Node1-CLS になっていない場合は，所有者を切り替えます。
• 共有ディスク（この例ではクラスタディスク 2）がオンラインになっている
オフラインになっている場合は，オンラインにします。

15.3.6

フェイルオーバーの動作確認（クラスタシステムの
場合）

実行系サーバおよび待機系サーバのセットアップが完了したら，クラスタアドミニスト
レータまたはフェールオーバークラスタ管理上で実際にフェイルオーバーを発生させ，
待機系サーバのマネージャサービスが正常に起動することを確認してください。

15.3.7

管理コンソールでの設定

（1） 接続先マネージャサービスの設定
管理コンソールから，クラスタシステム上で運用しているマネージャサービスに接続す
る場合，環境設定ユティリティで設定する接続先マネージャサービスの IP アドレスに，
論理 IP アドレスを指定します。この例では，10.208.175.128 を指定します。
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接続先マネージャサービスの設定方法については，
「3.9.1 接続先マネージャサービスの
設定（コンソールサービス）
」を参照してください。

（2） インベントリ情報管理用データベースの設定
管理コンソールからホスト検索機能や自動レポート機能を使用する場合，使用する
ODBC データソースとして，共有ディスク上に作成したデータソース名を指定します。
この例では，BSM_DB を指定します。

ホスト検索機能や自動レポート機能を使用する場合のデータベースの設定については，
「6.2.2(2)

データベースの作成」を参照してください。
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15.3.8

管理対象ホストでの設定

（1） 接続先マネージャサービスの設定
管理対象ホストから，クラスタシステム上で運用しているマネージャサービスに接続す
る場合，環境設定ユティリティまたは smhedit コマンドで設定する接続先マネージャ
サービスの IP アドレスに，論理 IP アドレスを指定します。
この例では，10.208.175.128 を指定します。
接続先マネージャサービスの設定方法については，次の個所を参照してください。
• 管理対象ホストが Windows サーバの場合
「3.11.1 接続先マネージャサービスの設定（エージェントサービス）」
• 管理対象ホストが Linux サーバの場合
「3.12.3 エージェント環境設定メニューによる設定」
• 管理対象ホストが HP-UX サーバの場合
「3.13.3 エージェント環境設定メニューによる設定」

15.3.9

共有ディスク上の共有データフォルダの構成

管理サーバをクラスタシステムで運用する場合，マネージャサービスで管理している設
定ファイルは，共有ディスク上の共有データフォルダに格納されます。共有ディスク上
の共有データフォルダの構成，および共有データフォルダに格納されるファイルのうち，
編集または参照できるファイルを次の表に示します。
表 15-3
項番

共有データフォルダの構成および共有ディスクに格納されるファイル
フォルダ名

編集または参照できるファイル名

1

< 共有データフォルダ
（任意のファイル名）.mdb
>¥（任意のフォルダ名）

2

< 共有データフォルダ
>¥Data

3

ファイルの説明
インベントリ情報管理用
データベースファイル

N1Alert.dat

N+1 対象アラート定義ファ
イル

N1SwitchShutdownSet.ini

N+1 ／ N+M コールドスタ
ンバイ設定ファイル

4

< 共有データフォルダ
>¥Log

−

−

5

< 共有データフォルダ
>¥PROGRAM

−

−

（凡例）
−：該当しない

この表に示すファイルを編集または参照する場合は，共有ディスク上の共有データフォ
ルダ下にあるファイルを編集または参照してください。
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15.4 クラスタシステムの構成変更（管理サー
バ）
クラスタシステムで運用している管理サーバ上の BSM の更新インストールまたは変更イ
ンストールをする場合，または共有ディレクトリを変更する場合の設定手順を次に示し
ます。

15.4.1

更新／変更インストール

クラスタシステムで運用している管理サーバ上の BSM の更新インストールまたは変更イ
ンストールをする場合の作業の流れを，次の図に示します。
図 15-5

更新インストールまたは変更インストールをする場合の作業の流れ（クラスタ
システムの場合）

クラスタシステムで運用している管理サーバ上の BSM の更新インストールまたは変更イ
ンストールをする手順を次に示します。

（1） 実行系サーバでのクラスタアドミニストレータまたはフェールオー
バークラスタ管理の操作（共有ディスクのオンライン）
実行系サーバのクラスタアドミニストレータから，共有ディスクをオンラインにします。
手順を次に示します。
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1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. クラスタアドミニストレータを起動する
3. マネージャサービスが登録されているクラスタグループを選択し，物理ディスクリ
ソースについて次のことを確認する
• 物理ディスクリソースの所有者が実行系のノードになっていること
この例では，BSM グループを選択し，BSM_ 共有ディスクの所有者が
NODE01-CLS になっていることを確認します。
• 物理ディスクリソースがオンラインになっていること
この例では，BSM_ 共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。オ
フラインになっている場合は，オンラインにします。

Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従って共有ディスクの所有者を確認し，共
有ディスクをオンラインにしてください。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. フェールオーバークラスタ管理を起動する
3. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
4. 右ペインで次のことを確認する
• 現在の所有者が実行系のノード（この例では Node1-CLS）になっている
• 共有ディスク（この例ではクラスタディスク 2）がオンラインになっている
オフラインになっている場合は，オンラインにします。

490

15.

クラスタシステムでの運用

（2） 実行系サーバでの更新／変更インストール
実行系サーバの BSM の更新インストールまたは変更インストールを実施します。インス
トール手順の詳細については，
「3.2.1 BSM のインストール」を参照してください。手
順を次に示します。
1. BSM の更新インストールまたは変更インストールを実施する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
2. ［運用方法の選択］画面で，［使用する］ラジオボタンを ON にする
3. ［クラスタ構成の選択］画面で，［実行系（アクティブ系）サーバとしてインストール
する］ラジオボタンを ON にする
4. 変更インストールの場合，
［共有データフォルダの指定］画面で，共有データフォル
ダを設定して［次へ］ボタンをクリックする
共有データフォルダの変更が不要な場合は，設定を変更しないで［次へ］ボタンをク
リックしてください。
5. 変更インストールの場合，
［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービ
スを選択する
必要に応じて，ほかのサービスを選択してインストールします。
注意
クラスタシステムに対応しているのは，マネージャサービスだけです。マネー
ジャサービス以外のサービスは，クラスタシステムには対応していません。
また，マネージャサービス以外のサービスをインストールした場合，待機系サー
バにも同じサービスをインストールする必要があります。ここで選択したサービ
ス名を控えておくことをお勧めします。
6. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
変更インストールの場合，インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動
されます。
7. マネージャサービス以外のサービスをインストールした場合は，インストールした各
サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。各
サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
8. 各サービスの環境を設定したら，
［OK］ボタンをクリックする
9. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（3） 待機系サーバでの更新／変更インストール
待機系サーバの BSM の更新インストールまたは変更インストールを実施します。インス
トール手順の詳細については，
「3.2.1 BSM のインストール」を参照してください。手
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順を次に示します。
1. 待機系サーバのマシンにログインする
2. BSM の更新インストールまたは変更インストールを実施する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
3. ［運用方法の選択］画面で，
［使用する］ラジオボタンを ON にする
4. ［クラスタ構成の選択］画面で，
［待機系（パッシブ系）サーバとしてインストールす
る］ラジオボタンを ON にする
5. 変更インストールの場合，［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービ
スを選択する
実行系サーバでマネージャサービス以外のサービスをインストールした場合，待機系
サーバでも同じサービスをインストールしてください。
6. ［インストール］ボタンをクリックする
インストールが開始されます。
変更インストールの場合，インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動
されます。
7. マネージャサービス以外のサービスをインストールした場合は，インストールした各
サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。各
サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
8. 各サービスの環境を設定したら，［OK］ボタンをクリックする
環境設定ユティリティが終了し，［セットアップ完了］画面が表示されます。
9. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。

（4） 実行系サーバでのクラスタアドミニストレータまたはフェールオー
バークラスタ管理の操作（汎用サービスのオンライン）
実行系サーバのクラスタアドミニストレータから，汎用サービスをオンラインにします。
手順を次に示します。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. クラスタアドミニストレータを起動する
3. マネージャサービスが登録されているグループを選択し，汎用サービスリソースの所
有者が実行系のノードになっていることを確認する
4. 汎用サービスリソースを選択し，［ファイル］メニューから［オンラインにする］を
選択する
この例では，BSM グループの BladeServerManager を選択し，オンラインにしま
す。
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Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従って汎用サービスの所有者を確認し，汎
用サービスをオンラインにしてください。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. フェールオーバークラスタ管理を起動する
3. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，
「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
4. 右ペインで次のことを確認する
• 現在の所有者が実行系のノード（この例では Node1-CLS）になっている
• 汎用サービスリソース（この例では SM_MgrSvc）がオンラインになっている
オフラインになっている場合は，オンラインにします。

15.4.2

共有ディスク上の共有データフォルダの変更

共有ディスク上に作成した共有データフォルダのパスを変更する場合の作業の流れを，
次の図に示します。この操作は，すべて実行系サーバで実施します。
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図 15-6

共有データフォルダのパスを変更する場合の作業の流れ（クラスタシステムの
場合）

共有ディスク上に作成した共有データフォルダのパスを変更する手順を次に示します。
注意
• 共有ディスク上に作成した共有データフォルダのパスを変更する場合，あらかじ
め変更前の共有データフォルダに格納されているファイルを，変更後の共有デー
タフォルダに同じフォルダ構成でコピーしておいてください。共有データフォル
ダの構成については，
「15.3.9 共有ディスク上の共有データフォルダの構成」を
参照してください。
• 共有ディスク上に作成した共有データフォルダは，共有ディスクとして登録した
物理ディスクリソースの所有者からだけアクセスできます。また，共有ディスク
リソースがオンラインとなっている場合だけ，アクセスできます。
共有ディスクリソースの所有者を調べるには，クラスタアドミニストレータを起
動して，クラスタグループを選択し，左ペインにある共有ディスクの所有者を確
認してください。Windows Server 2008 の場合は，フェールオーバークラスタ管
理を起動して，クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名
を選択して，現在の所有者を確認してください。

（1） 共有ディスクのオンライン
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. クラスタアドミニストレータを起動する
3. 共有ディスクが登録されているクラスタグループを選択し，物理ディスクリソースに
ついて次のことを確認する
• 物理ディスクリソースの所有者が実行系のノードになっていること
この例では，BSM グループを選択し，BSM_ 共有ディスクの所有者が
NODE01-CLS になっていることを確認します。
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• 物理ディスクリソースがオンラインになっていること
この例では，BSM_ 共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。オ
フラインになっている場合は，オンラインにします。

Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従って共有ディスクをオンラインにしてく
ださい。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. フェールオーバークラスタ管理を起動する
3. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，
「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
4. 右ペインで次のことを確認する
• 現在の所有者が実行系のノード（この例では Node1-CLS）になっている
• 共有ディスク（この例ではクラスタディスク 2）がオンラインになっている
オフラインになっている場合は，オンラインにします。

（2） 共有データフォルダのパスの変更
1. 環境設定ユティリティを起動する
環境設定ユティリティの起動方法については，
「3.8 環境設定ユティリティの基本操
作」を参照してください。
2. ［マネージャサービス］タブを選択し，［詳細設定］ボタンをクリックする
3. ［クラスタ設定］タブを選択する
4. ［フォルダパスを下記に変更する］チェックボックスを ON にし，変更後の共有デー
タフォルダのパスを指定する
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5. 環境設定ユティリティを終了する
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15.5 クラスタシステムの解除（管理サーバ）
クラスタシステム上で運用している管理サーバを非クラスタ構成にする方法を次に示し
ます。

15.5.1

作業の流れ

クラスタシステム上で運用している管理サーバを非クラスタ構成にする場合の作業の流
れを，次の図に示します。
図 15-7

クラスタシステム上で運用している管理サーバを非クラスタ構成にする場合の
作業の流れ

15.5.2

クラスタシステムの解除手順

クラスタシステム上で運用している管理サーバを非クラスタ構成にする手順を次に示し
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ます。

（1） 待機系サーバでの BSM のアンインストール
アンインストール手順の詳細については，「3.4.1

BSM および BSM Plus のアンインス

トール」を参照してください。
1. 待機系サーバのマシンにログインする
2. BSM をアンインストールする
3. インベントリ情報管理用データベースを共有ディスク上に作成していた場合，ODBC
データソース アドミニストレータを起動する
64 ビット版 OS を使用している場合は，［スタート］メニューから［ファイル名を指
定して実行］を選択します。［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの
［名前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，［OK］ボタ
ンをクリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
4. ［システム DSN］タブで BSM_DB を選択し，［削除］ボタンをクリックする
5. ［OK］ボタンをクリックする
6. ODBC データソースアドミニストレータを終了する

（2） クラスタグループの解除
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. クラスタアドミニストレータを起動する
3. マネージャサービスが登録されているクラスタグループを選択する
この例では，BSM グループを選択します。
4. 汎用サービスリソースを選択し，［ファイル］メニューから［オフラインにする］を
選択する
この例では，BladeServerManager をオフラインにします。
5. 同様に物理ディスクリソースを選択し，［ファイル］メニューから［オフラインにす
る］を選択する
この例では，BSM_ 共有ディスクをオフラインにします。
6. 汎用サービスリソースを選択し，［ファイル］メニューから［削除］を選択する
この例では，BladeServerManager を削除します。
7. 同様に物理ディスクリソースを選択し，［ファイル］メニューから［削除］を選択す
る
この例では，BSM_ 共有ディスクを削除します。
8. 新規にクラスタグループを作成し，BSM 用のクラスタグループからネットワーク名
リソースおよび IP アドレスリソースを移動する
この例では，BSM_ ネットワークおよび BSM_ クラスタ IP アドレスを，新規に作成
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したクラスタグループに移動します。
9. BSM 用のクラスタグループを選択し，
［ファイル］メニューから［削除］を選択する
この例では，BSM グループを削除します。
Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従ってクラスタグループを解除してくださ
い。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. フェールオーバークラスタ管理を起動する
3. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，
「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
4. 右ペインの共有ディスクリソースを右クリックし，
［BladeServerManager から削除］
を選択する
この例では，クラスタディスク 2 を削除します。
5. 右ペインの汎用サービスリソースを右クリックし，
［このリソースをオフラインにす
る］を選択する
この例では，SM_MgrSvc をオフラインにします。
6. 右ペインの汎用サービスリソースを右クリックし，
［削除］を選択する
この例では，SM_MgrSvc を削除します。
7. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を右クリックし，
［削除］を選択する
この例では，
「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から
BladeServerManager を削除します。

（3） 実行系サーバでの BSM の更新／変更インストール
インストール手順の詳細については，
「3.2.1 BSM のインストール」を参照してくださ
い。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. BSM の更新インストールまたは変更インストールを実施する
表示されるダイアログボックスの指示に従ってインストールを進めます。
3. ［運用方法の選択］画面で，［使用しない］ラジオボタンを ON にする
4. 変更インストールの場合，
［カスタムセットアップ］画面でインストールするサービ
スを選択する
必要に応じて，ほかのサービスを選択してインストールします。
5. ［インストール］ボタンをクリックする
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インストールが開始されます。
変更インストールの場合，インストールの最後に，環境設定ユティリティが自動起動
されます。
6. インストールした各サービスの環境を設定する
［カスタムセットアップ］画面で選択した各サービスの環境を設定してください。各
サービスの環境の設定方法については，3.8 節以降を参照してください。
7. ［セットアップ完了］画面で［完了］ボタンをクリックする
マシンの再起動を促すメッセージが表示されたら，メッセージに従ってマシンを再起
動してください。
8. インベントリ情報管理用データベースを共有ディスク上に作成していた場合，ODBC
データソース アドミニストレータを起動する
64 ビット版 OS を使用している場合は，［スタート］メニューから［ファイル名を指
定して実行］を選択します。［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの
［名前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，［OK］ボタ
ンをクリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
9. ［システム DSN］タブで BSM_DB を選択し，［構成］ボタンをクリックする
10.［ODBC Microsoft Access セットアップ］ダイアログボックスで［修復］ボタンをク
リックする
11.［データベースの修復］ダイアログボックスで，ローカルディスクにコピーしたイン
ベントリ情報管理用データベースのコピー先を指定し［OK］ボタンをクリックする
12.ODBC データソースアドミニストレータを終了する

15.5.3

管理コンソールでの設定

（1） 接続先マネージャサービスの設定
環境設定ユティリティで，接続先マネージャサービスの IP アドレスから論理 IP アドレ
スを削除し，実行系サーバの物理 IP アドレスを追加します。
この例では，10.208.175.128 を削除し，10.208.175.136 を追加します。
接続先マネージャサービスの設定方法については，「3.9.1

接続先マネージャサービスの

設定（コンソールサービス）」を参照してください。

（2） インベントリ情報管理用データベースの設定
管理コンソールからホスト検索機能や自動レポート機能を使用する場合，使用する
ODBC データソースを，管理サーバのローカルディスク上に作成したデータソースに変
更します。
ホスト検索機能や自動レポート機能を使用する場合のデータベースの設定については，
「6.2.2(2) データベースの作成」を参照してください。
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管理対象ホストでの設定

（1） 接続先マネージャサービスの設定
環境設定ユティリティまたは smhedit コマンドで，接続先マネージャサービスの IP アド
レスから論理 IP アドレスを削除し，実行系サーバの物理 IP アドレスを追加します。
この例では，10.208.175.128 を削除し，10.208.175.136 を追加します。
接続先マネージャサービスの設定方法については，次の個所を参照してください。
• 管理対象ホストが Windows サーバの場合
「3.11.1 接続先マネージャサービスの設定（エージェントサービス）
」
• 管理対象ホストが Linux サーバの場合
「3.12.3 エージェント環境設定メニューによる設定」
• 管理対象ホストが HP-UX サーバの場合
「3.13.3 エージェント環境設定メニューによる設定」
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15.6 クラスタシステム上の BSM のアンイン
ストール（管理サーバ）
クラスタシステム上に構築した BSM を，実行系サーバおよび待機系サーバの両方からア
ンインストールする方法を次に示します。

15.6.1

作業の流れ

クラスタシステム上の BSM をアンインストールする場合の作業の流れを次の図に示しま
す。
図 15-8
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アンインストール手順（クラスタシステムの場合）

（1） 待機系サーバでの BSM のアンインストール
アンインストール手順の詳細については，
「3.4.1 BSM および BSM Plus のアンインス
トール」を参照してください。
1. 待機系サーバのマシンにログインする
2. BSM をアンインストールする
3. インベントリ情報管理用データベースを共有ディスク上に作成していた場合，ODBC
データソース アドミニストレータを起動する
64 ビット版 OS を使用している場合は，
［スタート］メニューから［ファイル名を指
定して実行］を選択します。
［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの
［名前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，［OK］ボタ
ンをクリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
4. ［システム DSN］タブで BSM_DB を選択し，［削除］ボタンをクリックする
5. ［OK］ボタンをクリックする
6. ODBC データソースアドミニストレータを終了する

（2） クラスタグループの解除
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. クラスタアドミニストレータを起動する
3. マネージャサービスが登録されているクラスタグループを選択する
この例では，BSM グループを選択します。
4. 汎用サービスリソースを選択し，
［ファイル］メニューから［オフラインにする］を
選択する
この例では，BladeServerManager をオフラインにします。
5. 同様に物理ディスクリソースを選択し，
［ファイル］メニューから［オフラインにす
る］を選択する
この例では，BSM_ 共有ディスクをオフラインにします。
6. 汎用サービスリソースを選択し，
［ファイル］メニューから［削除］を選択する
この例では，BladeServerManager を削除します。
7. 同様に物理ディスクリソースを選択し，
［ファイル］メニューから［削除］を選択す
る
この例では，BSM_ 共有ディスクを削除します。
8. BSM 用のクラスタグループからネットワーク名リソースおよび IP アドレスリソース
を退避する
新規にクラスタグループを作成し，BSM 用のクラスタグループからネットワーク名

503

15.

クラスタシステムでの運用

リソースおよび IP アドレスリソースを移動します。
この例では，BSM_ ネットワークおよび BSM_ クラスタ IP アドレスを新規に作成し
たクラスタグループに移動します。
9. BSM 用のクラスタグループを選択し，［ファイル］メニューから［削除］を選択する
この例では，BSM グループを削除します。
Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従ってクラスタグループを解除してくださ
い。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. フェールオーバークラスタ管理を起動する
3. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
4. 右ペインの共有ディスクリソースを右クリックし，［BladeServerManager から削除］
を選択する
この例では，クラスタディスク 2 を削除します。
5. 右ペインの汎用サービスリソースを右クリックし，［このリソースをオフラインにす
る］を選択する
この例では，SM_MgrSvc をオフラインにします。
6. 右ペインの汎用サービスリソースを右クリックし，［削除］を選択する
この例では，SM_MgrSvc を削除します。
7. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を右クリックし，
［削除］を選択する
この例では，「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から
BladeServerManager を削除します。

（3） 実行系サーバでの BSM のアンインストール
アンインストール手順の詳細については，「3.4.1

BSM および BSM Plus のアンインス

トール」を参照してください。
1. 実行系サーバのマシンにログインする
2. BSM をアンインストールする
3. インベントリ情報管理用データベースを共有ディスク上に作成していた場合，ODBC
データソース アドミニストレータを起動する
64 ビット版 OS を使用している場合は，［スタート］メニューから［ファイル名を指
定して実行］を選択します。［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの
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［名前］に「%SystemRoot%¥SysWOW64¥odbcad32.exe」と入力して，［OK］ボタ
ンをクリックしてください。ODBC データソースアドミニストレータが起動します。
4. ［システム DSN］タブで BSM_DB を選択し，［削除］ボタンをクリックする
5. ［OK］ボタンをクリックする
6. ODBC データソースアドミニストレータを終了する
7. エクスプローラを起動し，共有ディスク上のインベントリ情報管理用データベースを
削除する
この例では，E:¥host_mdb¥bsm_host.mdb を削除します。

15.6.3

管理コンソールでの設定

（1） 接続先マネージャサービスの設定
環境設定ユティリティで，接続先マネージャサービスの IP アドレスから論理 IP アドレ
スを削除します。
この例では，10.208.175.128 を削除します。
接続先マネージャサービスの設定方法については，
「3.9.1 接続先マネージャサービスの
設定（コンソールサービス）
」を参照してください。

（2） インベントリ情報管理用データベースの設定
管理コンソールからホスト検索機能や自動レポート機能を使用する場合，使用する
ODBC データソースを，別の管理サーバで使用しているデータソースに変更します。
ホスト検索機能や自動レポート機能を使用する場合のデータベースの設定については，
「6.2.2(2) データベースの作成」を参照してください。

15.6.4

管理対象ホストでの設定

（1） 接続先マネージャサービスの設定
環境設定ユティリティまたは smhedit コマンドで，接続先マネージャサービスの IP アド
レスから論理 IP アドレスを削除します。
この例では，10.208.175.128 を削除します。
接続先マネージャサービスの設定方法については，次の個所を参照してください。
• 管理対象ホストが Windows サーバの場合
「3.11.1 接続先マネージャサービスの設定（エージェントサービス）
」
• 管理対象ホストが Linux サーバの場合
「3.12.3 エージェント環境設定メニューによる設定」
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• 管理対象ホストが HP-UX サーバの場合
「3.13.3 エージェント環境設定メニューによる設定」
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15.7 管理対象サーバのクラスタ制御スケ
ジュールを設定する
管理対象サーバに，MSCS またはフェールオーバークラスタのクラスタ構成で管理して
いるサーバがある場合，クラスタ制御のスケジュールを設定できます。
ここでは，クラスタ制御スケジュールの設定方法を説明します。なお，クラスタ制御ス
ケジュールを設定する場合，サーバにクラスタ管理エージェントサービスをインストー
ルしている必要があります。
この操作は，アドミニストレータでログインした場合だけ実行できます。
注意
設定するクラスタ制御スケジュールは，電源制御スケジュールと 30 分以上，かつ同
じクラスタグループに対するクラスタ制御スケジュールと 5 分以上の間隔を空けて
設定してください。
1. ［ホスト管理］メニューから［スケジュール］を選択する
［スケジュール管理］ダイアログボックスが表示されます。
2. 1 日のスケジュールにある［クラスタ制御］タブを選択する
クラスタ制御の設定項目が表示されます。

3. グループリストから他ノードへ移動したいグループを選択する
4. グループを移動する時刻を設定する
曜日や日付は，電源スケジュールと同じように曜日設定と特定日設定で設定します。
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5. 移動先ノードをリストから選択する
6. 移動後のグループの状態を設定する
移動したグループの状態を「Online」
，「Offline」，または「なにもしない」から選択
します。
7. ［↓リストに追加］ボタンをクリックする
設定した内容がリストに追加されます。クラスタ制御スケジュールは，リストに 30
個まで設定できます。
8. ［設定→］ボタンをクリックする
設定した内容が，設定済み曜日リストまたは特定日リストに追加されます。
複数個，クラスタ制御スケジュールを設定したい場合は，画面上に表示されている「曜
日設定」，
「特定日設定」および「1 日のスケジュール」のリストをクリアしたあとに，こ
の操作を繰り返します。1 日のクラスタ制御スケジュールとして，30 個設定できます。
また，曜日リストに 7 個，特定日リストに 50 個まで設定できます（電源制御スケジュー
ルと合わせた数になります）。
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15.8 管理対象サーバのクラスタ情報を表示す
る
管理対象サーバのクラスタ情報を表示する場合，次の手順で操作します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでクラスタ設定をしているサーバを選択する
クラスタ設定をしているサーバは，
［クラスタ名］にクラスタ名が表示されます。
2. ［ホスト管理］メニューから［クラスタ管理］を選択する
［クラスタ管理］ウィンドウが表示されます。

［クラスタ管理］ウィンドウの左ペインのツリーから表示したい情報を選択すると，ウィ
ンドウの右ペインに，クラスタの情報が表示されます。
表示されるクラスタの情報については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/
ServerConductor/Blade Server Manager 系 リファレンス」に記載されている［クラス
タ管理］ウィンドウを参照してください。

509

15.

クラスタシステムでの運用

15.9 クラスタ管理の注意事項
15.9.1

管理サーバをクラスタ運用する場合の注意事項

（1） マネージャサービスで障害が発生した場合
実行系サーバのマネージャサービスでファイル更新中やレジストリ更新中に障害が発生
して，マネージャサービスが停止した場合，フェイルオーバーが発生します。このとき，
ファイル情報が壊れていたり，レジストリが更新できていなかったりすると，切り替え
が実施されても，マネージャサービスが起動しない場合があります。

（2） フェイルオーバー中の SVP アラート通知
フェイルオーバー中はマネージャサービスが停止します。このときに SVP で発生したア
ラートは，マネージャサービスと SVP が再接続した時点でマネージャサービスに通知さ
れます。ただし，フェイルオーバーに時間が掛かった場合，マネージャサービスが SVP
アラートを受け取れないことがあります。管理対象サーバの SVP ログを採取し，マネー
ジャサービス停止中にアラートが発生していないか確認してください。

（3） フェイルオーバー中のアラートアクションサービス
フェイルオーバー実行中にアラートが通知された場合，マネージャサービスが停止中の
ため，アラートアクションサービスで登録されたプログラムは起動できません。

（4） N+1 ／ N+M コールドスタンバイ実施中のフェイルオーバー
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え処理または復帰処理の実施中にフェイル
オーバーが発生した場合，マネージャサービスがいったん停止するため，N+1 ／ N+M
コールドスタンバイが失敗します。N+1 ／ N+M コールドスタンバイに失敗した場合は，
次の個所を参照して復旧してください。
•「20.11.2

N+1 コールドスタンバイ利用時の注意事項」

•「20.11.3

N+M コールドスタンバイ利用時の注意事項」

（5） N+1 冗長化構成とクラスタシステム
N+1 冗長化構成のクラスタ構成への移行，およびクラスタ構成から N+1 冗長化構成への
移行はできません。また，N+1 冗長化構成にしているマネージャサービスをそれぞれク
ラスタ構成にすることもできません。
クラスタ構成で使用していたマネージャサービスをアンインストールしないで N+1 冗長
化構成として使用したい場合は，クラスタ構成を解除してから N+1 冗長化構成を構築し
てください。
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（6） 管理サーバの電源を操作する場合
管理サーバの電源を操作する場合は，次の手順で操作してください。
（a） 電源を OFF にする場合
1. 管理コンソールから［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウを表示し，現用
系および予備系サーバモジュールが切り替え実行中またはコールドスタンバイ実行中
でないことを確認する
2. 実行系サーバのマシンにログインする
3. クラスタアドミニストレータを起動する
4. マネージャサービスが登録されているクラスタグループを選択する
この例では，BSM グループを選択します。
5. 汎用サービスリソースを選択し，
［ファイル］メニューから［オフラインにする］を
選択する
この例では，BladeServerManager をオフラインにします。
6. 汎用サービスリソースがオフラインになったことを確認する
7. 待機系サーバの電源を OFF にする
8. 実行系サーバの電源を OFF にする
Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従って汎用サービスリソースをオフライン
にしてください。
1. 管理コンソールから［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウを表示し，現用
系および予備系サーバモジュールが切り替え実行中またはコールドスタンバイ実行中
でないことを確認する
2. 実行系サーバのマシンにログインする
3. フェールオーバークラスタ管理を起動する
4. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，
「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
5. 右ペインの汎用サービスリソースを右クリックし，
［このリソースをオフラインにす
る］を選択する
この例では，SM_MgrSvc をオフラインにします。
6. 汎用サービスリソースがオフラインになったことを確認する
7. 待機系サーバの電源を OFF にする
8. 実行系サーバの電源を OFF にする
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（b） 電源を ON にする場合
1. 電源を OFF にしたときに実行系サーバだったマシンの電源を ON にする
2. 電源を OFF にしたときに待機系サーバだったマシンの電源を ON にする
3. 実行系サーバでクラスタアドミニストレータを起動する
4. マネージャサービスが登録されているクラスタグループを選択する
この例では，BSM グループを選択します。
5. 汎用サービスリソースを選択し，［ファイル］メニューから［オンライン］を選択す
る
この例では，BladeServerManager をオンラインにします。
Windows Server 2008 の場合
Windows Server 2008 の場合は，次の手順に従って汎用サービスリソースをオンライン
にしてください。
1. 電源を OFF にしたときに実行系サーバだったマシンの電源を ON にする
2. 電源を OFF にしたときに待機系サーバだったマシンの電源を ON にする
3. 実行系サーバでフェールオーバークラスタ管理を起動する
4. クラスタの下の「サービスとアプリケーション」からクラスタ名を選択する
この例では，「BSM2008.test.local」の下の「サービスとアプリケーション」から，
「BladeServerManager」を選択します。
5. 右ペインの汎用サービスリソースを右クリックし，［このリソースをオンラインにす
る］を選択する
この例では，SM_MgrSvc をオンラインにします。

15.9.2

管理対象サーバをクラスタ運用する場合の注意事項

• クラスタ管理エージェントサービスをインストールしたサーバでは，クラスタアドミ
ニストレータまたはフェールオーバークラスタ管理から各ノードのクラスタサーバ
サービスは停止できません。クラスタアドミニストレータまたはフェールオーバーク
ラスタ管理からクラスタサーバサービスを停止させる場合，コントロールパネルの
サービス機能，またはサーバマネージャを使ってクラスタ管理用サービス
（SM_ClsCiCtrlSvc，SM_ClusterCI）を停止させてから，操作してください。
• コンソールサービスで［クラスタ管理］ウィンドウを表示している場合，次の事象が
管理対象サーバで発生すると表示内容と実際のクラスタの状態が異なることがありま
す。
• 管理対象サーバでクラスタアドミニストレータまたはフェールオーバークラスタ管
理を使用してクラスタ制御をした
• ほかのコンソールサービスのクラスタ管理画面からクラスタを制御した
• クラスタスケジュールによるクラスタの状態変更が発生した
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• アラート発生によるフェイルオーバーが発生した
クラスタの状態が変更された場合，インフォメーションレベルのアラートが通知され
ます。このアラートが発生した場合は［最新の情報に更新］メニューを実行して，情
報を更新してください。
• クラスタグループの所有ノードと稼働状態の制御を同時に実行するスケジュールには，
次の制限があります。
• 現在ノード，移動先ノードの稼働状態が一時停止の場合，スケジュールは実行され
ません。
• 移動先ノードの稼働状態が一時停止のとき，オフラインにするように設定されてい
る場合，所有ノードは移動されません。
• 現在ノードの稼働状態が一時停止のとき，オフラインにするように設定されている
場合，稼働状態は変更されません。
• 移動先ノードの稼働状態が一時停止のとき，オンラインにするように設定されてい
る場合，所有ノードは移動されません。
• クラスタのクォーラムリソース，グループ，リソース，リソースタイプ，ネットワー
ク，およびネットワークインタフェースの名前は，コンソールサービスのクラスタ管
理画面では 256 文字以上は表示されません。また，アラートメッセージでは，128 文
字以上は表示されません。
• 設定されたクラスタスケジュール情報は，クラスタを構成する 2 台のサーバの両方で，
JP1/ServerConductor をアンインストールしたときに削除されます。
• クラスタサーバを管理しているエージェントサービスのアラート設定では，イベント
発生時のサーバ動作でシャットダウンを選択しないでください。MSCS またはフェー
ルオーバークラスタの問題によって，クラスタが正常に動作しなくなる可能性があり
ます。
• クラスタ管理サービス SM_ClsCiCtrlSvc は，クラスタサーバサービスの状態によって
SM_ClusterCI を登録・起動するためのサービスです。このサービスは，システム起
動時に実行し，そのあとは停止状態となっています。
• クラスタシステムで使用する NIC の IP アドレスまたはサブネットマスクの設定を変
更した場合，
［クラスタ管理］ウィンドウを表示しようとすると「クラスタシステムが
正常に動作していないため処理を続行できません。」というエラーメッセージが表示さ
れることがあります。クラスタアドミニストレータまたはフェールオーバークラスタ
管理を使用して，IP アドレスリソースの IP アドレスおよびサブネットマスクの情報
を，変更した NIC の設定に従って変更してください。
• 管理対象サーバの起動時など，クラスタサーバサービスの起動処理に長時間を要する
場合，
［ホスト管理］ウィンドウで次の現象が発生することがあります。
•［ホスト管理］ウィンドウの［クラスタ名］にクラスタ名が表示されない。
•［ホスト管理］ウィンドウの［ホスト管理］メニューから［クラスタ管理］または
［スケジュール］が選択できない。
•［ホスト管理］ウィンドウの［ホスト管理］メニューから［クラスタ管理］または
［スケジュール］を選択すると，クラスタ管理用のサービスが停止していることを示
すメッセージ（KASM30026）が出力される。
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この場合，コントロールパネルのサービス機能を使って，次の順でサービスを再起動
してください。
1. クラスタサーバサービスが実行中になっていることを確認する
2. SM_AgtSvc サービスを再起動する
3. SM_ClsCiCtrlSvc サービスと SM_ClusterCI サービスを停止する
4. SM_ClsCiCtrlSvc サービスを再開始する
5. SM_ClsCiCtrlSvc サービスの開始後，SM_ClusterCI サービスが開始することを
確認する
6. SM_ClusterCI サービスの開始後，SM_ClsCiCtrlSvc サービスが停止することを
確認する
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16

他プログラムとの連携
この章では，JP1 との連携，RAID マネージメントプログラム
を使用したディスクアレイ管理，および HP-UX EMS との連
携について説明します。
また，コンソールサービスから外部プログラムを起動する方法
についても説明します。

16.1 連携できるプログラム
16.2 DPM と連携する
16.3 JP1/IM と連携する
16.4 JP1/AppManager と連携する
16.5 RAID マネージメントプログラムと連携する
16.6 HP-UX EMS と連携する
16.7 外部プログラムを起動する
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16.1 連携できるプログラム
JP1/ServerConductor は，他プログラムと連携したシステム管理ができます。
例えば，JP1/IM と連携することで，マネージャサービスが受信したアラートをイベント
として JP1/IM に通知できます。
この章で説明している，JP1/ServerConductor と連携するプログラムと，連携すること
でできる機能を次の表に示します。
表 16-1
項番

JP1/ServerConductor と連携するプログラムと，連携することでできる機能

プログラム名

機能

参照先

1

DPM

JP1/ServerConductor で管理しているサーバシャーシが
持つ物理パーティションの情報を，DPM のコンピュータ
情報として取得し，ファイルにエクスポートする。

16.2

2

JP1/IM

JP1/ServerConductor の運用状態を JP1/IM のビューア
から監視したり，JP1/IM の統合機能メニューから JP1/
ServerConductor のコンソールサービスまたは Web コン
ソールサービスを起動したりする。

16.3

3

JP1/AppManager

JP1/ServerConductor の管理対象サーバの資産情報，お
よびハードウェア情報を管理する。

16.4

4

RAID マネージメン
トプログラム

ディスクアレイから通知されるアラートを管理する。

16.5

5

HP-UX EMS ※

HP-UX EMS から Agent（HP-UX）に通知されるアラー
ト情報によって，HP-UX EMS が管理するハードウェア
やシステムリソースの状態を管理する。

16.6

注※
BladeSymphony で HP-UX を使用する場合，システム装置の障害情報をアラートとして通知す
るためには HP-UX EMS と連携する必要があります。

このほか，任意のプログラムを外部プログラムとして登録しておき，コンソールサービ
スから起動させることもできます。
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16.2 DPM と連携する
JP1/ServerConductor で管理しているサーバシャーシが持つ物理パーティションの情報
を，DPM のコンピュータ情報として取得し，ファイルにエクスポートできます。
この機能を使用すると，JP1/ServerConductor で管理しているサーバシャーシから，コ
ンピュータ名，MAC アドレスなど，物理パーティションの情報を，DPM からインポー
トできる形式でファイルに出力することで，DPM のコンピュータの情報として一括して
登録できます。
DPM コンピュータ情報のエクスポートとインポートの概要を次の図に示します。
図 16-1

16.2.1

DPM コンピュータ情報のエクスポートとインポートの概要

前提条件

この機能を使用するには，次の前提条件があります。
• DPM の管理対象とするコンピュータが BladeSymphony の物理パーティション上に
あること
• パーティション情報ステータスが「Configuration validate」であること
パーティション情報ステータスは，サーバシャーシインベントリで確認できます。
サーバシャーシインベントリの確認方法については，「6.3.1 サーバシャーシのイン
ベントリ情報を表示する」を参照してください。

16.2.2

DPM コンピュータ情報をエクスポートする

JP1/ServerConductor で管理しているサーバシャーシが持つ物理パーティションの情報
は，CSV 形式のファイルでエクスポートされます。コンピュータ情報のエクスポート手
順およびエクスポートされたファイルの出力形式について，次に説明します。

（1） コンピュータ情報のエクスポート手順
DPM のコンピュータ情報をエクスポートする手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでコンピュータ情報をエクスポートするサーバシャーシを
選択する
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サーバシャーシを選択してください。複数選択することはできません。
2. ［ファイル］メニューから［JP1/SC/DPM コンピュータ情報エクスポート］を選択す
る
［JP1/SC/DPM コンピュータ情報エクスポート］ダイアログボックスが表示されます。

設定項目を次に示します。
設定項目

設定内容

シャーシ ID

［ホスト管理］ウィンドウで選択したサーバシャーシのシャーシ ID
が表示されます。この項目は変更できません。

DPM グループ名

DPM に登録する「BladeServer」グループのグループ名を 1 〜 64
文字の半角文字で設定します。使用できる文字列は半角英数字，「（ハイフン）」「_（アンダースコア）」
「.（ピリオド）
」です。デフォ
ルトは「BSM-GROUP」です。

DPM ユニット ID

サーバモジュールが属する収納ユニットのユニット ID を 0 〜
4294967295 の整数で設定します。デフォルトは「0」です。
4294967295 を超える数値を入力した場合，ユニット ID は
4294967295 として扱われます。
DPM ユニット ID は，DPM に登録する「BladeServer」グループ
内で一意になるように設定してください。
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設定内容
DPM コンピュータ情報のエクスポート対象とするパーティション
をリストボックスから選択します。複数選択することもできます。
このリストボックスには，パーティション情報ステータスが
「Configuration validate」であるパーティションだけが表示されま
す。
パーティション
「パーティション X」（X：パーティション ID）と表示されま
す。
DPM コンピュータ名
DPM に登録されるコンピュータ名です。
「PartitionX」
（X：
パーティション ID）と表示されます。
MAC アドレス
DPM に登録される MAC アドレスです。パーティションが持
つサーバモジュールオンボードの NIC の MAC アドレスが表示
されます。デフォルトでは，サーバシャーシインベントリの
［Gigabit Ether MAC アドレス 1］に表示される MAC アドレス
が表示されます。
DPM スロット ID
DPM に登録されるスロット ID です。パーティション ID に 1
を加えた値が表示されます。
DPM シナリオ割当て許可
このパーティションに DPM のシナリオの割り当てを許可する
かどうかが表示されます。
• 許可：シナリオの割り当てを許可します。
• 不許可：シナリオの割り当てを許可しません。
デフォルトでは「許可」が表示されます。
DPM スロット幅
DPM に登録されるスロット幅です。パーティションを構成す
るサーバモジュールの枚数が表示されます。
「1」または「2」
で表示され，2 枚以上の場合は「2」が表示されます。

3. コンピュータ情報としてエクスポートする MAC アドレスまたはシナリオ割り当て許
可を変更したい場合は，
［対象パーティションを選択してください］リストボックス
でパーティションを選択し，
［エクスポート情報変更］ボタンをクリックする
コンピュータ情報としてエクスポートする MAC アドレスまたはシナリオ割り当て許
可を変更したい場合はパーティションを一つだけ選択してください。複数選択するこ
とはできません。
［JP1/SC/DPM エクスポート情報変更］ダイアログボックスが表示されます。
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設定項目を次に示します。
設定項目

設定内容

MAC アドレス※ 1

DPM コンピュータ情報としてエクスポートする MAC アドレスをド
ロップダウンリストから選択します。
ドロップダウンリストには，［JP1/SC/DPM コンピュータ情報エク
スポート］ダイアログボックスで選択したパーティションが持つ，
サーバモジュールオンボードの NIC の MAC アドレスがすべて表示
されます。

シナリオ割当て※ 2

このパーティションに DPM のシナリオの割り当てを許可するかど
うかをドロップダウンリストから選択します。
許可
シナリオの割り当てを許可します。
不許可
シナリオの割り当てを許可しません。

注※ 1
［MAC アドレス］には，
［サーバシャーシインベントリ］ウィンドウの［パーティション情報］
に表示される［Gigabit Ether MAC アドレス 1］，［Gigabit Ether MAC アドレス 2］…
［Gigabit Ether MAC アドレス n］の順に表示されます。
この MAC アドレスには，サーバモジュールのオンボードの NIC の MAC アドレスが，NIC1，
NIC2 の順番で表示されます。SMP 構成の場合は 2 枚目のサーバモジュールの MAC アドレス
が，NIC1，NIC2 の順番で表示されます。
なお，NIC1，NIC2 は次のスイッチに対応しています。
・BS1000 の場合：スイッチ＆マネジメントモジュールスロット 0，1 に搭載されているギガ
ビットスイッチ
・BS2000 および BS320 の場合：スイッチモジュールスロット 0，1 に搭載されている LAN ス
イッチ
注※ 2
DPM でシナリオ実行をする場合，パーティションのサーバモジュールオンボードの NIC に対
して PXE ブートの設定が必要です。PXE ブートの設定については，マニュアル
「BladeSymphony ユーザーズガイド」の BIOS 設定の詳細について記載されている章を参照し
てください。

4. ［OK］ボタンをクリックする
［JP1/SC/DPM コンピュータ情報エクスポート］ダイアログボックスが表示されます。
5. 設定内容を確認し，［エクスポート］ボタンをクリックする
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
6. ファイル名を指定して［保存］ボタンをクリックする
ファイル名は任意設定できます。CSV 形式で保存してください。

（2） DPM コンピュータ情報エクスポートファイルの出力形式
DPM コンピュータ情報エクスポートファイルは，次の形式で出力されます。
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コンピュータ名,グループ名,MACアドレス,ユニットID,スロットID,シナリオ割当て許可,スロット幅
"DPMコンピュータ名","DPMグループ名","MACアドレス","DPMユニットID","DPMスロットID","DPM
シナリオ割当て許可","DPMスロット幅"
"DPMコンピュータ名","DPMグループ名","MACアドレス","DPMユニットID","DPMスロットID","DPM
シナリオ割当て許可","DPMスロット幅"
:

各項目は半角の「,」（コンマ）で区切って出力されます。
1 行目はコメント行です。この行は削除しないでください。2 行目以降にエクスポートし
たコンピュータ情報が出力されます。各項目は半角の「"」
（ダブルコーテーション）で
囲まれて出力されます。各出力項目の説明を次の表に示します。
表 16-2

DPM コンピュータ情報エクスポートファイルの出力項目

出力項目
DPM コンピュータ名
DPM グループ名

説明
DPM に登録されるコンピュータ名です。「PartitionX」（X：パー
ティション ID）と出力されます。
DPM に登録される「BladeServer」グループのグループ名が出力さ
れます。
［JP1/SC/DPM コンピュータ情報エクスポート］ダイアロ
グボックスで設定した［DPM グループ名］の先頭に半角の「#」
（シャープ）が付けられて出力されます。
編集する場合は，1 〜 64 文字の半角文字で設定します。使用できる
文字列は半角英数字，
「-（ハイフン）
」「_（アンダースコア）」
「.
（ピリオド）
」です。

MAC アドレス

パーティションが持つ，サーバモジュールオンボードの NIC の
MAC アドレスが出力されます。
編集する場合は，12 文字の半角数字の 2 文字ごとに半角の「-（ハ
イフン）
」を挿入した形式で設定します。

DPM ユニット ID

サーバモジュールが属する収納ユニットのユニット ID が出力され
ます。
編集する場合は 0 〜 4294967295 の整数で設定します。DPM グ
ループ内で一意になるように設定してください。

DPM スロット ID

DPM に登録されるスロット ID です。パーティション ID に 1 を加
えた値が出力されます。

DPM シナリオ割当て許可

このパーティションに DPM のシナリオの割り当てを許可するかど
うかが出力されます。許可する場合「1」が出力されます。許可し
ない場合「0」が出力されます。
編集する場合は，半角の「1」または「0」を設定します。

DPM スロット幅

DPM に登録されるスロット幅です。パーティションを構成する
サーバモジュールの枚数が出力されます。ただし，2 枚以上の場合
は「2」が出力されます。

DPM コンピュータ情報エクスポートファイルの出力例を次に示します。
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コンピュータ名,グループ名,MACアドレス,ユニットID,スロットID,シナリオ割当て許可,スロット幅
"Partition0","#BSM-GROUP","00-11-22-33-44-55","0","1","1","1"
"Partition1","#BSM-GROUP","00-11-22-33-44-66","0","2","0","1"
:

出力された DPM コンピュータ情報エクスポートファイルは，テキストエディタなどで
編集することもできます。編集する場合の注意点については，マニュアル「JP1 Version
8 JP1/ServerConductor/Deployment Manager」のコンピュータ情報一括登録について
記載されている章を参照してください。

16.2.3

DPM コンピュータ情報をインポートする

エクスポートした DPM コンピュータ情報は，DPM にインポートできます。DPM への
インポート方法については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/
Deployment Manager」のコンピュータ情報一括登録について記載されている章を参照
してください。
注意
エクスポートした DPM コンピュータ情報をインポートできるのは，DPM のバー
ジョンが 06-00 以降の場合だけです。
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16.3 JP1/IM と連携する
JP1/IM 連携機能を使用することによって，次の操作ができるようになります。
● マネージャサービスが受け取った通知アラートを JP1/IM のビューア（イベントコン
ソール）から参照する
● JP1/IM の統合機能メニューから JP1/ServerConductor のコンソールサービスまたは
Web コンソールサービスを起動する
それぞれの設定方法および操作方法について，次に説明します。

16.3.1

アラートを JP1/IM に通知する

マネージャサービスが受け取った JP1/ServerConductor の管理対象からのアラートを，
JP1 のイベントサーバにイベントとして通知できます。これによって，JP1/IM のビュー
アから JP1/ServerConductor の管理対象ホストの通知アラートを参照できるようになり
ます。

（1） JP1/IM 連携機能の設定
（a） マネージャサービスを経由して通知する場合
JP1/ServerConductor の通知アラートを JP1/IM のビューア（イベントコンソール）か
ら参照する場合の設定手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウから JP1/IM 連携機能を設定するマネージャを選択する
2. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［JP1/IM 連携機能］タブを選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［JP1/IM 連携機能］タブが表示さ
れます。
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ここで，次の内容を設定します。
設定項目

設定内容

JP1/IM へのアラー
ト通知

JP1/IM へのアラート通知を有効にするかどうかを設定します。

アラートレベル

JP1/IM へ通知するアラートのレベルを設定します。通知するアラートレベルの
チェックボックスを ON にしてください。

コンピュータ名付
加オプション

JP1/IM へ通知するアラートのメッセージにコンピュータ名を付加するかどうか
を設定します。

4. 設定内容を確認し，［OK］ボタンをクリックする
（b） マネージャサービスを経由しないでサーバから直接通知する場合
マネージャサービスを経由しないでサーバからアラートを直接通知します。
1. ローカルコンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを実
行する
環境設定ユティリティが起動されます。
2. 環境設定ユティリティの［ローカルコンソール］タブを選択する
3. ［詳細設定］ボタンをクリックする
4. ［JP1/IM 連携機能］タブを選択する

524

16.

他プログラムとの連携

環境設定ユティリティの［JP1/IM 連携機能］タブが表示されます。

5. 「(a) マネージャサービスを経由して通知する場合」で示した情報を設定する
6. 設定内容を確認し，
［OK］ボタンをクリックする
また，個々のアラートの属性は，コンソールサービスの「エージェントサービス設定」
で設定できます。詳細な設定方法については，
「7.3.1(2) アラート単位でのフィルタリ
ング」を参照してください。

（2） JP1/IM に通知される情報
［JP1/IM へ通知するアラートメッセージにコンピュータ名を付加する］チェックボック
スを ON にすると，次のフォーマットで JP1/IM にメッセージが通知されます。
コンピュータ名△※メッセージ本文
注※

△は 1 文字以上の半角スペースを表します。

コンピュータ名は半角で表示され，16 文字までメッセージに付加されます。コンピュー
タ名が 17 文字以上の場合，17 文字目以降はメッセージに付加されません。コンピュー
タ名が 16 文字未満の場合，16 文字目まで半角スペースが付加されます。また，［JP1/
IM へ通知するアラートメッセージにコンピュータ名を付加する］チェックボックスの
ON/OFF を変更する場合，JP1/IM に通知されるメッセージが変わるため，JP1/IM で
BSM から通知されるメッセージに関して次の設定を見直す必要があります。
• JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console のフィルター
• JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console の自動アクション
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• JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Scope の監視オブジェクトの監視条件
• インシデント相関定義
• ガイド

（3） JP1 イベントの属性
JP1/IM 連携でアラート通知をした場合，JP1/IM に通知される情報を，JP1 イベントの
属性別に次に示します。
（a） 基本属性
基本属性は，すべての JP1 イベントが持っている属性です。JP1/IM 連携でアラート通
知をした場合に通知される JP1 イベントの基本属性を次の表に示します。
表 16-3

基本属性

通知情報

属性名

内容

イベント ID

−

イベント ID（イベント ID については，コンソール
サービスまたはローカルコンソールサービスのイン
ストール先の help フォルダに格納されている
「Invent.xls」を参照してください）

メッセージ

−

アラートメッセージ※

（凡例） −：なし
注※
アラートメッセージ内に半角かたかなが含まれている場合は，全角かたかなに変換されて通知
されます。
また，通知できるアラートメッセージの長さは 255 バイトです。アラートメッセージが 256 バ
イト以上の場合，メッセージの先頭部分が「...」に置き換わって通知されます。

（b） 拡張属性
拡張属性は，JP1 イベントを発行するプログラムが独自に割り当てる属性です。
拡張属性には共通情報と固有情報があります。共通情報は JP1 プログラムで統一されて
いる情報を示します。固有情報は共通情報以外の拡張属性を示します。
共通情報
JP1/IM 連携でアラート通知をした場合に通知される JP1 イベントの，拡張属性の
共通情報の一覧を次に示します。
表 16-4
通知情報
重大度

共通情報（拡張属性）
属性名
SEVERITY

内容
"Information"，"Warning"，"Critical"，"Alert" ※
1

プロダクト名
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内容

登録名タイプ

ROOT_OBJECT_TYP
E

"HARDWARE"

登録名

ROOT_OBJECT_NA
ME

アラート通知サーバ（コンピュータ名）※ 2

オブジェクトタイプ

OBJECT_TYPE

"HARDWARE"

オブジェクト名

OBJECT_NAME

発生部位

事象種別※ 3

OCCURRENCE

"EXCEPTION"

注※ 1
"Information"（情報）
，"Warning"（警告），"Critical"（致命的），"Alert"（警戒）の 4 レベル
（JP1 でのレベル）
。
注※ 2
アラートが発生したサーバのホスト名（ホスト名が半角で 16 文字以上の場合，15 文字までが
表示されます）
。
注※ 3
事象種別は JP1/IM に通知されますが，JP1/IM のビューア（イベントコンソール）には表示さ
れません。

固有情報
JP1/IM 連携でアラート通知をした場合に通知される JP1 イベントの，拡張属性の
固有情報の一覧を次に示します。
表 16-5

固有情報（拡張属性）

通知情報

属性名

内容

発生日時

HSM_TIME

アラート発生日時

発生サーバ

HSM_SERVER

アラート発生サーバ（コンピュータ名）※ 1

アラートレベル

HSM_ALERT_LEVEL

JP1/ServerConductor のアラートレベル※ 2

アラート ID

HSM_ALERT_ID

JP1/ServerConductor のアラート ID

発生部位

HSM_PORTION

BIOS POST ， CI ， SCSI ， HVM ， SVP ，
UPS ， エージェントサービス ， クラスタ ，
システムボード ， ディスクアレイ ， ドライ
バ ， ネットワーク関連 ， マネージャサービス ，
拡張スロット ， 筐体 / 電源

注※ 1
アラートが発生したサーバのホスト名（ホスト名が半角で 16 文字以上の場合，15 文字までが
表示されます）
。
注※ 2
インフォメーション，注意，警告，障害の 4 レベル。
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（c） JP1/IM の重大度と JP1/ServerConductor のアラートレベル
JP1/IM の重大度と JP1/ServerConductor のアラートレベルは，それぞれ次のとおりに
対応します。
JP1/IM の重大度

JP1/ServerConductor のアラートレベル

情報

インフォメーション

警告

注意

致命的

警告

警戒

障害

16.3.2

JP1/IM から JP1/ServerConductor を起動する

JP1/IM の統合機能メニューから JP1/ServerConductor のコンソールサービスを起動で
きます。また，JP1/IM の統合機能メニューを使用して，JP1/IM - View がインストール
されているマシン上の Web ブラウザから，Web コンソールサービスを起動することもで
きます。

JP1/IM の統合機能メニューからコンソールサービスまたは Web コンソールサービスを
起動する方法について，次に説明します。

（1） JP1/IM の統合機能メニューからコンソールサービスを起動する場合
JP1/IM - View と JP1/ServerConductor のコンソールサービスを同じマシンにインス
トールすると，統合機能メニューの機能ツリーの［サーバ管理］（JP1 Version 7i の場合
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は［ハードウェア管理］
）に［管理コンソール］アイコンが自動的に表示されます。
コンソールサービスを起動する場合，統合機能メニューの機能ツリーの［サーバ管理］
（JP1 Version 7i の場合は［ハードウェア管理］）から［管理コンソール］をダブルク
リックします。

（2） JP1/IM の統合機能メニューから Web コンソールサービスを起動す
る場合
JP1/IM の統合機能メニューから JP1/ServerConductor の Web コンソールサービスを使
用する場合，JP1/IM の WWW ページ呼び出し定義ファイル
（hitachi_jp1_systemmanager.html）に，Web コンソールサービスへの接続 URL を設定
する必要があります。次のように設定してください。
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;URL=http://"WebサーバのIPアドレス"/sysmgr/
sm_main.htm">
</HEAD>
</HTML>

JP1/IM の WWW ページ呼び出し定義ファイルについては，次のマニュアルを参照して
ください。
• JP1 Version 6 JP1/Integrated Manager - Console
• JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console リファレンス
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager リファレンス
Web コンソールサービスを起動する場合，統合機能メニューの機能ツリーの［サーバ管
理］（JP1 Version 7i の場合は［ハードウェア管理］）から［Web コンソール］をダブル
クリックします。
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16.4 JP1/AppManager と連携する
JP1/AppManager 連携機能を使用することによって，JP1/AppManager の管理コンソー
ルから JP1/ServerConductor の管理対象サーバの資産情報，およびハードウェア情報を
管理できるようになります。ここでは，JP1/AppManager 連携機能の使用方法について
説明します。

16.4.1

JP1/AppManager 連携時の環境構築

JP1/AppManager 連携機能を使用して，JP1/ServerConductor の管理対象サーバを管理
する場合は，管理対象サーバを JP1/AppManager の管理コンソールに登録する必要があ
ります。登録作業には，ディスカバリの実行と Knowledge Script の登録があります。

（1） ディスカバリ実行
次に，JP1/ServerConductor のディスカバリを実行する手順を示します。
1. JP1/AppManager のオペレータコンソール画面を起動する
2. ［KS］ウィンドウで［DISCOVERY］タブを選択する
［KS］ウィンドウにディスカバリスクリプトの一覧が表示されます。
3. JP1/ServerConductor のディスカバリスクリプトを，［ツリービュー］ウィンドウにド
ラッグする
4. 管理対象とするサーバのノードに，ドラッグしたディスカバリスクリプトをドロップ
する
JP1/ServerConductor のディスカバリが登録され，管理対象サーバのノード下に
JP1/ServerConductor のノードが追加されます。
注意
JP1/AppManager のオペレータコンソール画面で JP1/ServerConductor のディスカ
バリを実行すると，Agent の「JP1/AppManager との連携機能」が自動的に有効に
なります。
「JP1/AppManager との連携機能」を無効にする場合は，JP1/
ServerConductor の環境設定ユティリティで［JP1/AppManager 連携機能を有効に
する］チェックボックスを OFF にしてください。

（2） Knowledge Script 登録手順
次に，JP1/ServerConductor の Knowledge Script を登録する手順を示します。
1. JP1/AppManager のオペレータコンソール画面を起動する
2. ［KS］ウィンドウで［ServerConductor］タブを選択する
［KS］ウィンドウに Knowledge Script の一覧が表示されます。
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3. 各 Knowledge Script を，
［ツリービュー］ウィンドウにドラッグする
4. JP1/ServerConductor ノードの下にある任意のノードに，ドラッグした Knowledge
Script をドロップする
JP1/ServerConductor の監視スクリプトが登録されます。

16.4.2

JP1/AppManager の使用

JP1/AppManager 連携機能を使用することによって，JP1/AppManager の管理コンソー
ルから次の操作ができるようになります。
• システムボードの温度に異常が発生した場合のイベント情報を参照する
• システムボードの現在温度を参照する
• システムボードのファンの状態に異常が発生した場合のイベント情報を参照する
• システムボードの電圧の現在値を参照する
• システムボードの電圧値が，ユーザの定義したしきい値を超えた場合に発生したイベ
ント情報を参照する
• メモリの 1 ビットエラーの訂正回数が，ユーザの定義したしきい値を超えた場合に発
生したイベント情報を参照する
• 電源ユニットの状態に異常が発生した場合のイベント情報を参照する
• SCSI デバイスのハードウェアエラー回数が，ユーザの定義したしきい値を超えた場
合に発生したイベント情報を参照する
• ディスクアレイの論理ドライブの状態に異常が発生した場合のイベント情報を参照す
る
• ディスクアレイの物理ドライブの状態に異常が発生した場合のイベント情報を参照す
る
• NIC の状態に異常が発生した場合のイベント情報を参照する
• サービスの CPU 使用率が，ユーザの定義したしきい値を超えた場合に発生したイベ
ント情報を参照する
• サービスのメモリ使用量が，ユーザの定義したしきい値を超えた場合に発生したイベ
ント情報を参照する
注意
JP1/ServerConductor と JP1/AppManager との連携機能を使用するには，JP1/
AppManager 06-00 以降が必要です。
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16.5 RAID マネージメントプログラムと連携
する
RAID マネージメントプログラム（サーバ）に添付されている mdacci.exe を使用して，
ディスクアレイから通知されるアラートを管理できます。この機能を使用する場合には，
ここで説明する手順でインストールおよび設定をしてください。
注意
デバイス管理エージェントサービスのディスクアレイコンポーネントをインストー
ルする場合，
「16.5.2 mdacci.exe をサービスとして登録する」の作業は不要です。

16.5.1

RAID マネージメントプログラムをインストールする

Agent をインストールしたあとで，RAID マネージメントプログラム（サーバ）をイン
ストールします。すでに RAID マネージメントプログラム（サーバ）をインストールし
ている場合は，Agent をインストールしたあと，再度 RAID マネージメントプログラム
（サーバ）をインストールしてください。

16.5.2

mdacci.exe をサービスとして登録する

レジストリに次の記述を追加します。
• キー
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥system¥CurrentControlSet¥Services¥MDACCI
• 追加する値
DependOnService
DisplayName
ErrorControl
ImagePath
ObjectName
Start
Type

REG_MULTI_SZ:"win32sl"
REG_SZ:"MDACCI"
REG_DWORD:0x00000001
REG_SZ:"<Agentをインストール
したディレクトリ>¥bin¥mdacci.exe"
REG_SZ:"LocalSystem"
REG_DWORD:0x00000002
REG_DWORD:0x00000010

注意
レジストリを書き終えたら，サーバをリブートしてください。また，JP1/
ServerConductor をアンインストールする場合は，上記レジストリを削除したあと
で，JP1/ServerConductor をアンインストールしてください。
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16.6 HP-UX EMS と連携する
HP-UX EMS から Agent（HP-UX）に通知されるアラート情報を読み，HP-UX EMS が
管理するハードウェアやシステムリソースの状態を管理できます。ここでは，HP-UX
EMS 連携の概要と，HP-UX EMS 連携の設定について説明します。また，HP-UX EMS
連携機能のアラートとロギング機能についても説明します。
注意
BladeSymphony で HP-UX を使用する場合，システム装置の障害情報をアラートと
して通知するためには HP-UX EMS と連携する必要があります。必ず HP-UX EMS
連携機能の設定を行ってください。設定はスーパーユーザ（root）が行ってくださ
い。

16.6.1

概要

（1） HP-UX EMS とは
HP-UX EMS（Event Monitoring Service）はハードウェアやシステムリソースの状態を
監視し，障害やしきい値を超える変化を通知する機能です。
HP-UX EMS には「EMS Hardware Monitors」と「EMS HA Monitors」の 2 種類があ
ります。「EMS Hardware Monitors」はメモリやディスクデバイスなど，主にハード
ウェアを対象とした監視機能です。
「EMS HA Monitors」は論理ボリューム管理サブシ
ステムやファイルシステム空き領域など，主にシステムリソースを対象とした監視機能
です。
HP-UX EMS のイベント通知先としてはシステムコンソール，システムログを始めとし
て，任意のファイル，任意のアプリケーションなどを選択できます。

（2） HP-UX EMS 連携とは
HP-UX EMS 連携機能は，
「EMS Hardware Monitors」や「EMS HA Monitors」を利用
しているときに，そのイベントを Agent（HP-UX）を介してマネージャサービスにア
ラートとして通知します。通知されたアラートはほかのアラートと同様にコンソール
サービスで表示，管理できます。
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図 16-2

HP-UX EMS 連携機能を使った HP-UX EMS イベント通知

HP-UX EMS 連携機能は，HP-UX EMS のイベントをアラート形式にして転送します。
HP-UX EMS 自体の設定（監視イベントの設定，しきい値，通知先など）は HP-UX 上
で HP-UX EMS の仕様に従って行います。また，HP-UX EMS イベントの種類や内容に
ついては HP-UX 本体や HP-UX EMS の機能を理解した上で使用することが前提となり
ます。

16.6.2

HP-UX EMS 連携の設定

（1） ポート番号
HP-UX EMS との通信に使用するポート番号を，
「3.6 JP1/ServerConductor で使用す
るポート番号」で示したデフォルト値（9000）以外に変更する場合，/etc/services ファ
イルに HP-UX EMS 連携機能で使用するポート番号を設定してください。/etc/services
ファイルで使用するポート番号を変更する場合，ほかのアプリケーションで使用してい
ないポート番号を設定してください。
なお，ポート番号を変更した場合，エージェントサービスの再起動が必要です。再起動
の方法については，「3.13.4 エージェントサービスの起動と停止」を参照してください。

（2） HP-UX EMS の設定
HP-UX EMS 連携機能は，HP-UX EMS を前提としています。事前に，使用している環
境に合わせて HP-UX EMS を設定してください。
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HP-UX EMS 連携の設定

設定項目

設定値

HP-UX EMS の起動

/etc/opt/resmon/lbin/monconfig コマンドを実行したときに，現在
HP-UX EMS が起動しているかどうかの状態が表示されます。
Monitoring Request Manager Main Menu の前に，
「EVENT
MONITORING IS CURRENTLY ENABLED.」と表示されていれば，
HP-UX EMS は起動している状態です。
「EVENT MONITORING IS
CURRENTLY DISABLED.」と表示された場合は， Monitoring
Request Manager Main Menu で，(E)nable Monitoring を実行し，
HP-UX EMS を起動してください。

通知するイベント

すべての Information レベル以上のイベントを通知するように設定し
ます。

HP-UX EMS への通知方法
通知先の IP アドレス

「TCP」を設定します。
自サーバの IP アドレス，または，127.0.0.1 を設定します。
「3.6 JP1/ServerConductor で使用するポート番号」の /etc/services
ファイルに設定されたポート番号を設定してください。

ポート番号

注意
通知先の IP アドレスには，必ず「自サーバの IP アドレス」または「127.0.0.1」を
指定してください。ほかのサーバの IP アドレスを指定し，そのサーバで Agent が
動作していた場合，Agent はコンソールサービスに対して間違ったアラートを通知
したり，システムを停止したりするおそれがあります。
すでに設定されているかどうかを確認する場合は，"Monitoring Request Manager Main
Menu" から「(S)how monitoring requests configured via monconfig」を選択します。
次に monconfig コマンドの入力と出力例を示します。入力する文字列は，太字
太字で示して
太字
います。
なお，HP-UX EMS のバージョンによって，出力が変更されている場合があります。
HP-UX EMS の設定方法については，HP-UX EMS のマニュアルを参照してください。
# /etc/opt/resmon/lbin/monconfig
============================================================================
===================
Event Monitoring Service
===================
===================
Monitoring Request Manager
===================
============================================================================
EVENT MONITORING IS CURRENTLY ENABLED.
EMS Version : A.04.11
STM Version : C.48.00

← HP-UX EMS の起動状態を確認します
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============================================================================
==============
Monitoring Request Manager Main Menu
==============
============================================================================
Note: Monitoring requests let you specify the events for monitors
to report and the notification methods to use.
Select:
(S)how monitoring requests configured via monconfig
(C)heck detailed monitoring status
(L)ist descriptions of available monitors
(A)dd a monitoring request
(D)elete a monitoring request
(M)odify an existing monitoring request
(E)nable Monitoring
(K)ill (disable) monitoring
(H)elp
(Q)uit
Enter selection: [s] a
← 「a」
を選択し，
モニタ情報を追加します

============================================================================
=====================
Add Monitoring Request
=====================
============================================================================
Start of edit configuration:
A monitoring request consists of:
- A list of monitors to which it applies
- A severity range (A relational expression and a severity. For example,
< "MAJOR WARNING" means events with severity "INFORMATION" and
"MINOR WARNING")
- A notification mechanism.
Please answer the following questions to specify a monitoring request.
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Monitors to which this configuration can apply:
1) /StorageAreaNetwork/events/SAN_Monitor
2) /system/events/cpu/cmc
3) /system/events/cpu_hitachi/cmc
4) /system/events/cpe
5) /system/events/cpe_hitachi
6) /storage/events/disks/default
7) /storage/events/disks_hitachi/default
8) /adapters/events/TL_adapter
9) /connectivity/events/hubs/FC_hub
10) /connectivity/events/switches/FC_switch
11) /adapters/events/iscsi_adapter
12) /system/events/dm_memory_asama
13) /system/events/memory_azusa
14) /adapters/events/ql_adapter
15) /adapters/events/raid_adapter
16) /storage/events/enclosures/ses_enclosure
17) /storage/events/tapes/SCSI_tape
18) /system/events/ups
19) /storage/events/disk_arrays/FC60
20) /system/events/ipmi_fpl
21) /system/events/ia64_corehw
22) /system/events/ia64_corehw_asama
23) /system/events/ipfcorehw_hitachi
24) /system/events/ipfmemory_hitachi
25) /system/events/memory_ia64
26) /storage/events/disk_arrays/MSA1000
27) /system/events/system_status
Enter monitor numbers separated by commas
{or (A)ll monitors, (Q)uit, (H)elp} [a] a

他プログラムとの連携

← 「a」を選択します

Criteria Thresholds:
1) INFORMATION
2) MINOR WARNING
3) MAJOR WARNING
4) SERIOUS
5) CRITICAL
Enter selection {or (Q)uit,(H)elp} [4] 1 ← 「1) INFORMATION」を選択します
Criteria Operator:
1) <
2) <=
3) >
4) >=
Enter selection {or (Q)uit,(H)elp} [4] 4
Notification Method:
1) UDP
2) TCP
3) SNMP
5) SYSLOG
6) EMAIL
7) CONSOLE
Enter selection {or (Q)uit,(H)elp} [6] 2

5) =
6) !=
← 「4) >=」を選択します

4) TEXTLOG
← 「2) TCP」を選択します
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Enter host name: []

127.0.0.1

Enter port number: [0] 9000

← 127.0.0.1 または，
自サーバの IP アドレス
を指定します
← Agent(HP-UX) との通信に使用するポート
番号 ( デフォルト :9000) を指定します

User Comment:
(C)lear
(A)dd
Enter selection {or (Q)uit,(H)elp} [c] c

← 「c」を選択します。

Client Configuration File:
(C)lear
Use Clear to use the default file.
Enter selection {or (Q)uit,(H)elp} [c] c

← 「c」を選択します。

New entry:
Send events generated by all monitors
with severity >= INFORMATION to TCP 127.0.0.1 9000

Are you sure you want to keep these changes?
{(Y)es,(N)o,(H)elp} [n] y
← 「y」を選択します。
上記までで設定した項目を
HP-UX EMS に反映します
Changes will take effect when the diagmond(1M) daemon discovers that
monitoring requests have been modified. Use the 'c' command to wait for
changes to take effect.

============================================================================
==============
Monitoring Request Manager Main Menu
==============
============================================================================
Note: Monitoring requests let you specify the events for monitors
to report and the notification methods to use.
Select:
(S)how monitoring requests configured via monconfig
(C)heck detailed monitoring status
(L)ist descriptions of available monitors
(A)dd a monitoring request
(D)elete a monitoring request
(M)odify an existing monitoring request
(E)nable Monitoring
(K)ill (disable) monitoring
(H)elp
(Q)uit
Enter selection: [s] s
← 現在の HP-UX EMS 設定を確認します
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============================================================================
===================
Current Monitoring Requests
==================
============================================================================
EVENT MONITORING IS CURRENTLY ENABLED.

NOTE: Predictive / Instant Support Enterprise Edition monitor requests are
not managed by this application, and are displayed only by the "C" command.
Refer to Predictive's release notes (/opt/pred/bin/Rel_NOTES.PRED)
for further details on Predictive.

The current monitor configuration is:
1) Send events generated by all monitors
with severity >= MAJOR WARNING to SYSLOG
2) Send events generated by all monitors
with severity >= INFORMATION to TEXTLOG /var/opt/resmon/log/event.log
3) Send events generated by all monitors
with severity >= MAJOR WARNING to EMAIL root
4) Send events generated by all monitors
with severity >= INFORMATION to TCP 127.0.0.1 9000
← この行が出力されて
いれば，正常に設定
されています

（3） エージェント環境設定ファイルの設定
エージェント環境設定ファイルの設定については，
「3.13 エージェントサービス
（HP-UX サーバ）の設定」を参照してください。
• HP-UX EMS 連携機能を使用する場合は，AgtEmsFunc を True に設定してください
（デフォルトで True になっています）
。
• そのほかの設定項目についてはお使いの環境に合わせて設定してください。

16.6.3

アラートの内容

HP-UX EMS 連携機能のアラートでは，HP-UX EMS のイベントの発生部位を表すリ
ソース名と HP-UX EMS のイベントレベルを通知します。
（例）
リソース /storage/status/disks/default/10_8.8.0 から CRITICAL(5) の通知を受けま
した。
HP-UX EMS のイベントレベルと JP1/ServerConductor のアラートレベルの対応は次の
表のようになります。
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表 16-7

イベントレベルとアラートレベルの対応
HP-UX EMS の
イベントレベル

種別
EMS Hardware Monitors

EMS HA Monitors

16.6.4

JP1/ServerConductor の
アラートレベル

Information

インフォメーション

Minor Warning

注意

Major Warning

警告

Serious

警告

Critical

障害

UP

インフォメーション

DOWN

障害

その他

注意

ロギング機能

HP-UX EMS 連携機能には，アラート通知をするとともに障害の詳細情報をログファイ
ルに出力するロギング機能があります。ロギング機能を使用する場合は，エージェント
サービス（HP-UX サーバ）の環境設定でロギング機能を有効（True）にします。デフォ
ルトは有効（True）です。ログ出力先ファイルは環境設定で指定できます。詳細につい
ては，「3.13

エージェントサービス（HP-UX サーバ）の設定」を参照してください。

ログファイルに出力される内容を次の表に示します。
表 16-8

ログファイルに出力する内容

項目

意味

TimeStamp

障害が発生した時間です。アラートのタイムスタンプと同様です。

ResourceName

障害の発生部位を表すリソース名です。

AlertLevel

アラートのレベルです。

AlertMsg

アラートメッセージです。

Event Descriptions

HP-UX EMS が syslog ファイルやイベントログファイルに出力する障
害の詳細な情報です。この項目は出力されないことがあります。

ログファイルの出力例を次に示します。
図 16-3
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16.7 外部プログラムを起動する
他プログラムを，外部プログラムとして登録することで，コンソールサービスから起動
できるようになります。
ここでは，コンソールサービスから外部プログラムを起動する方法について説明します。

（1） 外部プログラムとして登録する
コンソールサービスから外部プログラムを起動させる場合，起動したいプログラムを登
録しておく必要があります。外部プログラムを登録する場合，アドミニストレータでロ
グインしてください。サブアドミニストレータの場合，すでに登録されている外部プロ
グラムの実行はできますが，登録はできません。
次に外部プログラムの登録方法を説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［外部プログラム］メニューから［外部プログラム］を
選択する
［外部プログラム起動］ダイアログボックスが表示されます。

2. 「ファイル名」テキストボックスに起動したい外部プログラムのファイル名（絶対パ
ス名）を設定する
または，
［参照］ボタンをクリックして，起動したい外部プログラムのファイル名称
を選択します。
3. 「プログラム名」テキストボックスに設定したファイル名に対するプログラム名を設
定する
4. ［リストに追加］ボタンをクリックする
外部プログラムリストに追加したプログラム名とファイル名が表示されます。
登録したい外部プログラム名が複数ある場合は，この操作を繰り返してください。
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また，登録した外部プログラムを削除したい場合は，削除したいプログラムを選択して，
［リストから削除］ボタンをクリックしてください。

（2） 外部プログラムを起動する
ここでは，「(1)

外部プログラムとして登録する」で登録したプログラムの起動方法を説

明します。外部プログラムの起動には，ユーザ権限に対する制限はありません。
1. 外部プログラムを起動する場合，［ホスト管理］ウィンドウの［外部プログラム］メ
ニューから［外部プログラム］を選択する
［外部プログラム起動］ダイアログボックスが表示されます。
2. 外部プログラムリストから起動したいプログラム名を選択する
3. ［起動］ボタンをクリックする
これで，選択した外部プログラムが起動されます。
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JP1/ServerConductor で管理しているサーバ情報を SNMP マ
ネージャで表示できます。この章では，SNMP トランスレー
タエージェントサービスが提供する SNMP トランスレータの
機能について説明します。

17.1 SNMP トランスレータとは
17.2 SNMP トランスレータを利用して Windows サーバを管理する場合の
環境の設定方法
17.3 SNMP トランスレータのトラップ（Windows サーバ）
17.4 SNMP トランスレータを利用して Linux サーバを管理する場合の環境
の設定方法
17.5 SNMP トランスレータのトラップ（Linux サーバ）
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17.1 SNMP トランスレータとは
SNMP トランスレータは，JP1/ServerConductor のエージェントサービスが管理するマ
シン管理情報およびアラート情報を，ネットワークの管理データベースである MIB に変
換し，SNMP で送信する機能です。
SNMP で送信されたマシン管理情報およびアラート情報は，SNMP マネージャを使用す
ると，ビジュアルに表示できます。この SNMP マネージャには，JP1/Cm2/NNM を使
用できます。
この場合，マシン管理情報は SNMP マネージャで参照でき，マシン障害などのアラート
はイベントとして通知され表示できます。
図 17-1

SNMP トランスレータを使ったネットワーク管理

JP1/Cm2/NNM の SNMP マネージャを使用する場合，次に示す JP1/ServerConductor
が提供している MIB ファイルを JP1/Cm2/NNM の SNMP マネージャに読み込ませる必
要があります。
Windows の場合
必要な MIB ファイルについては，Agent のインストール先にある Readme ファイ
ルを参照してください。
Linux の場合
Linux サーバが IA32 サーバの場合，MIB ファイル（SmSnmp.mib）は，
Advanced Agent の媒体の次の場所に格納されています。
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CDROM/LINUX/etc/SmSnmp.mib
/LINUX/etc ディレクトリ以下のファイルやディレクトリは Advanced Agent をイン
ストールしてもインストールされません。
Linux サーバが IPF サーバの場合，MIB ファイル（SmSnmp.mib）は，Advanced
Agent の媒体の次の場所に格納されています。
CDROM/IPLINUX/etc/SmSnmp.mib
/IPLINUX/etc ディレクトリ以下のファイルやディレクトリは Advanced Agent をイ
ンストールしてもインストールされません。
JP1/Cm2/NNM で情報を参照する場合，SNMP トランスレータが提供するサーバ情報の
オブジェクト ID を使用します。サーバ情報のオブジェクト ID は，
iso.org.dod.internet.private.enterprises.hitachi.systemExMib.systemManagerMibs.inf
ormation で始まります。JP1/Cm2/NNM でマシン管理情報を参照する場合，この文字列
で始まるオブジェクト ID を検索してください。JP1/Cm2/NNM での情報の検索・参照
方法については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Node Manager ネット
ワーク管理ガイド」またはマニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node
Manager ネットワーク管理ガイド」を参照してください。
注意
• マシン管理情報を参照できるのは HA8000 Windows サーバの場合だけです。
Linux サーバおよび BladeSymphony Windows サーバではイベント通知機能だけ
サポートされています。
• SNMP トランスレータから通知できるアラート情報は，ハードウェア障害だけで
す。使用率超過など，ハードウェア障害以外のアラート，および SVP 機能から発
行されるアラートは通知されません。
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17.2 SNMP トランスレータを利用して
Windows サーバを管理する場合の環境の
設定方法
SNMP トランスレータを利用して Windows サーバの情報を参照する場合の設定手順を
次に示します。

17.2.1

管理対象サーバでの設定

管理対象サーバでの設定手順を次に示します。
1. Windows の SNMP サービスを設定する
SNMP のコミュニティ名および SNMP トラップのあて先を設定します。
Windows の SNMP サービスについては，Windows のマニュアルを参照してくださ
い。
2. SNMP トランスレータエージェントサービスをインストールする

17.2.2

SNMP マネージャでの設定

SNMP マネージャでの設定手順を次に示します。
1. 情報を参照するマシンに JP1/Cm2/NNM をインストールする
2. JP1/Cm2/NNM の環境を設定する
JP1/Cm2/NNM のインストールおよび環境設定については，マニュアル「JP1
Version 7i JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」またはマ
ニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイ
ド」を参照してください。
注意
Windows Server 2003 に SNMP 管理ソフトウェアをインストールして使用する場
合，Windows の問題によって SNMP トラップで通知したメッセージに含まれる半
角かたかなの一部が正しく表示されない場合があります。
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17.3 SNMP トランスレータのトラップ
（Windows サーバ）
SNMP トランスレータでは，JP1/ServerConductor で取り扱うアラートのトラップとそ
れ以外の DMI 対応ハードウェアコンポーネントが通知するイベントのトラップを発行し
ます。

17.3.1

JP1/ServerConductor で取り扱うアラートのトラップ

SNMP トランスレータは，JP1/ServerConductor が通知するアラートの分類と重要度に
よって，次の表で示すトラップを発行します。また，アラートの重要度，各アラートの
発生回数によるトラップ発行制御は，JP1/ServerConductor のエージェントサービスの
設定に従います。JP1/ServerConductor が通知するアラートの詳細については，コン
ソールサービスまたはローカルコンソールサービスのインストール先の help フォルダに
格納されている「Invent.xls」を参照してください。
関連する
エラー

インフォメーション

ドライバ関
連

driverTrapInformati
on(102)

CI 関連

注意

警告

障害

driverTrapNonCritical(104)

driverTrapCritical
(105)

driverTrapNon-Rec
overable(106)

ciTrapInformation(2
02)

ciTrapNon-Critic
al(204)

ciTrapCritical(205
)

ciTrapNon-Recover
able(206)

SVP 関連※

svpTrapInformation(
302)

svpTrapNon-Crit
ical(304)

svpTrapCritical(3
05)

svpTrapNon-Recov
erable(306)

OS 関連

osTrapInformation(4
02)

osTrapNon-Criti
cal(404)

osTrapCritical(40
5)

osTrapNon-Recover
able(406)

筐体関連

bodyTrapInformation
(502)

bodyTrapNon-Cr
itical(504)

bodyTrapCritical(
505)

bodyTrapNon-Reco
verable(506)

UPS 関連

powerUpsTrapInfor
mation(602)

powerUpsTrapN
on-Critical(604)

powerUpsTrapCri
tical(605)

powerUpsTrapNonRecoverable(606)

システム
ボード関連

systemBoardTrapInf
ormation(702)

systemBoardTra
pNon-Critical(70
4)

systemBoardTrap
Critical(705)

systemBoardTrapN
on-Recoverable(706
)

拡張スロッ
ト関連

extendedSlotTrapInf
ormation(802)

extendedSlotTra
pNon-Critical(80
4)

extendedSlotTrap
Critical(805)

extendedSlotTrapN
on-Recoverable(806
)

SCSI 関連

scsiTrapInformation(
902)

scsiTrapNon-Cri
tical(904)

scsiTrapCritical(9
05)

scsiTrapNon-Recov
erable(906)

ディスクア
レイ関連

diskArrayTrapInfor
mation(1002)

diskArrayTrapN
on-Critical(1004)

diskArrayTrapCri
tical(1005)

diskArrayNon-Reco
verable(1006)

BIOS ポス
ト関連

biosPostTrapInforma
tion(1102)

biosPostTrapNo
n-Critical(1104)

biosPostTrapCriti
cal(1105)

biosPostTrapNon-R
ecoverable(1106)
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関連する
エラー

インフォメーション

注意

警告

障害

クラスタ関
連

clusterTrapInformati
on(1202)

clusterTrapNonCritical(1204)

clusterTrapCritica
l(1205)

clusterTrapNon-Re
coverable(1206)

ネットワー
ク関連

networkTrapInforma
tion(1302)

networkTrapNon
-Critical(1304)

networkTrapCritic
al(1305)

networkTrapNon-R
ecoverable(1306)

注※
SVP 関連は，Advanced Agent の SVP サービスが有効の場合に対応します。

各変数バインディングには次の情報が格納されています。
• 第 1 変数バインディング：イベント ID（10 進表現のアラート ID）
• 第 2 変数バインディング：イベントのタイプ
• 第 3 変数バインディング：イベントの重要度
• 第 4 変数バインディング：イベントの発生システム
• 第 5 変数バインディング：イベントの発生サブシステム
• 第 6 変数バインディング：イベントに関連する MIF のグループ名
• 第 7 変数バインディング：イベントが発生した個所
• 第 8 変数バインディング：イベント発生時刻
• 第 9 変数バインディング：イベントに関するメッセージ（イベントの内容）
各バインディング変数は，情報が格納されない場合もあります。第 2，第 4，第 5 変数バ
インディングに情報がない場合は 0 が格納され，第 6，第 7 変数バインディングに情報
がない場合は空の文字列が格納されます。

17.3.2

そのほかの DMI 対応ハードウェアコンポーネントが
通知するイベントのトラップ

DMI 対応ハードウェアコンポーネントのイベントを検出した場合，次のトラップを発行
します。
• generalTrapInformation(2)
• generalTrapNon-Critical(4)
• generalTrapCritical(5)
• generalTrapNon-Recoverable(6)
それぞれのイベントの重要度は，インフォメーション，注意，警告，障害です。各変数
バインディングには次の情報が格納されています。
• 第 1 変数バインディング：イベント発生コンポーネント
• 第 2 変数バインディング：イベントのタイプ
• 第 3 変数バインディング：イベントの重要度
• 第 4 変数バインディング：イベントの発生システム
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• 第 5 変数バインディング：イベントの発生サブシステム
• 第 6 変数バインディング：イベントに関連する MIF のグループ名
• 第 7 変数バインディング：イベントが発生した個所
• 第 8 変数バインディング：イベント発生時刻
• 第 9 変数バインディング：イベントに関するメッセージ（イベントの内容）
• 第 10 変数バインディング：イベントに関するメッセージ（解決方法）
• 第 11 変数バインディング：イベントに関する固有データ（16 進データ）
なお，各変数バインディングには，情報が格納されない場合もあります。第 2，第 4，第
5 変数，第 10 変数バインディングに情報がない場合は 0 が格納され，第 1，第 6，第 7，
第 9，第 11 変数バインディングに情報がない場合は空の文字列が格納されます。
JP1/Cm2/NNM で，トラップを受信するには，［イベントの設定］コマンドで設定する必
要があります。［イベントの設定］コマンドの設定方法については，JP1/Cm2/NNM のマ
ニュアルを参照してください。また，JP1/Cm2/NNM での［エラーカテゴリ］は，［エ
ラー・イベント］
，［重要度］は，次のとおりに設定されることを推奨します。
JP1/ServerConductor の重要度

項番

JP1/Cm2/NNM の重要度

1

インフォメーション

正常域

2

注意

注意域

3

警告

警戒域

4

障害

危険域・重要警戒域

注意
サーバの環境や，ネットワークの状態などによっては，情報参照時に応答時間切れ
となり，情報を取得できない場合があります。この場合，サーバやネットワークの
環境に合わせて，JP1/Cm2/NNM のタイムアウト時間を設定してください。タイム
アウト時間の設定方法については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network
Node Manager ネットワーク管理ガイド」またはマニュアル「JP1 Version 8 JP1/
Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」を参照してください。
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17.4 SNMP トランスレータを利用して Linux
サーバを管理する場合の環境の設定方法
SNMP トランスレータを利用して Linux サーバの情報を参照する場合の設定手順を次に
示します。

17.4.1

管理対象サーバでの設定

（1） 設定手順
管理対象サーバでの設定手順を次に示します。なお，smhaaedit コマンドの書式につい
ては，「3.16.4(3)(a)

smhaaedit コマンドの書式」を参照してください。また，各環境設

定メニューの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade
Server Manager 系 リファレンス」の smhaaedit コマンド（Linux サーバ）について記
載されている節を参照してください。
注意
SNMP トランスレータを使用する場合，net-snmp をインストールしておく必要が
あります。net-snmp は Linux のインストール媒体に格納されています。
1. Advanced Agent（Linux）をインストールする
2. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
Configuration Main Menu
####
1. Advanced Agent Configuration File
2. BMC Configuration File
3. SNMP Configuration File
Command (1-3/Quit)>

3. 「1. Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Disabled]
[Disabled]

4. 「2. SNMPTranslatorAgentService」を選択し，
「Enabled」に設定する
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Advanced Agent 設定メニューの「2. SNMPTranslatorAgentService」が「Enabled」
になります。
#### JP1/ServerConductor/Advanced
#### Advanced Agent Configuration
1. SVPAgentService
2. SNMPTranslatorAgentService
Command (1-2/Menu/Quit)>

Agent ####
File ####
[Disabled]
[Enabled]

5. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，
「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
6. 「3. SNMP Configuration File」を選択する
SNMP 設定メニューが表示されます。
#### JP1/ServerConductor/Advanced Agent ####
####
SNMP Configuration File
####
1.Community1
[public]
2.SNMPManagerAddress1 ->
.............以下省略.............
Command(1-8/Menu/Quit)>

7. SNMP 設定メニューで必要な項目を設定する
SNMP 設定メニューでは，トラップ通知に使用するコミュニティ名と，トラップ通知
先の SNMP マネージャの IP アドレスを設定します。SNMP 設定メニューでの設定
項目を次に示します。
設定項目

CommunityX ※
（X：1 〜 4）

SNMPManagerAddress

X
（X：1 〜 4）

デフォル
ト

設定内容

Communi
ty1 の場合
は，
public
そのほか
の場合は，
""

トラップ通知に使用するコミュニティ名を半角の英数
字で 1 〜 127 文字以内で設定します。
ただし，次の文字は使用しないでください。
" # & ' ( ) ¥ | ; * < > `

なし

トラップ通知先の SNMP マネージャの IP アドレスを
設定します。各コミュニティに対して設定します。

注※
Community1 のコミュニティ名は，デフォルト値として public が設定されてい
ますが，セキュリティ上の観点からデフォルト値を変更して使用することを推奨
します。
8. 「Quit」を選択する
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確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
9. 「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。

（2） 注意事項
net-snmp がインストールされていない状態で，smhaaedit コマンドによる SNMP の設
定を実施した場合は，次の操作をしてください。次の操作をしない場合，エージェント
側で MIB 情報などの設定が反映されないため，正常に動作しません。
1. net-snmp をインストールする
2. smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
3. 「1. Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
4. 「2. SNMPTranslatorAgentService」を選択し，
「Disabled」に設定する
5. 「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
6. 「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。
7. 再度 smhaaedit コマンドをオプションなしで実行する
次のようにコマンドを指定して実行します。
/usr/sbin/smhaaedit
Advanced Agent 環境設定のメインメニューが表示されます。
8. 「1. Advanced Agent Configuration File」を選択する
Advanced Agent 設定メニューが表示されます。
9. 「2. SNMPTranslatorAgentService」を選択し，
「Enabled」に設定する
10.「Quit」を選択する
確認メッセージが表示されたら，「Yes」を選択します。
Advanced Agent 環境設定のメインメニューに戻ります。
11.「Quit」を選択する
smhaaedit コマンドを終了します。
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SNMP マネージャでの設定

SNMP マネージャでの設定手順を次に示します。
1. 情報を参照するマシンに JP1/Cm2/NNM をインストールする
2. JP1/Cm2/NNM の環境を設定する
JP1/Cm2/NNM のインストールおよび環境設定については，マニュアル「JP1
Version 7i JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」またはマ
ニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイ
ド」を参照してください。
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17.5 SNMP トランスレータのトラップ（Linux
サーバ）
SNMP トランスレータでは，JP1/ServerConductor で取り扱うアラートのトラップを発
行します。

17.5.1

JP1/ServerConductor で取り扱うアラートのトラップ

SNMP トランスレータは，JP1/ServerConductor が通知するアラートの分類と重要度に
よって，次の表で示すトラップを発行します。また，アラートの重要度，各アラートの
発生回数によるトラップ発行制御は，JP1/ServerConductor のエージェントサービスの
設定に従います。JP1/ServerConductor が通知するアラートの詳細については，コン
ソールサービスまたはローカルコンソールサービスのインストール先の help フォルダに
格納されている「Invent.xls」を参照してください。
関連する
エラー

インフォメー
ション

注意

警告

障害

SVP 関連※

svpTrapInformat
ion(302)

svpTrapNon-Crit
ical(304)

svpTrapCritical(3
05)

svpTrapNon-Recove
rable(306)

筐体関連

bodyTrapInform
ation(502)

bodyTrapNon-Cr
itical(504)

bodyTrapCritical(
505)

bodyTrapNon-Reco
verable(506)

システムボード
関連

systemBoardTra
pInformation(70
2)

systemBoardTra
pNon-Critical(70
4)

systemBoardTrap
Critical(705)

systemBoardTrapN
on-Recoverable(706
)

拡張スロット関
連

extendedSlotTra
pInformation(80
2)

extendedSlotTra
pNon-Critical(80
4)

extendedSlotTrap
Critical(805)

extendedSlotTrapN
on-Recoverable(806
)

注※
SVP 関連は，Advanced Agent の SVP サービスが有効の場合に対応します。

各変数バインディングには次の情報が格納されています。
• 第 1 変数バインディング：イベント ID
• 第 2 変数バインディング：イベントのタイプ
• 第 3 変数バインディング：イベントの重要度
• 第 4 変数バインディング：イベントの発生システム
• 第 5 変数バインディング：イベントの発生サブシステム
• 第 6 変数バインディング：イベントに関連する MIF のグループ名
• 第 7 変数バインディング：イベントが発生した個所
• 第 8 変数バインディング：イベント発生時刻
• 第 9 変数バインディング：イベントに関するメッセージ（イベントの内容）
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各バインディング変数は，情報が格納されない場合もあります。第 2，第 4，第 5 変数バ
インディングに情報がない場合は 0 が格納され，第 6，第 7 変数バインディングに情報
がない場合は空の文字列が格納されます。
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SMP 構成管理では，管理コンソール上からサーバモジュール
をパーティション単位で管理できます。この章では，SMP 構
成管理機能の概要，および SMP 構成管理の操作について説明
します。
なお，この機能は，BSM および BSM Plus をインストールし
ている場合に使用できます。

18.1 SMP 構成管理機能とは
18.2 SMP 構成管理機能利用時の前提事項
18.3 SMP 構成管理機能の操作
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18.1 SMP 構成管理機能とは
SMP 構成管理機能は，サーバモジュールをパーティション単位で管理できるようにする
機能です。SMP 構成管理機能を使用すると，管理コンソールから，パーティションの作
成，削除および構成の変更ができます。
サーバモジュール間 SMP 機能を搭載している BladeSymphony の IPF サーバモジュー
ルに対しては，複数のサーバモジュールを一つのパーティションとして作成したり，作
成したパーティションを削除したりできます。さらに，パーティション内のサーバモ
ジュールの構成を変更することもできます。サーバモジュール間 SMP 機能は，ノードリ
ンクを介して複数の IPF サーバモジュールを結合し，サーバの性能を向上させる機能で
す。
SMP 構成管理機能の概要を次の図に示します。
図 18-1

SMP 構成管理機能の概要

BladeSymphony の SMP では，構成単位となるサーバモジュールの個数を 2 個，または
4 個から選択できます。これによって，最大 8way の分散共有メモリ型 SMP サーバを構
成することができ，サーバ性能を向上できます。
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18.2 SMP 構成管理機能利用時の前提事項
SMP 構成管理機能を利用する場合の，サーバシャーシとサーバモジュールの前提につい
て説明します。また，空きスロットの扱いについても説明します。

（1） 対応するサーバシャーシ
SMP 構成管理機能に対応するサーバシャーシは，BS2000，BS1000A，BS1000B，およ
び BS320 です。サーバシャーシの詳細については，ハードウェアのマニュアルを参照し
てください。なお，BS2000，BS1000A，BS1000B の場合はサーバモジュールを最大 8
枚搭載できるので，スロット番号も 0 〜 7 まで表示されます。BS320 の場合はサーバモ
ジュールを最大 10 枚搭載できるので，スロット番号も 0 〜 9 まで表示されます。

（2） 対応するサーバモジュール
対応するサーバモジュールは，Xeon サーバモジュールおよび IPF サーバモジュールで
す。
複数のサーバモジュールから一つのパーティションを作成できるのは，IPF サーバモ
ジュールだけです。

（3） 空きスロットの扱い
SMP 構成管理機能では，空きスロットも一つのモジュールとして扱います。次に，ハー
ドウェアでの空きスロットの扱いについて説明します。
● パーティションを作成する場合
作成するパーティションに空きスロットを含めることはできません。
● パーティションを削除する場合
削除するパーティションに空きスロットが含まれていても削除できます。
● パーティションを変更する場合
作成済みのパーティションに空きスロットは追加できません。
変更するパーティションに空きスロットが含まれている場合，サーバモジュールの削
除はできますが，サーバモジュールの追加はできません。
● 作成済みのパーティションからサーバモジュールを抜いた場合
空きスロットを含むパーティションになります。サーバモジュールを抜いたスロット
が空きスロットとなります。
● 空きスロットを含むパーティションにサーバモジュールを挿入した場合
パーティションの構成は変更されないで，挿入したサーバモジュールの種類が自動的
に認識されます。
● パーティションに属していない空きスロットにサーバモジュールを挿入した場合
サーバモジュール一つから構成される，新たなパーティションが作成されます。

559

18.

SMP 構成管理

18.3 SMP 構成管理機能の操作
ここでは，SMP 構成管理機能を使用する場合に表示する画面と，操作方法について説明
します。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバの表示および操作については，
「23.3.11 SMP 構
成管理」を参照してください。

18.3.1 ［SMP 設定］ウィンドウ
SMP 構成管理機能を使用してパーティションを管理する場合は，［SMP 設定］ウィンド
ウから操作します。［SMP 設定］ウィンドウを表示する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［SMP 設定］を選択す
る
［SMP 設定］ウィンドウが表示されます。

［SMP 設定］ウィンドウの左ペインには，SMP 設定をルートノードとして，シャーシ
ノードがツリー形式で表示されます。シャーシノードの下位には，そのシャーシに属す
るパーティションが表示されます。
右ペインに表示される項目を次の表に示します。
表 18-1 「シャーシノード」選択時の表示項目
項目

説明

表示例

スロット番号

スロット番号を示します。

スロット 1

パーティション番
号

パーティション番号はプライマリモジュールのスロッ
ト番号と同じ番号です。

0
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項目

説明

モジュールタイプ

サーバモジュールの種類を示します。
BS1000，BS320 の場合
• Don't Care(0x00)：空きまたはサーバモジュール以
外のモジュール
• IPF Server Module(0x01 〜 0x7F)：IPF プロセッ
サ，メモリをシステムに搭載するサーバモジュール
• IA32 Server Module(0x80 〜 0xFE)：IA32 プロ
セッサ，メモリをシステムに搭載するサーバモ
ジュール
• Unknown Device(0xFF)：サーバモジュールを認識
できない

SMP 構成管理

表示例
IPF Server Module
（0x04）

BS2000 の場合
• Don't Care(0x00)：空きまたはサーバモジュール以
外のモジュール
• Xeon Server Blade(0x01 〜 0x0F)：Xeon プロセッ
サ，メモリをシステムに搭載するサーバモジュール
• Xeon-EX Server Blade(0x11 〜 0x1F)：Xeon-EX プ
ロセッサ，メモリをシステムに搭載するサーバモ
ジュール
• Unknown Device(0xFF)：サーバモジュールを認識
できない
構成可能スロット
番号

該当のスロットをプライマリモジュールとして選択し
たとき，パーティションを構成できるモジュールのス
ロット番号が表示されます。

0123

N+1 コールドス
タンバイ

N+1 ／ N+M コールドスタンバイの登録状態を示しま
す。
• 登録：登録されている場合
• 空白：登録されていない場合

登録

左ペインのツリーでパーティションを選択すると，選択したパーティションの情報が右
ペインに表示されます。

右ペインに表示される項目を次の表に示します。
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表 18-2 「パーティション」選択時の表示項目
項目
コンピュータ名

説明
Agent ホストまたは VM ホストから取得したコン
ピュータ名です。ただし，Agent ホストと VM ホス
トが共存している場合は，Agent ホストから取得した

表示例
コンピュータ 1

コンピュータ名が表示されます。※このコンピュータ
名は，［ホスト管理］ウィンドウに表示されるコン
ピュータ名と同じです。
Agent ホストまたは VM ホストを［ホスト管理］
ウィンドウに登録していない場合は，
「取得不可」が
表示されます。
ホスト名

Agent ホストまたは VM ホストから取得したシステ
ムのホスト名です。ただし，Agent ホストと VM ホ
ストが共存している場合は，Agent ホストから取得し

WebServer1

たシステムのホスト名が表示されます。※このホスト
名は，［ホスト管理］ウィンドウに表示されるホスト
名と同じです。
Agent ホストまたは VM ホストを［ホスト管理］
ウィンドウに登録していない場合は，
「取得不可」が
表示されます。
OS 名

Agent ホストまたは VM ホストから取得した OS 名で
す。ただし，Agent ホストと VM ホストが共存して
いる場合は，Agent ホストから取得した OS 名が表示

Windows Server(TM)
2003(64bit)

されます。※この OS 名は，［ホスト管理］ウィンド
ウに表示される OS 名と同じです。
Agent ホストまたは VM ホストを［ホスト管理］
ウィンドウに登録していない場合は，
「取得不可」が
表示されます。
パーティション情
報ステータス

パーティションおよびサーバモジュールの状態を示し
ます。表示内容については，表 18-3 を参照してくだ
さい。

Configuration
validate(0x03)

電源状態

SVP から取得できる電源状態を示します。
• Active(0x01)：電源 ON
• Inactive(0x00)：電源 OFF

Inactive(0x00)
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（X は数字）
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説明

表示例

SVP から取得できるパーティションに含まれるス
ロットすべての番号と，サーバモジュールの種類で
す。
BS1000，BS320 の場合
• Don't Care(0x00)：空きまたはサーバモジュール以
外のモジュール
• IPF Server Module(0x01 〜 0x7F)：IPF プロセッ
サ，メモリをシステムに搭載するサーバモジュール
• IA32 Server Module(0x80 〜 0xFE)：IA32 プロ
セッサ，メモリをシステムに搭載するサーバモ
ジュール
• Unknown Device(0xFF)：サーバモジュールを認識
できない

IPF Server Module(0x04)

BS2000 の場合
• Don't Care(0x00)：空きまたはサーバモジュール以
外のモジュール
• Xeon Server Blade(0x01 〜 0x0F)：Xeon プロセッ
サ，メモリをシステムに搭載するサーバモジュール
• Xeon-EX Server Blade(0x11 〜 0x1F)：Xeon-EX
プロセッサ，メモリをシステムに搭載するサーバモ
ジュール
• Unknown Device(0xFF)：サーバモジュールを認識
できない
プロセッサ名

SVP から取得できるプロセッサ名です。サーバモ
ジュールの種類が Don't Care（空き，または CPU モ
ジュール以外）の場合は空白となります。

Itanium(tm) processor

総メモリ容量

SVP から取得できる，搭載されているメモリの総量
です。単位は Mbytes（メガバイト）で表示されま
す。

8192Mbytes

WAY 数

SVP から取得できる SMP 構成数です。搭載されてい
る CPU の数が表示されます。

4

注※
Agent ホストと VM ホストの共存については，
「24.2.1

システム構成図」を参照してくださ

い。

パーティション情報ステータスに表示される文字列と，対応する状態を次の表に示しま
す。
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表 18-3

パーティション情報ステータスの表示内容と対応する状態

表示文字列

パーティション状
態

サーバモジュール状態

Data Invalidated ＆
電源投入抑止中
(0x02)

設定済み

次の状態のどれかを表します。
• パーティション構成しているスロットに空きスロッ
トがある。
• サーバモジュールに障害が発生している。
• プライマリサーバモジュールにプロセッサが未搭載。
• IA32 サーバモジュールおよび IPF サーバモジュール
が混在する。
• ボードレビジョンの異なるサーバモジュールが混在
する。
• プロセッサステッピングの異なるサーバモジュール
が混在する。
• プロセッサ周波数の異なるサーバモジュールが混在
する。

Configuration
validate(0x03)

設定済み

正常であることを示します。
「Data Invalidated ＆電源投入抑止中 (0x02)」のサーバ
モジュール状態以外のときに表示されます。

Data
Invalidated(0x01)

設定済み

次のどちらかを表します。
• Pre-configure で情報を設定していない，または情報
を設定中である。
• Pre-configure で情報を取得していない，または情報
を取得中である。

18.3.2

パーティションを作成する

サーバシャーシ内に，パーティションを新規作成します。［SMP 設定］ウィンドウの
「構成可能スロット番号」に表示されるスロットでパーティションを作成できます。
注意
• パーティションの作成は，更新モードで実行してください。更新モードは，
［モー
ド選択］メニューから［更新モード］を選択するか，ツールバーのボタンで切り
替えられます。
• ［SMP 設定］ウィンドウの「構成可能スロット番号」に表示されるスロット以外
のスロットを含めて，パーティションを作成することはできません。
• 複数のスロットでパーティションを作成する場合，連続したスロットを選択する
必要があります。パーティションを構成できないスロットの組み合わせでパー
ティションを作成しようとした場合，KASM30059 のメッセージが出力されます。
• 空きスロットを含めてパーティションを作成することはできません。
• パーティションには OS モードや HT（ハイパースレッディングの有無）などの属
性があります。SMP 構成管理機能でパーティションを作成した場合，各属性の値
にはデフォルト値が設定されます。
1. ［SMP 設定］ウィンドウの左ペインのツリーで，パーティションを作成するサーバ
シャーシを選択する
選択したサーバシャーシ内のスロットの情報が，右ペインに表示されます。
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2. 右ペインで，パーティションを作成するスロットを選択する

3. ［設定］メニューから［パーティション作成］を選択する
パーティションが作成されます。
4. 左ペインで，パーティションを作成したシャーシノードをクリックする
パーティションが作成されていることを確認してください。
パーティション作成後，パーティションを構成するすべてのサーバモジュールが，
サーバモジュールスロットに挿入されていることを確認してからパーティションの電
源を ON にしてください。

18.3.3

パーティションを削除する

サーバシャーシ内のパーティションを削除します。
注意
• パーティションの削除は，更新モードで実行してください。更新モードは，［モー
ド選択］メニューから［更新モード］を選択するか，ツールバーのボタンで切り
替えられます。
• 操作する前に，該当するパーティションの電源が OFF になっているか確認してく
ださい。
• 一度に複数のパーティションを削除することはできません。複数のパーティショ
ンを削除する場合は，一つずつ削除してください。
• N+1 ／ N+M コールドスタンバイとして登録されているサーバモジュールが含ま
れている場合，パーティションを削除できません。
1. ［SMP 設定］ウィンドウの左ペインのツリーで，パーティションを削除するサーバ
シャーシを選択する
選択したサーバシャーシ内のスロットの情報が，右ペインに表示されます。
2. 右ペインで，パーティションを削除するスロットを選択する
同じパーティションに含まれるスロットがすべて選択されます。
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注意
削除対象のパーティションを選択後，選択したスロットを変更しないでくださ
い。
3. ［設定］メニューから［パーティション削除］を選択する
パーティションが削除されます。
4. 左ペインで，パーティションを削除したシャーシノードをクリックする
パーティションが削除されていることを確認してください。

18.3.4

パーティションを変更する

作成済みのパーティションに，サーバモジュールを追加または削除することで，構成を
変更します。
注意
• パーティションの変更は，更新モードで実行してください。更新モードは，
［モー
ド選択］メニューから［更新モード］を選択するか，ツールバーのボタンで切り
替えられます。
• 操作する前に，該当するパーティションの電源が OFF になっているか確認してく
ださい。
• サーバモジュールを追加する場合，
［SMP 設定］ウィンドウの「構成可能スロッ
ト番号」に表示されるスロット以外のスロットを含めることはできません。
• パーティション作成済みのスロットでサーバモジュールを追加する場合，追加先
のパーティションを削除してから，サーバモジュールを追加してください。
• 複数のスロットでパーティションを変更する場合，連続したスロットを選択する
必要があります。パーティションを構成できないスロットの組み合わせでパー
ティションを変更しようとした場合，KASM30059 のメッセージが出力されます。
• N+1 ／ N+M コールドスタンバイとして登録されているサーバモジュールが含ま
れている場合，パーティションを変更できません。

（1） サーバモジュールの追加
作成済みのパーティションにサーバモジュールを追加します。サーバモジュールを追加
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する場合，［SMP 設定］ウィンドウの「構成可能スロット番号」に表示されるスロット
で，パーティション未作成のスロットを追加できます。
1. ［SMP 設定］ウィンドウの左ペインのツリーで，パーティションの構成を変更する
サーバシャーシを選択する
選択したサーバシャーシ内のスロットの情報が，右ペインに表示されます。
2. 右ペインで，パーティション構成を変更するプライマリのスロットを選択する
同じパーティションに含まれるスロットがすべて選択されます。
3. ［Shift］キーを押しながら追加するスロットを選択し，選択表示にする

4. ［設定］メニューから［パーティション変更］を選択する
パーティションが変更されます。
5. 左ペインで，パーティションを変更したシャーシノードをクリックする
サーバモジュールが追加されていることを確認してください。

（2） サーバモジュールの削除
作成済みのパーティションからサーバモジュールを削除します。
1. ［SMP 設定］ウィンドウの左ペインのツリーで，パーティションの構成を変更する
サーバシャーシを選択する
選択したサーバシャーシ内のスロットの情報が，右ペインに表示されます。
2. 右ペインで，パーティション構成を変更するプライマリのスロットを選択する
同じパーティションに含まれるスロットがすべて選択されます。
3. ［Shift］キーを押しながら，削除するスロットを選択し，選択表示を解除する
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4. ［設定］メニューから［パーティション変更］を選択する
パーティションが変更されます。
5. 左ペインで，パーティションを変更したシャーシノードをクリックする
サーバモジュールが削除されていることを確認してください。

18.3.5

パーティション構成時の注意事項

パーティション構成時の注意事項を示します。

（1） パーティション構成拡張時の注意
2way から 8way に変更するなど，パーティション構成を拡張して OS を起動すると，拡
張したサーバモジュールに接続されているディスクが参照でき，セキュリティ上の問題
となります。
パーティション構成を拡張する場合は，拡張したサーバモジュールの WWN の割り当て
を解除してください。

（2） パーティション構成変更時の注意
SMP 構成を変更すると，ccNUMA の設定が無効になります。ccNUMA を使用する場合
は，SMP 構成を変更する前に ccNUMA で設定を SVP コンソールから確認しておいてく
ださい。SVP コンソールから ccNUMA の設定を確認する方法については，マニュアル
「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
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JP1/ServerConductor では，BladeSymphony にサーバモ
ジュールを挿入したときに，自動的にディスクを割り当てるス
トレージ運用支援機能を提供しています。この章ではストレー
ジ運用支援の機能と操作方法について説明します。
なお，この機能は，BSM および BSM Plus をインストールし
ている場合に使用できます。
LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM を管理する場合
は，「23. 仮想化されたサーバの管理（HVM の場合）
」を参照
してください。

19.1 ストレージ運用支援機能とは
19.2 ストレージ運用支援機能の前提条件
19.3 ディスク割り当て時のアクセス制限
19.4 運用前の準備
19.5 ホストグループの自動割り当て
19.6 ディスク情報の表示
19.7 運用開始後のストレージ変更の手順
19.8 ストレージ運用支援機能を無効にする

569

19.

ストレージ運用支援

19.1 ストレージ運用支援機能とは
BladeSymphony は，ストレージサブシステム内の起動用ディスクから起動できる SAN
ブート構成のシステムを構築できます。SAN ブート構成とは，業務に必要な OS やソフ
トウェアなどをサーバモジュールに接続した外部のストレージサブシステム内のディス
クに格納し，そこからシステムを起動する構成です。SAN ブート構成のシステムを構築
する場合，通常，ストレージ管理ソフトウェアを利用してストレージサブシステム内に
起動用ディスクとデータ用ディスクを準備し，準備したディスクをサーバモジュールへ
割り当てる必要があります。しかし，ストレージ運用支援機能では，サーバモジュール
を挿入するだけで，自動的に起動用ディスクとデータ用ディスクが割り当てられます。
ストレージ運用支援機能の概念を次の図に示します。
図 19-1

ストレージ運用支援機能

ストレージ運用支援機能は，次の機能の前提機能となります。
• グループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合の N+1 コールドスタンバイ機能
• SAN ブート環境での，Control Manager の DPM と連携したデプロイメント制御
なお，SAS インタフェース，または iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成の場合，
ストレージ運用支援機能は使用できません。
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19.2 ストレージ運用支援機能の前提条件
ここでは，BSM Plus のストレージ運用支援機能を利用するための前提条件について説
明します。
Device Manager との連携
BSM Plus のストレージ運用支援機能は，ストレージ管理ソフトウェアである
Device Manager の API を利用します。そのため，Device Manager のサーバを
BSM Plus にあらかじめ登録しておく必要があります。Device Manager の設定につ
いては，「19.4.1

Device Manager の BSM Plus への登録」を参照してください。

LUN Manager を利用したアクセス制限
BladeSymphony では，複数のサーバモジュールがファイバチャネルスイッチを経
由して，ストレージサブシステム内のディスクを共有するシステム構成になってい
ます。このようなシステム構成の場合，ストレージサブシステムに接続されている
すべてのサーバモジュールからストレージサブシステム内のすべてのディスクにア
クセスできてしまいます。ストレージ運用支援機能では，各サーバモジュールから
ストレージサブシステム内の割り当てたディスクだけにアクセスするように制限し
ます。このディスク割り当て時のアクセス制限には，ストレージ管理ソフトウェア
である LUN Manager を利用しています。LUN Manager を利用したアクセス制限
の詳細については，「19.3

ディスク割り当て時のアクセス制限」で説明します。

Microsoft XML Parser Version 3.0 以降のインストール
ストレージ運用支援機能を利用するためには，Microsoft XML Parser Version 3.0 以
降のインストールが必要です。なお，Microsoft Internet Explorer 6.0 以降がインス
トールされている場合は，Microsoft XML Parser Version 3.0 以降がすでにインス
トールされています。また，Device Manager と連携して HTTPS 接続する場合は，
Microsoft XML Parser Version 3.0 Service Pack1 以降のインストールが必要です。
HTTPS 接続については，
「19.4.1

Device Manager の BSM Plus への登録」を参照

してください。Microsoft XML Parser のバージョンの確認方法については，マイク
ロソフトのホームページを参照してください。
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19.3 ディスク割り当て時のアクセス制限
ストレージ運用支援機能では，各サーバモジュールからストレージサブシステム内の
ディスクへアクセスする場合，割り当てたディスクだけへアクセスするように制限しま
す。このディスク割り当て時のアクセス制限には，ストレージ管理ソフトウェアである
LUN Manager を利用しています。
LUN Manager のセキュリティ機能を利用したディスク割り当て時のアクセス制限を次
の図に示します。
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LUN Manager のセキュリティ機能を利用したディスク割り当て時のアクセス制
限

上の図では，サーバモジュール 1 からは，ストレージサブシステム内のサーバモジュー
ル 1 用ディスクだけにアクセスできるよう LUN Manager で制限しています。したがっ
て，サーバモジュール 2 はサーバモジュール 1 用のディスクへはアクセスできません。
■ LUN Manager によるアクセス制限の仕組み
LUN Manager は，ホストグループごとに LUN を割り当てることができます。そのた
め，各サーバモジュールは専用ディスクが接続されているかのように操作でき，ほかの
サーバモジュールからのアクセスを制限できます。ホストグループとは，ストレージ管
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理ソフトウェアである LUN Manager の用語です。ホストグループについては，マニュ
アル「LUN Manager ユーザーズガイド」またはマニュアル「LUN Management ユー
ザーズガイド」を参照してください。
ホストグループには，ストレージサブシステムのディスクごとに LU（LDEV）を割り当
てます。さらにサーバモジュールがホストグループへアクセスできるようにするために，
サーバモジュールに搭載されている WWN を割り当てます。サーバモジュールがホスト
グループへアクセスするときに参照する LUN は，LU（LDEV）ごとに自由に設定でき
ます。
LUN Manager を利用したアクセス制限の仕組みを次の図に示します。
図 19-3

LUN Manager を利用したアクセス制限の仕組み

なお，LUN Manager を利用してサーバモジュールからストレージサブシステム内の
ディスクへのアクセスを制限する場合，ストレージサブシステムのすべてのポートに対
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して，LUN Manager のホストグループセキュリティ設定を有効にしてください。
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19.4 運用前の準備
BSM Plus のストレージ運用支援機能を利用するには，次に示す事前準備が必要です。
図 19-4

ストレージ運用支援の事前準備

Device Manager の BSM Plus への登録
Device Manager のコマンドや API を利用できるようにするために，Device
Manager のサーバを BSM Plus に登録します。
ホストグループの作成
ストレージサブシステム内に必要な数のホストグループを作成しておきます。
ホストグループへの LU（LDEV）の割り当て
作成したホストグループに対して，LU（LDEV）を割り当てます。
ここでは，Device Manager の BSM Plus への登録について説明します。

19.4.1

Device Manager の BSM Plus への登録

BSM Plus のストレージ運用支援機能は，ストレージ管理ソフトウェアである Device
Manager の API を利用して，サーバモジュールにストレージサブシステムの起動用ディ
スクおよびデータ用ディスクを割り当てます。そのため，Device Manager のサーバを
BSM Plus にあらかじめ登録しておく必要があります。
ここでは，Device Manager のサーバを BSM Plus へ登録する方法について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ストレージ設定］タブを選択する
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3. ストレージ運用支援機能の［有効にする］チェックボックスを ON にする
4. Hitachi Device Manager Software 設定の各項目を設定する
登録する Device Manager のサーバを設定します。なお，ホストグループ自動割り当
て設定については，
「19.5.2 ホストグループの自動割り当ての設定」を参照してくだ
さい。
設定項目
ホスト登録
（IP Address/ ホスト名）

アクセスオプション

接続 Port

操作方法
必ず指定します。
Device Manager がインストールされている IP アドレスまたはホスト
名（半角 1 文字以上）を指定します。登録できるホストは 1 台だけで
す。
Device Manager に HTTPS で接続する場合に選択します。
［アクセスオプション］チェックボックスを ON にする場合は，
Device Manager のホストに SSL の電子証明書をインストールしてく
ださい。ホストに SSL の電子証明書をインストールする方法について
は，マニュアル「JP1/HiCommand Device Manager システム構成ガ
イド（サーバ編）
」またはマニュアル「Hitachi Device Manager and
Provisioning Manager Software システム構成ガイド」を参照してく
ださい。
必ず指定します。
Device Manager のホストへ接続するポート番号（半角数字 1 〜
65535）を指定します。デフォルトは 2001 です。
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設定項目

操作方法

ストレージ管理者ユーザ ID

必ず指定します。
ストレージ管理者※のユーザ ID を指定します。ユーザ ID は，半角 4
文字以上で指定してください。使用できる文字列は，半角英数字，半
角ハイフン，半角アンダースコア，半角コンマ，および半角アット
マークです。

ストレージ管理者ユーザパス
ワード

必ず指定します。

注※

ストレージ管理者※のユーザパスワードを指定します。半角英数字 4
文字以上で指定してください。

Device Manager のアドミニストレータ権限を持つユーザ

5. ［接続確認］ボタンをクリックする
Device Manager への接続状況が確認され，接続の成功または失敗を知らせるメッ
セージが表示されます。
6. メッセージの内容を確認し，［OK］ボタンをクリックする
7. ［OK］ボタンをクリックする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスを閉じます。
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19.5 ホストグループの自動割り当て
BSM Plus では，サーバモジュールを挿入するだけで，自動的にストレージサブシステ
ムのホストグループを割り当てることができます。
ここでは，ホストグループの自動割り当ての仕組みと設定方法について説明します。

19.5.1

ホストグループの自動割り当てとは

BSM Plus の自動割り当てでは，BladeSymphony サーバシャーシの電源を ON にした状
態でサーバシャーシの空きスロットへサーバモジュールを挿入すると，挿入したサーバ
モジュールに対してユーザが定義した情報に基づいて自動的にストレージサブシステム
のホストグループが割り当てられます。ホストグループの自動割り当ての仕組みを次に
示します。
図 19-5

ホストグループの自動割り当ての仕組み

1. BladeSymphony サーバシャーシの電源が ON の状態でサーバシャーシの空きスロッ
トにサーバモジュールを挿入します。
2. SVP から BSM Plus へサーバモジュール挿入のアラートが通知されます。BSM Plus
では，アラートを受けると挿入されたサーバモジュールに付与されている WWN を
SVP から取得します。
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3. BSM Plus は，Device Manager に対して Device Manager の API を利用し，スト
レージサブシステムに対してホストグループを割り当てるように要求を出します。
4. Device Manager はストレージサブシステムに対して，挿入されたサーバモジュール
にあらかじめ作成されているホストグループを割り当てるためのセキュリティ設定を
指示します。ストレージサブシステムは，挿入されたサーバモジュールの WWN をホ
ストグループに割り当てます。これによって，サーバモジュールからホストグループ
へのアクセスができるようになります。

19.5.2

ホストグループの自動割り当ての設定

ホストグループの自動割り当てを利用するには，次に示す順に設定が必要になります。
1. ホストグループ一覧ファイルのエクスポート
2. ホストグループ割り当て定義ファイルの作成
3. ホストグループ割り当て定義ファイルのインポート
注意
上記設定を実施する前に，Device Manager のサーバを BSM Plus に登録しておく必
要があります。Device Manager のサーバを BSM Plus に登録する方法については，
「19.4.1 Device Manager の BSM Plus への登録」を参照してください。Device
Manager のサーバを BSM Plus に登録しない場合，ファイルサイズが 0 バイトの
ファイルがエクスポートされてしまいます。
また，BSM Plus へ登録した Device Manager に LUN セキュリティ機能が有効に
なっていないストレージサブシステムが登録されている場合，エクスポートに失敗
します。

（1） ホストグループ一覧ファイルのエクスポート
ストレージサブシステム内に登録されているすべてのホストグループの一覧情報を
Device Manager から取得し，CSV 形式のファイルに出力します。出力した CSV 形式の
ファイルをホストグループ一覧ファイルといいます。ホストグループ一覧ファイルのエ
クスポートの概要を次に示します。
図 19-6

ホストグループ一覧のエクスポート

（a） ホストグループ一覧ファイルの形式
ホストグループ一覧ファイルは，次の項目をコンマで区切った形式で記述されています。
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ストレージサブシステム objectID, ストレージサブシステムの name, ポート WWN, ホストグループ
objectID, ホストグループの nickname

各出力項目の説明を次に示します。
表 19-1

ホストグループ一覧ファイルの出力項目

項目名

説明

ストレージサブシステム
objectID

ストレージサブシステムで使用する Device Manager の識別子

ストレージサブシステムの
name

Device Manager に設定するストレージサブシステムの名称

ポート WWN

ストレージサブシステムコントローラのポート WWN

ホストグループ objectID

ホストグループで使用する Device Manager の識別子

ホストグループの nickname

ホストグループを作成するときに設定するホストグループの名称

（b） ホストグループ一覧ファイルの出力例
ホストグループ一覧ファイルの出力例を次に示します。
図 19-7

ホストグループ一覧ファイルの出力例

（c） ホストグループ一覧ファイルのエクスポート方法
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ストレージ設定］タブを選択する
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3. ［エクスポート］ボタンをクリックする
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［ファイル名］テキストボックスでホストグループ一覧ファイルの名前を指定する
ホストグループ一覧ファイルの名前は任意設定できます。
5. ［保存］ボタンをクリックする
［名前を付けて保存］ダイアログボックスを閉じます。
6. ［OK］ボタンをクリックする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスを閉じます。
エクスポートしたホストグループ一覧ファイルは，ホストグループ割り当て定義ファイ
ルを作成する場合に利用します。
次にホストグループ割り当て定義ファイルの作成方法について説明します。

（2） ホストグループ割り当て定義ファイルの作成
エクスポートしたホストグループ一覧ファイルを利用して，ホストグループ割り当て定
義ファイルを作成します。ホストグループ割り当て定義ファイルとは，サーバモジュー
ルへ割り当てるホストグループとサーバモジュールを挿入したスロットとの関係を定義
するファイルです。
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（a） ホストグループ割り当て定義ファイルの形式
ホストグループ割り当て定義ファイルは，出力されたホストグループ一覧ファイルの
「ホストグループの nickname」のあとに，サーバシャーシ ID，サーバモジュールスロッ
ト番号などをコンマで区切って追加して作成します。
ホストグループ割り当て定義ファイルの形式を次に示します。
ストレージサブシステム objectID, ストレージサブシステムの name, ポート WWN, ホストグループ
objectID, ホストグループの nickname, サーバシャーシ ID, サーバモジュールスロット番号 ,HBA 搭
載 PCI スロット番号 ,HBA ポート番号 , ブート識別子

各設定項目の説明を次に示します。
表 19-2

ホストグループ割り当て定義ファイルの設定項目

項目名

説明

ストレージサブシステム
objectID

ストレージサブシステムで使用する Device Manager の識別子を指
定します。ホストグループ一覧ファイルに指定されている値を変更
しないでそのまま指定してください。

ストレージサブシステムの
name

Device Manager に設定するストレージサブシステムの名称を指定
します。ホストグループ一覧ファイルに指定されている値を変更し
ないでそのまま指定してください。

ポート WWN

ストレージサブシステムコントローラのポートの WWN を指定しま
す。ホストグループ一覧ファイルに指定されている値を変更しない
でそのまま指定してください。

ホストグループ objectID

ホストグループで使用する Device Manager の識別子を指定します。
ホストグループ一覧ファイルに指定されている値を変更しないでそ
のまま指定してください。

ホストグループの nickname

ホストグループ名を指定します。ホストグループ一覧ファイルに指
定されている値を変更しないでそのまま指定してください。

サーバシャーシ ID ※ 1

BladeSymphony のサーバシャーシ ID を文字列で指定します。
サーバシャーシが BS1000 および BS320 の場合は空白文字を含む
16 文字，サーバシャーシが BS2000 の場合は空白文字を含む 20 文
字で指定します。
サーバシャーシ ID は，コンソールサービスの［ホスト管理］ウィ
ンドウの［コンピュータ名］を指定してください。詳細については，
「5.2 ホストの一覧を表示する」を参照してください。

サーバモジュールスロット番号

ホストグループを割り当てる上記サーバシャーシのサーバモジュー
ルスロット番号を指定します。
サーバシャーシが BS2000 および BS1000 の場合は，0 〜 7 の半角
数字で指定します。
サーバシャーシが BS320 の場合は，0 〜 9 の半角数字で指定しま
す。

HBA 搭載 PCI スロット番号※ 2

ホストグループを割り当てるサーバモジュールに搭載されている
HBA の PCI スロット番号を 0 〜 3 の半角数字で指定します。HBA
搭載 PCI スロット番号の付与規則については，「(b) HBA 搭載 PCI
スロット番号の付与規則」を参照してください。

583

19.

ストレージ運用支援

項目名

説明

HBA ポート番号

ホストグループを割り当てる HBA のポート番号を指定します。
サーバシャーシが BS1000 および BS320 の場合は，0 〜 1 の半角数
字で指定します。サーバシャーシが BS2000 の場合は，0 〜 3 の半
角数字で指定します。
HBA ポート番号の付与規則については，
「(c) HBA ポート番号の
付与規則」を参照してください。

ブート識別子

起動用ディスクの HBA ポートの識別情報を半角数字で指定します。
起動用ディスクの場合は 1 を指定します。それ以外は 0 を指定しま
す。
起動用ディスク接続パスを冗長化した SAN ブート構成の場合，正
系のディスク接続パスだけ 1 を設定してください。また，正系に障
害が発生している場合は，副系のディスク接続パスだけ 1 を設定し
てください。起動用ディスク接続パスを冗長化した SAN ブート構
成のシステム構成図については，
「(d) 起動用ディスク接続パスを
冗長化した SAN ブート構成」を参照してください。
最小の PCI スロット番号を持つ起動用ディスク接続パスが複数ある
場合は，その中から最小のポート番号を持つ起動用ディスク接続パ
スだけ 1 に設定してください。それ以外の起動用ディスク接続パス
は 0 に設定してください。

注※ 1
サーバシャーシ ID を変更した場合，ホストグループ割り当て定義ファイルで変更したサーバ
シャーシ ID を指定し，再インポートが必要です。サーバシャーシ ID を変更した場合の手順に
ついては，「25.5

管理対象ホスト，HVM，またはサーバシャーシの設定を変更する場合の注

意事項」を参照してください。
注※ 2
BladeSymphony が搭載する I/O モジュールのタイプによっては，PCI スロット番号が異なり
ます。

（b） HBA 搭載 PCI スロット番号および PCIe スロット番号の付与規則
HBA 搭載の PCI スロット番号および PCIe スロット番号の付与規則を次に示します。
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サーバシャーシ
タイプ※ 1

BS1000A

BS1000B
（A1 モデル）

ストレージ運用支援

HBA 搭載の PCI スロット番号の付与規則（I/O モジュールタイプ）
I/O モジュールタイプ※ 1

I/O モジュー

I/O モジュー

ル #0 ※ 2

ル #1 ※ 2

TYPE1

TYPE1

TYPE1

TYPE2

サーバモ
ジュールス
ロット番号

I/O モジュー
ルスロット番
号

HBA 搭載
PCI スロッ
ト番号

0

0，1

0，1

1

2，3

0，1

2

4，5

0，1

3

6，7

0，1

4

8，9

0，1

5

10，11

0，1

6

12，13

0，1

7

14，15

0，1

0

0，1，8，9

0，1，2，3

1

2，3，10，11

0，1，2，3

2

4，5，12，13

0，1，2，3

3

6，7，14，15

0，1，2，3

4

N/A

N/A

5
6
7
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サーバシャーシ
タイプ※ 1

BS1000B
（A2 モデル）

I/O モジュールタイプ※ 1

I/O モジュー

I/O モジュー

ル #0 ※ 2

ル #1 ※ 2

TYPE1

TYPE1

サーバモ
ジュールス
ロット番号

I/O モジュー
ルスロット番
号

HBA 搭載
PCI スロッ
ト番号

0

0，1，8，9

0，1，2，3

1

2，3，10，11

0，1，2，3

2

4，5，12，13

0，1，2，3

3

6，7，14，15

0，1，2，3

4

N/A

N/A

0

0，8

0，1

1

1，9

0，1

2

2，10

0，1

3

3，11

0，1

4

4，12

0，1

5

5，13

0，1

6

6，14

0，1

7

7，15

0，1

5
6
7
TYPE3

TYPE3

注※ 1
サーバシャーシタイプ，I/O モジュールタイプについては，「6.3 インベントリ情報を参照す
る」を参照してください。
注※ 2
サーバシャーシの背面図で示すと，I/O モジュールの位置は次の場所になります。
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IO モジュールの位置（サーバシャーシの背面図）
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表 19-4

HBA 搭載の PCI スロット番号の付与規則（内蔵 FC スイッチモジュールタイ
プ）

サーバシャーシタイプ
BS1000B（A2 モデル）
内蔵 FC スイッチモジュール

表 19-5
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I/O モジュールス
ロット番号

HBA 搭載 PCI
スロット番号

0

0，8

0，1

1

1，9

0，1

2

2，10

0，1

3

3，11

0，1

4

4，12

0，1

5

5，13

0，1

6

6，14

0，1

7

7，15

0，1

HBA 搭載の PCI スロット番号の付与規則（BS320）

サーバシャーシタイプ
BS320

サーバモジュール
スロット番号

サーバモジュールスロッ
ト番号

HBA 搭載 PCI スロット番号

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

19.

表 19-6
サーバシャーシ
タイプ
BS2000

注※ （

ストレージ運用支援

HBA 搭載の PCIe スロット番号の付与規則（BS2000）
サーバモジュールス
ロット番号

I/O モジュールス

HBA ポート番号

ロット番号※

HBA 搭載 PCI
スロット番号

0

0，1（80，81）

0，1，2，3

0，1

1

2，3（80，81）

0，1，2，3

0，1

2

4，5（80，81）

0，1，2，3

0，1

3

6，7（80，81）

0，1，2，3

0，1

4

8，9（80，81）

0，1，2，3

0，1

5

10，11（80，81）

0，1，2，3

0，1

6

12，13（80，81）

0，1，2，3

0，1

7

14，15（80，81）

0，1，2，3

0，1

）内は，LPAR 時の割り当てです。

（c） HBA ポート番号の付与規則
HBA ポート番号の付与規則を次に示します。
■ BS1000 の場合
BS1000 で HBA のポートが 1 個の場合は，HBA ポート番号は 0 になります。
HBA ポートが 2 個ある場合は，次の図に示すように，HBA を PCI スロットに挿入した
状態での上段側の HBA ポート番号が 0，下段側の HBA ポート番号が 1 になります。
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■ BS320 の場合
HBA は内蔵になります。次の図に示すように，サーバシャーシの背面から見て右側の
FC スイッチモジュールに接続する場合，HBA ポート番号は 0 になります。サーバ
シャーシの背面から見て左側の FC スイッチモジュールに接続する場合，HBA ポート番
号は 1 になります。
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■ BS2000 の場合
次の図に示すように，I/O モジュールスロットの右側から 0 になります。

（d） 起動用ディスク接続パスを冗長化した SAN ブート構成
起動用ディスク接続パスを冗長化した SAN ブート構成を次に示します。
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図 19-9

起動用ディスク接続パスを冗長化した SAN ブート構成

（e） ホストグループ割り当て定義ファイルの作成例
ホストグループ割り当て定義ファイルの作成例を次に示します。
図 19-10 ホストグループ割り当て定義ファイルの作成例
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（f） ホストグループ割り当て定義ファイルの作成手順
1. ホストグループ一覧ファイルをエクスポートする
操作方法については，
「(1) ホストグループ一覧ファイルのエクスポート」を参照し
てください。
2. エクスポートしたホストグループ一覧ファイル（CSV 形式）をテキストエディタで開
く
3. サーバモジュールに割り当てるホストグループの行の末尾に，サーバシャーシ ID，
サーバモジュールスロット番号，HBA 搭載 PCI スロット番号，HBA ポート番号，お
よびブート識別子の項目を追記する
4. 割り当て予定のサーバモジュールと搭載 HBA の物理位置情報を追記する
5. サーバモジュールに割り当てないホストグループの行は削除する
6. 編集したファイルに名前を付けて保存する
ホストグループ割り当て定義ファイルが作成されます。
作成したホストグループ割り当て定義ファイルは，BSM Plus にインポートします。
次にホストグループ割り当て定義ファイルのインポート方法について説明します。

（3） ホストグループ割り当て定義ファイルのインポート
作成したホストグループ割り当て定義ファイルを BSM Plus へインポートすると，挿入
されているサーバモジュールへホストグループが割り当てられます。
［ホスト管理］ウィ
ンドウに BladeSymphony サーバシャーシが登録されていない場合は，サーバシャーシ
を登録してからインポートしてください。
注意
ホストグループ一覧ファイルをエクスポートしたあとに，ストレージサブシステム
の構成を変更すると，BSM Plus が持っているストレージ構成情報と Device
Manager が持っているストレージ構成情報が一致しないため，インポートに失敗し
ます。
ホストグループ割り当て定義ファイルの BSM Plus へのインポートの概要を次に示しま
す。
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図 19-11

ホストグループ割り当て定義ファイルのインポート

（a） ホストグループ割り当て定義ファイルのインポート方法
1. ホストグループを割り当てるサーバモジュールの電源を OFF にする
2. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［ストレージ設定］タブを選択する
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4. ［ホストグループ割り当て定義ファイルのパス］テキストボックスにホストグループ
割り当て定義ファイルのパスを指定する
［参照］ボタンをクリックして表示されるダイアログボックスから選択することもで
きます。
5. ［インポート］ボタンをクリックする
ホストグループ割り当て定義ファイルのインポートが実行されます。すでに挿入され
ているサーバモジュールに対してホストグループを割り当てる定義が記述されている
場合は，インポートを実行すると定義内容に従ってホストグループが割り当てられま
す。
ホストグループの割り当てに成功したかどうか確認する方法については，
「19.6.2 ホ
ストグループ割り当ての確認方法」を参照してください。
ホストグループ割り当て定義ファイルのインポートに失敗した場合は，メッセージが
表示されます。ホストグループ割り当て定義ファイルの内容を確認して，必要に応じ
て修正したあと，再度インポートしてください。ホストグループ割り当ての失敗およ
び対処については，
「19.5.4 ホストグループ自動割り当ての失敗例と対処方法」を参
照してください。
［インポート］ボタンをクリックした時に，ホストグループの割り当てを開始します。
なお，インポートを実行すると Device Manager およびストレージサブシステムにア
クセスします。
［インポート］ボタンをクリックしたあとでウィンドウの［キャンセル］ボタンをク
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リックしても割り当ては中止できません。また，［インポート］ボタンをクリックし
ないで［OK］ボタンを押しても，ホストグループの割り当ては開始されません。
インポートが開始されると，［通知アラート］ウィンドウに，アラート ID 0x3728
（インポート開始）が表示されます。インポートによるホストグループの割り当てが
すべて終了すると，アラート ID 0x3729（インポート終了）が表示されます。
インポートが終了するまで，ホストの電源操作や N+1 ／ N+M コールドスタンバイを
操作しないでください。

19.5.3

ホストグループ自動割り当てをする場合の注意事項

（1） サーバシャーシからサーバモジュールを取り出す場合
BSM Plus はサーバシャーシからサーバモジュールを取り出しただけでは，ホストグ
ループの割り当てを解除しません。サーバシャーシからサーバモジュールを取り出した
場合は，サーバモジュールを取り出したあとに Device Manager を利用してホストグ
ループの割り当てを解除してください。Device Manager を利用してホストグループの割
り当てを解除する方法については，次のマニュアルを参照してください。
• JP1/HiCommand Device Manager Web Client ユーザーズガイド
• JP1/HiCommand Device Manager CLI ユーザーズガイド
• Hitachi Device Manager Software Web Client ユーザーズガイド
• Hitachi Device Manager Software CLI ユーザーズガイド

（2） N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を利用する場合
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ構成でのホストグループ自動割り当てでは，次の点に
ついて注意してください。なお，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能については，
「20.

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ」を参照してください。

現用系サーバモジュールにホストグループを割り当てる場合
グループ属性が N+1 コールドスタンバイの N+1 グループを設定する場合，スト
レージ運用支援機能を利用して，現用系ホストを設定する予定のサーバモジュール
に対してホストグループの割り当てが必要です。したがって，ホストグループ割り
当て定義ファイルを作成する際，現用系ホストを設定する予定のサーバモジュール
にホストグループを割り当てるように定義してください。ホストグループ割り当て
定義ファイルを作成する方法については，
「19.5.2 ホストグループの自動割り当て
の設定」を参照してください。
グループ属性が N+M コールドスタンバイの N+1 グループを設定する場合は，ホス
トグループの割り当ては必須ではありません。
ホストグループ割り当て済みサーバモジュールを予備系サーバモジュールに設定した場
合
ホストグループ割り当て定義ファイルにホストグループの割り当てが定義されてい
るサーバモジュールは，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の設定で予備系サー
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バモジュールとしての設定はできません。したがって，予備系サーバモジュールに
設定する予定のサーバモジュールには，ホストグループを割り当てないように定義
する必要があります。また，すでにホストグループが割り当てられているサーバモ
ジュールを予備系サーバモジュールに設定できません。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の現用系および予備系に対して，ホストグループ割
り当て定義ファイルをインポートする場合
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の現用系および予備系として登録されている
サーバモジュールの，ホストグループ割り当て定義は変更できません。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の現用系および予備系として登録されている
サーバモジュールのホストグループ割り当て定義を変更する場合は，サーバモ
ジュールの現用系登録または予備系登録をいったん解除してから，ホストグループ
割り当て定義を変更してください。その後，再度 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ
機能の現用系または予備系として登録してください。

（3） ストレージ構成を変更した場合
ホストグループの削除，変更，LUN Manager 設定の変更，LU の構成変更，およびスト
レージ構成を変更した場合は，BSM Plus にはその変更情報が認識されません。した
がって，BSM Plus にインポートしたホストグループ割り当て定義ファイルの定義内容
と，実際のストレージ構成が一致しません。
ストレージ構成を変更した場合は，再度，ホストグループ一覧をエクスポートして，変
更したストレージ構成と一致するホストグループ割り当て定義ファイルを作成して，
BSM Plus にインポートしてください。
ホストグループ割り当て定義ファイルを変更して再度インポートした場合，すでにイン
ポートされているホストグループ割り当て定義と比べて，変更がある部分の割り当てが
されます。ホストグループ割り当て定義が変更されたサーバモジュールが N+1 ／ N+M
コールドスタンバイ機能の現用系または予備系に設定されている場合は，インポート操
作の前に設定を解除しておいてください。また，定義内容を変更するサーバモジュール
の電源を OFF にしておいてください。
ホストグループ割り当て定義の変更がないサーバモジュールの電源 OFF，および N+1 設
定の解除は必要ありません。
インポート済みの割り当て定義の確認方法については，
「19.6.2 ホストグループ割り当
ての確認方法」を参照してください。
ホストグループ割り当て定義の変更例と対応方法を，次に示します。
（a） サーバモジュールに割り当てるホストグループを追加した場合
インポート済みのホストグループ割り当て定義ファイルに対して，ホストグループを該
当サーバモジュールに割り当てる定義を追加して，インポートしてください。
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（b） サーバモジュールに割り当てたホストグループを解除した場合
インポート済みのホストグループ割り当て定義ファイルから，解除したい定義を削除し
て，再インポートしてください。ただし，この操作をしても，ホストグループ割り当て
は自動的に解除できません。ホストグループの割り当て解除は Device Manager を利用
して実施してください。
（c） サーバモジュールに割り当て済みのホストグループの LU 構成を変更した場合
インポート済みのホストグループ割り当て定義ファイルから，LU 構成を変更するホスト
グループを含む行を削除して，インポートしてください。この操作のあと，ホストグ
ループの LU 構成を変更し，再度，元のホストグループ割り当て定義ファイルをイン
ポートし直してください。

（4） Control Manager でディスク割り当ての一時解除を利用する場合
Control Manager の jscmdetachdisk コマンドでディスク割り当てを一時解除している
サーバモジュールに対して，ホストグループ割り当て定義の変更はしないでください。
ディスク割り当てを一時解除しているサーバモジュールのホストグループ割り当て定義
を変更する場合は，jscmattachdisk コマンドでディスク割り当てを復帰してから，ホス
トグループ割り当て定義を変更してください。ディスク割り当ての一時解除については，
マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Control Manager」を参照してくださ
い。

19.5.4

ホストグループ自動割り当ての失敗例と対処方法

Device Manager の設定に誤りがある場合や，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を利
用して現用系および予備系サーバモジュールに設定したサーバモジュールをホストグ
ループに割り当てようとした場合など，ホストグループの自動割り当てに失敗する場合
があります。
ここでは，ホストグループの自動割り当ての失敗例とその場合の対処方法について説明
します。

（1） ホストグループ自動割り当ての失敗例
ホストグループの自動割り当ての失敗例を次に示します。
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図 19-12 ホストグループ自動割り当ての失敗例

ケース 1
BSM Plus の［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ストレージ設定］
タブで，Device Manager 詳細設定に誤りがあった。
ケース 2
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N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を利用して，すでに現用系サーバモジュール
および予備系サーバモジュールが設定されている。
ケース 3
Device Manager 側の設定に誤りがあった。
• 日立ディスクアレイサブシステムの LUN Manager 機能を利用していない
• 割り当てようとしたホストグループが存在しない
• 該当する日立ディスクアレイサブシステムが Device Manager に登録されていな
い
• すでにサーバモジュール搭載 HBA の WWN がホストグループに割り当ててある
ケース 4
BSM Plus がホストグループ割り当て中であった。
ケース 5
すでにインポートされているか，または新しくインポートするホストグループ割り
当て定義ファイルに，電源が ON 状態のサーバモジュールのホストグループ割り当
て定義が記述されている。
ケース 6
ホストグループ一覧ファイルのエクスポート後，Device Manager のホストグループ
を追加，変更，削除した。
ケース 7
WWN にホストグループを割り当て後，その WWN を異なるホストグループに割り
当てるように定義したホストグループ定義ファイルをインポートした。

（2） ホストグループ自動割り当てに失敗した場合の対処方法
ホストグループの自動割り当てに失敗するとアラートが通知され，失敗した原因の情報
が BSM のログファイルに書き込まれます。BSM のログファイルに書き込まれた情報を
確認して，ホストグループの割り当てに失敗した原因を取り除いてから再度ホストグ
ループ割り当て定義ファイルを登録してださい。
ログファイルの保存先
BSM インストール先フォルダの Log フォルダ
ログファイル名
@HDvM@.log
@Mgr@.log
ログファイルのファイルサイズの制限
BSM のログファイルは，ファイルサイズは最大 512KB です。512KB を超えると，
古い情報から約半分の情報が削除されます。
ホストグループ自動割り当てに失敗した場合，ホストグループ自動割り当てに失敗した
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ことを示す，障害レベルのアラート（0x3719）が通知されます。
ホストグループ自動割り当てが正常に実行されたかどうかは，
［ディスク割当てリポジト
リ］ウィンドウで確認できます。
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウの表示方法に
ついては，「19.6 ディスク情報の表示」を参照してください。
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19.6 ディスク情報の表示
BSM Plus が管理する WWN の情報およびサーバモジュールに割り当てたディスクの情
報は［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウで参照できます。ここでは，ディスクの
情報を表示する方法について説明します。

19.6.1

ホストグループ割り当ての表示

ここでは，ホストグループの割り当てを表示する手順について説明します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［ディスク割当てリポジ
トリ］を選択する
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウが表示されます。
［ディスク割当てリポジト
リ］ウィンドウでは，各項目をクリックすると，昇順にソートできます。

［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウで表示される項目を次に示します。
表示項目

説明

シャーシ ID

サーバシャーシ ID が表示されます。

パーティション番号

パーティション番号が表示されます。

サーバモジュール

サーバモジュール番号が表示されます。

HBA WWN

SVP から取得した，ファイバチャネル HBA の WWN が表示されま
す。

ストレージサブシステム

ホストグループが割り当てられた場合に，接続先ストレージサブシス
テム名が表示されます。

Port

ホストグループが割り当てられた場合に，接続先ストレージサブシス
テムのポート名が表示されます。

Port WWN

ホストグループが割り当てられた場合に，接続先ストレージサブシス
テムのポートの WWN が表示されます。

ホストグループ（HSD）

ホストグループが割り当てられた場合に，接続先ストレージサブシス
テムのホストグループ名が表示されます。
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説明
ホストグループが割り当てられた場合に，サーバモジュールが認識す
るストレージサブシステムの論理ユニット番号が表示されます。
9570V，または 9585V のストレージサブシステムを使用している場合
は，「nn」（n は 10 進数）の形式で表示されます。Hitachi AMS 200，
Hitachi AMS 500，9900V シリーズ，または Hitachi USP を使用して
いる場合は，「X:XX」
（X は 16 進数）の形式で表示されます。

LU（LDEV）

ホストグループが割り当てられた場合に，ストレージサブシステムの
物理ユニット番号が表示されます。
9570V，または 9585V のストレージサブシステムを使用している場合
は，10 進数で表示されます。Hitachi AMS 200，Hitachi AMS 500，
9900V シリーズ，または Hitachi USP を使用している場合は，
「X:XX」
（X は 16 進数）の形式で表示されます。

切替先シャーシ ID

N+1 ／ N+M コールドスタンバイで切り替えが行われた場合に，切り
替え先のサーバシャーシ ID が表示されます。

切替先パーティション番号

N+1 ／ N+M コールドスタンバイで切り替えが行われた場合に，切り
替え先のパーティション番号が表示されます。

切替先サーバモジュール

N+1 ／ N+M コールドスタンバイで切り替えが行われた場合に，切り
替え先のサーバモジュールスロット番号が表示されます。

注意
•［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウに表示されている内容を最新の状態にす
るには，
［表示］メニューの［最新の情報に更新］を選択または［F5］キーを押し
てください。
• N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を利用している場合，現用系サーバモ
ジュールから予備系サーバモジュールへホストグループ割り当ての切り替えが行
われますが，
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウには反映されません。N+1
／ N+M コールドスタンバイの現用系サーバモジュールへの復帰と予備登録の解
除を実施すると，
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウに反映されます。現用
系サーバモジュールから予備系サーバモジュールへのホストグループ割り当ての
切り替えについては，
「20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ」を参照してくだ
さい。
• ストレージ運用支援機能でディスク割り当てを実施していない場合，N+M コール
ドスタンバイで現用系から予備系への切り替え，および予備系から現用系への復
帰が実施されると，
［HBA WWN］の項目の表示内容が次のように切り替わりま
す。
現用系から予備系への切り替え：現用系の WWN から予備系の WWN に切り替わ
ります。
予備系から現用系への復帰：予備系の WWN から現用系の WWN に切り替わりま
す。
• マネージャサービスのバージョンが 07-53 以前の場合，
［シャーシ ID］，
［パー
ティション番号］
，［サーバモジュール］
，［HBA WWN］，
［Port WWN］
，［LUN］
，
および［LU（LDEV）］の項目のデータだけが表示されます。
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［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウの表示内容が変更される契機を次に示します。
契機

更新される表示項目

サーバモジュールが挿さった
状態でホストグループ割り当
て定義ファイルをインポート
し，ストレージ割り当て・解
除が完了した。

ホストグループ割り当て前後に違いが出る項目が更新されます。ホス
トグループ割り当て前後に違いが出る項目については，
「19.6.2 ホス
トグループ割り当ての確認方法」を参照してください。

ホストグループ割り当て定義
ファイルをインポートしたあ
と，サーバモジュールを挿入
した契機でストレージ割り当
てが完了した。

ホストグループ割り当て前後に違いが出る項目が更新されます。ホス
トグループ割り当て前後に違いが出る項目については，
「19.6.2 ホス
トグループ割り当ての確認方法」を参照してください。

N+1 ／ N+M コールドスタン
バイで，予備系を現用系とす
る操作を行った。予備系を現
用系とする操作については，
「20.10.3 現用系サーバモ
ジュールへの復帰と予備登録
の解除」を参照してください。

ホストグループ割り当て前後に違いが出る項目が更新されます。ホス
トグループ割り当て前後に違いが出る項目については，
「19.6.2 ホス
トグループ割り当ての確認方法」を参照してください。

N+M コールドスタンバイで現
用系から予備系へ切り替わっ
た。または，現用系の復帰す
る操作を行った。現用系を復
帰する操作については，
「20.10.3 現用系サーバモ
ジュールへの復帰と予備登録
の解除」を参照してください。

HBA の WWN が更新されます。

19.6.2

ホストグループ割り当ての確認方法

ホストグループの割り当て結果を確認するには，次の二つの方法があります。
• CSV 形式のファイルに出力して確認する方法
•［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウから確認する方法
それぞれの方法について，次に示します。

（1） CSV 形式のファイルに出力して確認する方法
ホストグループの割り当て結果は，CSV 形式のファイルに出力して確認できます。CSV
形式のファイルに出力して確認する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ストレージ設定］タブを選択する
3. ［定義内容確認］ボタンをクリックする
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。
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4. ファイル名を付けて保存する
ホストグループ割り当て定義内容が CSV ファイルで出力されます。
インポートした内容が正常に完了したかどうかは，CSV ファイルの「ストレージサブシ
ステム」，
「Port」，
「Port WWN」
，「ホストグループ（HSD）
」，
「LUN」，
「LU（LDEV）
」
の列に値が出力されることで確認できます。これらの項目に値が出力されない場合は，
ディスクの割り当てに時間を必要としているおそれがあります。時間を置いてから再確
認してください。

（2）［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウから確認する方法
ホストグループの割り当て結果は，
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウからも確認
できます。ここでは，ホストグループを割り当てる前と，ホストグループを割り当てた
あとの違いを次の図に示します。
図 19-13 ホストグループの割り当て前と割り当て後

インポートした内容が正常に完了したかどうかは，
［ディスク割当てリポジトリ］ウィン
ドウの［ストレージサブシステム］
，［Port］，
［Port WWN］
，［ホストグループ（HSD）
］，
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［LUN］
，［LU（LDEV）］の列に値が表示されることで確認できます。これらの項目に値
が表示されない場合は，ディスクの割り当てに時間を必要としているおそれがあります。
時間を置いてから再確認してください。

（3） 注意事項
インポートが開始されると，［通知アラート］ウィンドウに，アラート ID 0x3728（イン
ポート開始）が表示されます。インポートによるホストグループの割り当てがすべて終
了すると，アラート ID 0x3729（インポート終了）が表示されます。
インポートが終了するまで，ホストの電源操作や N+1 ／ N+M コールドスタンバイを操
作しないでください。
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19.7 運用開始後のストレージ変更の手順
ここでは，運用開始後のストレージ変更の手順について説明します。

19.7.1

運用開始後のストレージ構成の変更

ホストグループの削除，変更，LUN Manager 設定の変更および LU の構成変更など，
ストレージ構成を変更した場合，BSM Plus にはその変更情報が認識されません。した
がって，BSM Plus にインポートしたホストグループ割り当て定義ファイルの定義内容
と実際のストレージ構成が一致しなくなってしまいます。したがって，ストレージ構成
を変更した場合は，再度，ホストグループ一覧をエクスポートして，変更したストレー
ジ構成と一致するホストグループ割り当て定義ファイルを作成し，BSM Plus にイン
ポートしてください。
図 19-14 運用後にストレージ構成を変更した場合
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19.7.2

SMP 構成のパーティションへサーバモジュールを挿
入する

BladeSymphony ではサーバシャーシの空きスロットに対して SMP パーティションを構
成できます。SMP パーティションが構成されている空きスロットのすべてにサーバモ
ジュールを挿入すると，パーティション内のすべてのサーバモジュールに対してホスト
グループを自動割り当てできます。
図 19-15 SMP パーティション構成での割り当て

上の図は SMP 構成のパーティションの空きスロットにサーバモジュールを挿入した場合
を示した図です。SMP 構成されたパーティションの空きスロットにサーバモジュールを
挿入すると，SVP から BSM Plus へサーバモジュールの挿入アラートが通知されます。

19.7.3

HBA を交換する

サーバシャーシに挿入してあるサーバモジュールの HBA を交換した場合，BSM Plus
は，新しく交換した HBA の WWN に対してホストグループ割り当ての自動登録および
解除をしません。したがって，HBA を交換する場合は，Device Manager を利用してホ
ストグループの割り当てを解除する必要があります。ホストグループの割り当てを解除
する方法については，次のマニュアルを参照してください。
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• JP1/HiCommand Device Manager Web Client ユーザーズガイド
• JP1/HiCommand Device Manager CLI ユーザーズガイド
• Hitachi Device Manager Software Web Client ユーザーズガイド
• Hitachi Device Manager Software CLI ユーザーズガイド
図 19-16 HBA を交換する場合

N+1 ／ N+M コールドスタンバイを構成している場合の HBA の交換手順を説明します。
HBA の交換手順は，対象となるホストが現用系ホストの場合と，予備系ホストの場合に
分けて説明します。

（1） 現用系ホストの HBA を交換する
現用系ホストの HBA を交換する手順を説明します。
（a） サーバモジュールの電源を OFF にする
交換する予定の HBA の WWN にディスクを割り当てている場合は，該当するサーバモ
ジュールの電源を OFF にします。
この手順はグループ属性が N+M コールドスタンバイの N+1 グループに属し，ストレー
ジ運用支援機能のホストグループ割り当てを実施していないサーバモジュールの HBA を
交換するときは必要ありません。
（b） WWN の割り当てを解除する
交換する予定の HBA の WWN にディスクを割り当てている場合は，Device Manager で
WWN の割り当てを解除します。
この手順はグループ属性が N+M コールドスタンバイの N+1 グループに属し，ストレー
ジ運用支援機能のホストグループ割り当てを実施していないサーバモジュールの HBA を

609

19.

ストレージ運用支援

交換するときは必要ありません。
（c） N+1 グループから対象ホストを削除する
HBA を交換する前に，N+1 グループから対象となるホストを削除します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバ
イ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。

2. ［モード選択］メニューから［更新モード］を選択する
ウィンドウのタイトルバーに［更新モード］が表示されます。
3. 左ペインから対象となる現用系ホストを登録している N+1 グループ名称を右クリック
し，［ホスト登録・変更］を選択する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
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4. 対象ホストを［現用系ホスト一覧］から［ホスト一覧］に移動する
［現用系ホスト一覧］の中から対象ホストを選択し，［←］ボタンをクリックして移動
します。
5. ［OK］ボタンをクリックする
N+1 グループから対象ホストが削除されます。
（d） 交換対象のホストグループ割り当て定義を削除する
ホストグループ割り当て定義ファイルから交換対象のホストグループ割り当て定義を削
除し，BSM Plus にインポートします。
この手順はグループ属性が N+M コールドスタンバイの N+1 グループに属し，ストレー
ジ運用支援機能のホストグループ割り当てを実施していないサーバモジュールの HBA を
交換するときは必要ありません。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［ディスク割当てリポジ
トリ］を選択する
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウが表示されます。
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2. 交換対象の HBA の WWN にディスク割り当てが定義されている場合には，ホストグ
ループ割り当て定義ファイルから HBA 交換予定の PCI スロットの定義を削除する
PCI スロットの定義を削除する例を次に示します。例では，サーバモジュールスロッ
ト 3 の PCI スロット 0 の定義を削除しています。
［定義削除前のホストグループ割り当て定義ファイル］
ARRAY.HDS9570V.65015686,SANRISE9570V@10.208.161.242,50.06.0E.80.00.43.D4.60,HS
DOMAIN.HDS9570V.65015686.0.13,IPFWin-2,EBS#14
,3,0,0,1
ARRAY.HDS9570V.65015686,SANRISE9570V@10.208.161.242,50.06.0E.80.00.43.D4.60,HS
DOMAIN.HDS9570V.65015686.0.11,IPFWin-1,EBS#14
,4,0,0,1

［定義削除後のホストグループ割り当て定義ファイル］
ARRAY.HDS9570V.65015686,SANRISE9570V@10.208.161.242,50.06.0E.80.00.43.D4.60,HS
DOMAIN.HDS9570V.65015686.0.11,IPFWin-1,EBS#14
,4,0,0,1

3. ［ホスト管理］ウィンドウでマネージャサービスを選択し，
［設定］−［マネージャ
サービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
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4. ［ストレージ設定］タブを選択する
5. ［ホストグループ自動割り当て設定］の［ホストグループ割り当て定義ファイルのパ
ス］テキストボックスに，ホストグループ割り当て定義ファイルのパスを入力する
6. ［インポート］ボタンをクリックする
ホストグループ割り当て定義ファイルがインポートされます。
7. ［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウで，ホストグループ割り当て定義が正しく
削除されているかを確認する
（e） HBA を交換する
ここまでの作業が終わったら，HBA を交換します。
（f） 交換した HBA の WWN を SVP に登録する
HBA を交換したら，新しい WWN を SVP に登録する必要があります。SVP の WWN
コマンドを使用して，新しい WWN を登録してください。すでに新しい WWN が登録さ
れている場合は，この作業は必要ありません。
（g） サーバシャーシを再登録する
WWN の登録後に，サーバシャーシを再登録します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでマネージャサービスを選択し，［接続管理］−［登録］を
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選択する
［ホスト登録］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［登録するホストの IP アドレス / ホスト名］テキストボックスに SVP の IP アドレス
を入力し，［種別］から「サーバシャーシ /HVM(BS1000/BS320)」または「サーバ
シャーシ /HVM(BS2000)」を選択する
3. ［OK］ボタンをクリックする
サーバシャーシが登録されます。なお，［ホスト管理］ウィンドウに表示されている
サーバシャーシの削除は不要です。
（h） ホストグループ割り当て定義ファイルを再インポートする
ホストグループ割り当て定義ファイルの定義を HBA 交換前の状態に戻し，BSM Plus に
再インポートします。
この手順はグループ属性が N+M コールドスタンバイの N+1 グループに属し，ストレー
ジ運用支援機能のホストグループ割り当てを実施していないサーバモジュールの HBA を
交換するときは必要ありません。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［ディスク割当てリポジ
トリ］を選択する
［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウが表示されます。
2. ホストグループ割り当て定義ファイルを交換前の状態に戻す
HBA 交換前に削除した PCI スロットの定義を追加します。
PCI スロットの定義を追加する例を次に示します。例では，サーバモジュールスロッ
ト 3 の PCI スロット 0 の定義を追加しています。
［定義追加前のホストグループ割り当て定義ファイル］
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ARRAY.HDS9570V.65015686,SANRISE9570V@10.208.161.242,50.06.0E.80.00.43.D4.60,HS
DOMAIN.HDS9570V.65015686.0.11,IPFWin-1,EBS#14
,4,0,0,1

［定義追加後のホストグループ割り当て定義ファイル］
ARRAY.HDS9570V.65015686,SANRISE9570V@10.208.161.242,50.06.0E.80.00.43.D4.60,HS
DOMAIN.HDS9570V.65015686.0.13,IPFWin-2,EBS#14
,3,0,0,1
ARRAY.HDS9570V.65015686,SANRISE9570V@10.208.161.242,50.06.0E.80.00.43.D4.60,HS
DOMAIN.HDS9570V.65015686.0.11,IPFWin-1,EBS#14
,4,0,0,1

3. ［ホスト管理］ウィンドウでマネージャサービスを選択し，［設定］−［マネージャ
サービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［ストレージ設定］タブを選択する
5. ［ホストグループ自動割り当て設定］の［ホストグループ割り当て定義ファイルのパ
ス］テキストボックスに，ホストグループ割り当て定義ファイルのパスを入力する
6. ［インポート］ボタンをクリックする
ホストグループ割り当て定義ファイルがインポートされます。
7. ［ディスク割当てリポジトリ］ウィンドウで，ホストグループ割り当て定義が正しく
追加されているかを確認する
（i） HBA BIOS などを設定する
HBA BIOS などを設定し，SAN ブートできる状態にします。設定が完了したあとに，実
際に起動して正常に動作するかを確認します。
（j） N+1 グループを再設定する
HBA 交換前に N+1 グループから削除した対象ホストを，N+1 グループに再登録します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバ
イ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。
2. ［モード選択］メニューから［更新モード］を選択する
ウィンドウのタイトルバーに［更新モード］が表示されます。
3. 左ペインから対象となる現用系ホストを登録している N+1 グループ名称を右クリック
し，
［ホスト登録・変更］を選択する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
4. 対象ホストを［ホスト一覧］から［現用系ホスト一覧］に移動する
［ホスト一覧］の中から対象ホストを選択し，［→］ボタンをクリックして移動しま
す。
5. ［OK］ボタンをクリックする
N+1 グループから対象ホストが追加されます。
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HBA 交換前に予備ホストを削除した場合には，再度予備プールに登録する必要がありま
す。

（2） 予備ホストの HBA を交換する
予備ホストの HBA を交換する手順を説明します。
（a） N+1 グループから対象ホストを削除する
HBA を交換する前に，N+1 グループから対象となるホストを削除します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバ
イ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。

2. ［モード選択］メニューから［更新モード］を選択する
ウィンドウのタイトルバーに［更新モード］が表示されます。
3. 左ペインから対象となる現用系ホストを登録している N+1 グループ名称を右クリック
し，［予備登録・変更］を選択する
［予備登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
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［予備系サーバモジュールの選択］に表示される Slot の数は，サーバシャーシのタイ
プによって異なります。
4. ［予備系サーバモジュールの選択］から対象サーバモジュールのチェックボックスか
らチェックを外す
5. ［OK］ボタンをクリックする
N+1 グループから対象ホストが削除されます。
（b） HBA を交換する
ここまでの作業が終わったら，HBA を交換します。
（c） サーバシャーシを再登録する
HBA を交換したあとに，サーバシャーシを再登録します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでマネージャサービスを選択し，［接続管理］−［登録］を
選択する
［ホスト登録］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［登録するホストの IP アドレス / ホスト名］テキストボックスから SVP の IP アドレ
スを入力し，［種別］から「サーバシャーシ /HVM(BS1000/BS320)」または「サーバ
シャーシ /HVM(BS2000)」を選択する
3. ［OK］ボタンをクリックする
サーバシャーシが登録されます。なお，［ホスト管理］ウィンドウに表示されている
サーバシャーシの削除は不要です。
（d） HBA BIOS などを設定する
HBA BIOS などを設定し，SAN ブートできる状態にします。
（e） N+1 グループを再設定する
HBA 交換前に N+1 グループから削除した対象ホストを，N+1 グループに再登録します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバ
イ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。
2. ［モード選択］メニューから［更新モード］を選択する
ウィンドウのタイトルバーに［更新モード］が表示されます。
3. 左ペインから対象となる現用系ホストを登録している N+1 グループ名称を右クリック
し，［予備登録・変更］を選択する
［予備登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［予備系サーバモジュールの選択］から対象サーバモジュールのチェックボックスを
チェックする
5. ［OK］ボタンをクリックする
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N+1 グループに対象ホストが追加されます。
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19.8 ストレージ運用支援機能を無効にする
ストレージ運用支援機能を利用していた環境からストレージ運用支援機能を利用しない
環境に変更する場合，ホストグループ割り当てを解除してから，BSM Plus の［スト
レージ設定］タブの［ストレージ運用支援機能］チェックボックスを OFF にする必要が
あります。
ここでは，ストレージ運用支援機能を無効にする場合の操作方法について説明します。
1. テキストエディタで空のホストグループ割り当て定義ファイルを作成する
何も情報が記述されていない，サイズが 0 バイトのホストグループ割り当て定義ファ
イルを作成します。
2. ホストグループ割り当て定義ファイルを再登録する
作成したサイズが 0 バイトのホストグループ割り当て定義ファイルを BSM Plus に再
度インポートしてください。ホストグループ割り当て定義ファイルのインポート方法
については，「19.5.2

ホストグループの自動割り当ての設定」を参照してください。

3. ホストグループの割り当てを解除する
ホストグループの割り当てを解除する方法については，マニュアル「JP1/
HiCommand Device Manager Web Client ユーザーズガイド」またはマニュアル
「Hitachi Device Manager Software Web Client ユーザーズガイド」を参照してくだ
さい。
4. BSM Plus の［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービ
ス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
5. ［ストレージ設定］タブを選択する
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6. ［ストレージ運用支援機能］チェックボックスを OFF にする
ストレージ運用支援機能が無効になります。
7. ［OK］ボタンをクリックする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスを閉じます。
再度ストレージ運用支援機能を利用する場合
再度ストレージ運用支援機能を利用する場合は，Device Manager のコマンドを利用
してホストグループの作成および LU（LDEV）の割り当てが必要です。
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N+1 ／ N+M コールドスタン
バイ

N+1 ／ N+M コールドスタンバイは，サーバモジュール障害が
発生した場合に，予備系サーバモジュールに切り替える機能で
す。この機能によって，サーバモジュールの交換などの回復作
業を待たないで業務を再開できます。
なお，この機能は，BSM および BSM Plus をインストールし
ている場合に使用できます。
この章では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能について説
明します。
LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM を管理する場合は
「23.3.13 N+M コールドスタンバイ」を，仮想化プラット
フォームのサーバを管理する場合は「24.3.9 N+M コールド
スタンバイ」を参照してください。

20.1 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能とは
20.2 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の前提事項
20.3 N+1 コールドスタンバイの適用に必要な検討
20.4 N+M コールドスタンバイの適用に必要な検討
20.5 ネットワークスイッチと連携した N+1 ／ N+M コールドスタンバイの
切り替え
20.6 N+1 コールドスタンバイの冗長化構成
20.7 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の設定
20.8 ネットワークスイッチ連携機能の設定
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20.9

N+1 冗長化の設定

20.10

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の運用

20.11

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の注意事項

20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

20.1 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能と
は
この節では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の概要として，はじめに知っておい
てほしいことを説明します。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能は，サーバモジュール障害が発生した場合に，その
障害を BSM Plus で受け取り，障害を解析し，現用系サーバモジュール（業務サーバモ
ジュール）を予備系サーバモジュールに切り替える機能です。複数の現用系サーバモ
ジュールに対して，予備系サーバモジュールを用意しておけば，その予備系サーバモ
ジュールを起動して業務を再開できます。ハードウェア障害によって運用は一時的に中
断しますが，少ないハードウェアリソースで，ハードウェア障害発生から運用再開まで
の障害対応を省力化できます。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能は，BladeSymphony を使用して業務運用を行っ
ている場合に適用できます。また，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能は，現用系
サーバモジュールのブートディスクおよびすべてのデータディスクが，外部のストレー
ジ（日立ディスクアレイサブシステムまたは BR シリーズ）にあることが前提となりま
す。システムの前提については，
「20.2.2 システム構築の前提条件」を参照してくださ
い。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能は，N+1 コールドスタンバイと N+M コールドス
タンバイの二つの方式に分けられます。それぞれの方式については，
「20.1.2 N+1 コー
ルドスタンバイと N+M コールドスタンバイ」を参照してください。

20.1.1

ホットスタンバイと N+1 ／ N+M コールドスタンバ
イ機能の相違点

ホットスタンバイでは，同じ構成のシステムを 2 系統用意しておき，片方を現用系（実
行系）として動作させ，もう一方を予備系（待機系）として動作させます。
予備系サーバモジュールは，現用系サーバモジュールに障害が発生したときに，処理を
引き継げるように常に同期を取りながら待機しています。障害が発生したときには，現
用系サーバモジュールから予備系サーバモジュールに自動的に処理を引き継ぎます。こ
の機能をフェイルオーバー（系切り替え）といいます。フェイルオーバー機能は，予備
系サーバモジュールが常に現用系サーバモジュールと同期を取っているので，障害が発
生してもアプリケーションの利用者は障害に気づかないため可用性の高いシステムを実
現できます。ただし，通常のホットスタンバイ構成では，現用系サーバモジュール 1 台
に対して，予備系サーバモジュールが 1 台必要です。
ホットスタンバイ構成を次の図に示します。
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図 20-1

ホットスタンバイ構成

これに対し，BSM Plus の N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能では，現用系サーバモ
ジュールと予備系サーバモジュールが n：1 または n：m で構成されます。N+1 コール
ドスタンバイの例では，n 台ある現用系サーバモジュールのうち一つの現用系サーバモ
ジュールで障害が発生すると，システムがいったん停止します。このあと，予備系サー
バモジュールに切り替えてシステムを再起動します。障害が発生したサーバモジュール
の交換などの回復作業を待たないで業務を再開できます。障害の発生によって，システ
ムはいったん停止しますが，現用系サーバモジュール n 台に対して，予備系サーバモ
ジュールを 1 台用意するだけで可用性を高めることができます。
N+1 コールドスタンバイ構成を次の図に示します。
図 20-2
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N+1 ／ N+M コールドスタンバイとクラスタ構成の違いを次の表に示します。
表 20-1

N+1 ／ N+M コールドスタンバイとクラスタ構成の違い
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ構
成

項目

クラスタ構成

予備系サーバ状態

電源 OFF

電源 ON

ソフトウェア構成

同一構成でなくても使用できる。

同一構成で使用する。

ハードウェア構成

同一構成で使用する。

同一構成でなくても使用できる。

用途

数分程度のダウンが許容できるシス
テム
（AP サーバ，Web サーバなど）

20.1.2

数分のダウンも許容できないシステム
（DB サーバなど）

N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイ

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能は，現用系サーバモジュールに対して，1 台の予
備系サーバモジュールを用意する N+1 コールドスタンバイと，複数の予備系サーバモ
ジュールを用意する N+M コールドスタンバイという二つの方式があります。それぞれの
方式の前提条件を，次の表に示します。
表 20-2

N+1 ／ N+M コールドスタンバイの前提条件
N+1 コールドスタンバイ

前提条件

N+M コールドスタンバイ

対応バージョン

BSM Plus 07-50 以降

BSM Plus 07-60 以降

対応ハードウェア

マニュアル「BladeSymphony
ユーザーズガイド」を参照してく
ださい。

マニュアル「BladeSymphony
ユーザーズガイド」を参照してく
ださい。

対応プラットフォーム

HP-UX

Windows，Linux

対応サーバシャーシ

BS1000

BS2000
BS1000
BS320

N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイでは，サーバモジュールを切り替
えるときの動作が異なります。ここでは，N+1 コールドスタンバイおよび N+M コール
ドスタンバイの切り替え時の動作について説明します。

（1） N+1 コールドスタンバイでのサーバモジュールの切り替え
N+1 コールドスタンバイは，サーバモジュール障害が発生したときに，現用系サーバモ
ジュールのすべてのホストグループに割り当てられた WWN を，予備系サーバモジュー
ルの WWN に切り替えます。BSM Plus は，このディスクの割り当て変更を，Device
Manager を利用して行います。N+1 コールドスタンバイのディスク割り当て変更イメー
ジを次の図に示します。
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図 20-3

N+1 コールドスタンバイのディスク割り当て変更イメージ

（2） N+M コールドスタンバイでのサーバモジュールの切り替え
BSM Plus のバージョン 07-60 以降では，サーバモジュールを切り替える方式として，
従来の N+1 コールドスタンバイに加え，N+M コールドスタンバイを利用できます。
N+M コールドスタンバイは，ハードウェアの SVP と連携してサーバモジュールを切り
替えます。この方式では，現用系サーバモジュールの HBA の WWN と予備系サーバモ
ジュールの HBA の WWN を交換することで，N+M コールドスタンバイを実現します。
これにより，WWN を意識したストレージ管理や各種ソフトウェア機能が，N+M コール
ドスタンバイ切り替え後も人手を介さないで機能します。
また，現用系サーバモジュールに設定されている HBA-BIOS やシステム BIOS/EFI の設
定を，予備系サーバモジュールに切り替えるときに，そのまま引き継ぎます。このため，
運用前に予備系サーバモジュールの HBA-BIOS やシステム BIOS/EFI の設定を，現用系
サーバモジュールの設定と同じにする操作が不要となります。切り替え時に予備系サー
バモジュールに遷移される情報については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガ
イド」を参照してください。
N+M コールドスタンバイの切り替え時の動作を次の図に示します。
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図 20-4

20.1.3

N+M コールドスタンバイの切り替え時の動作

サーバモジュールの割り当て

N+1 ／ N+M コールドスタンバイでは，どのサーバモジュールに障害が発生したらどの
予備系サーバモジュールに切り替えるかを設定しておく必要があります。
現用系サーバモジュールと割り当てる予備系サーバモジュールのグループを N+1 グルー
プといいます。N+1 ／ N+M コールドスタンバイを利用する際は，N+1 グループを作成
し，グループ名を付けておきます。

20.1.4

予備系への切り替え

現用系サーバモジュールに障害が発生して予備系サーバモジュールに切り替える場合，
自動で切り替える方法と手動で切り替える方法があります。
自動で切り替える方法では，管理サーバに特定のアラートが通知されると，即時または
一定の時間が経過したあとに切り替えが実行されます。自動切り替えの対象となるア
ラートおよび切り替えの開始時間は，管理サーバで設定できます。

20.1.5

ネットワークスイッチとの連携

予備系サーバモジュールへの切り替え時および現用系サーバモジュールへの復帰時に，
サーバモジュールを接続したネットワークスイッチのポート設定を変更できます。この
機能をネットワークスイッチ連携機能といいます。この機能を利用すると，異なる
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VLAN のサーバモジュールを予備系サーバモジュールにするといったことができます。

20.1.6

管理サーバの冗長化

自動切り替えの対象となる現用系サーバモジュールを複数の管理サーバで監視できます。
それぞれの管理サーバで自動切り替えの開始時間をずらして設定しておけば，一つの管
理サーバで切り替えが失敗した場合でも，ほかの管理サーバが切り替えを実行するよう
になります。これを N+1 冗長化といいます。
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20.2 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の
前提事項
この節では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の対応バージョンや，利用時の前提
条件について説明します。N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を利用したシステムを
構築する場合，ここに記載されている内容を確認し，十分に検討を実施してください。
N+M コールドスタンバイ機能については，ここに記載されている内容以外に，マニュア
ル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照して，使用上の注意事項や前提条件につ
いて確認してください。
また，ここに記載されている内容に従って，システムを構築してください。

20.2.1

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の対応バージョ
ン

BSM のマネージャサービスとコンソールサービスのバージョンと，サーバモジュールの
切り替えに利用できる方式との関係を，次の表に示します。
表 20-3

利用バージョンと利用方式の対応
利用するバージョン

マネージャサービス

コンソールサービス

利用できる方式

タンバイ※ 1

N+M コールドス
タンバイ

N+1 コールドス

08-60 以降

08-60 以降

○

○※ 2 ※ 3 ※ 4 ※ 5

08-50 以降

08-50 以降

○

○※ 3 ※ 4 ※ 5

08-13 以降

08-13 以降

○

○※ 3 ※ 4

08-10 以降

08-10 以降

○

○※ 3

07-60 以降

07-60 以降

○

○

07-60 以降

07-55 以前

○

×

07-55 以前

07-60 以降

○

×

07-55 以前

07-55 以前

○

×

（凡例）
○：利用できる。
×：利用できない。
注※ 1
サーバシャーシが BS2000 および BS320 の場合は，N+1 コールドスタンバイを利用できませ
ん。
注※ 2
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サーバシャーシが BS2000 の場合は，バージョン 08-60 以降のコンソールサービスとマネー
ジャサービスが必要になります。
注※ 3
サーバシャーシが BS320 の場合は，バージョン 08-10 以降のコンソールサービスとマネージャ
サービスが必要になります。
注※ 4
ストレージ運用支援機能によるホストグループ割り当ては必須ではありません。
注※ 5
管理対象サーバへのエージェントサービスのインストールは必須ではありません。

BSM のマネージャサービスおよびコンソールサービスのバージョンが 07-60 以降の場合
は，N+1 コールドスタンバイまたは N+M コールドスタンバイから選択できます。ただ
し，現用系サーバモジュールに復帰する場合は，予備系サーバモジュールに切り替える
ときに選択した方式と同じ構成で復帰します。
07-55 以前のバージョンを利用する場合は，N+1 コールドスタンバイを利用してくださ
い。
なお，SAN ブート構成のインタフェースとサポートしているバージョンの対応は次のよ
うになります。
表 20-4

SAN ブート構成のインタフェースとサポートしているバージョンの対応
サポートしている BSM のバージョン

インタフェース
FC インタフェース

07-50 以降

SAS インタフェース

08-22 以降

iSCSI インタフェース

08-51 以降

20.2.2

システム構築の前提条件

N+1 コールドスタンバイまたは N+M コールドスタンバイを利用して，システムを構築
する場合の前提条件を示します。

（1） N+1 ／ N+M コールドスタンバイの前提条件
● 現用系のサーバモジュールのブートディスクおよびすべてのデータディスクが，外部
のストレージ（日立ディスクアレイサブシステムまたは BR シリーズ）にあること
外部のストレージを利用する場合の運用については，
「19.3

ディスク割り当て時のア

クセス制限」を参照してください。
● グループ属性が N+1 コールドスタンバイの現用系サーバモジュールは，ストレージ運
用支援機能を利用してホストグループ割り当てを実施していること
ストレージ運用支援機能については，
「19. ストレージ運用支援」を参照してくださ
い。
ただし，Device Manager のバージョンが 5.0 より前の場合，9900V シリーズおよび
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Hitachi USP で構成されるホストに N+1 コールドスタンバイを適用できません。
N+M コールドスタンバイだけ適用できます。N+M コールドスタンバイについては，
「20.4 N+M コールドスタンバイの適用に必要な検討」を参照してください。
● N+1 コールドスタンバイ機能のネットワーク環境とストレージサブシステム環境は，
同一ネットワーク内かつ同一ゾーン内であること
ネットワーク環境とストレージサブシステム環境については，「20.2.3

ネットワーク

環境の前提条件」を参照してください。
● 予備系サーバモジュールは，現用系のサーバモジュールのモデルやアーキテクチャな
どと一致していること
予備系サーバモジュールの適用条件については，「20.2.4

予備系サーバモジュールの

適用条件」を参照してください。
● 現用系のサーバモジュールが SMP 構成の場合，予備系サーバモジュールは現用系の
サーバモジュールと同一仕様のサーバモジュールを使用し，事前に SMP 構成を取る
ことを設定しておくこと
● 現用系のサーバモジュールが次に示す機能を持つ NIC/HBA ドライバをインストール
している場合は，次の機能を無効としていること
• NIC の MAC アドレスに対して IP アドレスを固定的に割り当てる機能（例：
DHCP サーバを利用する，ifcgf-eth ファイルで HWADDR の設定をするなど）
• HBA の Persistent Binding 機能（SCSI の TargetID を特定の FC デバイスに永続
的に割り当てる機能）
● 現用系のサーバモジュールで Windows のチーミング機能（NIC の冗長化機能）を利
用する場合，N+1 チーミングキットを利用すること
● 現用系のサーバモジュールで Linux を利用する場合，/etc/sysconfig/network-scripts/
ifcfg-ethn（n は 0,1,・・・）ファイルでのデバイス（NIC）ごとの設定で，
HWADDR パラメタを削除すること
● 現用系のサーバモジュールで Linux を利用する場合，ファイルシステムは EXT3 など
のジャーナリングファイルシステムを利用すること
非ジャーナリングファイルシステムの EXT2 などは使用しないでください。
● 現用系のサーバモジュールで Windows を利用する場合，BitLocker を利用しないこと
BitLocker を利用したシステムで N+1 ／ N+M コールドスタンバイを利用すると，
ハードウェアの整合性が取れなくなって起動プロセスがロックされてしまい，OS が
起動できなくなることがあります。そのため，N+1 ／ N+M コールドスタンバイを利
用する場合は，BitLocker を利用しないでください。BitLocker については，OS のヘ
ルプまたは OS のドキュメントを参照してください。
これらの前提条件をすべて満たしていても，N+1 コールドスタンバイ機能を適用する場
合は，運用前に切り替えテストを実施してください。N+1 コールドスタンバイ機能を適
用するための手順については，
「20.7.1 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の適用手
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順」を参照してください。

（2） N+M コールドスタンバイの前提条件
N+M コールドスタンバイのシステムを構築する場合，「(1)

N+1 ／ N+M コールドスタ

ンバイの前提条件」から条件が緩和されています。条件の違いについては，「20.2.5
N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイの利用条件」を参照してください。
また，N+M コールドスタンバイのシステムを運用する前に，切り替えられるすべてのパ
ターンに対してテストを実施してください。なお，予備プールに準備される予備系サー
バモジュールが不足した場合に，不足したあとで予備プールにサーバモジュールを追加
するときも，切り替えテストを実施してください。

20.2.3

ネットワーク環境の前提条件

N+1 コールドスタンバイを適用する場合，現用系サーバモジュール，予備系サーバモ
ジュール，およびストレージサブシステムは，一つのネットワークスイッチまたはファ
イバチャネルスイッチに接続され，現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモ
ジュールは同一ネットワーク内で，かつ同一ストレージサブシステムの同一ポートに接
続される必要があります。
また，サーバシャーシを複数使用し，サーバシャーシ間にわたる現用系サーバモジュー
ル，予備系サーバモジュールを使用する場合も，同一ネットワーク内でかつ同一ゾーン
内であれば N+1 コールドスタンバイを適用できます。
サーバシャーシ間にわたる N+1 コールドスタンバイの適用例を次の図に示します。
図 20-5

サーバシャーシ間にわたる N+1 コールドスタンバイの適用例

N+M コールドスタンバイを適用する場合，同一ネットワーク内で N+1 グループを構成
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する必要はありません。また，N+M コールドスタンバイでは，現用系サーバモジュール
および予備系サーバモジュールを同一ストレージサブシステムの同一ポートに接続する
必要はありません。
異なるネットワークで N+M コールドスタンバイ切り替えをする方法については，「20.5
ネットワークスイッチと連携した N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え」を参
照してください。
なお，SAS インタフェース，または iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成の場合
は，サーバシャーシ間にわたる運用はできません。

20.2.4

予備系サーバモジュールの適用条件

N+1 コールドスタンバイ機能を利用するには，現用系サーバモジュールに対して，予備
系サーバモジュールが，次の表に示す条件をすべて満たしている必要があります。
条件の一部については，予備系サーバモジュール設定時に BSM Plus によって自動
チェックされます。自動チェックの結果，条件に一致しない場合はエラーダイアログが
表示されます。自動チェックされない条件については，条件を満たしていることを事前
に確認してください。
表 20-5

予備系サーバモジュールの条件

項目

モデル名
サーバシャーシ

適用可能な条件

自動チェックの
有無

現用系サーバモジュールと一致している。

無し

サーバシャーシ種別が現用系サーバモジュールと一致して

有り

いる。※ 1
アーキテクチャ

現用系サーバモジュールと一致している。
例えば，IA32 は，予備系サーバモジュールとして IA32
サーバモジュールだけが適用できる。

有り

CPU 名，Way 数，周
波数

現用系サーバモジュールと一致している。

無し

メモリ容量

現用系サーバモジュールと一致している。

無し

ローカルディスクの搭
載数，接続形態，容量

現用系サーバモジュールと一致している。

無し

搭載 I/O 数

現用系サーバモジュールが搭載している NIC および HBA
の搭載数・搭載スロット位置・搭載ポート数と一致してい
る。

無し

ネットワークの接続形
態

現用系サーバモジュールが搭載している全 NIC ポートが，
接続先のネットワークスイッチに接続されている。

無し

SAN の接続形態

現用系サーバモジュールに HBA が搭載されている場合，
搭載されている全 HBA ポートが，接続先のストレージサ
ブシステムのポートに接続されている。また，同一のゾー
ンに所属している。

無し
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項目

適用可能な条件

自動チェックの
有無

SAN の接続インタ
フェース

SAN の接続インタフェースが現用系サーバモジュールと一

有り（現用系と
異なる場合は予
備登録時に
KASM
51516-E のエ
ラーが出力さ
れ，予備登録で
きない）

搭載 I/O 構成

現用系サーバモジュールが搭載している I/O モジュールの
構成（サーバシャーシのモデル，I/O モジュールの TYPE，
アダプタ，接続機器など）と一致している。

致している。※ 2

無し

注※ 1
BS2000 に搭載しているサーバモジュール，BS1000 に搭載しているサーバモジュール，BS320
に搭載しているサーバモジュールの混在はできません。
注※ 2
SAN の接続インタフェース（Fibre Channel ／ SAS ／ iSCSI）が異なるサーバモジュールの混
在はできません。

また，予備系サーバモジュールに対しては，次に示す設定をしておく必要があります。
表 20-6

予備系サーバモジュールに対する事前設定項目

設定項目

設定内容

SMP 構成設定

現用系サーバモジュールが SMP 構成されている場合は，現用系サーバモ
ジュールの SMP 構成と一致するように予備系サーバモジュールを構成し
てください。

システム BIOS/EFI 設定

現用系サーバモジュールのシステム BIOS または EFI のブートプライオリ
ティと一致するように設定してください。
EFI にブートデバイスパスを設定するには，予備系サーバモジュールに
ブートデバイスを接続します。EFI にブートデバイスパスを設定するに
は，「20.7.1 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の適用手順」を参照し
てください。
現用系サーバモジュールのブートデバイスパスを変更した場合（OS の再
インストール操作など）は，予備系サーバモジュールの EFI ブートデバイ
スも再設定してください。

HBA-BIOS 設定

現用系サーバモジュールの HBA-BIOS と一致するように設定してくださ
い。設定項目は次の三つです。
• ブートプライオリティ
• ブートディスクが存在するストレージサブシステムの接続先ポート
WWN（すべてのサーバモジュールを，同じストレージサブシステムの
ポートに接続することで一致します）
• ブートディスクの LUN（Device Manager の設定によって LUN0 を
ブートディスクとして固定します）

設定項目のうち，N+M コールドスタンバイを利用する場合は，「システム BIOS/EFI 設
定」および「HBA-BIOS 設定」は不要となります。
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20.2.5

N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイ
の利用条件

N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイでは，設定方法や利用できる機能
に違いがあります。N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイの違いを次の
表に示します。
表 20-7
項
番

N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイの比較
項目

N+1 コールドスタンバ
イ

N+M コールドスタンバ
イ

1

予備系サーバモジュールに対する運用前の
HBA-BIOS 設定

手動で設定

不要

2

予備系サーバモジュールに対する運用前の
システム BIOS/EFI 設定

手動で設定

不要

3※

9900V シリーズおよび Hitachi USP で構
成される現用系サーバモジュールの適用

HP-UX サーバだけ利用
できる

利用できる

1

4

HP-UX サーバへの適用

利用できる

利用できない

利用できない

利用できる

5

WWN に依存するソフトウェア機能
（Persistent Binding など）の利用

6

現用系サーバモジュールの異なるストレー
ジサブシステムのポートへの接続

利用できない

利用できる

7

N+1 グループの現用系ホスト数の制限

• IPF サーバモジュー
ルの場合：7 台
• IA32 サーバモジュー
ルの場合：256 台

256 台

8

予備系サーバモジュールの最大登録数

1台

• IPF サーバモジュー
ルの場合：1,024 台
• IA32 サーバモジュー
ルの場合：256 台

9

N+1 グループ内の現用系サーバモジュー
ル，予備系サーバモジュールのネットワー
ク構成

同一ネットワークの必
要あり

同一ネットワークの必
要なし

10

BS2000 および BS320 への適用

利用できない

利用できる※ 2

11

ストレージ運用支援機能のホストグループ
割り当ての要否

必須

必須ではない※ 3

12

管理対象サーバへの Agent のインストー
ル要否

必須

必須ではない

13

SAS インタフェースまたは iSCSI インタ
フェースでの SAN ブート構成

利用できない

利用できる

注※ 1
Device Manager のバージョンが 5.0 より前の場合だけです。
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注※ 2
Fibre Channel Switch Module を使用している BS320 と SAS Switch Module を使用している
BS320 は，同一の N+1 グループに登録できません。
注※ 3
SAS Switch Module を使用している BS320 を使用する場合，ストレージ運用支援機能は使用で
きません。また，iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成の場合，ストレージ運用支援機能
は使用できません。

表に示した各項目について説明します。

（1） 予備系サーバモジュールに対する運用前の HBA-BIOS 設定
N+1 コールドスタンバイでは，予備系サーバモジュールの HBA-BIOS の設定を，運用
に入る前に，現用系サーバモジュールと同じように手動で設定しておく必要があります。
N+M コールドスタンバイでは，この設定が不要となります。

（2） 予備系サーバモジュールに対する運用前のシステム BIOS/EFI 設定
N+1 コールドスタンバイでは，予備系サーバモジュールのシステム BIOS/EFI の設定を，
運用に入る前に，現用系サーバモジュールと同じように手動で設定しておく必要があり
ます。
N+M コールドスタンバイでは，この設定が不要となります。

（3） 9900V シリーズおよび Hitachi USP で構成される現用系サーバモ
ジュールの適用
Device Manager のバージョンが 5.0 より前の場合，N+1 コールドスタンバイでは，
9900V シリーズおよび Hitachi USP で構成される現用系サーバモジュールを適用できま
せん。
N+M コールドスタンバイでは，9900V シリーズおよび Hitachi USP で構成される現用
系サーバモジュールを適用できます。

（4） HP-UX サーバへの適用
N+1 コールドスタンバイは，HP-UX サーバに対して適用できます。
N+M コールドスタンバイは，HP-UX サーバに対して適用できません。

（5） WWN に依存するソフトウェア機能（Persistent Binding など）の利
用
N+1 コールドスタンバイでは，実行時に予備系サーバモジュールの HBA（WWN）が変
更されます。したがって，現用系ホストで WWN に依存するソフトウェア機能を使用し
ている場合，正常に動作しないときがあります。
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N+M コールドスタンバイでは，実行時に WWN が変更されないので，WWN に依存す
るソフトウェア機能を使用できます。

（6） 現用系サーバモジュールの異なるストレージサブシステムのポート
への接続
N+1 コールドスタンバイでは，予備系サーバモジュールの HBA-BIOS にブート用のス
トレージサブシステムのポートと LUN を運用前に設定する必要があります。したがっ
て，N+1 グループ内すべての現用系サーバモジュールは，同一のストレージサブシステ
ムのポートと LUN からブートする必要があります。
N+M コールドスタンバイでは，切り替え時に現用系サーバモジュールの HBA-BIOS 設
定情報を予備系サーバモジュールの HBA-BIOS にコピーします。したがって，N+1 グ
ループ内の現用系サーバモジュールが異なるストレージサブシステムのポートからブー
トする構成であっても N+1 コールドスタンバイ機能を利用できます。

（7） N+1 グループの現用系ホスト数の制限
N+1 コールドスタンバイおよび N+M コールドスタンバイの現用系ホスト数の制限につ
いて，次の図を用いて説明します。
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図 20-6

N+1 コールドスタンバイと N+M コールドスタンバイの現用系ホスト数の制限

N+1 コールドスタンバイおよび N+M コールドスタンバイでは，N+1 グループ単位で
サーバモジュールを割り当てます。N+1 グループとは，現用系サーバモジュールと予備
系サーバモジュールを一まとめにした管理単位（グループ）を表します。
N+1 コールドスタンバイでは，一つの N+1 グループに現用系ホストとして登録できる
IPF サーバモジュールは 7 台までです。したがって，8 台以上のサーバモジュールを利
用する場合は，N+1 グループを分け，それぞれに予備系サーバモジュールを割り当てる
必要があります。
N+M コールドスタンバイでは，一つの N+1 グループに 7 台以上の現用系ホストを登録
できます。したがって，8 台以上の現用系サーバモジュールに対して，1 台または複数の
予備系サーバモジュールを設定できます。
なお，SAS インタフェース，または iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成では，
現用系ホストと異なるサーバシャーシのホストは N+1 グループに登録できません。
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（8） 予備系サーバモジュールの最大登録数
N+M コールドスタンバイ構成の予備系サーバモジュールの最大登録数は，IA32 サーバ
モジュールの場合は 256 台，IPF サーバモジュールの場合は 1,024 台です。

（9） N+1 グループ内の現用系サーバモジュール，予備系サーバモジュー
ルのネットワーク構成
N+M コールドスタンバイ構成では，N+1 グループ内で現用系サーバモジュールと予備系
サーバモジュールをすべて同一ネットワークにする必要はありません。
異なるネットワークの現用系サーバモジュールと予備系サーバモジュールで N+1 グルー
プを構成する場合は，
「20.5 ネットワークスイッチと連携した N+1 ／ N+M コールドス
タンバイの切り替え」を参照してください。

（10）BS2000 および BS320 への適用
N+1 コールドスタンバイは，BS2000 に搭載しているサーバモジュール，および BS320
に搭載しているサーバモジュールでは利用できません。
N+M コールドスタンバイは，BS2000 に搭載しているサーバモジュール同士，および
BS320 に搭載しているサーバモジュール同士で現用系，予備系として登録できます。
BS2000 に搭載しているサーバモジュール，BS1000 に搭載しているサーバモジュール，
BS320 に搭載しているサーバモジュールを混在させて現用系，予備系として登録するこ
とはできません。
また，Fibre Channel Switch Module を使用している BS320 と SAS Switch Module を
使用している BS320 は，同一の N+1 グループに登録できません。

（11）ストレージ運用支援機能のホストグループ割り当ての要否
N+1 コールドスタンバイの場合，ストレージ運用支援機能のホストグループ割り当てを
実施している必要があります。
N+M コールドスタンバイの場合，ストレージ運用支援機能のホストグループ割り当ては
必須ではありません。SAS Switch Module を使用している BS320 を使用する場合，ス
トレージ運用支援機能は使用できません。

（12）管理対象サーバへの Agent のインストール要否
N+1 コールドスタンバイの場合，管理対象サーバへ Agent をインストールしておく必要
があります。
N+M コールドスタンバイの場合，管理対象サーバへの Agent のインストールは必須で
はありません。ただし，Agent がインストールされていないホストを N+1 グループに登
録するためには，次の条件が必要です。次の条件を満たしていない場合は，
［N+1 コール
ドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの各設定画面に表示されません。
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• Agent がインストールされていないホストが所属するサーバシャーシが，ホスト管理
画面に登録されている。
• Agent がインストールされていないホストが稼働するパーティションのパーティショ
ン情報ステータスが Configuration validate である。
• Agent がインストールされていないホストが稼働するパーティションの Pre-configure
の実行ステータスが「情報有効」である。
Pre-configure の実行ステータスは［サーバシャーシインベントリ］ウィンドウに表示
されるパーティション情報の Pre-configure 情報から確認できます。
［サーバシャーシ
インベントリ］ウィンドウの表示方法については，
「6.3.1

サーバシャーシのインベ

ントリ情報を表示する」を参照してください。
• Agent がインストールされていないホストが，ほかの N+1 グループで現用系または予
備系サーバモジュールとして登録されていない。

20.2.6

ネットワークスイッチ連携機能の前提条件

ネットワークスイッチ連携機能の前提条件を示します。

（1） ネットワークスイッチ連携機能の対応バージョン
ネットワークスイッチ連携機能は，マネージャサービスおよびコンソールサービスの
バージョンが 07-60 以降の場合に利用できます。
ただし，あらかじめバージョン 07-60 以降のコンソールサービスで，ネットワークス
イッチ連携機能を設定していた場合は，バージョン 07-55 以前のコンソールサービスで
も，ネットワークスイッチの設定を変更できます（この場合でも，マネージャサービス
のバージョンは 07-60 以降が前提となります）。
また，ポート情報 GUI 設定方式を使ってネットワークスイッチを設定するには，マネー
ジャサービスおよびコンソールサービスのバージョンが 08-00 以降の場合に利用できま
す。
内蔵スイッチが BS320 の場合は，マネージャサービスおよびコンソールサービスのバー
ジョンが 08-10 以降の場合に利用できます。また，利用できる設定方式はポート情報
GUI 設定方式だけです。
BS2000 の場合は，マネージャサービスおよびコンソールサービスのバージョンが 08-60
以降の場合に利用できます。また，利用できる設定方式はポート情報 GUI 設定方式だけ
です。

（2） JP1/Cm2/NC の前提条件
ネットワークスイッチ連携機能は，JP1/Cm2/NC のコマンドを利用します。したがって，
BSM Plus（マネージャサービス追加機能）がインストールされているホストと同じホス
トに JP1/Cm2/NC をインストールする必要があります。
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JP1/Cm2/NC は，07-51 以降のバージョンを使用してください。
ただし，ポート情報 GUI 設定方式を使ってネットワークスイッチを設定するには，JP1/
Cm2/NC のバージョンが 08-00 以降の場合に利用できます。
内蔵スイッチ（BS320）の場合は，JP1/Cm2/NC のバージョンが 08-00 以降の場合に利
用できます。

（3） ネットワークスイッチの前提条件
ネットワークスイッチ連携機能を利用できるネットワークスイッチは，内蔵スイッチ
（BS1000，BS320），外付スイッチ（AX2400S，AX3600S）です。また，BS2000 では
LAN スイッチモジュール（BS2000SWITCH）を外付スイッチとして登録することで，
ネットワークスイッチ連携機能を利用できます。ただし，内蔵スイッチ（BS320）と外
付スイッチ（AX2400S，AX3600S）は，JP1/Cm2/NC のバージョンが 08-00 以降の場
合に利用できます。

20.2.7

N+1 冗長化の前提条件

N+1 冗長化は，サーバモジュール障害時の N+1 自動切り替え処理の冗長化を対象としま
す。N+1 冗長化の前提条件を次に示します。
• すべてのマネージャサービスの N+1 コールドスタンバイ設定（N+1 グループの設定，
現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの設定を含む）およびスト
レージ運用支援機能の設定が同一であること。また，ネットワークスイッチ連携機能
を有効にする場合は，ネットワークスイッチ連携機能の設定が同一であること。
注意
BSM Plus の自動切り替え対象アラート設定ファイルを，各マネージャサービス
で変更する必要があります。自動切り替え対象アラート設定ファイルの変更につ
いては，
「20.3.3 自動切り替えの対象となるアラートの設定」を参照してくださ
い。
• すべてのマネージャサービスの管理下にあるホストおよびシャーシが同一であること。
• すべてのマネージャサービスの管理する情報（シャーシ，サーバモジュール，パー
ティション，ストレージ）が一致していること。
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20.3 N+1 コールドスタンバイの適用に必要な
検討
この節では，N+1 コールドスタンバイを利用する前に検討が必要な，サーバモジュール
の割り当てや予備系への切り替えについて説明します。

20.3.1

サーバシャーシ内のサーバモジュールの割り当て

N+1 コールドスタンバイを使用する場合，現用系サーバモジュールと予備系サーバモ
ジュールの割り当てを検討する必要があります。現用系サーバのグループおよび予備系
サーバのグループをまとめて N+1 グループと呼び，N+1 グループ単位でサーバモジュー
ルを割り当てます。
サーバモジュールの割り当ては，SMP 構成の場合と SMP 構成でない場合とで運用方法
が異なります。ここでは，SMP 構成の場合と SMP 構成でない場合に分けて，サーバモ
ジュールの割り当てを説明します。
注意
SMP 構成のサーバモジュールと SMP 構成でないサーバモジュールを一つの N+1 グ
ループに混在して運用することはできません。

（1） SMP 構成の場合のサーバモジュールの割り当て
サーバモジュールが SMP 構成の場合，
「20.2.4 予備系サーバモジュールの適用条件」
記載される条件に加え，次の条件を満たしている必要があります。
• 予備系サーバモジュールは，SMP 構成で使用する現用系サーバモジュールと同数であ
ること
また，4way-SMP 構成のサーバモジュールのうち，どちらか一つのサーバモジュールを
登録する場合，SMP 構成を手動で解除してから登録する必要があります。
SMP 構成だけで運用する場合のサーバモジュールの構成例を，次の図に示します。
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図 20-7

SMP 構成の場合のサーバモジュール構成例

（2） SMP 構成でない場合のサーバモジュールの割り当て
サーバモジュールが SMP 構成でない場合，予備系サーバモジュールは，
「20.2.4 予備
系サーバモジュールの適用条件」に記載される条件を満たしている必要があります。
SMP 構成でない場合のサーバモジュールの構成例を，次の図に示します。
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図 20-8

20.3.2

SMP 構成でない場合のサーバモジュール構成例

予備系への切り替えの方法（N+1 コールドスタンバ
イ）

N+1 コールドスタンバイでは，サーバモジュール障害が発生したときに，自動または手
動で予備系サーバモジュールに切り替えることができます。次にそれぞれの切り替え契
機について説明します。

（1） 自動で切り替える場合
サーバモジュール障害が発生した場合，障害通知アラートが通知されると，次のどちら
かの契機で自動的に予備系サーバモジュールに切り替わります。この契機は，アラート
ID ごとに設定できます。
• 障害発生と同時に切り替える
• 障害発生からしばらく時間を置いてから切り替える
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BS2000 の場合は，障害通知アラートが通知されたあと，切り替え要求アラートが通知さ
れます。切り替え要求アラートが通知されると，上記のどちらかの契機で自動的に予備
系サーバモジュールに切り替わります。
なお，切り替えの契機は，切り替え要求アラートのアラート ID ごとに設定できます。
各アラート ID の詳細および設定の変更方法については，
「20.3.3 自動切り替えの対象
となるアラートの設定」を参照してください。
また，自動切り替え発生時，障害が発生した現用系のサーバモジュールの電源を強制電
源 OFF するか，OS をシャットダウンしてから電源 OFF するか，どちらかを選択でき
ます。自動切り替え時の電源 OFF 方式の変更方法については，「20.3.5

自動切り替え

時の現用系の電源 OFF」を参照してください。
自動で予備系サーバモジュールに切り替えるためには，
［マネージャサービス設定］ダイ
アログボックスの［N+1 設定］タブでの設定が必要です。この設定については，「20.7
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の設定」を参照してください。自動切り替えの設
定をしない場合は，手動で切り替える設定となります。

（2） 手動で切り替える場合
手動で予備系サーバモジュールに切り替える場合は，次に示す手順で実行します。
1. BSM で障害発生を確認する
2. OS のダンプ出力が完了したことを確認する
3. 障害内容からサーバモジュールの障害であることを確認し，手動切り替えを実行する
手動切り替えの操作については，
「20.10.2 予備系サーバモジュールへの手動切り替えの
実行」を参照してください。
また，N+1 コールドスタンバイの自動切り替えを設定していても，N+1 コールドスタン
バイ機能の手動切り替えの実行，現用系への復帰，または予備系の解除を実行できます。
現用系への復帰，予備系の解除の詳細については，
「20.10.3 現用系サーバモジュールへ
の復帰と予備登録の解除」を参照してください。

20.3.3

自動切り替えの対象となるアラートの設定

N+1 コールドスタンバイ機能を利用する場合，BladeSymphony に関するハードウェア
障害のサーバモジュール系のアラートが，自動切り替えの対象となります。これらのア
ラートには，アラートごとに，障害が発生してから自動で切り替えるまでの待ち時間が
設定されています。これ以外のアラートは，自動切り替えの対象にできません。
アラートの詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade
Server Manager 系 メッセージ」を参照してください。
注意
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自動切り替え対象アラートが発生し，自動切り替えを開始したあと（切り替え待ち
の状態を含む）に，新たに発生した自動切り替え対象アラートは無視されます。
自動切り替え対象アラートは，N+1 対象アラート定義ファイル（N1Alert.dat）に定義さ
れています。N1Alert.dat の定義内容を編集することで，N+1 コールドスタンバイ自動
切り替え対象アラートの設定を変更できます。
N1Alert.dat は次のフォルダに格納されています。
＜インストール先フォルダ＞¥Data
N+1 対象アラート定義ファイルの記述形式，デフォルトの定義内容，定義例，定義内容
を有効にする手順，および注意事項について，次に説明します。

（1） 記述形式
N1Alert.dat の記述形式を次に示します。
AlertID,ForcedExeFlag,WaitTime

AlertID，ForcedExeFlag，および WaitTime は，それぞれ半角コンマで区切って指定し
ます。次に各設定項目について説明します。
AlertID
アラート ID を指定します。アラート ID は，16 進で最後に h を付けて指定します。
例えば，
「0x1417」のアラート ID を指定するときは「1417h」と指定します。
注意
N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象のアラートは，N1Alert.dat にデ
フォルトで定義してあるアラートだけです。これ以外のアラートは，N+1 コー
ルドスタンバイ自動切り替え対象のアラートにできません。
ForcedExeFlag
N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象アラートとするかしないかを，1 または
0 で指定します。N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象アラートとする場合，1
を指定します。N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象アラートとしない場合，0
を指定します。デフォルトでは，1 が指定されています。
値は半角で入力してください。
注意
N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象アラートとしない場合，
ForcedExeFlag と WaitTime の両方に 0 を指定してください。WaitTime に 0
以外の整数が指定されていた場合，ForcedExeFlag に 0 を指定しても，自動切
り替え対象アラートとして扱われます。
WaitTime
AlertID に指定したアラートで示される障害が発生してから，N+1 コールドスタン
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バイの切り替えが実行されるまでの自動切り替え待ち時間を，0 〜 2147483647 の
整数で指定します。単位は分です。デフォルトでは，0 または 60 が指定されていま
す。
値は半角で入力してください。
ForcedExeFlag に 0 を指定している状態で，「0」を指定した場合は，障害発生と同
時に即時に自動切り替えを行います。また，「60」を指定した場合は，障害発生から
1 時間後に自動切り替えを行います。障害発生から 1 時間後に自動切り替えを行う
場合の障害は，原因特定のために，障害発生時に手動でダンプを採取することを推
奨します。
注意
N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象アラートとしない場合，WaitTime
に 0 を指定してください。WaitTime に 0 以外の整数が指定されていた場合，
ForcedExeFlag に 0 を指定しても，自動切り替え対象アラートとして扱われま
す。
行の先頭に，半角スペースまたは # が指定されている場合，その行はコメント行と見な
されます。コメント行の入力文字の種類に制限はありません。

（2） デフォルトの定義内容
N1Alert.dat に定義されている，各アラートのデフォルト値を次に示します。
表 20-8

自動切り替えの対象となるアラートと設定内容のデフォルト値

アラート ID（AlertID）
（変更不可）

実行フラグ（ForcedExeFlag）
（変更可）

待ち時間（WaitTime）
（分）
（変更可）

1417h

1

60

1451h ※ 1

1

0

1453h ※ 1

1

0

1462h

1

0

1463h

1

0

1464h

1

60

1470h ※ 2 ※ 3 ※ 5

1

60

1483h ※ 4 ※ 5

1

0

1484h ※ 4 ※ 5

1

60

1491h

1

60

1492h

1

60

1493h

1

60

1494h

1

60

1496h ※ 1 ※ 3

1

60
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アラート ID（AlertID）
（変更不可）

実行フラグ（ForcedExeFlag）
（変更可）

待ち時間（WaitTime）
（分）
（変更可）

1497h

1

60

1499h

1

60

14A0h

1

0

14A5h

1

0

14A8h

1

0

14AAh

1

0

14AFh ※ 1

1

0

14B0h

1

0

14B1h

1

60

14D2h

1

60

14D5h

1

60

1788h ※ 5 ※ 6

1

0

1789h ※ 5 ※ 6

1

60

注※ 1
現在未使用（予約）のアラート ID です。
注※ 2
SVP コマンド（TC コマンド）を入力した場合，このアラートが通知され，N+1 コールドスタ
ンバイ自動切り替えが発生することがあります。このとき，WaitTime を「0」に設定している
と，TC コマンド経由でのダンプ取得ができなくなります。ダンプの取得が必要な場合は，ダン
プを取得するのに十分な時間を設定してください。
注※ 3
Agent がインストールされていないホスト，または VM ホストが登録されていないホストの場
合，このアラートは通知されません。
注※ 4
ユーザが任意のタイミングで発生させることができる N+1 コールドスタンバイ構築テスト用の
アラートです。発生させる方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」
の RT コマンド（BS2000 では BSM コマンド）について記載されている章を参照してくださ
い。
注※ 5
BS2000 の場合に切り替えの対象となるアラートは，1788h，1789h，1470h，1483h および
1484h の五つになります。BS1000 および BS320 で切り替えの対象としていたこのほかのア
ラートが通知された場合は，これら五つのうちどれかのアラートがあわせて通知されます。
注※ 6
BS1000 および BS320 では通知されません。

なお，バージョン 08-60 以降にバージョンアップする場合は，バージョンアップしたあ
とに，N1Alert.dat に「1788h,1,0」および「1789h,1,60」の 2 行を追加してください。
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（3） 定義例
自動切り替えの対象となるアラートの設定内容を変更する場合の N1Alert.dat の定義例
を次に示します。
0x1417 を N+1 コールドスタンバイ自動切り替え対象アラートとしない場合
次のように，ForcedExeFlag および WaitTime の両方に 0 を指定します。
1417h,0,0

次のように，行全体をコメント行にすることでも，N+1 コールドスタンバイ自動切
り替え対象アラートとしないようにできます。
#1417h,1,60

0x1462 アラートが発生したときに，即時に N+1 コールドスタンバイの切り替えを実行
する場合
次のように，ForcedExeFlag に 1，WaitTime に 0 を指定します。
1462h,1,0

0x1463 アラートが発生してから，60 分後に N+1 コールドスタンバイの切り替えを実行
する場合
次のように，ForcedExeFlag に 1，WaitTime に 60 を指定します。
1463h,1,60

（4） 定義内容を有効にする手順
N1Alert.dat の設定内容を変更した場合は，次に示すどちらかの操作をしてください。こ
の操作をしないと，変更した内容が有効になりません。
• コンソールサービスの［設定］メニューから「マネージャサービス設定」を選択し，
［N+1 設定］タブを選択する。［N+1 コールドスタンバイ］の［有効にする］チェック
ボックスを ON にして［OK］ボタンをクリックする
［N+1 コールドスタンバイ］の［有効にする］チェックボックスが，すでに ON に
なっている場合は，そのまま［N+1 設定］タブで［OK］ボタンをクリックしてくだ
さい。
• マネージャサービスを再起動する

（5） N1Alert.dat 指定時の注意事項
• 1 行に指定できるバイト数は 254 バイトまでです。
• 同一のアラート ID を複数定義することはできません。複数定義した場合は，「(4)

定

義内容を有効にする手順」に示す手順を実施した時点で，実行エラーとなります。
• N1Alert.dat に，指定できる文字以外の値を指定した場合，設定が有効にならないか，
または値が仮定されて実行されます。
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（6） バージョン 08-60 以降にバージョンアップする場合の注意事項
バージョン 08-60 以降にバージョンアップする場合は，バージョンアップしたあとに，
N1Alert.dat および N1SwitchShutdownSet.ini に，1788h および 1789h のアラートの
設定を追加してください。

20.3.4

運用ケース別の設定項目と切り替え待ち時間

N+1 コールドスタンバイおよび N+M コールドスタンバイの自動切り替えを実施する場
合，運用ケースによって必要な設定項目および自動切り替え対象アラートの切り替え待
ち時間の見積もり方法が異なります。
自動切り替えに必要な設定，および自動切り替え待ち時間の見積もり方法を，運用ケー
スごとに，次の表に示します。
注意
• ダンプを採取しないように運用すると障害の発生原因を特定できなくなるため，
ダンプを採取するように運用してください。ダンプを採取しない運用は，障害の
発生原因を追求するよりも現用系ホストの再起動または切り替えによる復旧を優
先する場合に限って使用するようにしてください。
• ダンプを手動で採取する場合は事前に設定が必要です。ダンプを採取するための
設定方法については，マニュアル「BladeSymphony ソフトウェアガイド」を参照
してください。
• 自動切り替え待ち時間は表に示す見積もりの時間よりも長くなるように設定する
ことをお勧めします。切り替え待ち時間が短過ぎる場合，ダンプの採取途中で自
動切り替えが実行されてしまい，ダンプの採取に失敗することがあります。
• N1Alert.dat で自動切り替え待ち時間のデフォルト値が 0 分に設定されているア
ラートはハードウェア障害が原因で発生するアラートです。そのため，N+1 コー
ルドスタンバイの冗長化構成で切り替え開始順序の遅いマネージャサービスの場
合を除き，自動切り替え待ち時間を変更しないことをお勧めします。
• 管理対象ホストが複数ある場合，ダンプの採取に掛かる時間は OS やハードウェ
アの構成などによって異なります。ダンプの採取時間は，最も長く掛かる時間を
見積もってください。
• N+1 コールドスタンバイの冗長化構成の場合，現用系ホストでのエージェント
サービス起動による自動切り替えの中止は適用できません。また，N+1 コールド
スタンバイの冗長化構成で，切り替え開始順序の遅いマネージャサービスに対し
ては，表に示す自動切り替え待ち時間の見積もりに，
「20.9

N+1 冗長化の設定」

で算出した切り替え時間を加算して設定する必要があります。
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表 20-9

運用ケース別の N+1 コールドスタンバイに必要な設定と自動切り替え対象ア
ラートの自動切り替え待ち時間の見積もり

項
番

障害アラート
発生後の運用
ケース

必要な設定
N1Alert.d
at の設定
※1

自動切
り替え
中止の
設定※ 2

自動切り替え待ち
時間の見積もり

障害監視の設定※ 3
Windows

Linux

1

ダンプを採取
してから自動
切り替えを実
行する

ForcedE
xeFlag=
1
WaitTim
e= 自動
切り替え
待ち時間

しない

何もしない

0

障害発生からダン
プの採取開始まで
の時間＋ダンプの
採取に掛かる時間

2

ダンプを採取
してから自動
切り替えを実
行する
（現用系ホスト
でエージェン
トサービスが
起動した場合
は自動切り替
えを中止する）

ForcedE
xeFlag=
1
WaitTim
e= 自動
切り替え
待ち時間

する

何もしない

0

障害発生からダン
プの採取開始まで
の時間＋ダンプの
採取に掛かる時間
＋ダンプ採取の完
了後に現用系ホス
トでシステムを再
起動して，［ホス
ト管理］ウィンド
ウでアイコンが活
性化するまでの時
間

3

自動切り替え
を手動で中止
してからダン
プを採取する

ForcedE
xeFlag=
1
WaitTim
e= 自動
切り替え
待ち時間

しない

何もしない

0

障害発生から自動
切り替えの中止の
実行に掛かる時間

4

ダンプを採取
しないで自動
切り替えを実
行する

ForcedE
xeFlag=
1
WaitTim
e=0

しない

何もしない

0

0分
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障害アラート
発生後の運用
ケース

必要な設定
N1Alert.d
at の設定
※1

自動切
り替え
中止の
設定 ※ 2

自動切り替え待ち
時間の見積もり

障害監視の設定※ 3
Windows

Linux

5

ダンプを採取
しないで自動
切り替えを実
行する
（現用系ホスト
でエージェン
トサービスが
起動した場合
は自動切り替
えを中止する）

ForcedE
xeFlag=
1
WaitTim
e= 自動
切り替え
待ち時間

する

アラート ID
0x1470 発生時
に自動的にシ
ステムを再起
動したい場合
リセット
または電
源 OFF →
電源 ON
アラート ID
0x1470 発生時
に手動でシス
テムを再起動
したい場合
何もしな
い

アラート ID
0x1470 発生時
に自動的にシ
ステムを再起
動したい場合
1 または 3
アラート ID
0x1470 発生時
に手動でシス
テムを再起動
したい場合
0

現用系ホストでシ
ステムを再起動し
て，［ホスト管理］
ウィンドウでアイ
コンが活性化する
までの時間

6

自動切り替え
を実行しない
でダンプの採
取だけを実行
する

ForcedE
xeFlag=
0
WaitTim
e=0

しない

何もしない

0

0分

7

自動切り替え
を実行しない
で自動的にシ
ステムの再起
動だけを実行
する

ForcedE
xeFlag=
0
WaitTim
e=0

しない

リセットまた
は電源 OFF →
電源 ON

1 または 3

0分

注※ 1
N1Alert.dat での設定内容を示します。N1Alert.dat の設定内容変更については，「20.3.3 自
動切り替えの対象となるアラートの設定」を参照してください。
注※ 2
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホストでエージェ
ントサービスが起動］チェックボックスでの設定内容を示します。自動切り替え中止の設定に
ついては，「20.10.4(2)

自動切り替えの自動中止」を参照してください。

注※ 3
BMC 環境設定ユティリティまたは smhaaedit コマンドでの，障害発生時の動作の設定を示し
ます。Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で選択する項目を
示します。Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で選択する項目を示
します。
設定方法については，
「3.16.1

管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の場合の

BMC の設定」または「3.16.2

管理対象が BladeSymphony（Linux サーバ）の場合の BMC

の設定」を参照してください。
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表に示した各項目について説明します。

（1） ダンプを採取してから自動切り替えを実行する
障害の発生後，切り替え待ち時間が経過するまでにダンプの採取を完了させます。
（a） 運用の流れ
1. 障害発生後にダンプの採取を手動で開始します。
BMC 環境設定ユティリティ（Windows の場合）または smhaaedit コマンド（Linux
の場合）で，自動的に NMI を発生させて OS にダンプを出力させることができます。
設定方法については，
「3.16.1 管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の
場合の BMC の設定」または「3.16.2

管理対象が BladeSymphony（Linux サーバ）

の場合の BMC の設定」を参照してください。
2. 切り替え待ち時間の経過後，自動的に予備系サーバモジュールに切り替わります。
（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat に設定する自動切り替え待ち時間には，
「(c)

自動切り替え待ち時間」に

示す時間を設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを OFF にしてください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「何もしない」
を設定してください。
Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「0」を設定してくだ
さい。
（c） 自動切り替え待ち時間
障害発生からダンプの採取開始までの時間＋ダンプの採取に掛かる時間を設定してくだ
さい。

（2） ダンプを採取してから自動切り替えを実行する（現用系ホストで
エージェントサービスが起動した場合は自動切り替えを中止する）
障害の発生後，切り替え待ち時間が経過するまでにダンプの採取を完了させます。また，
ダンプの採取終了後にシステムを再起動して現用系ホストのエージェントサービスが起
動した場合は，自動的に切り替えを中止します。この運用ケースはアラート ID 0x1470
が発生した場合だけ該当します。
（a） 運用の流れ
1. 障害発生後にダンプの採取を手動で開始します。
BMC 環境設定ユティリティ（Windows の場合）または smhaaedit コマンド（Linux
の場合）で，自動的に NMI を発生させて OS にダンプを出力させることができます。
設定方法については，
「3.16.1 管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の
場合の BMC の設定」または「3.16.2

管理対象が BladeSymphony（Linux サーバ）

の場合の BMC の設定」を参照してください。
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2. ダンプの採取完了後にシステムを再起動します。
3. 現用系ホストのエージェントサービスが起動した場合は，自動的に切り替えを中止し
ます。
ただし，切り替え待ち時間が経過するまでに現用系ホストのエージェントサービスが
起動しない場合は予備系サーバモジュールへの切り替えを開始します。
（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat に設定する自動切り替え待ち時間には，「(c)

自動切り替え待ち時間」に

示す時間を設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを ON にしてください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「何もしない」
を設定してください。
Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「0」を設定してくだ
さい。
（c） 自動切り替え待ち時間
障害発生からダンプの採取開始までの時間＋ダンプの採取に掛かる時間＋ダンプ採取の
完了後に現用系ホストでシステムを再起動して，［ホスト管理］ウィンドウでアイコンが
活性化するまでの時間を設定してください。

（3） 自動切り替えを手動で中止してからダンプを採取する
障害の発生後，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウから手動で自動切り替え
を中止してダンプの採取を実施します。ダンプの採取が完了したら手動で復旧処理を実
施します。
（a） 運用の流れ
1. 障害発生後，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで自動切り替えを中止
したい現用系ホストを選択し，［設定］メニューから［自動切り替え中止］を選択し
て，自動切り替えを中止します。
2. ダンプの採取を開始します。
3. ダンプの採取完了後，現用系ホストを再起動し手動で切り替えを実施して復旧処理を
実行します。
（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat に設定する自動切り替え待ち時間には，「(c)

自動切り替え待ち時間」に

示す時間を設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを OFF にしてください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「何もしない」
を設定してください。
Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「0」を設定してくだ
さい。
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（c） 自動切り替え待ち時間
障害発生から自動切り替えの中止の実行に掛かる時間を設定してください。

（4） ダンプを採取をしないで自動切り替えを実行する
障害の発生後，即時に切り替えを実施します。
（a） 運用の流れ
1. 障害発生後に自動的に予備系サーバモジュールに切り替わります。
（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat に設定する自動切り替え待ち時間には，0 分を設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを OFF にしてください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「何もしない」
を設定してください。
Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「0」を設定してくだ
さい。
（c） 自動切り替え待ち時間
0 分を設定してください。

（5） ダンプを採取をしないで自動切り替えを実行する（現用系ホストで
エージェントサービスが起動した場合は自動切り替えを中止する）
障害発生後に切り替え待ち時間が経過したあと，切り替えを開始します。切り替え待ち
時間中に現用系ホストのエージェントサービスが起動した場合は，自動的に切り替えを
中止します。この運用ケースはアラート ID 0x1470 が発生した場合だけ該当します。
（a） 運用の流れ
1. 障害発生後に切り替え待ち時間が経過したあと，自動的に予備系サーバモジュールに
切り替わります。
切り替え待ち時間中に現用ホストのエージェントサービスが起動した場合は，自動的
に切り替えを中止します。
（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat に設定する自動切り替え待ち時間には，
「(c)

自動切り替え待ち時間」に

示す時間を設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを ON にしてください。
Windows の場合，アラート ID 0x1470 発生時に自動的にシステムを再起動したいと
きは，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「リセット」または「電
源 OFF →電源 ON」を設定してください。アラート ID 0x1470 発生時に手動でシス
テムを再起動したいときは，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で
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「何もしない」を設定してください。
Linux の場合，アラート ID 0x1470 発生時に自動的にシステムを再起動したいとき
は，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「1」または「3」を設定してく
ださい。アラート ID 0x1470 発生時に手動でシステムを再起動したいときは，障害監
視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「0」を設定してください。
（c） 自動切り替え待ち時間
現用系ホストでシステムを再起動して，［ホスト管理］ウィンドウでアイコンが活性化す
るまでの時間を設定してください。

（6） 自動切り替えを実行しないでダンプの採取だけを実行する
障害の発生後，ダンプの採取だけを実行します。
（a） 運用の流れ
1. 障害の発生後にダンプの採取を手動で開始します。
BMC 環境設定ユティリティ（Windows の場合）または smhaaedit コマンド（Linux
の場合）で，自動的に NMI を発生させて OS にダンプを出力させることができます。
設定方法については，「3.16.1

管理対象が BladeSymphony（Windows サーバ）の

場合の BMC の設定」または「3.16.2

管理対象が BladeSymphony（Linux サーバ）

の場合の BMC の設定」を参照してください。
（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat では，N+1 コールドスタンバイの自動切り替え対象のアラート ID とし
ないように設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを OFF にしてください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「何もしない」
を設定してください。
Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「0」を設定してくだ
さい。
（c） 自動切り替え待ち時間
0 分を設定してください。

（7） 自動切り替えを実行しないで自動的にシステムの再起動だけを実行
する
障害の発生後，自動的にシステムの再起動だけを実行します。この運用ケースはアラー
ト ID 0x1470 が発生した場合だけ該当します。
（a） 運用の流れ
1. 障害発生後に自動的にシステムを再起動します。
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（b） 必要な設定内容
• N1Alert.dat では，N+1 コールドスタンバイの自動切り替え対象のアラート ID とし
ないように設定してください。
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブの［現用ホスト
でエージェントサービスが起動］チェックボックスを OFF にしてください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティの［障害発生時処理］で「リセット」
または「電源 OFF →電源 ON」を設定してください。
Linux の場合，障害監視設定メニューの「3.ProcessAtError」で「1」または「3」を
設定してください。
（c） 自動切り替え待ち時間
0 分を設定してください。

20.3.5

自動切り替え時の現用系の電源 OFF

自動切り替えが発生したとき，障害が発生した現用系のサーバモジュールの電源 OFF の
方式を次の中から選択できます。
• サーバモジュールの電源を強制電源 OFF する
• サーバモジュール上で動作している OS をシャットダウンしてから，サーバモジュー
ルを電源 OFF する
サーバモジュールの電源 OFF の方式は，N1Alert.dat で定義されている自動切り替えの
対象アラートごとに設定できます。また，設定した内容は，マネージャサービスが管理
している N+1 グループの現用系のサーバモジュールすべてに適用されます。
N1Alert.dat で定義されている自動切り替えの対象アラートについては，「20.3.3

自動

切り替えの対象となるアラートの設定」を参照してください。
自動切り替え発生時，障害が発生した現用系のサーバモジュールの電源を強制電源 OFF
するか，OS をシャットダウンしてから電源 OFF するかは，N+1 コールドスタンバイ設
定ファイル（N1SwitchShutdownSet.ini）に定義されています。
N1SwitchShutdownSet.ini の定義内容を編集することで，N+1 コールドスタンバイ自動
切り替え時の電源 OFF の方式を変更できます。
N1SwitchShutdownSet.ini は次のフォルダに格納されています。
＜インストール先フォルダ＞¥Data
N+1 コールドスタンバイ設定ファイルの記述形式，デフォルトの定義内容，定義例，定
義内容を有効にする手順，および注意事項について，次に説明します。

（1） 記述形式
N1SwitchShutdownSet.ini の記述形式を次に示します。
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[N1ShutdownSetting]
Function={0|1}
Timeout=監視時間
[AlertID]
アラートID={0|1}
:
:
アラートID={0|1}

次に各設定項目について説明します。
[N1ShutdownSetting]
N+1 コールドスタンバイ自動切り替え時の電源 OFF の方式を設定します。
Function={0|1}
N+1 コールドスタンバイの自動切り替え時の電源 OFF の方式を 0 または 1 で
指定します。N+1 コールドスタンバイの自動切り替え時に強制電源 OFF を実
行する場合，0 を指定します。N+1 コールドスタンバイ自動切り替え時に OS
シャットダウンをしてから電源 OFF を実行する場合，1 を指定します。デフォ
ルトでは 0 が指定されています。
値は半角で入力してください。
Timeout= 監視時間
N+1 コールドスタンバイ自動切り替え時，OS シャットダウンを開始してから
電源 OFF が実行されるまでの監視時間を 1 〜 60 で指定します。単位は分で
す。デフォルトでは 5 が指定されています。
値は半角で入力してください。
Timeout で指定した時間が経過しても電源 OFF がされない場合は，強制電源
OFF が実行されます。
Timeout の設定は，OS シャットダウンを開始してから電源 OFF を実行する設
定をした全アラートに対して適用されます。
[AlertID]
OS シャットダウンをしてから電源 OFF を実行する対象となるアラートを設定しま
す。
アラート ID={0|1}
自動切り替えの対象となる各アラートに対して，N+1 コールドスタンバイ自動
切り替え時の電源 OFF の方式を設定します。
アラート ID は，16 進で最後に h を付けて指定します。例えば，「0x1417」の
アラート ID を指定するときは「1417h」と指定します。
指定したアラートが発生した場合，OS シャットダウンを開始してから電源
OFF を実行するときは，1 を指定します。指定したアラートが発生した場合，
強制電源 OFF を実行するときは，0 を指定します。デフォルトでは 0 が指定さ
れています。
値は半角で入力してください。
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「=」がない行，および先頭文字が「[」または「#」の行は，コメント行と見なされます。

（2） デフォルトの定義内容
N1SwitchShutdownSet.ini に定義されているデフォルト値を次に示します。
[N1ShutdownSetting]
Function=0
Timeout=5
[AlertID]
1417h=0
1492h=0
1493h=0
1494h=0
1470h=0
1496h=0
1497h=0
1499h=0
14A0h=0
14A5h=0
1453h=0
1451h=0
14A8h=0
1462h=0
14AAh=0
14AFh=0
1464h=0
14B0h=0
14B1h=0
1491h=0
1463h=0
14D2h=0
14D5h=0
1483h=0
1484h=0
1788h=0
1789h=0

なお，バージョン 08-60 以降にバージョンアップする場合は，バージョンアップしたあ
とに，N1SwitchShutdownSet.ini に「1788h=0」および「1789h=0」の 2 行を追加して
ください。

（3） 定義例
0x1417 アラートによる自動切り替えが発生したとき，OS シャットダウン後に電源 OFF
を実行する場合の N1SwitchShutdownSet.ini の定義例を次に示します。監視時間は 5 分
とします。
[N1ShutdownSetting]
Function=1
Timeout=5
[AlertID]
1417h=1
:
:

（4） 定義内容を有効にする手順
N1SwitchShutdownSet.ini の設定内容を変更した場合は，次に示すどちらかの操作をし
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てください。この操作をしないと，変更した内容が有効になりません。
• コンソールサービスの［設定］メニューから「マネージャサービス設定」を選択し，
［N+1 設定］タブを選択する。［N+1 コールドスタンバイ］の［有効にする］チェック
ボックスを ON にして［OK］ボタンをクリックする
［N+1 コールドスタンバイ］の［有効にする］チェックボックスが，すでに ON に
なっている場合は，そのまま［N+1 設定］タブで［OK］ボタンをクリックしてくだ
さい。
• マネージャサービスを再起動する

（5） 注意事項
• N1SwitchShutdownSet.ini で定義する英字部分は，大文字と小文字を区別しません。
• N1SwitchShutdownSet.ini の設定項目は Function，Timeout，アラート ID の順に各
行に記述してください。
• N1Alert.dat に定義されていないアラートは，OS シャットダウン後に電源 OFF を実
行する対象のアラートにできません。
• N1SwitchShutdownSet.ini で OS シャットダウン後に電源 OFF を実行する対象のア
ラートとして設定したアラートが，一定時間経過してから自動切り替えを実行するア
ラートの場合，設定した時間が経過したあと，OS シャットダウンが開始されます。
• N+1 冗長化構成をしている場合，OS シャットダウンから強制電源 OFF までの監視時
間を考慮して，冗長化による自動切り替え待ち時間を設定する必要があります。N+1
冗長化構成時の監視時間の設定については，
「20.6.2(4)

N+1 コールドスタンバイ自

動切り替え時に OS シャットダウンを実行する場合の監視時間」を参照してください。
• 次の場合，OS シャットダウン停止は実行されないで強制電源 OFF されます。
• N1SwitchShutdownSet.ini ファイルがない場合
• Function または Timeout を定義する行がない場合
• アラート ID が一つも定義されていない場合
• Function，Timeout，および AlertID を定義する「=」のあとの数値が，指定され
た範囲内にない場合
• Agent がマネージャサービスに登録されていない場合
• 管理対象サーバに Agent がインストールされていない場合（ただし，VM ホストの
場合は，Agent がインストールされていない場合でも OS シャットダウン停止を実
行できます。
）
• 1 行に指定できるバイト数は 254 バイトまでです。
• 数値文字列の途中にスペースまたはタブ文字がある場合は，エラーになります。
• 同一のアラート ID を複数定義した場合，ファイルの末尾に近い行の定義が有効にな
ります。
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20.4 N+M コールドスタンバイの適用に必要な
検討
この節では，N+M コールドスタンバイを利用する前に検討が必要な，サーバモジュール
の割り当てや予備系への切り替えについて説明します。

20.4.1

N+M コールドスタンバイでのサーバモジュールの割
り当て

N+M コールドスタンバイは，一つの N+1 グループに対する予備プールに，複数の予備
系サーバモジュールを登録できます。複数の予備系サーバモジュールを準備することで，
N+1 コールドスタンバイよりも，現用系サーバモジュールの障害に対する信頼性，可用
性を高められます。
N+M コールドスタンバイの構成例を次の図に示します。
図 20-9

N+M コールドスタンバイの構成例

構成例に示すように，4 台の現用系サーバモジュールに対して 2 台の予備系サーバモ
ジュールを準備して，複数の現用系サーバモジュールの障害に備えることができます。
N+1 グループに現用系サーバモジュールを登録したあとは，随時，予備プールへの予備
系サーバモジュールの登録ができます。したがって，現用系サーバモジュールの障害に
よって，予備プールに準備される予備系サーバモジュールが不足した場合，不足したあ
とで予備プールにサーバモジュールを追加できます。これによって，N+1 グループの現
用系サーバモジュールの構成を変更しないで，ほかの現用系サーバモジュールの障害に
対応できます。
N+M コールドスタンバイは，SMP で構成された現用系ホストに対しても適用できます。
SMP 構成時に N+M コールドスタンバイを適用したときの構成例を，次の図に示しま
す。
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図 20-10 N+M コールドスタンバイの構成例（SMP 構成時）

構成例に示したように，SMP 構成内で障害が発生したときに，同じ構成を持つ予備系
サーバモジュールに切り替えられます。
予備系サーバモジュールを割り当てるときは，現用系サーバモジュールと同じ仕様の
サーバモジュールを使用する必要があります。また，切り替え後のパーティションの構
成を意識して，連続した構成となるように予備系サーバモジュールを割り当てておく必
要があります。

20.4.2

予備系への切り替えの方法（N+M コールドスタンバ
イ）

N+M コールドスタンバイは，N+1 コールドスタンバイと同様に，手動または自動で予備
系サーバモジュールに切り替えることができます。
手動で切り替える場合，予備系サーバモジュールの切り替え先を指定できます。自動で
切り替える場合，現用系サーバモジュールにハードウェア障害が発生した契機で，予備
系サーバモジュールに切り替えられます。ハードウェア障害の種類によって，即時に切
り替える場合と一定時間後に切り替える場合があります。自動で切り替える場合の注意
事項については，「20.3.2 予備系への切り替えの方法（N+1 コールドスタンバイ）
」を
参照してください。
現用系サーバモジュールに障害が発生し，一定時間後に予備系サーバモジュールに切り
替える間に，別の現用系サーバモジュールで強制電源切断を伴う障害が発生したときは，
先に障害が発生した現用系サーバモジュールに予備系サーバモジュールが割り当てられ
ます。あとで障害が発生した現用系サーバモジュールは，予備プールに空きの予備系
サーバモジュールがある場合に割り当てられます。このとき，予備系サーバモジュール
の選択順序に従って割り当てられます。予備系サーバモジュールの選択順序については，
「20.4.3(3) 予備系サーバモジュールの選択順序」を参照してください。
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20.4.3

予備系への切り替え先

N+M コールドスタンバイの現用系サーバモジュールの切り替えを，手動で行う場合と自
動で行う場合のそれぞれの切り替え先について説明します。また，予備系サーバモ
ジュールに切り替えるときの選択順序についても説明します。

（1） 手動で切り替える場合の切り替え先
手動でサーバモジュールを切り替える場合，予備プール中の切り替え可能な予備系サー
バモジュールから選択して切り替えることができます。予備系サーバモジュールを選択
しない場合は，切り替え可能な予備系サーバモジュールの選択順序に従ってサーバモ
ジュールが選択されます。切り替え可能な予備系サーバモジュールがない場合は，手動
切り替えは実行できません。
切り替え可能な予備系サーバモジュールとは，
「コールドスタンバイ中」「コールドスタ
ンバイ失敗」状態の予備系サーバモジュールを指します。
「コールドスタンバイ切り替え
中」「コールドスタンバイ実行」「コールドスタンバイ警告」
「サーバモジュール障害」状
態の予備系サーバモジュールは，切り替え対象になりません。
また，切り替えに失敗した場合は，予備プールに切り替え可能な予備系サーバモジュー
ルが残っていても，残りのサーバモジュールに対して切り替えは実行されません。

（2） 自動で切り替える場合の切り替え先
自動でサーバモジュールを切り替える場合，選択順序に従って予備プール中の予備系
サーバモジュールを選択して切り替えます。切り替え可能な予備系サーバモジュールが
見つからなかった場合は，警告アラート（アラート ID：0x371B）がコンソールサービ
スに通知され，自動切り替えは実行されません。このように，予備プールに予備系サー
バモジュールが不足している場合は，予備プールにサーバモジュールを追加したあとに，
障害の発生した現用系サーバモジュールに対して手動切り替えを実行できます。
自動切り替えで，切り替え可能な予備系サーバモジュールとは，手動切り替えで切り替
え可能なサーバモジュールと同様に，
「コールドスタンバイ中」「コールドスタンバイ失
敗」状態の予備系サーバモジュールを指します。
また，切り替えに失敗した場合は，予備プールに切り替え可能な予備系サーバモジュー
ルが残っていても，残りのサーバモジュールに対して切り替えは実行されません。

（3） 予備系サーバモジュールの選択順序
予備系サーバモジュールは，サーバシャーシ定期診断の結果，通信状態が不安定でない
と診断されたサーバシャーシのうち，アルファベット順で先行するシャーシ名を持つ
シャーシの中で，小さいスロット番号を持つサーバモジュールから順に選択されます。
（例）
• シャーシ名「ABC」は，「DEF」よりも先に選択される。
• シャーシ名「EBS#01」は，「EBS#02」よりも先に選択される。
• シャーシ名「EBS#01」スロット 0 は，シャーシ名「EBS#01」スロット 1 よりも
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先に選択される。
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20.5 ネットワークスイッチと連携した N+1 ／
N+M コールドスタンバイの切り替え
この節では，ネットワークスイッチ連携機能を利用する前に知っておいてほしいことを
説明します。
JP1/ServerConductor では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え時および復帰
時に，サーバモジュールを接続したネットワークスイッチのポート設定を変更できます。
この機能をネットワークスイッチ連携機能といいます。
ネットワークスイッチ連携機能を利用することで，VLAN を構成するグループを越えて
N+1 グループを構成できます。同じ VLAN 内で行う業務だけでなく，VLAN を越えた複
数の業務で予備系サーバモジュールを共有できるため，柔軟で効率の良いシステムを実
現できます。
ネットワークスイッチ連携機能の概要を次の図に示します。
図 20-11 ネットワークスイッチ連携機能の概要

N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰をするときに，予備系サーバモ
ジュールの接続ポートに，現用系サーバモジュールの接続ポートの設定を移行します。
接続ポートの設定を移行するには，予備系サーバモジュール側のポート設定を，現用系
サーバモジュール側のポート設定と同じになるように変更します。

20.5.1

ネットワークスイッチ情報の設定方式

ネットワークスイッチ情報の設定方式には，ポート情報 GUI 設定方式と，ポート情報イ
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ンポート設定方式の 2 種類があります。ポート情報 GUI 設定方式は，GUI 画面でスイッ
チ情報を登録し設定します。また，ポート情報インポート設定方式は，スイッチ情報定
義ファイルを作成し，インポートすることでスイッチ情報を登録し設定します。

（1） ネットワークスイッチ情報の設定方式の違い
次にポート情報 GUI 設定方式とポート情報インポート設定方式の違いを示します。
表 20-10 ポート情報 GUI 設定方式とポート情報インポート設定方式の違い
ポート情報 GUI 設定方式

ポート情報インポート
設定方式

ネットワークスイッチの設定方法

GUI 画面を使った設定方
法

定義ファイルのイン
ポートを使った設定方
法

ネットワークスイッチのポート設定

設定できない

定義ファイルのイン
ポート時に設定できる

項目

設定できるネットワークスイッチの種類

内蔵スイッチ（BS1000，
BS320）
外付スイッチ
（AX2400S，AX3600S，
BS2000SWITCH）

引き継ぎ対象となるネットワークスイッチ情報

VLAN

内蔵スイッチ
（BS1000）

VLAN

QoS 制御情報※
アクセス制御情報 ※

注※
QoS 制御情報およびアクセス制御情報は BS1000 の場合だけ引き継がれます。

（2） 異なるバージョンのプログラム接続時の設定可能範囲
異なるバージョンのプログラム接続時に，設定できるネットワークスイッチ情報の設定
方式とネットワークスイッチのポート設定を次に示します。
表 20-11

異なるバージョンのプログラム接続時の設定可能範囲

マネージャサービスのバージョン

コンソー
ルサービ
スのバー
ジョン

JP1/Cm2/
NC のバー
ジョン

ネットワークスイッチ
情報の設定方式
GUI に
よる設
定

インポート
による設定

ネット
ワーク
スイッ
チの
ポート
設定 ※ 1

08-10 以降

08-10 以
降

08-00 以降

○

△

△

08-00 以降

08-00 以
降

08-00 以降

○※ 2

△

△

08-00 以降

08-00 以
降

07-51 以降

×

△

△
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マネージャサービスのバージョン

コンソー
ルサービ
スのバー
ジョン

JP1/Cm2/
NC のバー
ジョン

ネットワークスイッチ
情報の設定方式
GUI に
よる設
定

インポート
による設定

ネット
ワーク
スイッ
チの
ポート
設定 ※ 1

08-00 以降

07-63 以
降

08-00 以降

×

△

△

08-00 以降

07-63 以
降

07-51 以降

×

△

△

07-63 以降

08-00 以
降

08-00 以降

×

△

△

07-63 以降

08-00 以
降

07-51 以降

×

△

△

07-63 以降

07-63 以
降

08-00 以降

×

△

△

07-63 以降

07-63 以
降

07-51 以降

×

△

△

（凡例）
○：内蔵スイッチ情報，外付スイッチ情報を設定できる
△：内蔵スイッチ（BS1000）情報を設定できる
×：設定できない
注※ 1
ネットワークスイッチのポート設定は，定義ファイルのインポートによる設定で，［定義ファイ
ル設定時にスイッチポートの設定を行う］チェックボックスにチェックを入れた場合に設定で
きます。
注※ 2
内蔵スイッチ（BS320）情報については設定できません。

ポート情報 GUI 設定方式が利用できない状態では，
［ネットワークスイッチ連携機能］
タブのポート情報 GUI 設定方式の［設定］ボタンは非活性となります。また，マネー
ジャサービスまたはコンソールサービスのバージョンが 07-63 以前の場合，
［ネットワー
クスイッチ連携機能］タブの画面は，バージョン 07-63 以前の画面が表示されます。

20.5.2

ネットワークスイッチのポート設定の変更

ここでは，ネットワーク設定変更時の動作，および注意事項について説明します。

（1） ネットワークスイッチのポート設定変更時の動作
ネットワークスイッチ連携機能では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイでストレージの
割り当てを変更すると同時に，ネットワークスイッチのポート設定を変更します。
ネットワークスイッチのポート設定変更に失敗した場合は，障害アラート（0x3725）が
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通知され，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの処理が継続されます。
次の図に，BSM Plus が障害を検知した場合の，ネットワークスイッチのポート設定変
更時の動作を示します。
図 20-12 ポート設定の変更時の動作

図で示した流れについて説明します。
1. 障害の検知
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SVP によってハードウェア障害が検知されます。ユーザが N+1 ／ N+M コールドス
タンバイの手動切り替えを指示した場合も以降の流れは同じです。
2. スイッチ情報の取得
切り替え対象（切り替えなら現用機，復帰なら予備機）のスイッチ情報が，BSM
Plus のスイッチ情報リポジトリから取得されます。
3. 切り替えコマンドの生成
取得した情報に基づき，JP1/Cm2/NC - Manager に渡す XML 定義ファイルが生成さ
れます。
4. コマンドの実行
作成した XML を基に，JP1/Cm2/NC のコマンドが実行されます。
5. ポート設定の変更
JP1/Cm2/NC - Manager によって，ネットワークスイッチのポート設定が変更されま
す。
6. スイッチ情報の更新
切り替え元および切り替え先の情報を基に，スイッチ情報リポジトリが更新されま
す。
ネットワークスイッチ連携機能を利用するには，事前準備としてポート情報 GUI 設定方
式，またはポート情報インポート設定方式を利用して，ネットワーク情報を設定してく
ださい。ポート情報 GUI 設定方式では，GUI 画面を操作してスイッチ情報を BSM Plus
に登録する必要があります。ポート情報インポート設定方式では，スイッチ情報定義
ファイルを作成し，BSM Plus に登録する必要があります。スイッチ情報定義ファイル
には，N+1 ／ N+M 対象サーバモジュールの接続ポートに関する VLAN の情報を記述し
ます。
ポート情報 GUI 設定方式については，
「20.8.3 ネットワークスイッチ情報の定義（ポー
ト情報 GUI 設定方式）
」を参照してください。
ポート情報インポート設定方式については，
「20.8.4 ネットワークスイッチ情報の定義
（ポート情報インポート設定方式）」を参照してください。

（2） ネットワークスイッチ間接続の設定
ネットワークスイッチ連携機能では，外部スイッチを介して，異なるネットワークス
イッチに接続されたサーバモジュールに切り替えることができます。
内蔵スイッチ，外付スイッチのネットワークスイッチ間の接続を有効にするには，予備
系サーバモジュールを接続したネットワークスイッチと外部スイッチ間のタグポートに，
あらかじめ現用系サーバモジュールと同じ VLAN ID を設定します。
次の図に，ネットワークスイッチ間接続の設定例を示します。
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図 20-13 ネットワークスイッチ間接続の設定例

（3） ポート設定変更時の注意
ここでは，ネットワークスイッチのポート設定を変更するときの注意事項を示します。
（a） N+1 ／ N+M コールドスタンバイの事前確認
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えをするために，ネットワークスイッチの
ポート設定を変更する場合は，切り替えの事前確認をするときに，切り替え後のネット
ワークアクセスが正常であることを確認してください。
また，予備系サーバモジュールの VLAN の設定は変更しないでください。設定を変更し
た場合はデフォルト設定に戻してください。
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（b） SMP 構成時のポート設定の変更
SMP 構成を組んだサーバモジュールに対して，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り
替えおよび復帰をする場合，パーティションを構成するすべてのサーバモジュールに対
して，接続するポート情報を定義してください。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え時には，切り替え元のパーティションを構
成するすべてのサーバモジュールのポート情報が，切り替え先に移行されます。
（c） BS320 搭載のサーバモジュールでの引き継ぎ対象ポート
BS320 搭載のサーバモジュールは 2 種類の LAN デバイスを搭載しており，各 LAN デバ
イスには二つの LAN ポートがあります。そのため，合計 4 ポートが内蔵スイッチに接続
されます。また，BS320 では標準 LAN 構成および拡張 LAN 構成が設定されており，標
準 LAN 構成には 2 ポート，拡張 LAN 構成ではすべての LAN ポートが使用できます。
引き継ぎ対象ポートは，標準 LAN 構成，拡張 LAN 構成のどちらの場合でもすべての接
続ポートが引き継がれます。
（d） SVP の二重化
現用系サーバモジュールと予備系のサーバモジュールの SVP 数は，同じにしてくださ
い。SVP 数が異なる場合は，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えができませ
ん。
また，SVP を二重化した場合は，現用系サーバモジュールと予備系サーバモジュールで，
切り替え対象のネットワークスイッチ情報の定義順を一致させてください。ネットワー
クスイッチ情報を定義した順序で，現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモ
ジュールのスイッチ情報が切り替えられます。
（e） 複数サーバの同時切り替え時のポート設定変更
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ切り替えおよび復帰を行うサーバモジュールと同一
シャーシ内に N+M コールドスタンバイ切り替えおよび復帰中のサーバモジュールが
あった場合，ネットワークスイッチの設定に失敗することがあります。
このような場合，障害アラート（0x3725）が通知され，N+M コールドスタンバイの処
理が継続されます。
ネットワークスイッチの切り替え処理で警告アラートが通知された場合は，ネットワー
クスイッチの切り替えに失敗している可能性があるので，必ず JP1/Cm2/NC のネット
ワークスイッチの設定状態を確認してください。
（f） 予備系サーバモジュールの設定
予備系サーバモジュールが接続するネットワークスイッチのポートに，引き継ぎ対象と
なるネットワークスイッチ情報が設定されている場合，N+1 ／ N+M コールドスタンバ
イ切り替え・復帰時のポート設定の移行が次のようになります。
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ポート情報インポート方式の場合
ポート情報インポート方式では，予備系サーバモジュールのポートがデフォルト
VLAN(VLAN ID=1) でない場合，ポート設定の移行に失敗します。そのため，予備
系サーバモジュールのポートは，デフォルト VLAN(VLAN ID=1) にしてください。
ポート情報 GUI 設定方式の場合
ポート情報 GUI 設定方式では，予備サーバモジュールのポートに引き継ぎ対象とな
る設定がされていた場合，これらの設定を初期状態に変更してからポート設定の移
行を行います。これらの設定は復帰の際に復元しません。したがって，切り替えと
復帰を行った場合，予備サーバモジュールに設定されていたポート設定は初期状態
になります。初期状態とは，QoS 制御情報および ACL 制御情報が未設定，VLAN
設定がデフォルト VLAN(VLAN ID=1) の状態です。
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20.6 N+1 コールドスタンバイの冗長化構成
この節では，N+1 コールドスタンバイの冗長化構成を適用する前に知っておいてほしい
ことについて説明します。
N+1 コールドスタンバイの冗長化（以降 N+1 冗長化と呼ぶ）とは，BSM Plus がインス
トールされているマネージャサービスが，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの対象とな
る現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールを管理下に置き，サーバモ
ジュール障害時の N+1 自動切り替え処理を複数のマネージャサービスで冗長化する機能
です。N+1 冗長化では，各マネージャサービスの N+1 自動切り替えの開始時間に差を持
たせることによって，あるマネージャサービスが N+1 切り替え処理が続行できなくなっ
ても，ほかのマネージャサービスによって切り替え処理を引き継ぐことができます。
N+1 冗長化構成の例を，次の図に示します。
図 20-14 N+1 冗長化構成の例

20.6.1

N+1 冗長化の実行時の動作

N+1 冗長化では，N+1 切り替え開始順序の早いマネージャサービスが切り替え処理に成
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功した場合でも，N+1 切り替え開始順序の遅いマネージャサービスが切り替え処理を再
実行することになります。しかし，N+1 冗長化は，すでに N+1 切り替え処理が完了して
いる現用系および予備系サーバモジュールに，そのあとで N+1 切り替え処理を実行して
もエラーとはならないで，マネージャサービスは正常に切り替え処理をします。した
がって，時間差は発生しますが，すべてのマネージャサービスで N+1 ／ N+M コールド
スタンバイの実行状態を一致させることができます。N+1 冗長化の動作例を，次の図に
示します。
図 20-15 N+1 冗長化の動作例

N+1 冗長化は，すべてのマネージャサービスで N+1 ／ N+M コールドスタンバイの実行
状態を一致させます。そのために，あとから N+1 切り替え処理を実行するマネージャ
サービスに対して，次に示す状態の場合はエラーとしないで警告アラートを通知し，
メッセージを表示します。警告アラートの状態は，マネージャサービスのログに出力さ
れます。
• Device Manager で切り替え対象の現用系サーバモジュールの WWN が割り当て解除
状態の場合（N+1 コールドスタンバイの場合）
• Device Manager で切り替え対象の予備系サーバモジュールの WWN が割り当て済み
の状態の場合（N+1 コールドスタンバイの場合）
• 電源を OFF とする切り替え元パーティションの電源がすでに OFF 状態の場合（N+1
コールドスタンバイの場合）
• 電源を ON とする切り替え先パーティションの電源がすでに ON 状態の場合（N+1
コールドスタンバイの場合）
• 切り替え対象のサーバモジュールが接続するネットワークスイッチのポート設定を変
更するときに，JP1/Cm2/NC が詳細コード [152] のエラーを返した場合
このエラーは，ネットワークスイッチ連携機能を有効にしている場合で，ポート設定
がすでに追加または削除されているときなどに発生します。
これらの警告アラートが通知された場合，メッセージ内容を参照して必ず N+1 切り替え
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処理が正常に実施されていることを確認してください。Device Manager のストレージ設
定状態，JP1/Cm2/NC のネットワークスイッチ設定状態，BladeSymphony サーバモ
ジュールの電源状態，N+1 切り替え処理をしたサーバモジュールの業務状態などの確認
が必要です。

20.6.2

N+1 冗長化構成時の注意事項

N+1 冗長化では，すべてのマネージャサービスが共通の管理情報を持つ必要があるため，
次の点に注意が必要です。

（1） N+1 ／ N+M コールドスタンバイの手動切り替えおよび復帰操作
N+1 冗長化構成中の一つのマネージャサービスで，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの
手動切り替えおよび復帰操作を実施した場合は，N+1 冗長化構成中のすべてのマネー
ジャサービスに対して，同様の操作を実施してください。

（2） N+1 ／ N+M コールドスタンバイ自動切り替え実行中の操作
N+1 冗長化構成中のマネージャサービスが，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの自動切
り替えを実行中には，次に示す構成および設定変更操作をしないでください。これらの
操作をした場合は，再度すべてのマネージャサービスに対する N+1 冗長化の設定が必要
になります。
• BSM Plus の N+1 グループの設定変更
• BSM Plus からの N+1 の手動切り替えへの設定変更
• 現用系ホストの設定変更
• BladeSymphony サーバシャーシの BSM 管理下からの削除
• BladeSymphony の構成変更（パーティション構成変更，SVP 構成変更など）
• システム構成の変更（SVP，ネットワークスイッチ，ファイバチャネルスイッチ，
Device Manager 設定変更など）

（3） 同一 N+1 グループ内の複数サーバモジュール障害時の動作
同一の N+1 グループ内の複数の現用系サーバモジュールがほぼ同時に障害を発生した場
合，N+1 冗長化構成中のそれぞれのマネージャサービスが別の障害アラートを受信する
ことがあります。この場合，N+1 切り替え開始順序の早いマネージャサービスが受け
取った障害アラートが優先されます。N+1 切り替え開始順序の早いマネージャサービス
が N+1 切り替えできなくなった場合，次に切り替え順序の早いマネージャサービスが受
け取った障害アラートが優先されます。
また，N+1 冗長化構成中のそれぞれのマネージャサービスが別の障害アラートを受信し
た場合，切り替え開始順序の早いマネージャサービスが切り替え処理に成功し，次に切
り替えを開始するマネージャサービスが別の現用ホストに対して切り替えを実行するこ
とがあります。このような場合，選択されている切り替え方式によって，次のように動
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作します。
• N+1 コールドスタンバイの場合
あとに切り替えを開始するマネージャサービスは，警告が発生したことを示すメッ
セージを表示して切り替え処理を完了しますが，実際には切り替え処理は成功してい
ません。
• N+M コールドスタンバイの場合
あとに切り替えを開始するマネージャサービスは，切り替え処理に失敗します。
このように，あとから N+1 切り替えを開始したマネージャサービスが別の現用ホストの
切り替え処理をした場合，N+1 冗長化構成中のマネージャサービス間で管理情報が一致
しない状態となります。このため，コンソールサービスで各マネージャサービスの N+1
グループの状態を確認し，一致しない状態であれば，最も早く切り替え処理を成功した
マネージャサービスの管理情報と一致するように，すべてのマネージャサービスの N+1
グループの再設定をしてください。
また，必要であれば，サーバモジュールの手動切り替えを実施してください。サーバモ
ジュールの手動切り替えについては，「20.10.2 予備系サーバモジュールへの手動切り替
えの実行」を参照してください。
同一 N+1 グループ内の複数サーバモジュール障害時の動作を次の図に示します。
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図 20-16 同一 N+1 グループ内の複数サーバモジュール障害時の動作

（4） N+1 コールドスタンバイ自動切り替え時に OS シャットダウンを実
行する場合の監視時間
N+1 冗長化構成のマネージャサービスで，自動切り替え時に OS シャットダウンを実行
するように設定している場合，OS シャットダウンの開始から強制電源 OFF 開始までの
監視時間を考慮して，冗長化による自動切り替え待ち時間を設定する必要があります。
例えば，次のようにマネージャサービス A とマネージャサービス B を N+1 冗長化構成
にしていて，マネージャサービス B の冗長化による自動切り替え待ち時間を 10 分と設定
していたとします。この構成で，マネージャサービス A の OS シャットダウンの開始か
ら強制電源 OFF 開始までの監視時間を 15 分に設定する場合，自動切り替え待ち時間に
は，これまでの待ち時間 10 分に強制電源 OFF 開始までの監視時間 15 分を足した，25
分を設定してください。
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図 20-17 N+1 冗長化構成の場合の自動切り替え待ち時間の設定

（5） 予備系サーバモジュールの診断中に N+1 ／ N+M コールドスタンバ
イ自動切り替えが発生した場合の監視時間
N+1 冗長化構成のマネージャサービスで，予備系サーバモジュールの診断中に N+1 ／
N+M コールドスタンバイ自動切り替えが発生した場合，診断の終了を待ってから切り替
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えが実行されます。N+1 冗長化構成の場合の予備系サーバモジュールの診断を次の図に
示します。
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図 20-18 N+1 冗長化構成の場合の予備系サーバモジュールの診断
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20.7 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の
設定
この節では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を適用するための適用手順と設定方
法について説明します。
なお，設定の追加や変更などの操作を行う場合，
「更新モード」で操作する必要がありま
す。現在のモードは，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのタイトルまたは
［モード選択］メニューで確認できます。「更新モード」にするには，
［モード選択］メ
ニューから［更新モード］を選択します。

20.7.1

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の適用手順

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を適用するための手順を，次の場合に分けて説明
します。
• N+1 コールドスタンバイ利用時の IA32 サーバモジュールへの適用手順
• N+1 コールドスタンバイ利用時の IPF サーバモジュールへの適用手順
• N+M コールドスタンバイの適用手順

（1） N+1 コールドスタンバイ利用時の IA32 サーバモジュールへの適用
手順
N+1 コールドスタンバイの場合で，IA32 サーバモジュールへ適用するときの手順を示し
ます。
1. N+1 コールドスタンバイの対象となる現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモ
ジュールを検討する
2. 予備系サーバモジュールの電源を ON にして，システム BIOS および HBA-BIOS を設
定する
3. 予備系サーバモジュールの電源を OFF にする
4. ストレージ運用支援機能を有効にする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ストレージ設定］タブで設定し
ます。設定手順については，
「19.4.1 Device Manager の BSM Plus への登録」を参
照してください。
5. N+1 コールドスタンバイ機能を有効にする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブで設定します。
設定手順については，
「20.7.2(1) N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有効にす
る」を参照してください。
6. N+1 グループを作成する
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［N+1 グループ作成］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.4

N+1 グループの作成と削除」を参照してください。

7. 現用系ホストを登録する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.5 N+1 グループのホストの登録と削除，N+1 グループ名の変更」を参照して
ください。
8. 予備系サーバモジュールを設定する
［予備登録・変更］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.6
N+1 グループの予備プールの登録と削除」を参照してください。
9. 手動で切り替えテストを実施する
［手動切り替え実行］ダイアログボックスから実施します。手動切り替えの実行手順
については，「20.10.2 予備系サーバモジュールへの手動切り替えの実行」を参照し
てください。なお，手順 9 〜 10 は，現用系サーバモジュールの台数分実施します。
10.予備系サーバモジュールを現用系サーバモジュールへ復帰させる
［復帰・解除実行］ダイアログボックスから復帰させます。現用系サーバモジュール
への復帰手順については，「20.10.3

現用系サーバモジュールへの復帰と予備登録の

解除」を参照してください。
11. 運用を開始する

（2） N+1 コールドスタンバイ利用時の IPF サーバモジュールへの適用手
順
N+1 コールドスタンバイを利用した切り替え方式の場合で，IPF サーバモジュールへ適
用するときの手順を示します。
1. N+1 コールドスタンバイの対象となる現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモ
ジュールを検討する
2. 予備系サーバモジュールの電源を OFF にして，SMP 構成を実施する
3. 予備系サーバモジュールの電源を ON にして，HBA-BIOS を設定する
4. 予備系サーバモジュールの電源を OFF にする
5. 現用系サーバモジュールの 1 台だけ電源を OFF にする
Device Manager を利用して，電源を OFF にした現用系サーバモジュールに割り当て
られているホストグループを予備系サーバモジュールに割り当てます。
現用系サーバモジュールとブートデバイスの間のパスが冗長構成の SAN ブート環境
の場合，冗長パス側のホストグループについても現用系サーバモジュールから予備系
サーバモジュールへのホスト割り当て変更をしてください。
なお，手順 5 〜 10 の操作は，現用系サーバモジュールの 1 台分だけ実施します。こ
の操作は，現用系サーバモジュールのブートデバイスを予備系サーバモジュールの
EFI へ認識させ，ブート設定をします。

684

20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

6. SVP を利用して予備系サーバモジュールの EFI リモートコンソールを起動する
7. 予備系サーバモジュールの電源を ON にして，EFI を設定する
8. 予備系サーバモジュールを再起動して，問題がないことを確認する
9. 予備系サーバモジュールの電源を OFF にする
10.Device Manager を利用して，予備系サーバモジュールに割り当てたホストグループ
を現用系サーバモジュールに復帰させる
11. ストレージ運用支援機能を有効にする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ストレージ設定］タブで設定し
ます。設定手順については，
「19.4.1 Device Manager の BSM Plus への登録」を参
照してください。
12.N+1 コールドスタンバイ機能を有効にする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブで設定します。
設定手順については，
「20.7.2(1) N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有効にす
る」を参照してください。
13.N+1 グループを作成する
［N+1 グループ作成］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.4 N+1 グループの作成と削除」を参照してください。
14.現用系ホストを登録する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.5 N+1 グループのホストの登録と削除，N+1 グループ名の変更」を参照して
ください。
15.予備系サーバモジュールを設定する
［予備登録・変更］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，「20.7.6
N+1 グループの予備プールの登録と削除」を参照してください。
16.手動で切り替えテストを実施する
［手動切り替え実行］ダイアログボックスから実施します。手動切り替えの実行手順
については，
「20.10.2 予備系サーバモジュールへの手動切り替えの実行」を参照し
てください。なお，手順 16 〜 21 は，手順 5 で切り替えを実施した現用系サーバモ
ジュールを除く現用系サーバモジュールの台数分実施します。
17.SVP を利用して予備系サーバモジュールの EFI リモートコンソールを起動する
18.予備系サーバモジュールの電源を ON にして，EFI を設定する
19.予備系サーバモジュールを再起動して，問題がないことを確認する
20.予備系サーバモジュールの電源を OFF にする
21.予備系サーバモジュールを現用系サーバモジュールへ復帰させる
［復帰・解除実行］ダイアログボックスから復帰させます。現用系サーバモジュール
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への復帰手順については，「20.10.3

現用系サーバモジュールへの復帰と予備登録の

解除」を参照してください。
22.運用を開始する

（3） N+M コールドスタンバイの適用手順
N+M コールドスタンバイを適用するときの手順を示します。
1. N+M コールドスタンバイの対象となる現用系サーバモジュールおよび予備系サーバ
モジュールを検討する
2. ストレージ運用支援機能を有効にする
ストレージ運用支援機能でホストグループ割り当てを実施する場合は，ストレージ運
用支援機能を有効にします。［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ス
トレージ設定］タブで設定します。設定手順については，「19.4.1 Device Manager
の BSM Plus への登録」を参照してください。
3. N+1 コールドスタンバイ機能を有効にする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブで設定します。
設定手順については，「20.7.2(1) N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有効にす
る」を参照してください。
4. N+1 グループを作成する
［N+1 グループ作成］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.4

N+1 グループの作成と削除」を参照してください。

5. 現用系ホストを登録する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.5

N+1 グループのホストの登録と削除，N+1 グループ名の変更」を参照して

ください。
6. 予備系サーバモジュールを設定する
［予備登録・変更］ダイアログボックスで設定します。設定手順については，
「20.7.6
N+1 グループの予備プールの登録と削除」を参照してください。
7. 手動で切り替えテストを実施する
［手動切り替え実行］ダイアログボックスから実施します。切り替えテストは，切り
替えられるすべてのパターンに対して実施してください。手動切り替えの実行手順に
ついては，「20.10.2 予備系サーバモジュールへの手動切り替えの実行」を参照して
ください。なお，手順 7 〜 8 は，現用系サーバモジュールの台数分実施します。
8. 予備系サーバモジュールを現用系サーバモジュールへ復帰させる
［復帰・解除実行］ダイアログボックスから復帰させます。現用系サーバモジュール
への復帰手順については，「20.10.3
解除」を参照してください。
9. 運用を開始する
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20.7.2

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有効にする設
定

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有効にする手順について説明します。また，
ネットワークスイッチ連携機能を有効にする手順についても説明します。

（1） N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有効にする
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，N+1 コールドスタンバイ機能を設定するマネージャを
選択する
2. ［設定］メニューから「マネージャサービス設定」を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［N+1 設定］タブを選択する

ここでは，次の情報を設定します。
設定項目
N+1 コールドスタンバイ

設定内容
障害発生時に N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を有
効にする場合にチェックボックスを ON にします。
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設定項目
障害時の自動切り替え実行の適用

自動切り替えを中止する

設定内容
障害発生時に N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を自
動で実行するかどうかを設定します。
［適用する］ラジ
オボタンを ON にした場合，N+1 コールドスタンバイ機
能を自動で実行します。切り替えの契機については，
「20.3.2 予備系への切り替えの方法（N+1 コールドス
タンバイ）
」を参照してください。
［適用しない］ラジオ
ボタンを ON にした場合，障害発生時に手動で切り替え
を実行します。手動切り替えの操作については，
「20.10.2 予備系サーバモジュールへの手動切り替えの
実行」を参照してください。
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を自動で実行中に
障害を回復できた場合，自動切り替えを中止するかどう
かを設定します。
［現用ホストでエージェントサービス
が起動］チェックボックスを ON にした場合，障害発生
後，一定時間内に現用系ホストでエージェントサービス
が起動したときに自動切り替えを中止します。デフォル
トは OFF です。

4. ［OK］ボタンをクリックする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスを閉じます。

（2） ネットワークスイッチ連携機能を有効にする
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ネットワークスイッチ連携機能］タブを選択する
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ここでは，次の情報を設定します。
設定項目

設定内容

ネットワークスイッチ連携
機能

ネットワークスイッチ連携機能を有効にする場合にチェックボックスを
ON にします。
［接続確認］ボタンをクリックすると，マネージャサービスが JP1/Cm2/
NC を実行できるかを確認します。確認した結果はメッセージとして表示
されます。

ネットワークスイッチ連携
機能（ポート情報インポー
ト設定方式）の詳細設定

ポート情報インポート設定方式で，ネットワークスイッチ連携機能を利用
する場合に設定します。
「内蔵スイッチ (BS1000) 情報定義のファイルパス」に，登録するスイッ
チ情報定義ファイルを指定します。スイッチ情報定義ファイルを登録する
タイミングでスイッチポートを設定する場合は，
［定義ファイル設定時に
スイッチポートの設定を行う］チェックボックスをチェックします。
［定義ファイル出力］ボタンで，指定したスイッチ情報定義ファイルを出
力できます。
［定義ファイル設定］ボタンで，指定したスイッチ情報定義ファイルをマ
ネージャサービスに登録します。指定したスイッチ情報定義ファイルの内
容が 0 バイト，またはコメント行と空白行だけの場合は，マネージャサー
ビスに登録された内容が消去されます。
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設定項目
ネットワークスイッチ連携
機能（ポート情報 GUI 設
定方式）の詳細設定

設定内容
ポート情報 GUI 設定方式で，ネットワークスイッチ連携機能を利用する
場合に設定します。
［外付スイッチ登録・削除］ボタンをクリックすると，
［外付スイッチ名称
登録］ダイアログボックスが開き，外付スイッチタイプと外付スイッチ名
称を登録，削除できます。
［設定］ボタンをクリックすると，
［スイッチ情報登録］ダイアログボック
スが開き，シャーシと内蔵スイッチ名称の関連づけ，シャーシとの各ス
ロット（サーバモジュール）の PCI スロットから直結されたスイッチの
どのポートに接続されているかの関連づけを設定します。

注意
ネットワークスイッチ連携機能を利用するには，ポート情報 GUI 設定方式，ま
たはポート情報インポート設定方式のどちらかの方法で設定してください。
ポート情報 GUI 設定方式は，N+1 グループの設定，および JP1/Cm2/NC の設定
を実施してから設定してください。
スイッチ情報定義ファイルの定義を変更したあとに［定義ファイル設定時にス
イッチポートの設定を行う］チェックボックスをチェックしてスイッチポートを
設定すると，スイッチ情報定義ファイルの変更がスイッチポートの設定に反映さ
れます。ただし，Untagged ポートに対して VLAN ID だけを変更する場合は，
変更が反映されません（VLAN ID が 1 の場合を除く）
。スイッチ情報定義ファイ
ルの変更後の設定と注意事項については，
「20.8.4(3)

スイッチ情報定義ファイ

ルの変更」を参照してください。
3. ［OK］ボタンをクリックする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスを閉じます。

20.7.3 ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウ
N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を設定または変更するには，
［N+1 コールドスタン
バイ詳細設定］ウィンドウを表示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を設定するマネー
ジャを選択する
2. ［BSM Plus 管理］メニューから「N+1 コールドスタンバイ詳細設定」を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。

690

20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウでは，現用系の業務サーバ（ホスト単
位）と予備系のサーバ（サーバモジュール単位）をグループ単位で管理し，予備のサー
バモジュールを登録できます。
現用系の業務サーバのグループを，現用系の N+1 グループと呼び，予備系のサーバのグ
ループを予備プールと呼びます。現用系の N+1 グループと予備プールをまとめて N+1 グ
ループと呼びます。ひとつの N+1 グループの中では，現用系の N+1 グループと予備
プールは 1 対 1 の関係です。また，N+1 グループは 1,024 グループまで作成できます。
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの左側（左ペインと呼ぶ）には，N+1
コールドスタンバイをルートノードとして N+1 グループがツリー表示されます。
N+1 グループの下位に，現用系のホスト名および予備プールが表示されます。さらに予
備プールの下位にはシャーシが表示され，シャーシの下位にはサーバモジュールが表示
されます。
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの右側（右ペインと呼ぶ）には，左ペイ
ンで選択したノードについての情報が表示されます。各ノードを選択した場合に表示さ
れる右ペインの情報については，
「20.7.7 設定内容の確認」を参照してください。

20.7.4

N+1 グループの作成と削除

（1） N+1 グループの作成
N+1 グループを作成する手順を次に示します。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 コールドスタンバ
イ］ノードをクリックする
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2. ［設定］メニューから［N+1 グループ作成］を選択する
［グループ作成］ダイアログボックスが表示されます。

注意
コンソールサービスまたはマネージャサービスのバージョンが 07-55 以前の場合
は，
「グループ属性選択」は表示されません。
3. N+1 グループ名を入力する
N+1 グループ名は空白を含めて 63 文字まで入力できます。すでに登録されている
N+1 グループ名は入力しないでください。コンソールサービスまたはマネージャサー
ビスのバージョンが 07-55 以前の場合は，手順 5 に進んでください。
4. 「グループ属性選択」で利用する N+1 コールドスタンバイ機能を選択する
「N+M コールドスタンバイ」または「N+1 コールドスタンバイ」を選択します。
5. ［OK］ボタンをクリックする
［N+1 グループ作成］ダイアログボックスが閉じられ，左ペインの［N+1 コールドス
タンバイ］ノードの下位に N+1 グループが作成されます。N+1 グループは 1,024 グ
ループまで作成できます。
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（2） N+1 グループの削除
N+1 グループ内で N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えが実行されていると N+1
グループを削除することはできません。この場合は，
［復帰・解除実行］ダイアログボッ
クスで予備系サーバモジュールの現用復帰または解除を実施してから，N+1 グループの
解除をしてください。予備系サーバモジュールの現用復帰または解除については，
「20.10.3 現用系サーバモジュールへの復帰と予備登録の解除」を参照してください。
N+1 グループを削除する手順を次に示します。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで削除する［N+1 グループ］
ノードをクリックする
2. ［設定］メニューから［N+1 グループ削除］を選択する
削除を確認するメッセージが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする
［N+1 グループ削除］ダイアログボックスが閉じられ，左ペインの［N+1 コールドス
タンバイ］ノードの下位から N+1 グループが削除されます。

20.7.5

N+1 グループのホストの登録と削除，N+1 グループ
名の変更

（1） N+1 グループのホストの登録
N+1 グループを作成したら，現用系ホストを登録します。
注意
現用系ホストを登録する場合の制限事項を次に示します。
• 一つの N+1 グループに BS2000，BS1000，BS320 のホストは混在して登録でき
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ません。
• 一つの N+1 グループに HP-UX のホストと，Windows または Linux のホストは
混在して登録できません。HP-UX のホストで N+1 グループを構成する場合は，
HP-UX ホスト群だけで一つの N+1 グループを構成してください。
• N+1 グループには，論理パーティション上で稼働しているサーバを現用系ホスト
として登録できません。そのため，
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスの
［ホスト一覧］には表示されません。
• N+1 グループのグループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合，登録できる IPF
サーバモジュールのホストは，最大で 7 台です。
• N+1 グループのグループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合，BS2000 および
BS320 のホストは登録できません。
• N+1 グループのグループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合，ストレージ運用
支援機能でホストグループ割り当てをしていないホストを現用系ホストとして登
録できません。
• N+1 グループのグループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合，Agent がインス
トールされているホストだけが登録できます。
• N+1 グループのグループ属性が N+M コールドスタンバイの場合，HP-UX のホス
トは登録できません。
• SAS インタフェース，または iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成の場合，
N+1 グループのグループ属性が N+M コールドスタンバイのとき，現用系ホスト
と異なるサーバシャーシのホストは登録できません。
現用系ホストを登録する手順を次に示します。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノード
をクリックする
2. ［設定］メニューから［ホスト登録・変更］を選択する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ホストを登録する
［ホスト一覧］に登録可能なホストが表示されています。ほかの N+1 グループですで
に登録されているホストは，ホスト一覧には表示されません（一つのホストを複数の
N+1 グループに登録することはできません）。
Agent がインストールされていないホスト，または VM ホストが登録されていないホ
ストの場合，
［ホスト一覧］には「シャーシ ID_ パーティション X」（X：パーティ
ション番号）と表示されます。
［ホスト一覧］からホストを選択し，［→］ボタンをクリックします。
［現用系ホスト
一覧］に，選択したホストが表示されます。ホストは一つの N+1 グループに対して
256 台まで登録できます。
4. ［OK］ボタンをクリックする
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが閉じられ，左ペインの［N+1 グループ］
ノードの下位にホストが作成されます。

（2） N+1 グループのホストの削除
予備系サーバモジュールの登録後に N+1 グループからすべてのホストを削除する場合
は，先に予備系サーバモジュールを削除する必要があります。予備系サーバモジュール
の削除については，
「20.7.6(2) N+1 グループの予備プールの削除」を参照してくださ
い。
N+1 グループからホストを削除する手順を次に示します。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノード
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をクリックする
2. ［設定］メニューから［ホスト登録・変更］を選択する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。

3. ホストを削除する
現用系ホスト一覧からホストを選択し，［←］ボタンをクリックします。現用系ホス
ト一覧から選択したホストが削除され，ホスト一覧に表示されます。削除されたホス
トは，ほかの N+1 グループに登録可能となります。
4. ［OK］ボタンをクリックする
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが閉じられ，左ペインの［N+1 グループ］
ノードの下位からホストが削除されます。

（3） N+1 グループ名の変更
N+1 グループ名を変更する手順を次に示します。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノード
をクリックする
2. ［設定］メニューから［ホスト登録・変更］を選択する
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
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3. N+1 グループ名を変更する
4. ［OK］ボタンをクリックする
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスが閉じられ，N+1 グループ名が変更されま
す。

20.7.6

N+1 グループの予備プールの登録と削除

（1） N+1 グループの予備プールの登録
現用系の N+1 グループに割り当てる予備プールを登録する手順を次に示します。
注意
グループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合は，予備系サーバモジュールを 1 台
しか登録できません。グループ属性が N+M コールドスタンバイの場合は，予備系
サーバモジュールを 2 台以上登録できます。N+M コールドスタンバイで登録できる
サーバモジュールの最大数は，IA32 サーバモジュールの場合は 256 台，IPF サーバ
モジュールの場合は 1,024 台です。
現用系に登録されているホストと異なる種別のサーバシャーシに搭載されている
サーバモジュールを予備登録することはできません。次に例を示します。
＜例＞
• 登録可能
現用系（BS1000A に搭載されたホスト），予備系（BS1000A に搭載された
サーバモジュール）
• 登録不可
現用系（BS1000 に搭載されたホスト），予備系（BS320 に搭載されたサーバ
モジュール）
SAS インタフェース，または iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成の場合は，
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同一のサーバシャーシに搭載されているサーバモジュールだけを登録できます。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノード
をクリックする
2. ［設定］メニューから［予備登録・変更］を選択する
［予備登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。

［予備系サーバモジュールの選択］に表示される Slot の数は，サーバシャーシのタイ
プによって異なります。
3. シャーシの選択の中から，この N+1 グループの予備対象とするシャーシを選択する
シャーシを選択すると，［予備系サーバモジュールの選択］に表示されているシャー
シ内のサーバモジュールのうち，予備プールとして登録可能なサーバモジュールが選
択可能状態（活性化状態）となります。
注意
・現用系ホストが SMP 構成の場合は，予備対象とするサーバモジュールも現用
系ホストと同じ SMP 構成にする必要があります。
・N+1 コールドスタンバイの場合はシャーシの選択でシャーシを変更すると
チェックボックスの ON/OFF の状態は保存されません。N+M コールドスタンバ
イの場合はシャーシの選択でシャーシを変更してもチェックボックスの状態は保
存されます。
・登録できないサーバモジュールが選択可能状態（活性化状態）になる場合があ
ります。この場合，
［OK］ボタンをクリックした時点でエラーになります。
4. 予備プールとして登録するサーバモジュールを選択する
予備プールとして登録するサーバモジュールのチェックボックスを ON にしてくださ
い。
5. ［OK］ボタンをクリックする
［予備登録・変更］ダイアログボックスが閉じられ，N+1 グループに予備プールが登
録されます。
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（2） N+1 グループの予備プールの削除
予備系サーバモジュールが，N+1 コールドスタンバイの切り替え実行されていると，そ
の予備系サーバモジュールを削除することはできません。この場合は，
［復帰・解除実
行］ダイアログボックスで予備系サーバモジュールの現用復帰または解除を実施してか
ら，N+1 グループの解除をしてください。予備系サーバモジュールの現用復帰または解
除については，「20.10.3 現用系サーバモジュールへの復帰と予備登録の解除」を参照し
てください。
現用系の N+1 グループに割り当てている予備プールを削除する手順を次に示します。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノード
をクリックする
2. ［設定］メニューから［予備登録・変更］を選択する
［予備登録・変更］ダイアログボックスが表示されます。
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［予備系サーバモジュールの選択］に表示される Slot の数は，サーバシャーシのタイ
プによって異なります。
3. シャーシの選択の中から，この N+1 グループの予備対象となっているシャーシを選択
する
シャーシを選択すると，「予備系サーバモジュールの選択」に表示されているシャー
シ内のサーバモジュールのうち，予備プールとして登録してあるサーバモジュールと
予備プールとして登録可能なサーバモジュールが選択可能状態（活性化状態）となり
ます。すでにほかの N+1 グループで予備プールに登録されているサーバモジュール
および管理対象ホストを構成するサーバモジュールは選択可能状態にはなりません。
4. 予備プールから削除するサーバモジュールを選択する
削除するサーバモジュールのチェックボックスを OFF にしてください。
5. ［OK］ボタンをクリックする
［予備登録・変更］ダイアログボックスが閉じられ，N+1 グループから予備プールが
削除されます。
予備プールを削除した場合は，別の予備プールを「(1)

N+1 グループの予備プール

の登録」の手順に従って登録してください。

（3） ツールチップに表示されるメッセージ
［予備登録・変更］ダイアログボックスで，非活性になっているサーバモジュールにカー
ソルを移動させると，そのサーバモジュールを選択できない理由がツールチップに表示
されます。
ツールチップに表示されるメッセージと対処方法を，次の表に示します。
表 20-12 ツールチップに表示されるメッセージと対処方法（
［予備登録・変更］ダイア
ログボックス）
優先順位※

メッセージ

対処

1

Slot%d: サーバモジュールが挿入され
ていません。

サーバモジュールを挿入してください。

2

Slot%d: 他の N+1 グループの予備系
サーバモジュールとして登録されてい
ます。

ほかの N+1 グループから，該当するサーバ
モジュールを削除してください。

3

Slot%d: パーティションが削除されて
います。

SMP 構成管理機能で，該当するサーバモ
ジュールのパーティションを作成してくだ
さい。

4

Slot%d: ホスト管理画面に登録されて
いるサーバモジュールです。

該当するサーバモジュールを［ホスト管理］
ウィンドウから削除してください。

5

Slot%d: 予備系サーバモジュール診断
の実行中です。

予備系サーバモジュールの診断が終了する
まで待ってください。
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優先順位※

メッセージ

対処

6

SVP へログインし，PCC コマンド
Slot%d: パーティションが利用できる
状態になっていません。( パーティショ （BS2000 では PR コマンドまたは PC コマ
ンド）で，該当パーティションの
ン情報ステータスが「Configuration
validate(0x03)」以外になっています。 Pre-configure を実行してください。
)

7

Slot%d: パーティションの電源が ON
になっています。

パーティションの電源を OFF にしてくださ
い。

8

Slot%d:Pre-configure が無効または
パーティションの情報が有効ではあり
ません。

サーバモジュールの Pre-configure 情報を
サーバシャーシインベントリの［パーティ
ション情報］から確認してください。
Pre-configure 機能が無効になっている場
合，SVP へログインして Pre-configure を
有効にしてください。Pre-configure 機能が
有効になっている場合，保守員に連絡して
ください。

9

Slot%d: 現用系と異なる種別のサーバ
シャーシに搭載されたサーバモジュー
ルです。

このサーバモジュールは予備登録できませ
ん。現用系と同一の種別のサーバシャーシ
に搭載されたサーバモジュールを選択して
ください。

10

Slot%d:Switch Module の種別が異なる
サーバモジュールです。

このサーバモジュールは予備登録できませ
ん。現用系と同一の種別の Switch Module
を使用したサーバモジュールを選択してく
ださい。

11

Slot%d: 現用系ホストに HVM が登録
されていますが，このサーバモジュー
ルは HVM 非搭載です。

このサーバモジュールは HVM 非搭載のた
め予備登録できません。HVM が搭載された
サーバモジュールを選択してください。

12

Slot%d:LPAR モードのサーバモジュー
ルです。

このサーバモジュールは N+1 コールドスタ
ンバイグループへは予備登録できません。
ほかのサーバモジュールを選択してくださ
い。

13

Slot%d: ストレージ運用支援機能でホ
ストグループが割り当てられています。

ストレージ運用支援機能で，該当するサー
バモジュールのホストグループの割り当て
を解除してください。

14

Slot%d: 現用ホストとして < グループ
名 > に登録されています。

［ホスト登録・変更］ダイアログボックス
で，現用系ホストとしての登録を解除して
ください。

注※
非活性の要因が複数ある場合，この欄で示す優先順位のいちばん高い項目が一つだけ表示され
ます。

20.7.7

設定内容の確認

（1）［N+1 コールドスタンバイ］ノードの内容を確認する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 コールドスタンバイ］
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ノードを選択すると，右ペインには次の項目が表示されます。

このウィンドウでは，次の情報を表示します。
項目

説明

コールドスタンバイ中のサーバモジュール数

コールドスタンバイ中のサーバモジュールの合計
数を表示します。SMP 構成の場合も，サーバモ
ジュール数で表示します。

コールドスタンバイ切り替え実行数

コールドスタンバイ切り替え（手動および自動）
実行されたサーバモジュールの合計数を表示しま
す。SMP 構成の場合も，サーバモジュール数で
表示します。

コールドスタンバイ警告数

コールドスタンバイ警告が発生しているサーバモ
ジュールの合計数を表示します。SMP 構成の場
合も，サーバモジュール数で表示します。

（2）［N+1 グループ］ノードの内容を確認する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノードを
選択すると，右ペインには次の項目が表示されます。

702

20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

注意
コンソールサービスのバージョンが 07-55 以前の場合は，「グループ属性」は表示さ
れません。また，コンソールサービスのバージョンが 08-00 以前の場合は，「シャー
シタイプ」は表示されません。
接続先マネージャサービスおよびコンソールサービスのバージョンが 08-50 より前
の場合は，「定期診断スケジュール」は表示されません。
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウには，次の情報が表示されます。
項目
N+1 グループ名
現用系ホスト一覧

説明
N+1 グループ名が表示されます。
現用系 N+1 グループに属するホストが表示されます。Agent
がインストールされていないホスト，または VM ホストが登録
されていないホストの場合，
「シャーシ ID_ パーティション X」
（X：パーティション番号）と表示されます。

グループ属性

N+1 グループ作成時に登録されたグループ属性が表示されま
す。「N+1 コールドスタンバイ」または「N+M コールドスタン
バイ」が表示されます。

シャーシの選択

現用系 N+1 グループに登録されているシャーシが表示されま
す。複数登録されている場合は，サーバモジュールの状態を表
示したいシャーシを選択できます。選択したシャーシ内のサー
バモジュールの状態が，予備系サーバモジュールに表示されま
す。N+1 グループに予備系サーバモジュールが登録されていな
いと何も表示されません。

シャーシタイプ

選択されているシャーシのシャーシタイプが表示されます。
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項目

説明

予備系サーバモジュール※

シャーシの選択に表示されているシャーシ内のサーバモジュー
ルの状態が表示されます。N+1 グループに予備系サーバモ
ジュールが登録されていない場合は，何も表示されません。
ウィンドウ表示中にエラーが発生した場合，取得不可を表示す
る場合があります。その場合は，エラーメッセージに従って対
処してください。

定期診断スケジュール

設定した予備系サーバモジュールの定期診断スケジュールが表
示されます。

注※
表示される Slot の数は，サーバシャーシのタイプによって異なります。
予備系サーバモジュールに表示されるアイコンの意味を次に示します。
アイコン
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状態

意味

予備登録可能

予備として登録が可能なことを示します。

予備登録中

現在，予備として登録されていることを示
します。

予備登録不可

予備登録できないサーバモジュールである
ことを示します。

コールドスタンバイ切り替え中

予備に切り替えようとしている状態である
ことを示します。

20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

アイコン

状態

意味

コールドスタンバイ実行

コールドスタンバイが実行されていること
を示します。

コールドスタンバイ警告

予備プールの電源が手動で ON されたか，
またはサーバモジュールがシャーシから外
れたことが原因で，コールドスタンバイを
行わない状態であることを示します。

コールドスタンバイ失敗

予備系電源投入の失敗などによって，予備
プールへの切り替えが正常に行えなかった
ことを示します。

サーバモジュール診断中

予備プールのサーバモジュールに異常がな
いかどうかを診断している状態であること
を示します。

サーバモジュール障害

予備プールのサーバモジュールで障害が発
生し，予備プールへの切り替えが正常に行
えなかったことを示します。

サーバモジュール状態不明

バージョンアップによってステータスが追
加され，状態が不明なことを示します。

（3）［ホスト］ノードの内容を確認する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［ホスト］ノードを選択する
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と，右ペインには次の項目が表示されます。

このウィンドウでは，次の情報を表示します。
項目

説明

シャーシ ID

現用系サーバモジュールのシャーシ ID を表示しま
す。

サーバモジュール

現用系サーバモジュールのスロット番号を表示し
ます。

モジュールタイプ

現用系サーバモジュールのモジュールタイプを表
示します。

OS 名

現用系サーバモジュールの OS 名を表示します。
Agent がインストールされていないホスト，また
は VM ホストが登録されていないホストの場合，
空白が表示されます。

切替先シャーシ ID

予備系サーバモジュールのシャーシ ID を表示しま
す。

切替先サーバモジュール

予備系サーバモジュールのスロット番号を表示し
ます。

状態

選択した［ホスト］ノードの状態を表示します。

状態には，次に示すどれかが表示されます。また，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］
ウィンドウのツリーの［ホスト］ノードおよび右ペインのシャーシ ID には，その状態を
示すアイコンが表示されています。
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状態
正常

意味
正常であることを示します。

アイコン
（ホスト）
（シャーシ ID）
（HVM）
（VM ホスト）

障害発生

N+1 対象障害が発生しているこ
とを示します。

（ホスト）
（シャーシ ID）
（HVM）
（VM ホスト）

切り替え実行中

予備に切り替えようとしている
状態であることを示します。

（ホスト）
（シャーシ ID）
（HVM）
（VM ホスト）

切り替え完了

コールドスタンバイ切り替えが
実行されていることを示します。

（ホスト）
（シャーシ ID）
（HVM）
（VM ホスト）

エラー検知※

現用系ホストの構成上のエラー
が発生したことを示します。

（ホスト）
（シャーシ ID）
（HVM）
（VM ホスト）

取得不可

バージョンアップによってス
テータスが追加され，このバー
ジョンでは状態が不明なことを
示します。

（ホスト）
（シャーシ ID）
（HVM）
（VM ホスト）
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注※
N+1 グループに現用系ホストが登録されたあとで，現用ホストのサーバモジュールがシャーシ
から抜去，または現用ホストのパーティション構成が変更されたことが原因で，切り替えを実
行できない状態を示します。また，切り替えに失敗した場合や復帰に失敗した場合も「エラー
検知」の状態になります。

（4） 予備プールの内容を確認する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［予備プール］ノードを選択
すると，右ペインには次の項目が表示されます。
［予備プール］ノードの下位の［シャーシ］ノード，
［サーバモジュール］ノードを選択
した場合も同じ項目が表示されます。

このウィンドウでは，次の情報を表示します。
項目

説明

シャーシ ID

予備系サーバモジュールのシャーシ ID を表示しま
す。

予備サーバモジュール

予備系サーバモジュールのスロット番号を表示し
ます。

予備モジュールタイプ

予備系サーバモジュールのモジュールタイプを表
示します。

切替元シャーシ ID

現用系サーバモジュールのシャーシ ID を表示しま
す。

切替元サーバモジュール

現用系サーバモジュールのスロット番号を表示し
ます。

状態

選択した予備プールの状態を表示します。
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状態には，次に示すどれかが表示されます。また，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］
ウィンドウのツリーの［予備プール］ノード，
［シャーシ］ノード，［サーバモジュール］
ノード，および右ペインのシャーシ ID には，その状態を示すアイコンが表示されていま
す。
状態
コールドスタンバイ中

意味
現在，予備として登録されてい
ることを示します。

アイコン
（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，シャー
シ ID）

コールドスタンバイ切り替え中

予備に切り替えようとしている
状態であることを示します。

（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）

コールドスタンバイ実行

コールドスタンバイが実行され
ていることを示します。

（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）

コールドスタンバイ警告

コールドスタンバイ失敗

予備プールのサーバモジュール
の電源が手動で ON されたか，
またはサーバモジュールが
シャーシから抜去されたことが
原因で，コールドスタンバイを
行わない状態であることを示し
ます。
予備系サーバモジュールの電源
操作の失敗などによって，予備
プールのサーバモジュールへの
切り替えが正常に行えなかった
ことを示します。

（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）
（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）

サーバモジュール診断中

予備プールのサーバモジュール
に異常がないかどうかを診断し
ている状態であることを示しま
す。

（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）
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状態
サーバモジュール障害

意味
予備プールのサーバモジュール
で障害が発生し，予備プールの
サーバモジュールへの切り替え
が正常に行えなかったことを示
します。

アイコン
（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）

取得不可

バージョンアップによってス
テータスが追加され，状態が不
明なことを示します。

（予備プール）
（シャーシ）
（サーバモジュール，
シャーシ ID）
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20.8 ネットワークスイッチ連携機能の設定
この節では，ネットワークスイッチ連携機能を適用するための設定方法について説明し
ます。

20.8.1

ネットワークスイッチ連携機能の設定手順

ネットワークスイッチ連携機能を適用するときの設定手順を示します。
注意
ネットワークスイッチ情報の設定は，N+1 グループの設定，および JP1/Cm2/NC の
設定が完了してから設定してください。
1. JP1/Cm2/NC の設定をする
JP1/Cm2/NC を BSM Plus（マネージャサービス追加機能）がインストールされてい
るホストと同じホストにインストールし，必要な設定をします。JP1/Cm2/NC の設定
については，
「20.8.2 JP1/Cm2/NC の設定」を参照してください。
2. ネットワークスイッチ連携機能を有効にする
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ネットワーク連携機能］タブで
設定します。設定手順については，
「20.7.2(2) ネットワークスイッチ連携機能を有
効にする」を参照してください。
3. コンソールサービスから，JP1/Cm2/NC を実行できるか確認する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ネットワーク連携機能］タブで
確認します。確認方法については，
「20.7.2(2) ネットワークスイッチ連携機能を有
効にする」を参照してください。
4. スイッチ情報を設定する
JP1/Cm2/NC などで設定したスイッチ情報を基に設定します。次のどちらかの設定方
式で，スイッチ情報を設定してください。
• ポート情報 GUI 設定方式で設定する場合
ポート情報 GUI 設定方式は，BS2000，BS1000 および BS320 の場合に使用できま
す。
設定の詳細については，「20.8.3

ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情報

GUI 設定方式）
」を参照してください。
• ポート情報インポート設定方式で設定する場合
ポート情報インポート設定方式は，BS1000 の場合に使用できます。
設定の詳細については，「20.8.4

ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情報イ

ンポート設定方式）」を参照してください。
5. コンソールサービスから，スイッチ情報定義ファイルを登録し，ネットワークスイッ
チを設定する（ポート情報インポート設定方式の場合だけ実施）
スイッチ情報定義ファイルは，
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの
［ネットワーク連携機能］タブで登録します。また，スイッチ情報定義ファイルの登
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録時にスイッチポートを設定できます。スイッチ情報定義ファイルの登録方法につい
ては，「20.7.2(2) ネットワークスイッチ連携機能を有効にする」を参照してくださ
い。
6. N+1 ／ N+M コールドスタンバイの事前確認をするときに，切り替え後のネットワー
クアクセスが正常にできることを確認する
7. 運用を開始する

20.8.2

JP1/Cm2/NC の設定

ネットワークスイッチ連携機能を利用するには，JP1/Cm2/NC を BSM Plus（マネー
ジャサービス追加機能）がインストールされているホストと同じホストにインストール
し，次に示す設定をする必要があります。
• JP1/Cm2/NC が提供するコマンドの実行ファイルへのパスを，PATH 環境変数に登録
する。
次のパスを PATH 環境変数に登録してください。
<JP1/Cm2/NC のインストール先フォルダ >¥view¥bin
PATH 環境変数を登録したあとに，OS を再起動してください。
• ネットワークスイッチ連携機能で使用する VLAN ID および各ネットワークスイッチ
は事前に JP1/Cm2/NC に登録し，ネットワークスイッチを適切な VLAN の配下に設
定する。
• ポート情報インポート方式でスイッチポートの初期設定を実行する場合は，JP1/Cm2/
NC - View で N+1 ／ N+M コールドスタンバイで使用するポートがデフォルト
VLAN(VLAN ID=1) になるように設定する。
ネットワークスイッチの初期設定時に，N+1 ／ N+M コールドスタンバイで使用する
ポートがデフォルト VLAN に設定されていない場合は，ポートの設定時にエラーとな
ります。ただし，N+1 ／ N+M でネットワークスイッチ連携機能を使用しないグルー
プのポートについては設定の変更が不要です。
JP1/Cm2/NC での設定については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network
Element Configuration」またはマニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element
Configuration 運用・操作ガイド」を参照してください。

20.8.3

ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情報 GUI
設定方式）

ここでは，ポート情報 GUI 設定方式でのネットワークスイッチ情報の定義内容，定義例
について説明します。

（1） スイッチ情報の定義内容
ポート情報 GUI 設定方式でスイッチ情報を設定する設定内容について説明します。
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（a） 外付スイッチ名称登録
［外付スイッチ名称登録］ダイアログボックスでは，外付スイッチタイプと外付スイッチ
名称を登録します。
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ネットワークス
イッチ連携機能］タブで［外付スイッチ登録・削除］ボタンをクリックすると［外付ス
イッチ名称登録］ダイアログボックスが表示されます。

［外付スイッチ名称登録］ダイアログボックスの項目について説明します。
設定項目

設定内容の説明

外付スイッチタイプ

追加する外付スイッチのタイプを選択します。

スイッチ名称

追加する外付スイッチのスイッチ名を入力します。スイッチ名は，JP1/Cm2/
NC で登録した名称を入力してください。

＞＞

［スイッチ名称］に入力したスイッチ名称を［外付スイッチ名称一覧］のリス
トボックスへ追加します。
［スイッチ名称］にスイッチ名が入力されていない
場合は，非活性となって選択できません。

＜＜

［外付スイッチ名称一覧］のリストボックスで選択したスイッチ名称を削除し
ます。
［外付スイッチ名称一覧］のリストボックスにある外付スイッチタイプ
が選択されていないと，非活性となって選択できません。

外付スイッチ名称一覧

［＞＞］ボタンで追加された外付スイッチタイプ，外付スイッチ名称を外付ス
イッチタイプの昇順に並べて表示します。

（b） スイッチ情報登録
［スイッチ情報登録］ダイアログボックスでは，シャーシと内蔵スイッチ名称の関連づ
け，シャーシの各スロット（サーバモジュール）の PCI スロットが直結された外付ス
イッチのどのポートに接続されている状態かの関連づけを設定します。
［マネージャサー
ビス設定］ダイアログボックスの［ネットワークスイッチ連携機能］タブで［設定］ボ
タンをクリックすると［スイッチ情報登録］ダイアログボックスが表示されます。
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［スイッチ情報登録］ダイアログボックスの項目について説明します。
設定項目
内蔵スイッチ情報

シャーシ ID
スイッチ名称 1
スイッチ名称 2

外付スイッチ情報
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設定内容の説明
昇順に並んでいるシャーシ ID から，スイッチ情
報を設定するシャーシ ID を選択します。
JP1/Cm2/NC で登録された内蔵スイッチ
（BS1000，BS320）のスイッチ名称を二つまで
入力できます。

シャーシ ID

昇順に並んでいるシャーシ ID から，スイッチ情
報を設定するシャーシ ID を選択します。

スロット ID

外付スイッチ情報を設定するスロット ID を選択
します。

スイッチ名称

［外付スイッチ名称登録］ダイアログボックスで
登録された，外付スイッチ名称一覧を表示して，
外付スイッチを選択します。
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設定項目

設定内容の説明

ポート識別子

［スロット ID］セルで選択されたスロット ID，
［スイッチ名称一覧］リストボックスで選択され
たスイッチに対応するポート識別子のタグの値
を入力します。

＞＞

［スロット ID］，
［スイッチ名称］
，
［ポート識別
子］で入力された情報を［ポート情報一覧］へ
追加します。
［スイッチ名称］
，または［ポート
識別子］が未入力の場合は，非活性となって選
択できません。

＜＜

［ポート情報一覧］のリストボックスで選択した
スイッチ名称を削除します。
［ポート情報一覧］
のリストボックスにある外付スイッチタイプが
選択されていないと，非活性となって選択でき
ません。

ポート情報一覧

［＞＞］ボタンで追加されたポート情報を表示し
ます。表示はスロット ID の昇順で表示され，ス
ロット ID が同じ場合は，スイッチ名称とポート
識別子の登録された順番で表示されます。

確認

N+M 構成との関係の整合性をチェックします。

確認メッセージ

不整合の場合は，チェックを中止することなく，
すべてのパターンのメッセージを［確認メッ
セージ］ボックスに表示します。メッセージの
詳細については，「20.8.5 ネットワークスイッ
チ連携機能で出力されるメッセージ」を参照し
てください。

注意
設定が終了したら［確認］ボタンで整合性を必ずチェックしてください。不整合を示すエラー
メッセージが表示されなければ，
［OK］ボタンと［適用］ボタンが活性になり，スイッチ情報
を登録できます。

（2） スイッチ情報の定義例
次の図に示す構成を例に，ポート情報 GUI 設定方式を使った，スイッチ情報定義例を示
します。
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この構成で登録する場合の手順は次のようになります。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選
択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［ネットワークスイッチ連携機能］タブを選択し，［外付スイッチ登録・削除］ボタン
をクリックする
［外付スイッチ名称登録］ダイアログボックスが表示されます。

3. 外付スイッチタイプボックスから，外付スイッチタイプ［AX2400S］を選択する
4. スイッチ名称テキストボックスへ［AX2400S-1］を入力する
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5. ［＞＞］ボタンをクリックして，スイッチ名称を［外付スイッチ名称一覧］のリスト
ボックスへ追加する
6. ［OK］ボタンをクリックして，外付スイッチ名称を登録する
7. ［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ネットワークスイッチ連携機能］
タブで［設定］ボタンをクリックする
［スイッチ情報登録］ダイアログボックスが表示されます。

8. 内蔵スイッチ情報項目で次の設定をする
• シャーシ ID 項目［EBS#48］を選択
• スイッチ名称 1 テキストボックスに［BS1000-1］を入力
• スイッチ名称 2 テキストボックスに［BS1000-2］を入力
9. 外付スイッチ情報で次の設定をする
• シャーシ ID リストボックスから［EBS#48］を選択
• スロット ID リストボックスから，
［0］を選択
• スイッチ名称リストボックスから［AX2400S-1］を選択
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• ポート識別子テキストボックスに［0/0］を入力
•［＞＞］ボタンをクリックして，
「外付スイッチ情報」を［ポート情報一覧］へ追加
• スロット ID リストボックスから，
［7］を選択
• ポート識別子テキストボックスに［0/1］を入力
•［＞＞］ボタンをクリックして，
「外付スイッチ情報」を［ポート情報一覧］へ追加
10.確認項目にある［確認］ボタンをクリックする
N+1 ／ N+M 構成との関係の整合性をチェックします。
11.［適用］ボタンをクリックし，［OK］ボタンをクリックする
スイッチ情報の定義を終了します。

（3） ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情報 GUI 設定方式）の注
意事項
スイッチ情報を登録している時に，次の情報を変更した場合は，必ず［スイッチ情報設
定］ウィンドウで［確認］ボタンをクリックし，登録してあるスイッチ情報に間違いが
無いことを確認してください。
• N+1 グループ構成を追加，変更，削除した場合
• JP1/Cm2/NC で，スイッチポート情報の構成を変更，削除した場合

20.8.4

ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情報イン
ポート設定方式）

ネットワークスイッチ連携機能を利用するには，あらかじめスイッチ情報定義ファイル
を作成し，切り替え対象の情報を定義しておく必要があります。
ここでは，スイッチ情報定義ファイルの定義内容，定義例，およびスイッチ情報定義
ファイルの注意事項を示します。
注意
BS2000 の場合，および内蔵スイッチが BS320 の場合はポート情報インポート設定
方式を利用できません。

（1） スイッチ情報定義ファイルの定義内容
スイッチ情報定義ファイルの定義内容の一覧を，次の表に示します。
表 20-13 スイッチ情報定義ファイルの内容
定義項目名

説明

シャーシ ID

BSM Plus が管理するシャーシ ID です。
16 バイト以下の文字列で定義します。シャーシ ID が「#」で始まる場合は，
項目全体を「"」で囲んで定義してください。

スロット番号

BSM Plus が管理するサーバモジュールのスロット番号です。
0 〜 7 の数値で定義します。
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定義項目名

説明

ポート識別子

ネットワークスイッチのポート識別子です。
1 〜 63 バイトの文字列で定義します。BS1000 では，「NIF 番号 / ポート番号」
の形式で定義します。
NIF 番号は「0」で固定です。

VLAN ドメイン

JP1/Cm2/NC が複数の VLAN をまとめて管理する単位です。
1 〜 63 バイトの文字列で定義します。

スイッチ名称

JP1/Cm2/NC が管理するネットワークスイッチのホスト名（エイリアス）で
す。
1 〜 255 バイトの文字列で定義します。

VLAN ID

VLAN ID です。
1 〜 4063 の数値で定義します。

VLAN 情報

VLAN 情報として，ポートカテゴリを定義します。
「tagged」または「untagged」を定義します。

スイッチ情報定義ファイルの記述規則
• 「,」含む場合や先頭が「#」で始まる場合は，項目全体を「"」で囲むこと。また，
「"」で始まる，または「"」で終わる場合も，項目全体を「"」で囲むこと。
（例）
・「,」を含む項目

： 14,EBS → "14,EBS"

・最初の項目が「#」で始まる項目

：

#14-EBS → "#14-EBS"

・「"」で始まる項目

： "abc → ""abc"

・「"」で終わる項目

： abc" → "abc""

・先頭と終端以外に「"」がある項目

：

ab"c → ab"c （変更なし）

• 空行および行頭が「#」の行（「"」で囲まない場合）は，コメント行と見なす。
• VLAN ドメインおよびスイッチ名称は，JP1/Cm2/NC で管理されている名称と必
ず一致させること。
• 空白文字も有効な文字として認識するため，整形のための不要な空白（コンマの
前後など）を含めないこと。

（2） スイッチ情報定義ファイルの定義例
次の図に示す構成を例に，スイッチ情報定義ファイルの定義例を示します。
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図 20-19 スイッチ情報定義の構成例

この構成で，現用系 1，現用系 2，予備系を登録する場合の定義例は次のようになりま
す。
EBS#1
EBS#2
EBS#2

,0,0/0,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,10,untagged
,0,0/0,デフォルトドメイン,EBS#2-GS0,20,untagged
,7,0/7,デフォルトドメイン,EBS#2-GS0,1,untagged

この例では SVP は一つですが，SVP を二重化している場合は，両方の SVP 内蔵スイッ
チの設定をします。

（3） スイッチ情報定義ファイルの変更
スイッチ情報定義を変更する場合は，すでに設定されているスイッチ情報定義ファイル
を出力し，新たに定義する設定に編集して再設定します。
スイッチ情報定義ファイルの出力方法については，
「20.7.2(2) ネットワークスイッチ連
携機能を有効にする」を参照してください。
スイッチ情報定義を変更して，スイッチ情報定義ファイルの再設定とスイッチポートの
設定を同時に行うと，変更前に設定されていたスイッチ情報定義ファイルとの差分が設
定されます。
（例）
変更前の定義
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EBS#1
EBS#1

,0,0/0,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,10,untagged
,7,0/7,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,1,untagged

変更後の定義
EBS#1
EBS#1

,1,0/1,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,10,untagged
,7,0/7,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,1,untagged

この例では，1 行目の定義を変更しています。変更後のスイッチ情報定義ファイル
を再設定して，スイッチポートを設定すると，次の設定が反映されます。
（削除）EBS#1

,0,0/0, デフォルトドメイン ,EBS#1-GS0,10,untagged

（追加）EBS#1

,1,0/1, デフォルトドメイン ,EBS#1-GS0,10,untagged

注意
スイッチ情報定義を変更して，スイッチ情報定義ファイルの再設定とスイッチポー
トの設定を同時に行う場合，Untagged ポートに対して VLAN ID だけを変更するこ
とはできません。
ただし，VLAN ID が 1 の場合は変更できます。
（例）
変更前の定義
EBS#1

,0,0/0,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,10,untagged

変更後の定義
EBS#1

,0,0/0,デフォルトドメイン,EBS#1-GS0,20,untagged

この例では，VLAN ID を 10 から 20 に変更しています。しかし，どちらの定義も
VLAN ID が 1 ではないので，スイッチポートの設定は変更できません。

（4） スイッチ情報定義ファイルの注意事項
スイッチ情報定義ファイルの注意事項を示します。
• 予備系サーバモジュールを含め，対象サーバモジュールすべての情報を登録する必要
があります。
予備系サーバモジュールには，デフォルト VLAN の状態を設定します。切り替え先と
なる予備系サーバモジュールを登録しなかった場合は，N+1 ／ N+M コールドスタン
バイの切り替え時にエラーとなります。
• スイッチ情報定義ファイルに多数のスイッチポートを定義し，一度に多くのスイッチ
情報を設定すると，コンソールサービスがタイムアウトするおそれがあります。一度
に多くのスイッチ設定をする場合は，コンソールサービスのタイムアウト値を大きく
してから実行してください。
• JP1/Cm2/NC を操作してネットワークスイッチのポート設定を変更した場合は，変更
したポート設定と一致するスイッチ情報定義ファイルを作成して，BSM Plus に登録
する必要があります。
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BSM Plus がスイッチ情報定義ファイルから得る情報は静的な情報です。したがって，
JP1/Cm2/NC で管理するポートの設定を変更しても，BSM Plus は検知しません。
• スイッチ情報定義ファイルでポート設定を実行するときに，次の状態になっていると
エラーになるおそれがあるので注意してください。
• ネットワークスイッチ連携機能で使用する VLAN ID および各ネットワークスイッ
チが，JP1/Cm2/NC に登録されていない。
• JP1/Cm2/NC を操作してネットワークスイッチのポート設定を変更し，BSM Plus
に登録された情報と一致していない。

20.8.5

ネットワークスイッチ連携機能で出力されるメッ
セージ

ポート情報 GUI 設定方式でネットワークスイッチ情報を定義した場合は，N+1 ／ N+M
構成との関係の整合性をチェックするために［確認］ボタンをクリックしてチェックし
ます。［確認メッセージ］ボックスに出力されるメッセージを次に示します。
表 20-14 ネットワークスイッチ連携機能で出力されるメッセージ
エラー
レベル

メッセージ文字列

対処

I

スイッチ登録情報を確認しています。

−

I

N+1 グループ（N+1 グループ名）のスイッ
チ情報の妥当性を確認しています。

−

I

登録されたスイッチ情報は全て正常です。

−

I

登録されたスイッチ情報の確認は完了しま
した。

−

I

登録されたスイッチ情報にエラーが存在し
ます。全てのエラーを解決してください。

登録されたスイッチ情報にエラーが存在しま
すので，エラーメッセージに従って，対処し
てください。

E

スイッチ情報が登録されていません。

スイッチ情報を登録してください。

E

内蔵スイッチ（スイッチ名称）が重複して
登録されています。

正しいスイッチ名称を入力してください。

E

外付スイッチ（スイッチ名称）のポート
（ポート識別子）が重複して登録されていま
す。

正しいスイッチ名称，ポート識別子を入力し
てください。

E

現用系（現用系のシャーシ ID）と予備系
（予備系のシャーシ ID）の内蔵スイッチの
登録数が一致していません。

現用系と予備系の内蔵スイッチ数を同じにし
てください。

E

現用系（現用系のシャーシ ID）と予備系
（予備系のシャーシ ID）の内蔵スイッチの
登録位置が一致していません。

現用系と予備系のスイッチ名の登録位置を同
じにしてください。
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エラー
レベル

メッセージ文字列

対処

E

現用系（現用系のシャーシ ID, 現用系のス
ロット ID）と予備系（予備系のシャーシ
ID, 予備系のスロット ID）の外付スイッチ
の登録ポート数が一致していません。

現用系と予備系の外付スイッチの登録ポート
数を同じにしてください。

E

N+1 グループが登録されていません。

N+1 グループを登録してから，スイッチ情報
を登録してください。

W

現用系または予備系が登録されていないた
め、N+1 グループ (N+1 グループ名 ) のス
イッチ情報の妥当性が確認できません。

該当する N+1 グループに現用系，または予備
系を登録し直した場合は，確認ボタンで整合
性を必ずチェックしてください。

E

引き継ぎ先スイッチは引き継ぎの前提条件
を満たしていません。理由 ={ 失敗理由 }

失敗理由を取り除き，再度操作をやり直して
ください。
例：引き継ぎ先に，引き継ぎ元と同じ VLAN
を設定する。

E

引き継ぎ先設定情報の初期化に失敗しまし
た。

同時に表示される，ほかのメッセージが示す
失敗理由を取り除き，再度設定処理をしてく
ださい。

E

設定情報の引き継ぎに失敗しました。

同時に表示される，ほかのメッセージが示す
失敗理由を取り除き，再度設定処理をしてく
ださい。

E

引き継ぎ元設定情報の初期化に失敗しまし
た。

同時に表示される，ほかのメッセージが示す
失敗理由を取り除いてください。その後，
View を使用して，引き継ぎ元設定情報を初期
化してください。

E

VLAN（ID=<VLAN ID>）がスイッチに設
定されていません。

指定された VLANID を作成してください。

E

引き継ぎ元スイッチと引き継ぎ先スイッチ
の種別，または設定できるネットワーク構
成情報が異なります。

引き継ぎ元スイッチと引き継ぎ先スイッチの
モデルは同じにしてください。または，互換
可能なソフトウェアバージョンにしてくださ
い。

E

同一のポートが指定されました。

入力したポート番号が正しいか確認してくだ
さい。

（凡例）
E（Error）
：エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです
W（Warning）：注意レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです
I（Information）：システムの動作を通知するメッセージです
−：該当しません
プリフィックスが KDNV のメッセージが出力された場合は，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/
Cm2/Network Element Configuration」またはマニュアル「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network
Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

エラーレベルが「Error」のメッセージが表示されなくなった場合，
［OK］ボタンと［適
用］ボタンが活性になり，スイッチ情報を登録できます。

724

20. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

20.9

N+1 冗長化の設定

N+1 冗長化を設定する手順を次に示します。
1. 各マネージャサービスの N+1 切り替え開始順序を検討します。
2. 最も早く N+1 自動切り替えを開始するマネージャサービスの，自動切り替え対象ア
ラート設定ファイルを変更します。自動切り替え対象アラート設定ファイルの変更に
ついては，
「20.3.3 自動切り替えの対象となるアラートの設定」を参照してくださ
い。
3. N+1 コールドスタンバイ対象とするサーバモジュールに対して N+1 切り替え手動テ
ストを実施し，切り替え完了までに掛かる時間を測定します。
切り替え完了とは，N+1 切り替え完了のアラートが通知された時点のことです。
4. 次に N+1 自動切り替えを開始するマネージャサービスに，手順 2 で変更した自動切
り替え対象アラート設定ファイルをコピーします。
5. 手順 4 でコピーしたファイルの WaitTime（自動実行待機時間）に，手順 3 で測定し
た切り替え時間を加算します。
手順 4 と手順 5 を，すべてのマネージャサービスに対して実施します。
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20.10 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の
運用
この節では，予備系サーバモジュールへ切り替える際の運用方法について説明します。

20.10.1 予備系サーバモジュールに切り替えたあとの運用方
法
現用系サーバモジュールでサーバモジュール障害が発生し，N+1 ／ N+M コールドスタ
ンバイ機能を適用した場合，次に示す二つの運用方法があります。
• 現用系サーバモジュールの障害を取り除き，予備系サーバモジュールから現用系サー
バモジュールに復帰させる。
• 予備系サーバモジュールの構成をそのまま現用系サーバモジュールと見なし，また，
この予備系サーバモジュールの構成で N+1 グループの現用系ホストとして登録し直
す。
どちらの運用方法を選択するかは，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの
［復帰・解除実行］ダイアログボックスで設定します。詳細については，
「20.10.3 現用
系サーバモジュールへの復帰と予備登録の解除」を参照してください。

20.10.2

予備系サーバモジュールへの手動切り替えの実行

［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［N+1 設定］タブで自動切り替えの設
定をしていない場合は，サーバモジュール障害が発生したときに，手動で予備系サーバ
モジュールに切り替えます。手動で予備系サーバモジュールに切り替える手順を次に示
します。
注意
予備プールにサーバモジュールが登録されていない場合，次に示す操作はできませ
ん（
［手動切り替え実行］は非活性状態となっています）。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［N+1 グループ］ノード
または［ホスト］ノードをクリックする
2. ［設定］メニューから［手動切り替え実行］を選択する
［手動切り替え実行］ダイアログボックスが表示されます。
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注意
コンソールサービスまたはマネージャサービスのバージョンが 07-55 以前の場合
は，［切り替え先選択］は表示されません。
3. N+1 グループ一覧から，手動切り替えするグループを選択する
4. N+1 対象ホストから，手動切り替えするホストを選択する
［ホスト］ノードを右クリックして［手動切り替え実行］ダイアログボックスを表示
した場合は，選択したホストが表示されています。Agent がインストールされていな
いホスト，または VM ホストが登録されていないホストの場合，
「シャーシ ID_ パー
ティション X」（X：パーティション番号）と表示されます。
5. 切り替え実行後に切り替え先のホストの電源を ON にする場合は，［切り替え時に電
源を ON にする］チェックボックスを ON にする
デフォルト時は［切り替え時に電源を ON にする］チェックボックスは ON になって
います。OFF にした場合，切り替え実行後に，切り替え先のホストの電源を ON に
しないで，予備系サーバモジュールへの切り替えだけを実行します。
コンソールサービスまたはマネージャサービスのバージョンが 07-55 以前の場合は，
手順 7 に進んでください。
6. ［切り替え先候補一覧］から，切り替え先の予備系サーバモジュールを選択する
［切り替え先候補一覧］は，予備系サーバモジュールの優先度の高い順に上から表示
されています。なお，切り替え可能な予備系サーバモジュールがない場合は，何も表
示されません。
7. ［切替実行］ボタンをクリックする
予備系サーバモジュールへの切り替えを実行します。現用系サーバモジュールおよび
予備系サーバモジュールの電源を事前に OFF にしておく必要があります。現用系
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サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源が OFF になっていないと，
［切替実行］ボタンをクリックした際にエラーとなります。

20.10.3

現用系サーバモジュールへの復帰と予備登録の解除

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を適用して，現用系サーバモジュールから予備系
サーバモジュールに切り替えたあとの運用方法を，［復帰・解除実行］ダイアログボック
スで設定します。
注意
予備プールにサーバモジュールが登録されていない場合，次に示す操作はできませ
ん（
［復帰・解除実行］は非活性状態となっています）。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウのツリーで［予備プール］ノードを
クリックする
2. ［設定］メニューから［復帰・解除実行］を選択する
［復帰・解除実行］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［予備系起動ホスト一覧］からホストを選択する
Agent がインストールされていないホスト，または VM ホストが登録されていないホ
ストの場合，「シャーシ ID_ パーティション X」（X：パーティション番号）と表示さ
れます。
［予備系構成状況］には，ホストの予備起動中のハードウェア構成が表示されます。
［現用系復帰構成］には，予備切り替えが実施される前の現用系サーバモジュールの
ハードウェア構成が表示されます。
4. ［現用系に復帰する］ラジオボタンまたは［予備系を現用系とする］ラジオボタンの
どちらかを ON にする
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•［現用系に復帰する］ラジオボタンを ON にした場合
予備系サーバモジュールから現用系のサーバモジュールのハードウェア構成に戻し
ます。また，［現用系に復帰する際，電源を ON にする］チェックボックスの ON/
OFF が可能になります（活性化されます）。
［現用系に復帰する］ラジオボタンを
ON にした時点では，［現用系に復帰する際，電源を ON にする］チェックボック
スは ON になっています。［現用系に復帰する際，電源を ON にする］チェック
ボックスが ON の場合，現用系サーバモジュールのハードウェア構成に変更し，
OS の起動までを行います。OFF にした場合は，現用系サーバモジュールのハード
ウェア構成に変更し，現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電
源を OFF の状態にします。［現用系に復帰する］ラジオボタンを ON にした場合，
現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源を OFF にしてくだ
さい。現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源が OFF に
なっていないと，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーとなります。
•［予備系を現用系とする］ラジオボタンを ON にした場合
予備系サーバモジュールを現用系サーバモジュールとして扱います。現用系サーバ
モジュールは，N+1 グループから削除されるため，現用系サーバモジュールへの復
帰はできなくなります。また，［現用系に復帰する際，電源を ON にする］チェッ
クボックスは選択できなくなる（非活性化される）ので，復帰オプションの設定内
容は無効となります。
5. ［実行］ボタンをクリックする
•［現用系に復帰する］ラジオボタンを ON にしている場合
現用系に復帰することを確認する［復帰・解除確認］ダイアログボックスが表示さ
れます。
•［予備系を現用系とする］ラジオボタンを ON にしている場合
予備系サーバモジュールを現用系サーバモジュールと見なす旨の［復帰・解除確
認］ダイアログボックスが表示されます（サーバモジュールの電源操作は行いませ
ん）。
6. ［復帰・解除確認］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする
［復帰・解除実行］ダイアログボックスが閉じられ，運用方法が設定されます。
［予備系を現用系とする］の操作をしたあとに，N+1 グループから削除された現用系サー
バモジュールを交換しないで予備系サーバモジュールとして再登録する場合は，登録の
操作をする前に次の操作が必要になります。ただし，サーバモジュールの Pre-configure
の設定を無効にしている場合は，次の操作は不要です。
• 現用系サーバモジュールに対してスイッチ＆マネジメントモジュールの PCC コマン
ド（BS2000 では PR コマンド）で，サーバモジュールのパーティションステータス
を Disable にします。
• 現用系サーバモジュールに対してスイッチ＆マネジメントモジュールの PCC コマン
ド（BS2000 では PR コマンド）で，サーバモジュールのパーティションステータス
を Enable にすると，スイッチ＆マネジメントモジュールの Pre-configure 機能が実行
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されます。アラート（0x14EC）で実行の完了報告で正常終了を確認できます。

20.10.4

予備系サーバモジュールへの自動切り替え中止

予備系サーバモジュールへの自動切り替えを中止する方法を次に示します。

（1） ユーザ操作による自動切り替えの中止
自動切り替えの運用を実施している場合，障害発生から 1 時間経過しないと切り替えが
開始されないことがあります。ダンプの採取など，障害発生時に必要な作業が 1 時間以
内に終了し，すぐに切り替えを開始したい場合は，自動切り替えを中止し，手動で切り
替えができます。
注意
次に示す場合，切り替えを中止できません。
• 手動で切り替えを実行した場合
• 現用系から予備系へ切り替えたあとの運用を［復帰・解除実行］ダイアログボッ
クスで変更している場合
• 自動切り替えで，切り替え待ち時間を経過している場合
• 自動切り替えで，切り替え開始までの時間が 1 分未満の場合
自動切り替えを中止する方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，自動切り替えを中止したい現用系ホストを管理してい
るマネージャを選択する
2. ［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。
3. 自動切り替えを中止したい現用系ホストをクリックする
4. ［設定］メニューから［自動切り替え中止］を選択する
確認のダイアログボックスが表示されます。
5. メッセージの内容を確認し，［OK］ボタンをクリックする
正常に自動切り替えが中止されると，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウに
表示される現用系ホストの状態は［正常］になります。また，予備系サーバモジュール
の状態は［コールドスタンバイ中］になります。

（2） 自動切り替えの自動中止
ウォッチドッグタイムアウトのアラート（アラート ID 0x1470）の発生後，自動切り替
えを開始するまでの間に，その現用系ホストでエージェントサービスが起動した場合，
自動切り替えの実行は自動的に中止されます。
この機能は N+1 コールドスタンバイ構成または N+M コールドスタンバイ構成で使用で
きます。
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注意
• N+1 コールドスタンバイの冗長化構成を構築している場合，エージェントサービ
スの起動による自動切り替えの中止を適用できません。
エージェントサービスの起動と自動切り替えの実行が同時に発生した場合，マ
ネージャサービス間の管理情報に不一致が発生するおそれがあります。
• 管理対象サーバが HP-UX の場合，エージェントサービスの起動による自動切り替
えの中止を適用できません。
• ウォッチドッグタイムアウトのアラート（アラート ID 0x1470）が発生した場合，
即時に切り替えを実行しないように自動切り替えの待ち時間が設定されている必
要があります。
自動切り替えの待ち時間が経過するまでにエージェントサービスの起動が完了で
きるように，自動切り替えアラート定義ファイル N1Alert.dat の設定内容を確認
し，十分な検討を実施してください。
• ウォッチドッグタイムアウトのアラート（アラート ID 0x1470）の発生後，エー
ジェントサービスの起動よりも早く即時切り替えの自動切り替え対象のアラート
を受信した場合は，自動切り替え待ち時間経過後に切り替えを実行します。ア
ラートの受信後にエージェントサービスが起動しても自動切り替えを中止しませ
ん。
また，ウォッチドッグタイムアウトのアラート（アラート ID 0x1470）の発生後，
エージェントサービスの起動より早く即時切り替えの自動切り替え対象でないア
ラートを受信した場合は，アラートの受信後でもエージェントサービスの起動に
よって自動切り替えを中止します。
• エージェントサービスの起動による自動切り替えの中止を適用し，エージェント
サービス起動後に再度障害が発生して自動切り替えと切り替えの中止を繰り返す
現象が発生する場合は，手動で予備サーバモジュールへの切り替えを実施してく
ださい。
• 次に示す場合，エージェントサービスの起動による自動切り替えの中止は実行さ
れません。
・手動で切り替えを実行した場合
・現用系から予備系へ切り替えた後の運用を［復帰・解除実行］ダイアログボック
スで変更している場合
・自動切り替え待ち時間の経過後に現用系ホストでエージェントサービスが起動し
た場合
・「(1)

ユーザ操作による自動切り替えの中止」の手順で，ユーザ操作によって自

動切り替えを中止した場合
現用系ホストでエージェントサービスの再起動による自動切り替えの中止を有効にする
方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，現用系ホストでエージェントサービスの起動による自
動切り替えの中止を有効にしたいマネージャを選択する
2. ［設定］メニューから［マネージャサービス設定］を選択する
［マネージャサービス設定］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ［N+1 設定］タブを選択する
4. ［現用ホストでエージェントサービスが起動］チェックボックスを ON にする
N+1 コールドスタンバイが有効で，障害時の自動切り替え実行を適用している場合に
チェックボックスを ON にできます。
5. ［OK］ボタンをクリックする
正常に自動切り替えが中止されると，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウに
表示される現用系ホストの状態は［正常］になります。また，予備系サーバモジュール
の状態は［コールドスタンバイ中］になります。

20.10.5

メンテナンス完了

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を使用して運用を実施している場合，現用系また
は予備系に障害が発生すると，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウに表示さ
れるアイコンが，障害の発生を示すアイコンに変わります。障害を回復させたあと，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウ上のアイコンの表示を回復させるには，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで，メンテナンス完了の操作を実施しま
す。
メンテナンス完了の操作ができる場合の，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンド
ウのアイコンの状態を，次の表に示します。
表 20-15 メンテナンス完了の操作ができる［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィ
ンドウのアイコンの状態
項番
1

2

障害の発生個所
現用系ホスト

予備系サーバモ
ジュール

メンテナンス完了前の状態

メンテナンス完了後の状態

• 障害発生

正常

• エラー検知

• 切り替え前：正常
• 切り替え後：切り替え実行中

• コールドスタンバイ警告

• 切り替え前：コールドスタンバイ
中
• 切り替え後：コールドスタンバイ
実行

• サーバモジュール障害

• 切り替え前：コールドスタンバイ
中
• 切り替え後：コールドスタンバイ
実行

• コールドスタンバイ失敗

• 切り替え前：コールドスタンバイ
中
• 切り替え後：コールドスタンバイ
実行

注意
• この操作は，保守員によるハードウェアのメンテナンスが完了してから実施して
ください。
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• メンテナンス完了の操作を実行する場合，次に示す状態のときは，実行時にエ
ラーとなります。
・サーバモジュールが抜去されている。
・パーティション構成が登録時と異なる。
・サーバモジュールタイプが登録時と異なる。
・コールドスタンバイ中の予備系サーバモジュールの電源が ON になっている。
メンテナンス完了の操作の方法を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，メンテナンス完了の操作を実施したい現用系ホストま
たは予備系サーバモジュールを管理しているマネージャを選択する
2. ［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。
3. メンテナンス完了の操作を実施したい現用系ホストまたは予備系サーバモジュールを
クリックする
4. ［設定］メニューから［メンテナンス完了］を選択する
確認のダイアログボックスが表示されます。
5. メッセージの内容を確認し，
［OK］ボタンをクリックする

20.10.6

予備系サーバモジュールの診断

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能では，予備系サーバモジュールが正常に動作して
いるかどうかをあらかじめ診断できます。診断が実行されると，予備系サーバモジュー
ルで Pre-configure が実行されます。
注意
予備系サーバモジュールの診断を実施するには，次の条件が必要です。
• 診断を実施するサーバモジュールで Pre-configure の設定が有効である
• 搭載されている SVP のファームウェアが予備系サーバモジュールの診断機能をサ
ポートしている
予備系サーバモジュールの診断には，次の 2 種類があります。
• 特定の曜日および時刻に自動的に診断する（定期診断）
• 必要に応じて手動で診断する（手動診断）
それぞれの方法について次に説明します。

（1） 定期診断
あらかじめ設定した曜日および時刻に，自動的に予備系サーバモジュールの診断を実施
します。
注意
• 予備系サーバモジュールの定期診断をするかどうか，および定期診断のスケ
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ジュールは，N+1 グループ単位で実施します。個々のサーバモジュールに対して
実施することはできません。
• N+1 冗長化構成をしている場合，定期診断スケジュールは，N+1 切り替え開始順
序の早いマネージャサービスに対してだけ設定してください。2 台のマネージャ
サービスで同一サーバモジュールの診断を実施すると，診断が 2 回実行されます。
予備系サーバモジュールの診断が終了するまでは自動切り替え先の対象とならな
いため，切り替え待ち時間が長くなります。
定期診断のスケジュールを設定する方法を次に示します。
（a） 設定方法
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，定期診断を実施したい予備系サーバモジュールを管理
しているマネージャを選択する
2. ［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。
3. 左ペインから，定期診断を実施したい予備系サーバモジュールが属する N+1 グループ
ノードを選択する
定期診断スケジュールは N+1 グループ単位で設定できます。個々のサーバモジュー
ルに対して設定することはできません。
4. ［設定］メニューから［予備系の診断］−［スケジュール設定］を選択する
［予備系の診断 - スケジュール設定］ダイアログボックスが表示されます。

5. ［予備系の定期診断を有効にする］チェックボックスを ON にする
6. 定期診断を実行する曜日および時刻を選択し，［>>］ボタンをクリックする
選択した曜日および時刻が［スケジュール一覧］リストボックスに表示されます。
［分］は 15 分単位で設定できます。一つの曜日に設定できるスケジュールは一つだけ
です。
7. ［OK］ボタンをクリックする
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設定した曜日の設定した時刻になると，診断が開始されます。
設定された定期診断スケジュールは［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで
確認できます。［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの左ペインで N+1 グ
ループノードを選択すると，右ペインに［定期診断スケジュール］が表示されます。

（b） 診断実行時の動作
定期診断の場合，N+1 グループ内の予備系サーバモジュールが次の順序で一つずつ診断
されます。
• サーバシャーシ名の昇順
• スロット番号の昇順
複数のサーバモジュールの診断の途中で，診断が実行できないサーバモジュールがあっ
た場合は，次のサーバモジュールに対して診断が継続されます。

（2） 手動診断
定期診断スケジュールで設定した時刻以外に，任意の時刻に手動で予備系サーバモ
ジュールの診断ができます。
注意
• 予備系サーバモジュールの手動診断は，サーバモジュール単位で実施します。
サーバシャーシ単位，または N+1 グループ単位で実施することはできません。
• SMP 構成の予備系サーバモジュールに対して手動診断を実施した場合，同一パー
ティションのすべての予備系サーバモジュールで同時に診断が実施されます。
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手動診断の操作方法を次に示します。
（a） 操作方法
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，診断を実施したい予備系サーバモジュールを管理して
いるマネージャを選択する
2. ［BSM Plus 管理］メニューから［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］を選択する
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウが表示されます。
3. 左ペインから，手動診断を実施したい予備系サーバモジュールを選択する
選択できる予備系サーバモジュールは一つだけです。複数選択することはできませ
ん。
4. ［設定］メニューから［予備系の診断］−［診断の実行］を選択する
「診断中の予備系サーバモジュールへは切り替えを実行しない」という意味の確認
メッセージが出力されます。
5. ［OK］ボタンをクリックする
指定したサーバモジュールに対して，診断が開始されます。
（b） 診断実行時の動作
手動診断の場合，指定したサーバモジュールに対して，診断が実行されます。

（3） 診断によって障害が検知された場合
診断によって障害が検知された場合，SVP から警告アラートまたは障害アラートが通知
されます。また，診断終了後にマネージャサービスから警告アラート（0x3745）が通知
され，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの予備系のアイコンの状態が
「サーバモジュール障害」になります。
アラートに対する対処をして障害を回復したあとは，次のどちらかの操作でアイコンの
表示を回復させてください。
• メンテナンス完了の操作をする
メンテナンス完了の操作については，
「20.10.5 メンテナンス完了」を参照してくだ
さい。
• 再度予備系サーバモジュールの診断を実施する
診断の結果，障害が検知されなかった場合，アイコンの表示が回復します。

（4） 診断実行中に自動切り替えが発生した場合の切り替え先選択規則
予備系サーバモジュールの診断実行中に，現用系ホストの障害によって自動切り替えが
発生した場合，切り替え先の選択規則を次に示します。
（a） 予備系サーバモジュールがすべて診断実行中の場合
N+1 グループの予備プール内の予備系サーバモジュールがすべて診断実行中だった場合，
いちばん早く「正常」と診断された予備系サーバモジュールが切り替え先として選択さ
れます。この場合，予備系サーバモジュールのどれか一つが「正常」と診断されるまで
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切り替えは実施されません。予備系サーバモジュールがすべて診断実行中の場合の切り
替え先の選択を，次の図に示します。
図 20-20 切り替え先選択（予備系サーバモジュールがすべて診断実行中の場合）

注意
即時切り替えの自動切り替え対象アラートが通知された場合，予備系サーバモ
ジュールが診断中であっても，現用系ホストの電源 OFF は即時に実施されます。こ
の場合，予備系サーバモジュールへの切り替えは，予備系サーバモジュールの診断
が終了したあとで実施されます。このため，予備系サーバモジュールの診断中は，
現用系ホストの状態は「切り替え実行中」となります。
なお，自動切り替え対象アラートが即時切り替え対象のアラートでない場合，予備
系サーバモジュールの診断が終了した時点から自動切り替え待ち時間が開始されま
す。予備系サーバモジュールがすべて診断実行中の場合の自動切り替え待ち時間を，
次の図に示します。
図 20-21 自動切り替え待ち時間（予備系サーバモジュールがすべて診断実行中の場合）

なお，予備系サーバモジュールの診断で N+1 グループ内のすべての予備系サーバモ
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ジュールで障害を検知した場合は自動切り替えに失敗します。
（b） 診断実行中のサーバモジュールと診断開始待ちのサーバモジュールの場合
N+1 グループの予備プール内に，診断実行中のサーバモジュールと診断開始待ちのサー
バモジュールが混在している場合，診断未実施であっても診断開始待ちのサーバモ
ジュールが切り替え先として選択されます。診断実行中のサーバモジュールと診断開始
待ちのサーバモジュールが混在している場合の切り替え先選択を，次の図に示します。
図 20-22 切り替え先選択（診断実行中のサーバモジュールと診断開始待ちのサーバモ
ジュールが混在している場合）

（c） 切り替え優先順位が低いサーバモジュールと診断実行中のサーバモジュールの場合
N+1 グループの予備プール内に，サーバシャーシ定期診断の結果，切り替え優先順位が
低くなったサーバモジュールと診断実行中のサーバモジュールが混在している場合，診
断実行中のサーバモジュールのうち，いちばん早く「正常」と診断された予備系サーバ
モジュールが切り替え先として選択されます。この場合，診断実行中の予備系サーバモ
ジュールのどれか一つが「正常」と診断されるまで切り替えは実施されません。
切り替え優先順位が低いサーバモジュールと診断実行中のサーバモジュールの場合の切
り替え先選択を，次の図に示します。
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図 20-23 切り替え先選択（切り替え優先順位が低いサーバモジュールと診断実行中の
サーバモジュールの場合）

（d） 診断実行中の自動切り替え中止
予備系サーバモジュールの診断実行中に自動切り替えが発生した場合，切り替えを中止
できます。

（5） 注意事項
• 次の場合，その予備系サーバモジュールに対する診断は実行されません。
• サーバモジュールの Pre-configure の設定が無効になっている場合
• サーバモジュールが挿入されていない場合
• サーバモジュールの電源が ON になっている場合
• パーティションが作成されていない場合
• N+1 冗長化構成の場合，予備系サーバモジュールの診断が終了した時点から自動切り
替え待ち時間が開始されます。N+1 冗長化構成時の予備系サーバモジュールの診断に
ついては，
「20.6.2(5)

予備系サーバモジュールの診断中に N+1 ／ N+M コールドス

タンバイ自動切り替えが発生した場合の監視時間」を参照してください。
• 予備系サーバモジュールに対し，ハードウェア側で診断が実行されることがあります。
ハードウェア側で診断が実行される契機については，マニュアル「BladeSymphony
ユーザーズガイド」を参照してください。

20.10.7 ネットワークスイッチ連携時の切り替え失敗からの
復旧方法
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え中にエラーが発生した場合，ネットワーク
スイッチのポート設定が予備系に変更されているか，またはポート設定の変更が不十分
であるおそれがあります。
次に示す手順でネットワークスイッチの状態を確認し，復旧してください。
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図 20-24 切り替え失敗時の復旧手順（ネットワークスイッチ連携機能）

ネットワークスイッチのポート設定に問題があると考えられる場合，ポート情報 GUI 設
定方式とポート情報インポート設定方式で復旧手順が違います。ポート情報 GUI 設定方
式の場合は，JP1/Cm2/NC - View を使用して設定を変更してください。ポート情報イン
ポート設定方式の場合は，まずはスイッチ情報定義ファイルを出力します。次に JP1/
Cm2/NC - View を参照して現在のネットワークスイッチのポート設定を調べ，スイッチ
情報定義ファイルの定義内容と一致するか確認します。
スイッチ情報定義ファイルの出力方法については，「20.7.2(2) ネットワークスイッチ連
携機能を有効にする」を参照してください。
確認した結果，不一致の場合は，JP1/Cm2/NC - View を使用して設定を元の状態（ス
イッチ情報定義ファイルの状態）に戻します。
なお，N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替え中でもスイッチ情報定義ファイルの
内容は，切り替え前と同じです。スイッチ情報定義ファイルの内容が BSM Plus によっ
て変更される契機は予備系サーバモジュールを現用系としたタイミングです。
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20.11 N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の
注意事項
この節では，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を利用するときの注意事項について
説明します。

20.11.1 共通の注意事項
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイの対象となるディスクは，SAN ブート環境を利用し
ていなければなりません。このため，IA32 サーバモジュールでローカルディスク（内
蔵）をブートディスクとして構成しているような場合は，N+1 ／ N+M コールドスタ
ンバイ機能を適用できません。
● 予備系サーバモジュールに対して，手動でディスクを割り当てないでください。
● N+1 グループに登録されている予備系サーバモジュールに対して，手動で電源を ON
にしないでください。ON にした場合は警告を表示します。07-55 以前のバージョン
のマネージャサービスを使用している場合で，警告を解除するには，予備系サーバモ
ジュールの登録を解除してください。再度予備系サーバモジュールを登録する場合は，
別のサーバモジュールを登録するか，または予備系サーバモジュールの電源を OFF
にしてください。07-60 以降のバージョンのマネージャサービスを使用している場合
は，予備系サーバモジュールの電源を OFF にするだけで，自動的に警告が解除され
ます。
● N+1 グループに登録されている予備系サーバモジュールに対して，パーティション構
成を変更しないでください。パーティションを変更した場合は警告を表示します。
07-55 以前のバージョンのマネージャサービスを使用している場合で，警告を解除す
るには，予備系サーバモジュールの登録を解除してください。再度予備系サーバモ
ジュールを登録する場合は，別のサーバモジュールを登録するか，またはパーティ
ション構成を元の構成に戻してください。07-60 以降のバージョンのマネージャサー
ビスを使用している場合は，予備系サーバモジュールのパーティション構成を元の構
成に戻すことで，自動的に警告が解除されます。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイの手動切り替えを実行した場合，切り替え後，予備
系サーバモジュールの電源を一度 ON にしてください。電源を ON にする場合，SVP
コンソールから電源 ON コマンドを実行するかまたはハードウェア装置のスイッチで
電源を ON にしてください。そのあと，管理コンソール画面で予備系サーバモジュー
ルの電源が ON になったことを確認してください。
● 手動で N+1 ／ N+M コールドスタンバイの復帰を実行した場合，復帰後，復帰した現
用系サーバモジュールの電源を一度 ON にしてください。そのあと，管理コンソール
画面で現用系サーバモジュールの電源が ON になったことを確認してください。
● OS が Linux の場合，NIC のインタフェースがダウンしたときに「実際の MAC アド
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レスと一致していない」というエラーメッセージが出ることがありますが，動作には
問題ありません。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイによる切り替えを実行すると，NIC の MAC アドレ
スが変わるため，MAC アドレスに依存する処理を行うアプリケーションは正常に動
作しないおそれがあります。
● 現用系サーバモジュールで電源制御スケジュールによる運用を行う場合，切り替えた
予備系サーバモジュールにはスケジュールデータ設定を引き継ぐことができません。
スケジュールデータを再設定してください。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイの手動での切り替えを実行した場合，または，N+1
／ N+M コールドスタンバイの手動での復帰を実行した場合，N+1 ／ N+M コールド
スタンバイの切り替えが完了しても，ホストのエージェントサービスの起動が完了す
るまでは，ホスト管理画面に表示されるホストのパーティション番号に，古い情報
（切り替える前の情報）が表示されます。
手動で N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えを実行したあとは，該当するホス
トの管理を正常にするために，必ず電源を ON にしてください。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の無効の設定を行っている場合，予備系サーバ
モジュールへの切り替え，現用系に復帰，予備系の解除を実行できません。ただし，
無効の設定を行っている場合でも N+1 グループの作成と削除，N+1 グループのホス
トの登録と削除，N+1 グループ名の変更，N+1 グループの予備プールの登録と削除を
操作できます。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイの自動切り替え中に，N+1 ／ N+M コールドスタン
バイの手動切り替え実行はできません。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を使用して予備系サーバモジュールへ切り替え
たあと，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウに表示される現用系ホスト
の状態が「エラー検知」と表示された場合，予備系サーバモジュールの運用には影響
ありません。現用系ホストの「エラー検知」の状態を取り除くためには，メンテナン
ス完了を実施します。メンテナンス完了については，
「20.10.5 メンテナンス完了」
を参照してください。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を使用して予備系サーバモジュールへ切り替え
たあと，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウに表示される予備系サーバ
モジュールの状態が「サーバモジュール障害」または「コールドスタンバイ警告」と
表示された場合，予備系サーバモジュールでの運用を継続できないおそれがあります。
「サーバモジュール障害」と表示された場合は，予備系サーバモジュールの障害を取り
除いたあと，メンテナンス完了を実施します。メンテナンス完了については，
「20.10.5 メンテナンス完了」を参照してください。
「コールドスタンバイ警告」と表示された場合は，予備系サーバモジュールのハード
ウェア状態を確認し，元の状態に戻してください。
予備系サーバモジュールに切り替えたあとで，予備系サーバモジュールが「コールド
スタンバイ警告」と表示された場合は，サーバモジュールが抜去されているか，N+1
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グループ登録時のサーバモジュールタイプと異なるタイプのサーバモジュールが挿入
されている可能性があります。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能で，N+1 グループに現用ホストを登録したあ
と，または予備系サーバモジュールを登録したあとで，現用ホストの構成，または予
備系サーバモジュールの構成を変更しないでください（サーバモジュールの抜去，
パーティションの構成）。構成変更した場合は，元の構成に戻したあと，切り替えの再
確認を実施してください。
● N+1 グループに登録されている予備系サーバモジュールをサーバシャーシから抜去し
ないでください。サーバモジュールを抜去した場合は警告を表示します。07-55 以前
のバージョンのマネージャサービスを使用している場合で，警告を解除するには，予
備系サーバモジュールの登録を解除してください。再度予備系サーバモジュールを登
録する場合は，別のサーバモジュールを登録するか，または予備系サーバモジュール
を挿入してから登録してください。07-60 以降のバージョンのマネージャサービスを
使用している場合は，予備系サーバモジュールを元の位置に挿入することで，自動的
に警告が解除されます。
● N+1 グループに現用ホストと予備系サーバモジュールが登録されている場合に，サー
バシャーシの電源を OFF にしたあとに ON にすると，現用ホストの状態がエラー検
知，予備系サーバモジュールの状態がコールドスタンバイ警告を表示します。07-55
以前のバージョンのマネージャサービスを使用した場合で，現用ホストのエラー検知
と予備系サーバモジュールの警告を解除するには，予備系サーバモジュールの登録を
解除したあと，現用ホストの登録を解除してください。再度現用ホストの登録，およ
び予備系サーバモジュールを登録する場合は，各サーバモジュールの初期化が完了し
てから，予備登録をしてください。サーバモジュールの状態は，サーバシャーシイン
ベントリで確認します。パーティション情報ステータスが「Configuration validate」
と表示されると初期化が完了したことを示します。07-60 以降のバージョンのマネー
ジャサービスを使用している場合は，各サーバモジュールの初期化が完了すると，自
動的にエラー検知，および警告が解除されます。
● 次に示す場合に電源投入に失敗したときは，手動で電源を投入してください。
• 手動切り替え実行時に［切り替え時に電源を ON にする］チェックボックスを ON
にして切り替えを実行した場合
• 復帰実行時に［現用系に復帰する際，電源を ON にする］チェックボックスを ON
にして復帰を実行した場合
• 自動切り替えで切り替えを実行した場合
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能を使用し，現用系ホストでエージェントサービ
ス起動による自動切り替えの中止を適用していない場合，次の点に注意してください。
• Windows の場合，BMC 環境設定ユティリティで［障害監視をする］チェックボッ
クスを ON にしたときは，
［障害発生時処理］で［電源 OFF →電源 ON］を選択し
ないでください。
• Linux の場合，障害監視設定メニューで ErrorWatching を Enabled にしたときは，
ProcessAtError で 3 を選択しないでください。
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アラート 0x1470 での自動切り替えが適用されている場合，切り替え実行後に，障害
が発生した現用系サーバモジュールで電源 ON が発生するため，現用系サーバモ
ジュールと予備系サーバモジュールの両方で電源 ON が実行されてしまいます。
● サーバシャーシ ID を変更した場合，そのサーバシャーシに属する現用系サーバと予
備系サーバモジュールをすべて N+1 グループまたは N+M グループから削除し，再登
録する必要があります。再登録しない場合，サーバシャーシが正しく認識されないた
め，切り替えに失敗します。サーバシャーシ ID を変更した場合の手順については，
「25.5

管理対象ホスト，HVM，またはサーバシャーシの設定を変更する場合の注意

事項」を参照してください。
● N+1 グループに登録されているホストから Agent をアンインストールする場合，
Agent をアンインストールする前のホストの情報を，コンソールサービスで表示され
るウィンドウから削除したあとで，アンインストールを実施してください。ホストの
情報をコンソールサービスで表示されるウィンドウから削除する手順については，
「25.5(2) ホスト，HVM，またはサーバシャーシの削除および再登録手順」を参照し
てください。
●［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウを開いた状態でマネージャサービス
との接続が切断されたあと，コンソールサービスを終了しないでマネージャサービス
に再ログインした場合，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウは最新の状
態で表示されません。この場合，
［F5］キーを押して表示を最新の状態に更新してく
ださい。
● N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰操作中に，マネージャサービ
スの停止または再起動はしないでください。停止または再起動をすると，マネージャ
サービスが N+1 ／ N+M コールドスタンバイの状態を正しく認識できなくなるため，
そのあとの動作は保証できません。
● Windows サーバの場合，ハードウェア構成が変更になると Windows のライセンスを
管理する目的で，Windows からライセンス認証の再実行が要求されます。そのため，
N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰操作時に，Windows ライセン
ス認証の再実行を要求されることがあります。この場合は，再度 Windows ライセン
ス認証を実行してください。Windows ライセンス認証については，OS のヘルプまた
は OS のドキュメントを参照してください。
● BladeSymphony を管理サーバとして利用する場合，管理サーバを N+1 ／ N+M コー
ルドスタンバイの現用サーバに登録しないでください。サーバ管理が中断し，管理
サーバを対象とした N+1 ／ N+M コールドスタンバイの切り替えが失敗します。

20.11.2

N+1 コールドスタンバイ利用時の注意事項

● N+1 コールドスタンバイで予備系への切り替えに失敗した場合，または現用系への復
帰に失敗した場合は次の手順で回復してください。
1. 最初に現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源状態を確認
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し，電源が ON 状態であれば OFF にしてください。
2. Device Manager でストレージの割り当て状態を確認してください。
3. ストレージ構成に問題がある場合，切り替えに失敗した N+1 グループを削除した
あと，ストレージ構成を修正してください。
4. 修正後に現用系サーバモジュールを起動し，問題なく稼働することを確認し，再度
N+1 グループを登録してください。
● N+1 コールドスタンバイの切り替え最中に，マネージャサービスを停止，またはマ
ネージャサービスを再起動すると切り替え操作に失敗します。この場合は，マネー
ジャサービスが起動していることを確認し，次の手順で回復してください。
1. 最初に現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源状態を確認
し，電源が ON 状態であれば OFF にしてください。
2. Device Manager でストレージの割り当て状態を確認してください。
3. ストレージ構成に問題がある場合，切り替えに失敗した N+1 グループを削除した
あと，ストレージ構成を修正してください。
4. 修正後に現用系サーバモジュールを起動し，問題なく稼働することを確認してか
ら，再度 N+1 グループを登録してください。
また，このとき，
［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウの「コールドスタ
ンバイ切り替え実行数」が不正に表示されることがあります。
● N+1 コールドスタンバイの予備系運用中に予備系でハードウェア障害が発生した場
合，N+1 コールドスタンバイの現用への復帰実行を行います。ただし，現用系のサー
バモジュールが故障していないことが前提となります。なお，サーバモジュールが抜
去されている場合でも復帰できますが，復帰したあとで N+1 コールドスタンバイを設
定し直してください。
● BSM Plus は，N+1 コールドスタンバイでの切り替え実行時には，現用系サーバモ
ジュールの WWN から予備系サーバモジュールの WWN に，復帰実行時には，
Device Manager のホストグループに割り当てられている WWN を予備系サーバモ
ジュールの WWN から現用系サーバモジュールの WWN へ書き換えます。

20.11.3

N+M コールドスタンバイ利用時の注意事項

● N+M コールドスタンバイで予備系への切り替えに失敗した場合，または現用系への
復帰に失敗した場合は，次の手順で回復してください。
1. 最初に現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源状態を確認
し，電源が ON 状態であれば OFF にしてください。
2. 切り替えに失敗した N+1 グループを削除したあと，SVP の WWN コマンドで現用
系サーバモジュールと予備系サーバモジュールの WWN が入れ替わっているか確
認してください。
3. 現用系サーバモジュールと予備系サーバモジュールの WWN が入れ替わっている
場合は，SVP の WWN コマンドで WWN を変更してください。
4. 修正後に現用系サーバモジュールを起動し，問題なく稼働することを確認してか
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ら，再度 N+1 グループを登録してください。
● N+M コールドスタンバイ機能を使用し，システム BIOS/EFI の設定を変更する場合
は，ハードウェア装置の N+M コールドスタンバイに関する設定を実行してください。
ハードウェア装置の設定については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイ
ド」で，使用上の注意事項や前提条件について確認してください。また，予備系サー
バモジュール側で運用中に，システム BIOS/EFI の設定を変更する場合には，
［復帰・
解除実行］ダイアログボックスで［予備系を現用系とする］を指定して実行したあと，
システム BIOS/EFI を変更してください。
● ストレージ運用支援機能でホストグループの割り当てを実施していない場合，予備系
への切り替え時，または現用系への復帰時には，アラート ID 0x3705（LU の接続ア
ラート）およびアラート ID 0x3706（LU の接続解除アラート）は通知されません。
● N+M コールドスタンバイで切り替え発生後に，予備系を現用系とした場合，現用系
として使用していたサーバモジュールを再び予備プールに登録するには，現用系とし
て使用していたサーバモジュールで Pre-configure 機能を実行する必要があります。
Pre-configure 機能の実行については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイ
ド」を参照してください。
● 08-21 以前のマネージャサービスおよびコンソールサービスで，Fibre Channel
Switch Module を使用している BS320 と SAS Switch Module を使用している BS320
が同一の N+1 グループに登録されている場合，08-22 以降のマネージャサービスおよ
びコンソールサービスでは，異なる Switch Module を使用している BS320 同士での
切り替えができません。Switch Module が同じ種類の BS320 で N+1 グループを登録
し直してください。Switch Module の種類はサーバシャーシインベントリ情報で確認
してください。
● N+M コールドスタンバイ機能を使用している状態で，システム BIOS/EFI の設定や
fibre channel ボードの HBA BIOS の設定を変更する場合は，マニュアル
「BladeSymphony ユーザーズガイド」の N+M コールドスタンバイの章を参照してか
ら実施してください。
予備系サーバモジュール側で運用中に，予備系サーバモジュール側のシステム BIOS/
EFI の設定や fibre channel ボードの HBA BIOS の設定を変更する場合には，設定を
変更する前に，次の手順を実施してください。なお，手順 2 と手順 3 は，ハードウェ
ア装置で操作する手順になります。
1. ［復帰・解除実行］ダイアログボックスで［現用系に復帰する］または［予備系を
現用系とする］を指定して実行してください。
2. 復帰または解除実行後の現用系ホストのシステム BIOS/EFI や fibre channel ボー
ドの HBA BIOS の設定を変更してください。
3. 復帰または解除実行後の現用系ホストのパーティションに対して，Pre-configure
機能を実行してください。
4. Pre-configure 機能の実行が完了したあとで，変更した現用系ホストを N+1 グルー
プから削除してから再登録してください。
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予備系サーバモジュール側で運用中に，すでにシステム BIOS/EFI の設定や fibre
channel ボードの HBA BIOS の設定を変更した場合には，次の手順を実施してくださ
い。なお，手順 2 と手順 3 は，ハードウェア装置で操作する手順になります。
1. ［復帰・解除実行］ダイアログボックスで［現用系に復帰する］または［予備系を
現用系とする］を指定して実行してください。
2. 復帰または解除実行後の現用系ホストのシステム BIOS/EFI や fibre channel ボー
ドの HBA BIOS の設定を予備系サーバモジュール側で設定した内容と同じ設定に
変更してください。
3. 復帰または解除実行後の現用系ホストのパーティションに対して，Pre-configure
機能を実行してください。
4. Pre-configure 機能の実行が完了したあとで，変更した現用系ホストを N+1 グルー
プから削除してから再登録してください。
● 切り替えまたは復帰に失敗した場合，現用系のサーバモジュールと予備系サーバモ
ジュールのハードウェア装置の設定が変更されている場合があります。設定が変更さ
れている場合は，切り替えまたは復帰を実行する前の状態に回復してください。ハー
ドウェア装置の設定の変更方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザー
ズガイド」を参照してください。
● 次の場合，ネットワークスイッチの切り替えに失敗することがありますが，N+M
コールドスタンバイの切り替えまたは復帰の処理は継続されます。
• N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰を実行するサーバモジュールと同一
のサーバシャーシ内に，Pre-configure 機能実行中のサーバモジュールがあった場合
• サーバモジュールの抜き差しなどによる初期化中の場合
これらの場合，切り替え後または復帰後に，JP1/Cm2/NC でネットワークスイッチの
設定状態を確認してください。
● N+1 グループに登録されている，次のホストに Agent をインストール，または VM
ホストを登録しても，そのまま運用できます。
• Agent がインストールされていないホスト
• VM ホストが登録されていないホスト
この場合，各画面に表示される「シャーシ ID_ パーティション X」（X：パーティショ
ン番号）は，
「ホスト名」に置き換わります。
● N+1 グループに登録されている，Agent がインストールされていないホストに対し
て，Control Manager を利用して N+M コールドスタンバイ切り替えに関する次のコ
マンドを入力しても実行できません。
• jscmnpswitch
• jscmnprecover
• jscmnpactivate
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ストレージ部，ネットワーク部，ブレードサーバ部などの機器
をラックマネージャでグラフィカルに表示させて，ラック全体
を管理します。なお，この機能は，BSM および BSM Plus を
インストールしている場合に使用できます。
この章ではラック管理の方法について説明します。

21.1 ラック管理とは
21.2 ［ラックマネージャ］ウィンドウ
21.3 管理対象機器を登録する
21.4 管理対象機器の状態を表示する
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21.1 ラック管理とは
ラック管理とは，ラックマネージャと呼ばれる GUI を利用して，ラックおよびラックを
構成する各機器を管理する機能です。
ラック管理は，BSM のコンソールサービスで BSM Plus がインストールされているマ
ネージャサービスに接続している場合に使用できます。
ラックマネージャを利用したラック管理の構成を次の図に示します。
図 21-1

ラック管理の構成

ラックマネージャでは，ネットワーク部やブレードサーバ部などのラック内の機器構成
をそのままのイメージで表示できます。ラックマネージャを利用することで，各機器の
配置状況や空き容量などを容易に把握できます。また，障害発生時に SNMP Trap を受
信してアラートを表示したり，障害部位を表示したりできます。
障害発生時に発行される SNMP Trap は SNMP を介して受信します。SNMP 受信の管理
対象機器は次のとおりです。
• ブレードサーバ部（モデル：BS2000（拡張モジュール）
）
• ストレージ部（モデル選択なし，9500V，Hitachi WMS/AMS，BR50/150，BR20，
Hitachi SMS100）
• ネットワーク部
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• ファイバチャネルスイッチ
• ロードバランシングサーバ
• 無停電電源装置
• 周辺機器（上記以外の SNMP 対応機器）
ブレードサーバ部とサーバは，アラートによる障害監視を行っているため，SNMP によ
る障害監視の必要はありません。ただし，BS2000 の拡張モジュールの障害監視をする場
合は，SNMP による障害監視が必要となります。
SNMP Trap を受信するには，SNMP を利用するための次の準備が前提になります。
• ラックに配置する各機器で，SNMP エージェントを利用できるようにする。
SNMP エージェントの機能がない場合は，各機器に対応した SNMP エージェント機
能のあるソフトウェアをインストールする。
• 各 SNMP エージェントに，BSM Plus がインストールされているマネージャサービス
に送信するように設定し，SNMP エージェントを起動する。
マネージャサービスが複数 IP アドレス構成時の場合には，SNMP エージェントの
SNMP Trap 送信先として，マネージャサービスの環境設定ユティリティで［複数 IP
アドレス構成時に使用する IP アドレス］に指定された IP アドレスを指定する必要は
ありません。
• ラックマネージャを利用するマシン（BSM Plus がインストールされているマシン）
上で，Windows 添付の SNMP Trap Service をインストールする。
注意
BSM Plus がインストールされているマネージャサービスを起動すると，SNMP
Trap Service も一緒に起動されます。
BSM Plus がインストールされているマネージャサービスを起動後に，SNMP Trap
Service を停止（再起動も含む）した場合は，SNMP Trap を受信できなくなるた
め，BSM Plus がインストールされているマネージャサービスを再起動してくださ
い。
ラック管理では，SNMP v1 および SNMP v2c にだけ対応しています。
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21.2 ［ラックマネージャ］ウィンドウ
ラック管理機能は，［ラックマネージャ］ウィンドウから操作します。ここでは，
［ラッ
クマネージャ］ウィンドウを表示する手順，表示内容，および注意事項について説明し
ます。

（1） 操作手順
［ラックマネージャ］ウィンドウの操作手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［BSM Plus 管理］メニューから［ラックマネージャ］を
選択する
［ラックマネージャ］ウィンドウが表示されます。

［ラックマネージャ］ウィンドウでは，ラックに搭載されている機器をラック単位で管理
できます。また，ラックマネージャでは，ラックおよび機器をそれぞれ 5,000 個まで作
成できます。
［ラックマネージャ］ウィンドウの左側（左ペインと呼ぶ）に，ラックマネージャをルー
トノードとしてラックをツリー表示します。ラックの下位に，ラックに搭載されている
機器を表示します。ラックに属する機器に障害がある場合は，ラックも含めて障害を示
すアイコンが表示されます。
［ラックマネージャ］ウィンドウの右側（右ペインと呼ぶ）には，左ペインで選択した
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ノードについての情報が表示されます。各ノードを選択した場合に表示される右ペイン
の情報については，
「21.4 管理対象機器の状態を表示する」を参照してください。
ラックマネージャで表示される表示項目のアイコンを次に示します。
表 21-1

ラックマネージャで表示される表示項目のアイコン
表示項目

ラック

アイコン
（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

ブレードサーバ部
（モデル：なし）
（モデル：BS1000，BS320，BS2000）

（正常）
（アラート通知あり）
（未起動）

ストレージ部
（モデル：なし）
（モデル：9500V）
（モデル：Hitachi WMS/AMS）
（モデル：BR50/150）
（モデル：BR20）
（モデル：Hitachi SMS100）
ネットワーク部
（モデル：なし）

（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

サーバ
（モデル：なし）

（正常）
（アラート通知あり）
（未起動）

ファイバチャネルスイッチ
（モデル：なし）

（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

ロードバランシングサーバ
（モデル：なし）

（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

無停電電源装置
（モデル：なし）

（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

周辺機器
（モデル：なし）

（正常）
（アラート通知あり）
なし（未起動）

「
（モデル：なし）
」とは［機器の追加］ダイアログボックスで［モデル］に何も指定しな
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かった場合，デフォルトで表示されるイメージであることを示します。また，「アラート
通知あり」とは，該当機器に対してアラートレベルがインフォメーション以外であり，
かつ確認済みでないアラートが一つ以上ある場合の状態のことをいいます。

（2） 表示内容
画面中央に表示されているラック構成のイメージを機器の種別ごとに次に示します。
なお，LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM の表示については，「23.3.14

ラック

管理」を参照してください。
表 21-2

モデル
なし，BS1000

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（ブレードサーバ部：サーバ
シャーシ）
デフォルトのサイズ

イメージ

10U

（正常）

（障害）

（非活性）

（障害（非活性）
）

754

21. ラック管理

モデル
BS320

デフォルトのサイズ

イメージ

6U

（正常）

（障害）

（非活性）

（障害（非活
性）
）
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モデル
BS2000

デフォルトのサイズ

イメージ

10U

（正常）

（障害）

（非活性）

（障害（非活
性））
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表 21-3

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（ブレードサーバ部：サーバ
モジュール）

モデル
BS1000

デフォルトのサイズ

イメージ

−

（正常）

（障害）※

（非活性）

（障害（非活性）
）※
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モデル
BS320

デフォルトのサイズ

イメージ

−

（正常）

（障害）

（非活性）

（障害（非活性））
BS2000

−

（正常）

（障害）

（非活性）

（障害（非活性））

（凡例）
−：該当しない
注
スロットに何も挿入されていない場合，またはサーバモジュール以外のモジュールが装着され
ている場合は，ラック背景が表示されます。
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注※
SMP 構成を組んだサーバモジュールで，一つでも障害状態となった場合は，パーティションを
構成するすべてのサーバモジュールで，障害または障害（非活性）の画像が表示されます。

表 21-4
モデル
なし，9500V

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（ストレージ部）
デフォルトのサイズ

イメージ

3U
（正常）

（アラート
通知あり）
Hitachi WMS/
AMS

3U
（正常）

（アラート
通知あり）
4U

（正常）

（アラート
通知あり）
BR50/150

4U

（正常）

（アラート
通知あり）
BR20

2U
（正常）
（アラート
通知あり）
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モデル

デフォルトのサイズ

Hitachi SMS100

イメージ

2U
（正常）
（アラート
通知あり）

表 21-5
モデル

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（ネットワーク部）
デフォルトのサイズ

イメージ

6U

なし

（正常）

（アラート
通知あり）

表 21-6
モデル
なし

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（サーバ部）
デフォルトのサイズ

イメージ

3U
（正常）

（アラート
通知あり）

（未起動）
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表 21-7

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（ファイバチャネルスイッチ
部）

モデル

デフォルトのサイズ

イメージ

1U

なし

（正常）
（アラート
通知あり）

表 21-8

モデル

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（ロードバランシングサーバ
部）
デフォルトのサイズ

イメージ

2U

なし

（正常）
（アラート
通知あり）

表 21-9
モデル
なし

画面中央に表示されているラック構成のイメージ（無停電電源装置部）
デフォルトのサイズ

イメージ

12U

（正常）

（アラート
通知あり）
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表 21-10 画面中央に表示されているラック構成のイメージ（周辺機器部）
モデル
なし

デフォルトのサイズ

イメージ

1U

（正常）
（アラート
通知あり）

空きにはサイズが表示されます。
「モデル」欄が「なし」の項目は［機器の追加］ダイアログボックスで［モデル］に何も
指定しなかった場合，デフォルトで表示されるイメージであることを示します。また，
「アラート通知あり」とは，該当機器に対してアラートレベルがインフォメーション以外
であり，かつ確認済みでないアラートが一つ以上ある場合の状態のことを示します。

（3） 注意事項
• 今後，バージョンアップによって種別やモデルが追加されることがあります。現バー
ジョンのコンソールサービスで新しいバージョンのマネージャサービスに接続した場
合，追加された種別やモデルのアイコンおよびイメージがありません。その場合，同
じ種別のデフォルトモデルで同じサイズのアイコンおよびイメージが表示されます。
そのアイコンおよびイメージもない場合，周辺機器のデフォルトモデルで同じサイズ
のアイコンおよびイメージが表示されます。それでもイメージがない場合は，
「イメー
ジがありません !」と表示されます。
• 08-20 以前のバージョンのマネージャサービスから，08-21 以降のバージョンのマ
ネージャサービスに更新した場合，ストレージ部には 08-21 以降で使用されるモデル
名が表示されます。
• 08-22 以前のバージョンのマネージャサービスに接続した場合，ブレードサーバ部の
サーバモジュールの状態が表示されません。この場合，すべてのスロットが装着され
た画像が表示されます。また，サーバシャーシまたはサーバシャーシ内のどれかのス
ロットがアラート通知ありの状態の場合，ブレードサーバ部全体がアラート通知あり
の表示になります。
• ブレードサーバ部が次に示すどれかの状態の場合，ブレードサーバ部のサーバモ
ジュールの状態が表示されません。この場合，すべてのスロットが装着された画像が
表示されます。また，サーバシャーシまたはサーバシャーシ内のどれかのスロットが
アラート通知ありの状態の場合，ブレードサーバ部全体がアラート通知ありの表示に
なります。
• 「モデル」欄の設定内容が実際と異なる（KASM200D5 が表示される）
• 「サイズ」欄の設定内容が実際と異なる（KASM200D5 が表示される）
• モデルを自動判別できない（KASM200D4 が表示される）
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21.3 管理対象機器を登録する
ラックマネージャで管理する管理対象機器を登録します。管理対象機器の登録は，
［ラッ
クマネージャ］ウィンドウから［ラックの追加］または［機器の追加］メニューで行い
ます。
なお，設定の追加や変更などの操作を行う場合，
「更新モード」で操作する必要がありま
す。現在のモードは，
［ラックマネージャ］ウィンドウのタイトルまたは［モード選択］
メニューで確認できます。
「更新モード」にするには，［モード選択］メニューから［更
新モード］を選択します。

21.3.1

ラックの登録，変更，削除

ラックマネージャで，管理対象となるラックを登録，変更，または削除する手順を次に
示します。

（1） ラックの追加
管理対象となるラックを新規に追加する手順を次に示します。ただし，新規に追加する
ラックに機器を搭載する場合は，先に機器の追加を行う必要があります。機器の追加に
ついては，「21.3.2(1) 機器の追加」を参照してください。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックマネージャノードをクリックする
2. ［構成変更］メニューから［ラックの追加］を選択する
［ラックの追加］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ラックの名前を入力する
半角で 127 文字まで入力できます。全角文字は半角 2 文字分とします。すでに登録さ
れているラック名は入力しないでください。
4. ラックの説明（任意）を入力する
半角で 255 文字まで入力できます。全角文字は半角 2 文字分とします。入力は任意で
すので，入力しなくてもかまいません。
5. ラックのサイズを入力する
10 〜 50 の範囲で指定してください。39 以上を指定した場合は画面にスクロールバー
が表示されます。
6. 未配置機器の種別で，ラックに追加する機器の種別を選択する
ドロップダウンリストで，ブレードサーバ部，ストレージ部，ネットワーク部，サー
バ，ファイバチャネルスイッチ，ロードバランシングサーバ，無停電電源装置，周辺
機器が表示されます。これらの中から，ラックに追加する機器の種別を選んでくださ
い。
7. 機器一覧から追加する機器を選択して，［←］ボタンでラックの構成に移動する
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選択した機器を画面左側のラックの構成に，上から詰めて移動します。
複数の機器を選択することもできます。複数選択した場合，選択した機器を上から順
番に配置し，入る空きがなくなった時点で，それ以降の機器が入る空きがあっても移
動をストップします。
ラックに機器のイメージが表示されます。未配置機器には機器一覧で最後に選択した
機器の情報が表示されます。
8. ［↑］および［↓］ボタンで機器を移動する
ラックの構成に表示されている機器のイメージをクリックすると緑色の枠で囲まれま
す。
［↑］および［↓］ボタンで機器を移動します。連続する機器（空きを挟んでも
よい）も同時に上下移動できます。機器のイメージは 1 目盛りずつ移動します。移動
先に機器がある場合は，その先に空きがあれば，その機器を飛び越えて移動します。
配置済み機器には機器のイメージで最後に選択した機器の情報が表示されます。
9. 手順 3 〜手順 8 の操作を繰り返して，ラックに機器を搭載する
10.［OK］ボタンをクリックする
［ラックの追加］ダイアログボックスが閉じられ，ラックマネージャノードの下位に
ラックが追加されます。
ラックに搭載した機器の情報を変更するには，機器のイメージを選択して配置済み機器
の［変更］ボタンをクリック，または機器一覧から機器を選択して未配置機器の［変更］
ボタンをクリックします。機器の変更については，
「21.3.2(2) 機器の変更」を参照して
ください。
注意
ラックイメージは，サイズに 10U 〜 50U を入力した場合に変更されます。51U 以
上を入力すると入力範囲外エラーメッセージを表示し，サイズを 50U に修正しま
す。また，最上部の機器から最下部の機器までのサイズ以下を入力すると，取り得
る最小値に修正されます。サイズが 10U 〜 50U 以外で［↑］
，［↓］
，［←］
，［→］
ボタンをクリックすると，入力範囲外エラーメッセージを表示し，何も変更されま
せん。ラックの最下部に機器が配置されている状態で，ラックのサイズを小さくす
ることはできません。また，ラックに配置されている機器はラックのサイズ変更に
合わせて移動しません。

（2） ラックの構成変更
ラックの構成を変更する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックノードをクリックする
2. ［構成変更］メニューから［変更］を選択する
［ラックの構成変更］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ラックの名前，ラックの説明，およびラックのサイズを変更する
この画面では，主にラックの名前，ラックの説明，ラックのサイズ，およびラックの
機器配置を変更します。配置済み機器を変更する場合は，左側のラックイメージから
変更する機器を選択し，配置済み機器の［変更］ボタンをクリックします。未配置機
器を変更する場合は，機器一覧から変更する機器を選択し，未配置機器の［変更］ボ
タンをクリックします。
4. 配置済み機器および未配置機器を変更する
配置済み機器および未配置機器を変更する操作方法については，「21.3.2(2)

機器の

変更」を参照してください。
5. ［OK］ボタンをクリックする
［ラックの構成変更］ダイアログボックスが閉じられ，ラックの構成が変更されます。

（3） ラックの削除
ラックに機器が搭載されている場合は，そのラックを削除することはできません。その
場合は，ラックに搭載されている機器をすべて未配置にしてから削除します。機器を未
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配置に変更する方法については，
「(2) ラックの構成変更」または「21.3.2(3)

機器の

ラックからの削除」を参照してください。
ラックをラックマネージャから削除する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックノードをクリックする
2. ［構成変更］メニューから［削除］を選択する
削除を確認するメッセージが表示されます。

3. ［OK］ボタンをクリックする
メッセージが閉じられ，ラックノードが削除されます。

21.3.2

機器の登録，変更，削除

ラックマネージャで，管理対象となる機器を登録，変更，または削除する手順を次に示
します。

（1） 機器の追加
機器の追加は，機器の名前などの情報と，SNMP に関する情報を設定します。各 SNMP
Trap をアラートの形式で通知する場合，通知するアラートの内容を設定します。なお，
SNMP Trap は機器ごとに設定できます。
ブレードサーバ部およびサーバは，サービス構成表示で該当するマネージャサービスを
選択したときに表示されているサーバシャーシおよびサーバだけを登録できます。
また，サーバシャーシ内のサーバ，スイッチ＆マネジメントモジュールのギガビット
イーサネットスイッチ，ファイバチャネルスイッチモジュールはブレードサーバ部とし
て一元管理できます。
（a） 手順
機器を追加する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックマネージャノードをクリックする
2. ［構成変更］メニューから［機器の追加］を選択する
［機器の追加］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 種別を選択する
ドロップダウンリストで，ブレードサーバ部，ストレージ部，ネットワーク部，サー
バ，ファイバチャネルスイッチ，ロードバランシングサーバ，無停電電源装置，周辺
機器が表示されます。これらの中から，機器に追加する種別を選択してください。
4. モデルを選択する（任意）
モデルのドロップダウンリストが活性となっている場合，モデルを選択できます。選
択は任意ですので，選択しなくてもかまいませんが，選択したモデルによって選択で
きるサイズが異なる場合があります。
種別でブレードサーバ部を選択している場合は，自動的にモデルが選択されるため，
任意に選択することはできません。
種別がブレードサーバ部でモデルが BS2000 の場合は，
［拡張モジュール］から拡張
モジュールを選択して，拡張モジュールに対して SNMP 管理ができます。拡張モ
ジュールの選択は任意です。拡張モジュールに対する SNMP Trap の設定について
は，「(b) 拡張モジュールに対する SNMP Trap の設定」を参照してください。
5. 名前を入力する
半角で 255 文字まで入力できます。全角文字は半角 2 文字分とします。同一種別内で
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同じ名前は入力しないでください。
種別で，ブレードサーバ部またはサーバを選択した場合，
［ホスト管理］ウィンドウ
に表示されているシャーシ ID またはホストがドロップダウンリストで表示されるの
で，その一覧から選択してください。
6. サイズを入力する
選択した種別とモデルによって，選択可能なサイズがドロップダウンリストで表示さ
れるので，その一覧から選択してください。一度登録した機器のサイズは変更できま
せん。
7. 説明（任意）を入力する
半角で 255 文字まで入力できます。全角文字は半角 2 文字分とします。入力は任意で
すので，入力しなくてもかまいません。
追加する種別がブレードサーバ部またはサーバの場合は，
［OK］ボタンをクリックし
て追加操作を終了します。
8. SNMP 未対応モデルの場合，IP アドレス（任意）を入力する
［OK］ボタンをクリックして追加操作を終了します。
9. SNMP 管理をする場合，
［SNMP 管理］チェックボックスを ON にする
追加する種別がブレードサーバ部（モデルが「BS2000」以外の場合）またはサーバ
の場合は ON にできません。
追加する種別がブレードサーバ部でモデルが「BS2000」の場合，［拡張モジュール］
から拡張モジュールを選択しているときに，ON にできます。
10.IP アドレスを入力する
追加する機器の IP アドレスを入力してください。なお，複数の IP アドレスを持って
いて，それぞれの IP アドレスから別々の SNMP Trap を送信する機器では入力した
IP アドレスからの SNMP Trap だけ受信できます。
11. コミュニティを選択または入力する
デフォルトは「public」です。ドロップダウンリストには，今まで登録した機器で入
力されたコミュニティが表示されるので，その中から選択するか，または入力しま
す。入力する場合は，半角で 63 文字まで入力できます。
12.SNMP Trap を追加する場合は，次のどちらかの操作をする
• 一つ一つ SNMP Trap を設定する場合は，
［Trap 一覧］にある［追加］ボタンをク
リックする
［SNMP Trap の追加］ダイアログボックスが表示されます。
• MIB ファイルを読み込んで SNMP Trap を追加する場合は，
［Trap 一覧］にある
［ファイルから追加］ボタンをクリックする
SNMP Trap の追加方法については，「(5)

SNMP Trap の追加」を参照してくださ

い。
13.SNMP Trap をアラートとして通知するかどうかを選択する
SNMP Trap をアラートとして通知する場合，［通知］ラジオボタンを ON にします。
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SNMP Trap をアラートとして通知しない場合，［非通知］ラジオボタンを ON にしま
す。
14.SNMP Trap をアラートとして通知する場合，通知するアラートの内容を設定する
アラートの設定内容については，「(6)

アラート通知の設定」を参照してください。

15.［OK］ボタンをクリックする
［機器の追加］ダイアログボックスが閉じられ，機器が追加されます。
（b） 拡張モジュールに対する SNMP Trap の設定
種別がブレードサーバ部でモデルが BS2000 の場合は，拡張モジュールに対して SNMP
管理ができます。拡張モジュールに対して SNMP Trap を設定するには，
［機器の追加］
ダイアログボックスで次の操作をします。
1. ［種別］に「ブレードサーバ部」が，
［モデル］に「BS2000」が表示されている状態
で，［拡張モジュール］から SNMP Trap を設定したい拡張モジュールを選択する
2. 「(a) 手順」の手順 7. を実行する
3. 「(a) 手順」の手順 9. 〜 14. を実行する
4. ほかの拡張モジュールに対して SNMP Trap を設定したい場合は，上記の 1. 〜 3. を繰
り返す
5. 「(a) 手順」の手順 15. を実行する

（2） 機器の変更
追加した機器の情報を変更する手順を次に示します。ただし，種別，モデルおよびサイ
ズの変更はできません。種別，モデルおよびサイズを変更する場合は，機器をラックマ
ネージャから削除してから追加する操作をしてください。機器をラックマネージャから
削除する操作については「(3) 機器のラックからの削除」および「(4)

機器の削除」

を，機器を追加する操作については「(1) 機器の追加」を参照してください。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーまたは未配置機器の一覧で機器をクリック
する
2. ［構成変更］メニューから［変更］を選択する
［機器の変更］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 変更する情報を入力または選択する
操作方法については，
「(1) 機器の追加」を参照してください。
4. ［OK］ボタンをクリックする
［機器の変更］ダイアログボックスが閉じられ，機器の情報が変更されます。

（3） 機器のラックからの削除
機器をラックから削除し，未配置機器とする手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーで機器をクリックする
2. ［構成変更］メニューから［ラックから削除］を選択する
削除を確認するメッセージが表示されます。
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3. ［OK］ボタンをクリックする
メッセージが閉じられ，ラックから機器が削除されます。

（4） 機器の削除
機器をラックマネージャから削除する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウの未配置機器の一覧で機器をクリックする
2. ［構成変更］メニューから［削除］を選択する
削除を確認するメッセージが表示されます。

3. ［OK］ボタンをクリックする
メッセージが閉じられ，ラックマネージャから機器が削除されます。

（5） SNMP Trap の追加
通知する SNMP Trap を追加する場合，次のどちらかの方法で追加する SNMP Trap を
設定します。
•［SNMP Trap の追加］ダイアログボックスで設定する
• MIB ファイルを読み込んで設定する
次にそれぞれの方法について説明します。
（a）［SNMP Trap の追加］ダイアログボックスで設定する
［SNMP Trap の追加］ダイアログボックスで SNMP Trap を追加する場合の手順を次に
示します。
1. ［機器の追加］ダイアログボックスまたは［機器の変更］ダイアログボックスで，
［Trap 一覧］にある［追加］ボタンをクリックする
［SNMP Trap の追加］ダイアログボックスが表示されます。
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2. 名前を入力する
追加する SNMP Trap の名前を入力します。半角で 127 文字まで入力できます。すで
に登録されている名前と同じ名前は登録できません。
3. SNMP Trap の種類を選択する
SNMP v1 の SNMP Trap を追加する場合は，
［SNMPv1］ラジオボタンを ON にしま
す。SNMP v2c の SNMP Trap を追加する場合は，
［SNMPv2c］ラジオボタンを ON
にします。
4. SNMP v1 の SNMP Trap を追加する場合，次の項目を設定する
設定項目

設定内容

エンタープライズ

SNMP Trap のエンタープライズを半角数字または .（ピリオド）で入
力します。.（ピリオド）は，先頭と終端，および連続して指定するこ
とはできません。半角で 127 文字まで入力できます。

一般トラップ

一般トラップを選択します。デフォルトは「enterpriseSpecific」です。
デフォルトの「enterpriseSpecific」以外の SNMP Trap は，同じ一般
トラップを登録できません。

固有トラップ番号

固有トラップ番号を入力します。入力できる範囲は，0 〜
2,147,483,647 です。

SNMP Trap の名前に対して，エンタープライズ，一般トラップ，固有トラップ番号
の組み合わせが同じにならないように設定してください。また，すでに SNMP v2c と
して登録されている SNMP Trap は登録できません。SNMP v1 と SNMP v2c の対応
については，RFC3584 を参照してください。設定する内容は，追加する機器のマ
ニュアルを参照してください。
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5. SNMP v2c の SNMP Trap を追加する場合，次の項目を設定する
次の項目を設定します。
設定項目
snmpTrapOID

設定内容
トラップ識別子を半角数字および .（ピリオド）で入力します。.（ピリ
オド）は，先頭と終端，および連続して指定することはできません。
半角で 128 文字まで入力できます。すでに登録されているトラップ識
別子と同じ識別子は登録できません。また，SNMP v1 として登録され
ている SNMP Trap は登録できません。SNMP v1 と SNMP v2c の対応
については，RFC3584 を参照してください。

6. 説明（任意）を入力する
SNMP Trap の説明を入力します。半角で 511 文字まで入力できます。入力は任意で
すので，入力しなくてもかまいません。
7. ［OK］ボタンをクリックする
複数の SNMP Trap を追加する場合は，各 SNMP Trap について上記の操作をしてくだ
さい。
（b） MIB ファイルを読み込んで設定する
MIB ファイルから SNMP Trap を追加できます。MIB ファイルの定義方法は SNMP
Trap の種類によって次のように異なります。
SNMP v1 の場合
RFC1155，RFC1215 に従って定義された MIB ファイル
SNMP v2c の場合
RFC2578，RFC2579，RFC2580，RFC3584 に従って定義された MIB ファイル
MIB ファイルを読み込んで SNMP Trap を追加する場合の手順を次に示します。
1. ［機器の追加］ダイアログボックスまたは［機器の変更］ダイアログボックスで，
［Trap 一覧］にある［ファイルから追加］ボタンをクリックする
2. 該当する MIB ファイルを選択する
次の場合，同一の SNMP Trap と見なされ上書きされます。
SNMP v1 の場合
• 一般トラップが「enterpriseSpecific」以外の SNMP Trap のとき，すでに同一の
一般トラップが登録されている場合
• 一般トラップが「enterpriseSpecific」の SNMP Trap のとき，エンタープライズ
と固有トラップの組み合わせが同じ場合
SNMP v2c の場合
• すでに同一の snmpTrapOID が登録されている場合
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なお，追加された SNMP Trap は非通知の設定になります。
（c） SNMP Trap 追加時の注意事項
• デフォルトでサポートされている SNMP Trap のエンタープライズが，機器のマニュ
アルに記載されている SNMP Trap と異なる場合は，デフォルトでサポートされてい
る SNMP Trap を削除し，機器のマニュアルに従って新しく追加してください。デ
フォルトでサポートされている SNMP Trap は次のとおりです。
SNMP Trap の名前

SNMPv1

説明
エンタープラ
イズ

一般ト
ラップ

SNMPv2c
固有トラッ
プ番号

snmpTrapOID

coldStart

電源断からのリ
セット

1.3.6.1.2.1.11

0

0

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.1

warmStart

管理機器のリス
タート

1.3.6.1.2.1.11

1

0

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.2

linkDown

回線障害検出

1.3.6.1.2.1.11

2

0

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.3

linkUp

回線障害回復

1.3.6.1.2.1.11

3

0

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.4

authenticationFail
ure

不正な SNMP 受
信

1.3.6.1.2.1.11

4

0

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.5

egpNeighborLoss

隣接 EGP ダウ
ン

1.3.6.1.2.1.11

5

0

1.3.6.1.6.3.1.1.
5.6

• MIB ファイルから SNMP Trap を追加する場合，MIB ファイルが複数に分割されてい
るときは，
「OBJECT IDENTIFIER」が定義されているファイルから順番に追加して
ください。なお，次の RFC で定義されている「OBJECT IDENTIFIER」は，デフォ
ルトでインポートされています。
• RFC1213(MIB-II)
• RFC2011(SNMPv2 MIB for IP)
• RFC2012(SNMPv2 MIB for TCP)
• RFC2013(SNMPv2 MIB for UDP)
• RFC2578(SNMPv2-SMI)
• RFC2863(The Interfaces Group MIB)
• RFC3418(SNMPv2 MIB)
ファイルから追加しても SNMP Trap が追加されない場合は，RFC に従って定義され
ていないか，または SNMP Trap が定義されていない MIB ファイルです。SNMP v1
の場合は「TRAP-TYPE」
，SNMP v2c の場合は「NOTIFICATION-TYPE」で
SNMP Trap が定義されているか確認してください。
• SNMP Trap をアラートとして通知する場合，設定されている SNMP Trap の種類と
受信した SNMP Trap の種類が一致していなくても，アラートは通知されます。例え
ば，SNMP v1 の SNMP Trap をアラートとして通知する設定をした場合，受信した

775

21.

ラック管理

SNMP Trap の種類が SNMP v2c の場合でもアラートは通知されます。

（6） アラート通知の設定
ここでは，アラート通知を設定する場合の手順，デフォルトでサポートされている設定
内容，および［通知アラート］ウィンドウに表示される項目について説明します。
（a） 設定の手順
アラート通知を設定する場合の手順を次に示します。
1. アラート ID を選択する
アラート通知の ID を，0x4080 〜 0x4089 から選択してください。
2. 発生部位を選択する
筐体，電源，ファン，ネットワーク，ディスク，今まで登録された発生部位から選択
してください。入力する場合は，半角で 31 文字まで入力できます。
3. アラートレベルを選択する
インフォメーション，注意，警告，障害から選択してください。
4. 内容（任意）を入力する
アラート通知の内容を入力します。半角で 255 文字まで入力できます。入力は任意で
すので，入力しなくてもかまいません。
（b） デフォルトでサポートされている設定内容
デフォルトでサポートされている SNMP Trap の設定は次のとおりです。
SNMP Trap の名前

通知 / 非通
知

アラート ID

発生部位

アラートレ
ベル

内容

coldStart

通知

0x4080

筐体

インフォ
メーション

電源断から起
動しました。

warmStart

通知

0x4081

筐体

インフォ
メーション

管理機器がリ
スタートしま
した。

linkDown

通知

0x4082

筐体

警告

回線障害を検
出しました。

linkUp

通知

0x4083

筐体

インフォ
メーション

回線障害が回
復しました。

authenticationFailure

非通知

0x4084

筐体

インフォ
メーション

コミュニティ
名の一致しな
い SNMP メッ
セージを受信
しました。

egpNeighborLoss

非通知

0x4085

ネットワー
ク

インフォ
メーション

外部ゲート
ウェイ・プロ
トコル（EGP）
隣接が失われ
ました。
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（c）［通知アラート］ウィンドウに表示される項目
［機器の追加］ダイアログボックスまたは［機器の変更］ダイアログボックスで通知する
アラートの内容を設定した場合，設定した内容が［通知アラート］ウィンドウに表示さ
れます。［通知アラート］ウィンドウに表示される各項目と［機器の追加］ダイアログ
ボックスまたは［機器の変更］ダイアログボックスでの設定内容を，次の表に示します。
表 21-11 ［通知アラート］ウィンドウに表示される各項目と［機器の追加］ダイアログ
ボックスまたは［機器の変更］ダイアログボックスでの設定内容
項番

［通知アラート］ウィン
ドウの表示項目

［機器の追加］ダイアログボックスま
たは［機器の変更］ダイアログボック
スでの設定内容

表示形式

1

発生日時

−

−

2

発生ホスト

• ［名前］
• ［SNMP 管理］の［IP アドレス］

名前（IP アドレス）

3

アラートレベル

• ［SNMP 管理］の［アラート］の
［アラートレベル］

アラートレベル

4

内容

• ［SNMP 管理］の［アラート］の
［内容］
• ［SNMP 管理］の［Trap 一覧］の
SNMP Trap 名
• ［SNMP 管理］の［エンタープライ
ズ］
• ［SNMP 管理］の［固有トラップ番
号］

内容（SNMP Trap 名，エ
ンタープライズ，固有ト
ラップ番号）

5

確認状態

−

−

6

アラート ID

• アラート ID

アラート ID

7

発生部位

• 発生部位

発生部位

（凡例）
−：［機器の追加］ダイアログボックスまたは［機器の変更］ダイアログボックスで
は設定しない
通知アラートについては，
「7.2.1 通知アラートを表示する」を参照してください。
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21.4 管理対象機器の状態を表示する
登録したラックや機器の状態を表示する方法について説明します。初回起動時は，ラッ
ク一覧が表示され，2 回目以降は前回の状態を表示します。
注意
08-20 以前のバージョンのマネージャサービスから，08-21 以降のバージョンのマ
ネージャサービスに更新した場合，ストレージ部には 08-21 以降で使用されるモデ
ル名が表示されます。

21.4.1

ラックの一覧を表示する

ラックの一覧を表示する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックマネージャノードをクリックする
2. ［表示］メニューから［ラック一覧］を選択する
［ラックマネージャ］ウィンドウの右側にラックの一覧が表示されます。

ラックの一覧は，アイコン，名前，サイズ，説明を表示します。ラックに属する機器
に障害がある場合は，障害を示すアイコンが表示されます。名前，サイズ，説明のリ
ストヘッダをクリックすることで，昇順にソートできます。

21.4.2

未配置機器の一覧を表示する

未配置機器の一覧を表示する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックマネージャノードをクリックする
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2. ［表示］メニューから［未配置機器一覧］を選択する
［ラックマネージャ］ウィンドウの右側に未配置機器の一覧が表示されます。

未配置機器一覧は，アイコン，名前，種別，モデル，IP アドレス，サイズ，説明，未
確認アラートが表示されます。
機器に障害がある場合は，障害を表すアイコンが表示されます。未確認アラートは
「あり」または空白で表示され，右クリックメニューで［通知アラート表示］から
［通知アラート］ウィンドウを表示し，その機器が通知したアラートをすべて確認す
ることで「あり」表示が空白になります。
名前，種別，モデル，IP アドレス，サイズ，説明，未確認アラートのリストヘッダを
クリックすることで，昇順にソートできます。また名前をダブルクリックすると，
［通知アラート］ウィンドウが表示されます。

21.4.3

ラックイメージを表示する

ラックイメージを表示する手順を次に示します。
1. ［ラックマネージャ］ウィンドウのツリーでラックノードまたは機器ノードをクリッ
クする
［ラックマネージャ］ウィンドウの右側にラックイメージおよびラックと機器の情報
が表示されます。
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ラックノードをクリックした場合は，ラックの情報だけが表示され，機器ノードをク
リックした場合は，ラックと機器の情報を表示します。
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HVM 構成管理
BladeSymphony では，日立サーバ仮想化機構という技術を利
用して，1 台または複数台のサーバモジュールで構成されてい
る物理パーティションを仮想化できます。
この章では，仮想化されたサーバを管理する HVM の構成情報
を JP1/ServerConductor から管理する方法について説明しま
す。

22.1 日立サーバ仮想化機構によるサーバの仮想化
22.2 HVM 構成管理機能
22.3 HVM の設定および LPAR の作成の流れ
22.4 HVM の設定
22.5 LPAR の作成
22.6 クローニングを使用した HVM および LPAR の設定
22.7 LPAR の操作
22.8 LPAR 構成の変更
22.9 HVM 構成のバックアップおよびリストア
22.10 LPAR と USB との対応づけ
22.11 HVM 構成管理機能の注意事項
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22.1 日立サーバ仮想化機構によるサーバの仮
想化
新たにシステムを構築する場合，業務ピーク時の性能確保や将来的なシステム規模の拡
大を想定して，サーバを準備します。そのため，ほとんどのサーバのリソース使用率は
低いにもかかわらず台数だけは多く，管理に手間もコストも掛かります。
BladeSymphony では，日立サーバ仮想化機構という技術を利用して，1 台または複数台
のサーバモジュールで構成されている物理パーティションを仮想化できます。JP1/
ServerConductor は，この仮想化されたサーバを物理的なサーバと同様に管理できます。

22.1.1

JP1/ServerConductor による仮想化されたサーバの管
理

仮想化されたサーバを構成する論理パーティションを LPAR と呼びます。また，1 台ま
たは複数台のサーバモジュールで構成されている物理パーティションを論理分割し，複
数 LPAR を稼働できる形態を LPAR モードと呼びます。これに対し，1 台または複数台
のサーバモジュールで構成されている物理パーティションを論理分割しないで稼働する
形態を Basic モードと呼びます。
日立サーバ仮想化機構では，1 台または複数台のサーバモジュールで構成されている一つ
の物理パーティションを複数の LPAR に分割し，それぞれの LPAR 上で，異なる OS や
業務アプリケーションを実行できます。それぞれの LPAR は，HVM によって管理されま
す。
日立サーバ仮想化機構によるサーバの仮想化の概要を次に示します。
図 22-1

日立サーバ仮想化機構によるサーバの仮想化の概要

JP1/ServerConductor では，HVM の構成を管理コンソールから変更したり，ウィザー
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ドによって LPAR を作成したりできます。
また，物理的なサーバと同様に，LPAR 上で稼働するサーバを管理コンソールから管理
できます。HVM に対しても，LPAR 上で稼働するサーバと同様に電源制御などの操作を
実施できます。LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM を管理コンソールから管理する
方法については，
「23.

仮想化されたサーバの管理（HVM の場合）」を参照してくださ

い。
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22.2 HVM 構成管理機能
JP1/ServerConductor から HVM 構成を管理する機能を HVM 構成管理機能といいます。
HVM 構成管理機能では，LPAR モードに設定された物理パーティションに対して，管理
コンソールから，HVM 構成情報の設定や LPAR の作成ができます。
また，既存の HVM 構成情報を新しく作成する HVM にコピーすることで，容易に HVM
構成情報を設定できます。

22.2.1

HVM 構成管理機能の前提条件

HVM 構成管理機能に対応するサーバシャーシは BS1000 および BS2000 です。
ただし，SVP のバージョンやファームウェアのバージョンによって，HVM 構成管理機
能が使用できない場合があります。詳細については，マニュアル「BladeSymphony ユー
ザーズガイド」を参照してください。

22.2.2 ［HVM 構成管理］ウィンドウ
HVM 構成管理機能を使用して HVM および LPAR を管理するには，［HVM 構成管理］
ウィンドウを使用します。［HVM 構成管理］ウィンドウの起動方法，表示方法などにつ
いて，次に説明します。

（1）［HVM 構成管理］ウィンドウの表示手順
［HVM 構成管理］ウィンドウを表示する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［HVM 管理］メニューから［HVM 構成管理］を選択す
る
［HVM 構成管理］ウィンドウが表示されます。
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（2）［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目
［HVM 構成管理］ウィンドウの左ペインには，
［HVM 構成管理］をルートノードとし
て，シャーシノードが表示されます。シャーシノードの下位にはそのシャーシに属する
HVM ノードが，HVM ノードの下位にはその HVM が管理している LPAR ノードが，そ
れぞれ表示されます。

表示項目
シャーシノード

意味
［ホスト管理］ウィンドウに登録されているサーバシャーシのう
ち，BS1000 または BS2000 のサーバシャーシが表示されます。
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表示項目
HVM ノード

意味
［ホスト管理］ウィンドウに登録されている HVM のうち，パー
ティションの OS 種類が HVM のものが表示されます。

LPAR ノード

HVM に作成済みの LPAR が表示されます。

［HVM 構成管理］ウィンドウの右ペインの表示項目は，左ペインで選択しているノード
の種類によって異なります。選択しているノード別の表示項目について，次に説明しま
す。
（a） シャーシノード選択時の表示項目
［HVM 構成管理］ウィンドウの左ペインでシャーシノードを選択すると，そのサーバ
シャーシ上で稼働する HVM の情報およびサーバシャーシの情報が右ペインに表示され
ます。
シャーシノードを選択しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの表
示項目を，次に示します。
図 22-2 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（シャーシノード選択時）

表 22-1 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（シャーシノード選択時）
項番

表示項目

意味

1

HVM 識別子※ 1

HVM を識別する ID が表示されます。

2

パーティション番号※ 1

パーティション番号が表示されます。

3

電源状態※ 1

パーティションの電源状態が表示されます。
• Inactive(0x00)：電源 OFF 状態
• Active(0x01)：電源 ON 状態
• 取得不可 (0xXX)：電源状態不明（XX は 00，01 のどちら
でもない値を示す）
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項番
4

表示項目

意味

パーティション情報ステータス

パーティションの状態が表示されます。
• Unknown Status(0x00)：不明な状態
• Data Invalidated(0x01)：無効な状態
• Data Invalidated & 電源投入抑止中 (0x02)：無効 + 電源投
入抑止状態
• Configuration validate(0x03)：有効な状態
• 取得不可 (0xXX)：パーティション状態不明（XX は 00 〜
03 のどれでもない値を示す）

※1

5

サーバモジュールタイプ※ 1

パーティションのプライマリスロットに挿入されているサー
バモジュールのモジュールタイプが表示されます。
BS1000，BS320 の場合
• Don't Care(0x00)：サーバモジュール未挿入
• IPF Server Module(0xXX)：IPF サーバモジュール（XX
は 01 〜 7F のどれかの値を示す）
• IA32 Server Module(0xXX)：IA32 サーバモジュール（XX
は 80 〜 FE のどれかの値を示す）
• Unknown Device(0xFF)：不明
BS2000 の場合
• Don't Care(0x00)：サーバモジュール未挿入
• Xeon Server Blade(0xXX)：Xeon サーバモジュール（XX
は 01 〜 0F のどれかの値を示す）
• Xeon-EX Server Blade(0xXX)：Xeon-EX サーバモジュー
ル（XX は 11 〜 1F のどれかの値を示す）
• Unknown Device(0xFF)：不明

6

HVM IP アドレス※ 2

HVM の IP アドレスが表示されます。

7

VNIC System Number ※ 2

仮想 NIC システム番号が表示されます。

8

Pre-State Auto Activation ※ 2

HVM システムをシャットダウンしないで HVM を再起動し
た場合，LPAR を再起動前と同じ状態に復帰させるかどうか
の設定が表示されます。
• 有効：LPAR を再起動前と同じ状態に復帰させる
• 無効：LPAR を再起動前と同じ状態に復帰させない

9

HVM Auto Shutdown ※ 2

すべての LPAR が Deactivate 状態になったときに HVM シ
ステムを自動でシャットダウンするかどうかが表示されま
す。
• 有効：HVM を自動でシャットダウンする
• 無効：HVM を自動でシャットダウンしない

10

Processors ※ 2

11

User Memory (Mbytes) ※ 2

正常に稼働している物理プロセッサの総数と，サーバモ
ジュールに搭載されている全物理プロセッサの総数が
「n(m)」の形式で表示されます。n と m の意味は次のとおり
です。
• n：正常に稼働している物理プロセッサの総数
• m：サーバモジュールに搭載されている物理プロセッサの
総数
LPAR に割り当てできるメモリの総量が表示されます。
LPAR に割り当てできるメモリの総量は，サーバモジュール
に搭載されているメモリ容量から HVM が使用するメモリ容
量を引いた値となります。
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項番

表示項目

意味

12

Management Path ※ 2

HVM 管理パスに使用する NIC の PCI デバイス番号が表示
されます。
• Default：プライマリオンボード GbE を管理パスに使用し
ている
• PCI デバイス番号：PCI デバイス番号で指定された NIC
を管理パスに使用している

13

Connect ※ 2

Management Path の接続状態が表示されます。
• Unknown：接続状態が不明または初期状態である
• Success：接続状態である
• Fail：接続に失敗している

14

Alert Language ※ 2

HVM のアラートメッセージの言語設定が表示されます。
• English：英語
• Japanese：日本語
• Unknown：不明

15

BSM1 IP アドレス※ 2

HVM を管理する BSM1 の IP アドレスが表示されます。
HVM スクリーンの System Configuration メニューに表示さ
れる「BSM1 IP Address」の設定値が表示されます。

16

BSM1 アラートポート番号※ 2

17

BSM2 IP アドレス※ 2

18

BSM2 アラートポート番号※ 2

19

BSM3 IP アドレス※ 2

20

BSM3 アラートポート番号※ 2

21

BSM4 IP アドレス※ 2

22

BSM4 アラートポート番号※ 2

BSM1 との通信に使うポート番号が表示されます。HVM ス
クリーンの System Configuration メニューに表示される
「BSM1 Alert Port」の設定値が表示されます。
HVM を管理する BSM2 の IP アドレスが表示されます。
HVM スクリーンの System Configuration メニューに表示さ
れる「BSM2 IP Address」の設定値が表示されます。
BSM2 との通信に使うポート番号が表示されます。HVM ス
クリーンの System Configuration メニューに表示される
「BSM2 Alert Port」の設定値が表示されます。
HVM を管理する BSM3 の IP アドレスが表示されます。
HVM スクリーンの System Configuration メニューに表示さ
れる「BSM3 IP Address」の設定値が表示されます。
BSM3 との通信に使うポート番号が表示されます。HVM ス
クリーンの System Configuration メニューに表示される
「BSM3 Alert Port」の設定値が表示されます。
HVM を管理する BSM4 の IP アドレスが表示されます。
HVM スクリーンの System Configuration メニューに表示さ
れる「BSM4 IP Address」の設定値が表示されます。
BSM4 との通信に使うポート番号が表示されます。HVM ス
クリーンの System Configuration メニューに表示される
「BSM4 Alert Port」の設定値が表示されます。

注※ 1
通信エラーの場合は空白が表示されます。
注※ 2
HVM が管理コンソールから一度も接続されていない場合，または HVM のファームウェアが古
い場合は空白が表示されます。
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（b） HVM ノード選択時の表示項目
［HVM 構成管理］ウィンドウの左ペインで HVM ノードを選択すると，その HVM が管
理している LPAR の情報が右ペインに表示されます。
HVM ノード選択時に表示する項目は，次の 5 種類から選択できます。HVM ノードを選
択した場合，デフォルトでは LPAR 構成情報が表示されます。
• LPAR 構成情報
• Processor 情報
• PCI Device 情報
• FC 情報
• 仮想 NIC 情報（VNIC 情報）
■ LPAR 構成情報
LPAR 構成情報を表示するには，
［HVM 構成管理］ウィンドウの［表示］メニューから
［LPAR 構成情報表示］を選択します。
LPAR 構成情報を表示しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの表
示項目を，次に示します。
図 22-3 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（HVM ノード選択時：LPAR 構成情報）

表 22-2 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（HVM ノード選択時：LPAR 構成情
報）
項番

表示項目

意味

1

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

2

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。
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項番

表示項目

意味

3

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Activated：電源 ON 状態
• Deactivated：電源 OFF 状態
• Failure：回復できない障害のため使用できない状態
• Unknown：不明

4

Logical Processors

LPAR に割り当てられた論理プロセッサの数が表示されま
す。

5

Dedicated Processors

LPAR に割り当てられた占有プロセッサの数が表示されま
す。

6

Shared Processors

LPAR に割り当てられた共有プロセッサの数が表示されま
す。

7

Service Ratio

LPAR 間の共有プロセッサの使用時間配分が表示されます。
占有プロセッサの場合，「---」が表示されます。

8

Memory(Mbytes)

LPAR に割り当てられたメモリ容量がメガバイト単位で表示
されます。

9

VNIC

LPAR に割り当てられた仮想 NIC の数が表示されます。

10

Idle Detection

論理プロセッサの Idle 状態を検出する機能を使用できるかど
うかが表示されます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

11

Auto Activation Order

HVM 起動時の LPAR の自動起動順序が 1 〜 99 で表示され
ます。Auto Activation Order が設定されていない場合，
「無
効」が表示されます。

12

Auto Clear

論理 SEL の自動クリア機能を使用できるかどうかが表示さ
れます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

13

Processor Capping

プロセッサキャッピング機能を使用できるかどうかが表示さ
れます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

14

Pre-Boot F/W

LPAR でブートされるファームウェアが表示されます。
• Reserved：予約
• BIOS：BIOS
• 64UEFI：64UEFI
• 86UEFI：86UEFI
• Unsupported：未サポート
• Unknown：不明

■ Processor 情報
Processor 情報を表示するには，
［HVM 構成管理］ウィンドウの［表示］メニューから
［Processor 情報表示］を選択します。
Processor 情報を表示しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの表
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示項目を，次に示します。
図 22-4 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（HVM ノード選択時：Processor 情報）

表 22-3 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（HVM ノード選択時：Processor 情
報）
項番

表示項目

意味

1

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

2

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。

3

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Activated：電源 ON 状態
• Deactivated：電源 OFF 状態
• Failure：回復できない障害のため使用できない状態
• Unknown：不明

4

Logical Processor Scheduling
Mode

論理プロセッサに割り当てられたスケジューリングモードが
表示されます。
• Dedicated：占有モード
• Shared：共有モード

5

Logical Processor Number

論理プロセッサ番号が表示されます。

6

Physical Processor Number

物理プロセッサ番号が表示されます。自動割り当てされる場
合「自動割り当て」が表示されます。

7

Blade Number ※

物理プロセッサが搭載されているサーバモジュール番号が表
示されます。

8

Die Number ※

サーバモジュール内のダイ番号が表示されます。

9

Core Number ※

ダイ内のコア番号が表示されます。

10

Thread Number ※

スレッド番号が表示されます。
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項番

表示項目

意味

11

Physical Processor Status ※

物理プロセッサのステータスが表示されます。
• RUN：物理プロセッサが正常に稼働している
• FAIL：物理プロセッサは回復できない障害のため使用で
きない状態である
• ERROR：物理プロセッサはタイムアウト障害のため使用
できない状態である
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

12

Physical Processor Scheduling

物理プロセッサに割り当てられたスケジューリングモードが
表示されます。
• Dedicated：占有モード
• Shared：共有モード
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

Mode ※

注※
［Physical Processor Number］が「自動割り当て」の場合は，空白が表示されます。

■ PCI Device 情報
PCI Device 情報を表示するには，
［HVM 構成管理］ウィンドウの［表示］メニューから
［PCI Device 情報表示］を選択します。
PCI Device 情報を表示しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの
表示項目を，次に示します。
図 22-5 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（HVM ノード選択時：PCI Device 情報）
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表 22-4 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（HVM ノード選択時：PCI Device 情
報）
項番

表示項目

意味

1

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

2

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。

3

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Activated：電源 ON 状態
• Deactivated：電源 OFF 状態
• Failure：回復できない障害のため使用できない状態
• Unknown：不明

4

PCI Device Number ※

HVM から識別するために各 PCI デバイスに付けられた番号
が表示されます。

5

Device Type ※

PCI デバイスの種別が表示されます。
• Reserved：予約
• NIC：Network Interface Card
• SCSI：SCSI Controller
• FC：Fibre Channel
• USB：USB Controller
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

6

Scheduling Mode ※

PCI デバイスのスケジューリングモードが表示されます。
• Dedicated：占有モード
• Shared：共有モード
• Exclusive：排他共有機能 USB
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

7

PCI Device Assignment ※

各 LPAR に割り当てられた PCI デバイスの割り当て状態が
表示されます。
• 割り当て状態：割り当て（未使用）状態
• 使用可能状態：割り当て（使用中）状態
• 割り当て不可：割り当てできない状態
• 未割り当て状態：割り当てられていない状態
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

8

Vendor ※

PCI デバイスのベンダ名が表示されます。

9

Device Name ※

PCI デバイス名が表示されます。

10

Bus Number ※

PCI バス番号が表示されます。

11

Device Number ※

PCI デバイス番号が表示されます。

12

Function Number ※

PCI ファンクション番号が表示されます。
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項番

表示項目

意味

13

Slot Number ※

スロット番号が表示されます。
• G0 〜 G7：Gigabit Ether の場合（数字はサーバモジュー
ル番号）
• U0 〜 U7：USB の場合（数字はサーバモジュール番号）
• UK0 〜 UK7：KVM の場合（数字はサーバモジュール番
号）
• 数値：PCI スロット番号

14

Shared NIC Number ※

PCI デバイスが共有 NIC の場合，共有 NIC 番号が表示され
ます。

注※
LPAR が表示できる PCI デバイスが存在しない場合は，空白が表示されます。

■ FC 情報
FC 情報を表示するには，［HVM 構成管理］ウィンドウの［表示］メニューから［FC 情
報表示］を選択します。
FC 情報を表示しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの表示項目
を，次に示します。
図 22-6 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（HVM ノード選択時：FC 情報）

表 22-5 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（HVM ノード選択時：FC 情報）
項番

表示項目

意味

1

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

2

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。
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項番

表示項目

意味

3

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Activated：電源 ON 状態
• Deactivated：電源 OFF 状態
• Failure：回復できない障害のため使用できない状態
• Unknown：不明

4

PCI Slot Number ※

PCI スロット番号が表示されます。

5

Port Number ※

ポート番号が表示されます。

6

Port Status ※

ポートの状態が表示されます。
• Available：正常に使用できる状態
• LinkDown：ケーブルが接続されていないため使用できな
い状態
• ConfigCheck：構成上の問題のため使用できない状態
• ErrorCheck：回復できない障害のため使用できない状態
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

7

Bus Number ※

PCI バス番号が表示されます。

8

Device Number ※

PCI デバイス番号が表示されます。

9

Function Number ※

PCI ファンクション番号が表示されます。

10

Scheduling Mode ※

PCI デバイスのスケジューリングモードが表示されます。
• Dedicated：占有モード
• Shared：共有モード
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

11

vfcWWNID ※

割り当て FC が共有モードの場合，設定されている
vfcWWN-ID が表示されます。

12

WWPN ※

FC の WWPN が表示されます。

13

WWNN ※

FC の WWNN が表示されます。

注※
LPAR に割り当てられた FC が存在しない場合は，空白が表示されます。

■仮想 NIC 情報
仮想 NIC 情報を表示するには，
［HVM 構成管理］ウィンドウの［表示］メニューから
［VNIC 情報表示］を選択します。
仮想 NIC 情報を表示しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの表
示項目を，次に示します。
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図 22-7 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（HVM ノード選択時：仮想 NIC 情報）

表 22-6 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（HVM ノード選択時：仮想 NIC 情報）
項番

表示項目

意味

1

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

2

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。

3

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Activated：電源 ON 状態
• Deactivated：電源 OFF 状態
• Failure：回復できない障害のため使用できない状態
• Unknown：不明

4

VNIC Number ※

仮想 NIC 番号が表示されます。

5

VNIC Assignment ※

各 LPAR に対する仮想 NIC の割り当て状態がネットワーク
セグメントの識別子で表示されます。
• 1a 〜 6b：物理 NIC に関連づけられたネットワークセグメ
ント
数値部分は物理 NIC に割り当てられた共有 NIC 番号を示
します。a または b は物理デバイスが A 系か B 系かを示
します。
• Va 〜 Vd：LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメ
ント

6

MAC アドレス※

各 LPAR の仮想 NIC の MAC アドレスが表示されます。

7

Shared NIC Number ※

8

Tag ※
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共有 NIC の場合，共有 NIC 番号が 1 〜 6 の数値で表示され
ます。
LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメントの場合，
「VNIC」が表示されます。
仮想 NIC の VLAN モードが表示されます。
• Tagged：Tagged ポートに定義されている
• Untagged：Untagged ポートに定義されている
• Undefined：未定義
• Unknown：不明
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項番
9

表示項目
VLAN ID ※

意味
LPAR に割り当てられている VLAN の ID が 1 〜 4094 の数
値で表示されます。複数定義がある場合，コンマ区切り表示
されます。
すべての VLAN が割り当てられている場合，
「ALL」が表示
されます。

注※
LPAR に割り当てられた仮想 NIC が存在しない場合は，空白が表示されます。

（c） LPAR ノード選択時の表示項目
［HVM 構成管理］ウィンドウの左ペインで LPAR ノードを選択すると，その LPAR の情
報が右ペインに表示されます。
LPAR ノードを選択しているときの［HVM 構成管理］ウィンドウおよび右ペインの表示
項目を，次に示します。
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図 22-8 ［HVM 構成管理］ウィンドウ（LPAR ノード選択時）

表 22-7 ［HVM 構成管理］ウィンドウの表示項目（LPAR ノード選択時）
項番

表示項目

意味

1

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

2

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。

3

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Activated：電源 ON 状態
• Deactivated：電源 OFF 状態
• Failure：回復できない障害のため使用できない状態
• Unknown：不明

4

Logical Processors

LPAR に割り当てられた論理プロセッサの数が表示されま
す。

5

Dedicated Processors

LPAR に割り当てられた占有プロセッサの数が表示されま
す。
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項番

表示項目

意味

6

Shared Processors

LPAR に割り当てられた共有プロセッサの数が表示されま
す。

7

Service Ratio

LPAR 間の共有プロセッサの使用時間配分が表示されます。
占有プロセッサの場合，「---」が表示されます。

8

Memory

LPAR に割り当てられたメモリ容量がメガバイト単位で表示
されます。

9

VNIC

LPAR に割り当てられた仮想 NIC の数が表示されます。

10

Idle Detection

論理プロセッサの Idle 状態を検出する機能を使用できるかど
うかが表示されます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

11

Auto Activation Order

HVM 起動時の LPAR の自動起動順序が 1 〜 99 で表示され
ます。Auto Activation Order が設定されていない場合，「無
効」が表示されます。

12

Auto Clear

論理 SEL の自動クリア機能を使用できるかどうかが表示さ
れます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

13

Processor Capping

プロセッサキャッピング機能を使用できるかどうかが表示さ
れます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

14

Pre-Boot F/W

LPAR でブートされるファームウェアが表示されます。
• Reserved：予約
• BIOS：BIOS
• 64UEFI：64UEFI
• 86UEFI：86UEFI
• Unsupported：未サポート
• Unknown：不明

15

LProc# ※
（# は Logical Processor 番号）

占有論理プロセッサに割り当てられた物理プロセッサ番号が
表示されます。複数の場合はコンマ区切りで表示されます。

16

PCI# Type ※
（# は PCI デバイス番号）

PCI デバイスの種別が表示されます。
• Reserved：予約
• NIC：Network Interface Card
• SCSI：SCSI Controller
• FC：Fibre Channel
• USB：USB Controller
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

17

PCI# Scheduling Mode ※
（# は PCI デバイス番号）

PCI デバイスのスケジューリングモードが表示されます。
• Dedicated：占有モード
• Shared：共有モード
• Exclusive：排他共有機能 USB
• Undefined：未定義
• Unknown：不明
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項番

表示項目

意味

18

SFC# Slot Number ※
（# は共有 FC 番号）

共有 FC が実装されている PCI スロット番号が表示されま
す。

19

SFC# Port Number ※
（# は共有 FC 番号）

ポート番号が表示されます。

20

SFC# Port Status ※
（# は共有 FC 番号）

ポートの状態が表示されます。
• Available：正常に使用できる状態
• LinkDown：ケーブルが接続されていないため使用できな
い状態
• ConfigCheck：構成上の問題のため使用できない状態
• ErrorCheck：回復できない障害のため使用できない状態
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

21

SFC# Bus Number ※
（# は共有 FC 番号）

PCI バス番号が表示されます。

22

SFC# Device Number ※
（# は共有 FC 番号）

PCI デバイス番号が表示されます。

23

SFC# Function Number ※
（# は共有 FC 番号）

PCI ファンクション番号が表示されます。

24

SFC# vfcWWNID ※
（# は共有 FC 番号）

割り当て FC が共有モードの場合，設定されている
vfcWWN-ID が表示されます。

25

SFC# WWPN ※
（# は共有 FC 番号）

共用 FC に割り当てられた WWPN が表示されます。

26

SFC# WWNN ※
（# は共有 FC 番号）

共用 FC に割り当てられた WWNN が表示されます。

27

DFC# Slot Number ※
（# は占有 FC 番号）

占有 FC が実装されている PCI スロット番号が表示されま
す。

28

DFC# Port Number ※
（# は占有 FC 番号）

ポート番号が表示されます。

29

DFC# WWPN ※
（# は占有 FC 番号）

占有 FC に割り当てられた仮想 WWPN が表示されます。

30

DFC# WWNN ※
（# は占有 FC 番号）

占有 FC に割り当てられた仮想 WWNN が表示されます。

31

VNIC# Assignment ※
（# は仮想 NIC 番号）

各 LPAR に対する仮想 NIC の割り当て状態がネットワーク
セグメントの識別子で表示されます。
• 1a 〜 6b：物理 NIC に関連づけられたネットワークセグメ
ント
数値部分は物理 NIC に割り当てられた共有 NIC 番号を示
します。a または b は物理デバイスが A 系か B 系かを示
します。
• Va 〜 Vd：LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメ
ント
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項番

表示項目

意味

32

VNIC# MACAddr ※
（# は仮想 NIC 番号）

33

VNIC# SNIC Number ※
（# は仮想 NIC 番号）

34

VNIC# Tag ※
（# は仮想 NIC 番号）

仮想 NIC の VLAN モードが表示されます。
• Tagged：Tagged ポートに定義されている
• Untagged：Untagged ポートに定義されている
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

35

VNIC# VLANID ※
（# は仮想 NIC 番号）

LPAR に割り当てられている VLAN の ID が 1 〜 4094 の数
値で表示されます。複数定義がある場合，コンマ区切り表示
されます。
すべての VLAN が割り当てられている場合，
「ALL」が表示
されます。

仮想 NIC の MAC アドレスが表示されます。

共有 NIC の場合，共有 NIC 番号が 1 〜 6 の数値で表示され
ます。
LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメントの場合，
「VNIC」が表示されます。

36

SEL Time Mode

論理 SEL の時刻モードが表示されます。
• GMT：GMT モード
• Local-Time：ローカルタイムモード

37

SEL Time

論理 SEL の時刻が YYYY/MM/DD hh:mm:ss の形式で表示
されます。

38

SEL Time Zone

論理 SEL のタイムゾーンが GMT との時差（-12:00 〜
+12:00）で表示されます。時差がない場合は，+ 0:00 と表示
されます。

注※
該当する設定が存在しない場合は表示されません。

（3） 接続先マネージャサービスの変更
管理コンソールから複数のマネージャサービスにログインしている場合，
［HVM 構成管
理］ウィンドウでも，接続先のマネージャサービスを変更できます。
［HVM 構成管理］
ウィンドウで接続先マネージャサービスを変更する手順を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，［マネージャサービス選択］メニューから接続する
マネージャサービス名を選択する
接続したマネージャサービスで管理されている［HVM 構成管理］ウィンドウが表示
されます。
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22.3 HVM の設定および LPAR の作成の流れ
HVM の設定から LPAR 上で OS を起動するまでの設定の流れを，次の図に示します。
図 22-9
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22.4 HVM の設定
この節では，HVM の設定方法について説明します。
HVM の設定をする場合は，コンソールサービスにアドミニストレータ権限でログインし
てください。

22.4.1

HVM の設定をする前の準備

• SVP コンソールから，物理パーティションを LPAR モードへ変更し，HVM の IP ア
ドレスを設定しておいてください。
物理パーティションが LPAR モードになっているかどうかは，［サーバシャーシイン
ベントリ］ウィンドウの［パーティション情報］から確認できます。［パーティション
情報］の［OS 種類］が「HVM(0x04)」になっているかどうか，確認してください。
［サーバシャーシインベントリ］ウィンドウの表示方法については，
「6.3.1 サーバ
シャーシのインベントリ情報を表示する」を参照してください。
• SVP コンソールから，物理パーティションの電源を ON にしておいてください。ま
た，
［ホスト管理］ウィンドウに HVM が登録されたことを確認してください。

22.4.2

HVM の設定手順

HVM 識別子や仮想 NIC システム番号など，HVM を動作させるのに必要な設定をしま
す。HVM の設定手順を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで HVM を選択し，［設定］メニューから［HVM 設定］
を選択する
［HVM 設定］ダイアログボックスが表示されます。初回設定時は，［VNIC System
Number］だけが入力できるようになっています。
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2. 仮想 NIC システム番号を設定する
初回設定時は，［VNIC System Number］だけが入力できるようになっています。
表 22-8 ［HVM 設定］ダイアログボックスでの設定項目（仮想 NIC システム番号設定）
設定項目
VNIC System Number

設定内容
仮想 NIC システム番号を 1 〜 128 の整数で指定します。
初回設定時は「0」が設定されています。
複数の HVM を使用する場合，HVM ごとに異なる値を設定してくだ
さい。詳細については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガ
イド」を参照してください。

3. ［OK］ボタンをクリックする
HVM がリブートされます。HVM のリブートには数分掛かります。
4. HVM がリブートされたら，
［HVM 構成管理］ウィンドウでシャーシノードを選択し，
仮想 NIC システム番号が変更されていることを確認する
5. ［HVM 構成管理］ウィンドウで HVM を選択し，［設定］メニューから［HVM 設定］
を選択する
［HVM 設定］ダイアログボックスが表示されます。
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6. 次に示す情報を設定する
［HVM 設定］ダイアログボックスでの設定項目を次に示します。
表 22-9 ［HVM 設定］ダイアログボックスでの設定項目（仮想 NIC システム番号設定
後）
設定項目
HVM 識別子※ 1

設定内容
HVM 識別子を 1 〜 16 バイトの半角文字列で指定します。指定でき
る文字は次のとおりです。
英数字，~，@，#，$，%，^，-（ハイフン）
，+，=，_（アンダース
コア）
，.（ピリオド）
，[，]
デフォルトは「HVM0001」または「HVM_nnnnnnnnnnnn
（nnnnnnnnnnnn：HVM IP アドレスの 10 進表記）
」です。デフォル
トの HVM 識別子がどちらになるかは，ハードウェアの仕様に依存し
ます。
HVM 識別子は重複しないように指定してください。複数の HVM に
対して同じ HVM 識別子が指定された場合，BSM で管理できなくな
ります。特に「HVM0001」をそのまま使用した場合，HVM 識別子
が重複する可能性が高いため，デフォルトから変更することをお勧め
します。
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設定項目

設定内容

VNIC System Number ※ 2

仮想 NIC システム番号を 1 〜 128 の整数で指定します。
複数の HVM を使用する場合，HVM ごとに異なる値を設定してくだ
さい。詳細については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガ
イド」を参照してください。

Pre-State Auto Activation

Pre-State Auto Activation の設定をします。有効にする場合，
［有効］
ラジオボタンを ON にします。無効にする場合，［無効］ラジオボタ
ンを ON にします。

HVM Auto Shutdown

HVM Auto Shutdown の設定をします。有効にする場合，
［有効］ラ
ジオボタンを ON にします。無効にする場合，
［無効］ラジオボタン
を ON にします。

Time Zone

HVM のタイムゾーンを GMT との時差で設定します。日本国内で使
用する場合，+ 9:00 を指定します。

NIC Number/Port Number ※ 3

［VNIC Accelerator］の設定を変更する仮想 NIC ネットワークセグメ
ントの共有 NIC 番号とポート番号（A 系または B 系）を選択します。
• 1a 〜 6b：共有モードの物理 NIC に関連づけられたネットワークセ
グメント
• Va 〜 Vd：LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメント

VNIC Accelerator ※ 3

［NIC Number/Port Number］で指定したネットワークセグメントに
ついて，DMA エンジンを使用できるようにするかどうかの設定をし
ます。使用できるようにする場合，ドロップダウンリストから［有
効］を選択します。使用できないようにする場合，ドロップダウンリ
ストから［無効］を選択します。

注※ 1
N+1 グループに登録されている HVM の HVM 識別子を変更すると，すでに登録されている変
更前の HVM が削除できなくなります。N+1 グループに含まれている HVM の HVM 識別子を
変更する場合は，いったん N+1 グループから削除したあと変更してください。
注※ 2
仮想 NIC システム番号は，HVM の初回設定時，またはクローニング後の初期値変更時だけ，
設定することをお勧めします。
注※ 3
この項目は，［VNIC Accelerator Configuration］のリストボックスに表示されている項目を選
択して設定することもできます。
対象の HVM が VNIC Accelerator に対応していない場合，空白が表示されて設定変更ができま
せん。また，対応する物理 NIC が存在しない場合，1a 〜 6b のネットワークセグメントは表示
されません。

7. ［VNIC Accelerator Configuration］の設定を変更した場合，
［変更］ボタンをクリック
する
［VNIC Accelerator Configuration］のリストボックスの表示内容が，設定した内容に
変更されます。
注意
対象の HVM が VNIC Accelerator に対応していない場合は，リストボックスに
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値が表示されません。また，対応する物理 NIC が存在しない場合，1a 〜 6b の
ネットワークセグメントは表示されません。
8. ［OK］ボタンをクリックする
HVM がリブートされます。HVM のリブートには数分掛かります。
9. HVM がリブートされたら，
［HVM 構成管理］ウィンドウでシャーシノードを選択し，
HVM 識別子が変更されていることを確認する
10.［HVM 構成管理］ウィンドウで，設定した HVM を選択し，［HVM に設定保存］メ
ニューを選択する
［HVM 設定］ダイアログボックスでの設定内容に従って，HVM の設定が保存されま
す。
注意
•［HVM 設定］ダイアログボックスで設定内容を変更したあとは，必ず［HVM に
設定保存］の操作をしてください。
［HVM に設定保存］の操作をしないで，パー
ティションの電源を OFF にすると，
［HVM 設定］ダイアログボックスで設定し
た内容は無効になります。
•［HVM 識別子］または［VNIC System Number］のどちらか一つでも変更した場
合，
［HVM 設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックして HVM への
情報更新要求が成功すると，HVM が再起動されるため，数分間 HVM との通信が
できなくなります。

22.4.3

PCI デバイスの占有／共有の設定

PCI デバイスに対して，LPAR に占有で割り当てるか共有で割り当てるかを設定します。
PCI デバイスの占有／共有の設定手順を次に示します。
PCI デバイスの占有／共有の設定をする場合は，コンソールサービスにアドミニスト
レータ権限でログインしてください。また，HVM の電源状態が Active であることを確
認してください。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで HVM を選択し，［設定］メニューから［PCI Device
Scheduling Mode 設定］を選択する
［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスが表示されます。
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2. 次に示す情報を設定する
［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスでの設定項目を次に示しま
す。
表 22-10 ［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスでの設定項目
設定項目
PCI Device Number ※
Scheduling Mode ※

設定内容
PCI デバイススケジューリングモードを変更する PCI デバイス番号
を選択します。
［PCI Device Number］で指定した PCI デバイスについて，スケ
ジューリングモードの設定をします。占有にする場合，ドロップダウ
ンリストから［Dedicated］を選択します。共有にする場合，ドロッ
プダウンリストから［Shared］を選択します。
情報取得時の Scheduling Mode が［Dedicated］または［Shared］
のデバイスだけ，
［Dedicated］または［Shared］へ変更できます。

注※
この項目は，［PCI Device Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択し
て設定することもできます。

3. ［変更］ボタンをクリックする
［PCI Device Assignment 一覧］のリストボックスの表示内容が，設定した内容に変
更されます。
4. ［OK］ボタンをクリックする
HVM がリブートされます。HVM のリブートには数分掛かります。
5. HVM がリブートされたら，
［HVM 構成管理］ウィンドウで HVM ノードを選択し，
［PCI Device 情報表示］でスケジューリングモードが変更されていることを確認する
6. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，設定した HVM を選択し，［HVM に設定保存］メ
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ニューを選択する
［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスでの設定内容に従って，
HVM の設定が保存されます。
注意
•［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスで設定内容を変更した
あとは，必ず［HVM に設定保存］の操作をしてください。
［HVM に設定保存］
の操作をしないで，パーティションの電源を OFF にすると，
［PCI Device
Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスで設定した内容は無効になります。
•［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスの設定内容を変更した
場合，
［OK］ボタンをクリックして HVM への情報更新要求が成功すると，HVM
が再起動されるため，数分間 HVM との通信ができなくなります。
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22.5 LPAR の作成
この節では，LPAR の作成方法について説明します。
LPAR の作成をする場合は，コンソールサービスにアドミニストレータ権限でログイン
してください。また，HVM の電源状態が Active であることを確認してください。

22.5.1

LPAR 作成に当たっての注意事項

• LPAR を作成する前に，パーティション上で同時に起動できる LPAR の条件を確認し
てください。
LPAR 作成ウィザードでは，実際には同時に起動できないような LPAR も作成できま
す。例えば，LPAR 作成ウィザードで，次に示すような定義ができますが，LPAR の
Activate はできません。
• LPAR に割り当てできる総メモリ量が 1GB のシステムで，1GB のメモリを割り当
てた LPAR を複数定義する
• 同じリソース（PCI デバイスや物理プロセッサ）を占有モードで割り当てる LPAR
を複数定義する
同時に起動できる LPAR の条件は，使用するハードウェアによって異なります。同時
に起動できる LPAR の条件については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガ
イド」を参照してください。
• LPAR を作成する前に，HVM の設定および PCI デバイスの占有／共有の設定を確認
してください。HVM の設定については「22.4.2
スの占有／共有の設定については「22.4.3

HVM の設定手順」を，PCI デバイ

PCI デバイスの占有／共有の設定」を参

照してください。
• 一つの HVM に対して作成できる LPAR の上限は 32 個です。ただし，ハードウェア
によっては，32 個より少ない数の LPAR しか作成できないことがあります。作成でき
る LPAR の上限については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参
照してください。
• HVM 構成管理機能で作成する LPAR の Pre-Boot F/W は BIOS モードになります。

22.5.2

LPAR の作成手順

LPAR は LPAR 作成ウィザードを使用して作成します。
［LPAR 作成ウィザード］の起動
方法を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで HVM を選択し，［設定］メニューから［LPAR 作成］
を選択する
［LPAR 作成ウィザード］の開始画面が表示されます。
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2. 表示されている注意事項を確認し，
［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の操作対象画面が表示されます。
3. 設定対象となる LPAR の LPAR 識別子および LPAR 名を設定する
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設定する項目を次に示します。
表 22-11 ［LPAR 作成ウィザード］の操作対象画面での設定項目
設定項目

設定内容

LPAR 識別子

作成する LPAR の LPAR 識別子を選択します。デフォルトでは，選
択した HVM 上で未作成状態の LPAR の LPAR 識別子の中で最小の
値が表示されます。

LPAR Name

LPAR 名を，先頭が a 〜 z または A 〜 Z で始まる，1 〜 31 バイトの
半角文字列で指定します。指定できる文字は次のとおりです。
0 〜 9，a 〜 z，A 〜 Z，-，_

［HVM の全 LPAR 状態］のリストボックスには，設定済み内容が表示されます。表
示内容を確認して，LPAR 識別子および LPAR 名が重複しないようにしてください。
4. ［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の Logical Partition Configuration 画面が表示されます。
5. LPAR の動作環境を設定する
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設定する項目を次に示します。
表 22-12 ［LPAR 作成ウィザード］の Logical Partition Configuration 画面での設定項目
設定項目

設定内容

Memory

作成する LPAR に割り当てるメモリの量（メガバイト単位）を 256
の倍数で指定します。
指定範囲は，256 〜［User Memory］に表示されているメモリ量で
す。

Idle Detection

論理プロセッサのアイドル検出機能の設定をします。アイドル検出機
能を有効にする場合，ドロップダウンリストから［有効］を選択しま
す。無効にする場合，ドロップダウンリストから［無効］を選択しま
す。

Auto Activation Order

HVM 起動時，LPAR を自動的に Activate するかどうかを設定しま
す。LPAR を自動的に Activate する場合，ドロップダウンリストか
ら Activate する順番を選択します。LPAR を自動的に Activate しな
い場合，ドロップダウンリストから［無効］を選択します。

Auto Clear

LPAR の論理 SEL を自動的にクリアするかどうかを設定します。論
理 SEL を自動的にクリアする場合，ドロップダウンリストから［有
効］を選択します。無効にする場合，ドロップダウンリストから［無
効］を選択します。
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［HVM の全 LPAR 状態］のリストボックスには，設定済み内容が表示されます。
6. ［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の Processor Configuration 画面が表示されます。
7. LPAR に対する論理プロセッサの割り当てを設定する

設定する項目を次に示します。
表 22-13 ［LPAR 作成ウィザード］の Processor Configuration 画面での設定項目
設定項目

設定内容

Dedicated Processors ※ 1

作成する LPAR に割り当てる占有モードの論理プロセッサの数を整
数で指定します。
［Shared Processors］の指定が 0 の場合だけ設定で
きます。

Shared Processors ※ 1

作成する LPAR に割り当てる共有モードの論理プロセッサの数を整
数で指定します。
［Dedicated Processors］の指定が 0 の場合だけ設
定できます。
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設定項目

設定内容

Service Ratio

LPAR に割り当てる論理プロセッサが共有モードの場合，LPAR が物
理プロセッサを使用する時間の相対的な配分を 1 〜 999 の整数で指
定します。
［Shared Processors］の指定が 0 以外の場合だけ設定でき
ます。

Processor Capping

LPAR に割り当てる論理プロセッサが共有モードの場合，プロセッサ
キャッピング機能を使用するかどうかを選択します。有効にする場
合，ドロップダウンリストから［有効］を選択します。無効にする場
合，ドロップダウンリストから［無効］を選択します。［Shared
Processors］の指定が 0 以外の場合だけ設定できます。

Logical Processor Number ※ 2

LPAR に割り当てる論理プロセッサが占有モードの場合，割り当てる
論理プロセッサの番号を選択します。
［Dedicated Processors］の指
定が 0 以外の場合だけ設定できます。

Physical Processor Number ※
2

LPAR に割り当てる論理プロセッサが占有モードの場合，
［Logical
Processor Number］で指定した論理プロセッサに割り当てる物理プ
ロセッサの番号を選択します。
自動割り当てをする場合は［自動割り当て］を選択します。
［Dedicated Processors］の指定が 0 以外の場合だけ設定できます。

注※ 1
この項目を変更すると，
［Logical Processor Configuration］リストボックスの内容が初期化さ
れます。
注※ 2
この項目は，［Logical Processor Configuration］のリストボックスに表示されている項目を選
択して設定することもできます。

［Logical Processor Number］または［Physical Processor Number］を設定した場
合，
［変更］ボタンをクリックし，［Logical Processor Configuration］のリストボッ
クスの表示内容が，設定した内容に変更されたことを確認してください。
なお，
［HVM の全 LPAR 状態］のリストボックスには，設定済み内容が表示されま
す。
8. ［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の PCI Device Assignment 画面が表示されます。
9. LPAR に対する PCI デバイスの割り当てを設定する
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設定する項目を次に示します。
表 22-14 ［LPAR 作成ウィザード］の PCI Device Assignment 画面での設定項目
設定項目
PCI Device Number ※
PCI Device Assignment ※

設定内容
作成する LPAR に割り当てる PCI デバイスの番号を指定します。
作成する LPAR に対する PCI デバイスの割り当て状態を選択します。
PCI デバイスを LPAR に割り当てる場合，ドロップダウンリストから
［割り当て状態］を選択します。PCI デバイスを LPAR に割り当てない
場合，ドロップダウンリストから［未割り当て状態］を選択します。
情報取得時の設定内容が［割り当て状態］または［未割り当て状態］
の場合に設定を変更できます。

注※
この項目は，［PCI Device Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択し
て設定することもできます。

設定後，［変更］ボタンをクリックし，
［PCI Device Assignment 一覧］のリストボッ
クスの表示内容が，設定した内容に変更されたことを確認してください。
なお，［HVM の全 LPAR 状態］のリストボックスには，設定済み内容が表示されま
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す。
10.［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の Shared FC Assignment 画面が表示されます。
11. LPAR に対する共有 FC の割り当てを設定する

設定する項目を次に示します。
表 22-15 ［LPAR 作成ウィザード］の Shared FC Assignment 画面での設定項目
設定項目
Shared FC Number ※
vfcWWNID ※

設定内容
作成する LPAR に割り当てる共有 FC の番号を選択します。
［Shared FC Number］で選択した共有 FC に割り当てる
vfcWWN-ID を選択します。共有 FC を割り当てない場合は［未割り
当て状態］を選択します。

注※
この項目は，［Shared FC Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択し
て設定することもできます。

設定後，
［変更］ボタンをクリックし，［Shared FC Assignment 一覧］のリストボッ
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クスの表示内容が，設定した内容に変更されたことを確認してください。
［PCI Device Assignment 一覧］には，
［LPAR 作成ウィザード］の PCI Device
Assignment 画面で設定した内容が表示されます。なお，Shared FC Assignment 画
面の［PCI Device Assignment 一覧］には，Device Type が FC（Fibre Channel）の
ものだけが表示されます。
12.［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の VNIC Assignment 画面が表示されます。
13.LPAR に対する仮想 NIC の割り当てを設定する

設定する項目を次に示します。
表 22-16 ［LPAR 作成ウィザード］の VNIC Assignment 画面での設定項目
設定項目
VNIC Number ※ 1
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設定内容
LPAR への仮想 NIC の割り当てを変更する仮想 NIC の番号を選択し
ます。
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設定項目
VNIC Assignment ※ 1

設定内容
［VNIC Number］で選択した仮想 NIC に対する割り当て状態をネッ
トワークセグメントの識別子で選択します。同一 LPAR に対して同じ
ネットワークセグメントは一つだけ割り当てできます。
HVM の仕様によって，同一の物理 NIC のネットワークセグメントを
すべて割り当てる必要がある場合があります。詳細については，マ
ニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してくださ
い。
• 1a 〜 6b：物理 NIC に関連づけられたネットワークセグメント
数値部分は物理 NIC に割り当てられた共有 NIC 番号を示します。
a または b は物理デバイスが A 系か B 系かを示します。
• Va 〜 Vd：LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメント
• 未割り当て状態：仮想 NIC が割り当てられていない
この項目の設定を変更すると，
［MAC アドレス］，
［Tag］
，［VLAN
ID］の設定が初期化されます。未割り当て状態の場合，
［MAC ア
ドレス］〜［VLAN ID］は設定できません。

MAC アドレス※ 1 ※ 2

仮想 NIC の MAC アドレスを，xx.xx.xx.xx.xx.xx の形式で指定しま
す。MAC アドレスは「00.00.00.00.00.00」〜「FF.FF.FF.FF.FF.FF」
の範囲で指定します。また，自動的に割り当てられる MAC アドレス
を使用する場合は，
「Default」と指定します。
HVM の仕様によって，自動的に割り当てられる MAC アドレスの範
囲内の値は設定できない場合があります。詳細については，マニュア
ル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。

Tag ※ 1

仮想 NIC の VLAN モードを選択します。この項目の設定を変更する
と，
［VLAN ID］の設定が初期化されます。
• Tagged：仮想 NIC の VLAN モードが Tagged の場合
• Untagged：仮想 NIC の VLAN モードが Untagged の場合
• Undefined：仮想 NIC の VLAN モードが未定義の場合
Undefined に設定する場合，VLAN ID は設定できなくなります。

VLAN ID ※ 1

［Tag］が「Tagged」または「Untagged」の場合，仮想 NIC に割り
当てる VLAN の VLAN ID を，1 〜 4094 の整数で指定します。
［Tag］が「Tagged」の場合，複数の VLAN ID を半角のコンマで区
切って指定できます。また，「ALL」と指定して，すべての VLAN ID
を指定することもできます。「ALL」は半角大文字で指定してくださ
い。
［Tag］が「Untagged」の場合，VLAN ID は 1 個だけ指定できます。

注※ 1
この項目は，［VNIC Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択して設
定することもできます。
注※ 2
MAC アドレスに「Default」以外を指定した場合，
［HVM 設定］ダイアログボックスで仮想
NIC システム番号を変更しても，仮想 NIC の MAC アドレスは自動的に変更されません。その
ため，仮想 NIC の MAC アドレスには「Default」を指定し，その後も変更しないことをお勧
めします。

設定後，
［変更］ボタンをクリックし，［VNIC Assignment 一覧］のリストボックス
の表示内容が，設定した内容に変更されたことを確認してください。
［PCI Device Assignment 一覧］には，［LPAR 作成ウィザード］の PCI Device
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Assignment 画面で設定した内容が表示されます。なお，VNIC Assignment 画面の
［PCI Device Assignment 一覧］には，Device Type が NIC（Network Interface
Card）のものだけが表示されます。
14.［次へ］ボタンをクリックする
［LPAR 作成ウィザード］の最終確認画面が表示されます。

［LPAR 作成ウィザード］の最終確認画面での表示内容を次に示します。
表 22-17 ［LPAR 作成ウィザード］の最終確認画面での表示内容
表示項目

意味

LPAR 識別子

LPAR を識別する ID が表示されます。

LPAR Name

LPAR 名が表示されます。

Status

LPAR の状態が表示されます。
• Deactivated：電源 OFF 状態

Memory

LPAR に割り当てられたメモリ容量がメガバイト単位で表示されます。
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表示項目

意味

Idle Detection

論理プロセッサの Idle 状態を検出する機能を使用できるかどうかが表
示されます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

Auto Activation Order

HVM 起動時の LPAR の自動起動順序が 1 〜 99 で表示されます。
Auto Activation Order が設定されていない場合，「無効」が表示され
ます。

Auto Clear

論理 SEL の自動クリア機能を使用できるかどうかが表示されます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

Dedicated Processors

LPAR に割り当てられた占有プロセッサの数が表示されます。

Shared Processors

LPAR に割り当てられた共有プロセッサの数が表示されます。

Service Ratio

LPAR 間の共有プロセッサの使用時間配分が表示されます。占有プロ
セッサの場合，「---」が表示されます。

Processor Capping

プロセッサキャッピング機能を使用できるかどうかが表示されます。
• 有効：使用できる
• 無効：使用できない

LProc# ※
（# は Logical Processor 番号）

占有論理プロセッサに割り当てられた物理プロセッサ番号が表示され
ます。複数の場合はコンマ区切りで表示されます。

PCI# Type ※
（# は PCI デバイス番号）

PCI デバイスの種別が表示されます。
• Reserved：予約
• NIC：Network Interface Card
• SCSI：SCSI Controller
• FC：Fibre Channel
• USB：USB Controller
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

PCI# Scheduling Mode ※
（# は PCI デバイス番号）

PCI デバイスのスケジューリングモードが表示されます。
• Dedicated：占有モード
• Shared：共有モード
• Exclusive：排他共有機能 USB
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

SFC# Slot Number ※
（# は共有 FC 番号）

共有 FC が実装されている PCI スロット番号が表示されます。

SFC# Port Number ※
（# は共有 FC 番号）

ポート番号が表示されます。

SFC# Port Status ※
（# は共有 FC 番号）

ポートの状態が表示されます。
• Available：正常に使用できる状態
• LinkDown：ケーブルが接続されていないため使用できない状態
• ConfigCheck：構成上の問題のため使用できない状態
• ErrorCheck：回復できない障害のため使用できない状態
• Undefined：未定義
• Unknown：不明
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表示項目

意味

SFC# Bus Number ※
（# は共有 FC 番号）

PCI バス番号が表示されます。

SFC# Device Number ※
（# は共有 FC 番号）

PCI デバイス番号が表示されます。

SFC# Function Number ※
（# は共有 FC 番号）

PCI ファンクション番号が表示されます。

SFC# vfcWWNID ※
（# は共有 FC 番号）

割り当て FC が共有モードの場合，設定されている vfcWWN-ID が表
示されます。

SFC# WWPN ※
（# は共有 FC 番号）

共用 FC に割り当てられた WWPN が表示されます。

SFC# WWNN ※
（# は共有 FC 番号）

共用 FC に割り当てられた WWNN が表示されます。

VNIC# Assignment ※
（# は仮想 NIC 番号）

各 LPAR に対する仮想 NIC の割り当て状態がネットワークセグメン
トの識別子で表示されます。
• 1a 〜 6b：物理 NIC に関連づけられたネットワークセグメント
数値部分は物理 NIC に割り当てられた共有 NIC 番号を示します。a
または b は物理デバイスが A 系か B 系かを示します。
• Va 〜 Vd：LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメント

VNIC# MACAddr ※
（# は仮想 NIC 番号）

仮想 NIC の MAC アドレスが表示されます。

VNIC# Tag ※
（# は仮想 NIC 番号）

仮想 NIC の VLAN モードが表示されます。
• Tagged：Tagged ポートに定義されている
• Untagged：Untagged ポートに定義されている
• Undefined：未定義
• Unknown：不明

VNIC# VLANID ※
（# は仮想 NIC 番号）

VLAN のタグモードが Tagged または Untagged の場合，LPAR に割
り当てられている VLAN の ID が 1 〜 4094 の数値で表示されます。
複数定義がある場合，コンマ区切り表示されます。
すべての VLAN が割り当てられている場合，
「ALL」が表示されます。

VNIC# SNIC Number ※
（# は仮想 NIC 番号）

共有 NIC の場合，共有 NIC 番号が 1 〜 6 の数値で表示されます。
LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメントの場合，「VNIC」
が表示されます。

注※
該当する設定が存在しない場合は表示されません。

15.表示内容を確認し，［完了］ボタンをクリックする

22.5.3

LPAR 設定情報の保存

［LPAR 作成ウィザード］で設定した内容を，HVM に保存します。LPAR 設定情報の保
存方法を次に示します。
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1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，設定した HVM を選択し，［HVM に設定保存］メ
ニューを選択する
注意
［HVM に設定保存］の操作をしないで，パーティションの電源を OFF にすると，
［LPAR 作成ウィザード］で設定した内容は無効になります。
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22.6 クローニングを使用した HVM および
LPAR の設定
既存の HVM の構成情報および LPAR の作成状態を流用して，HVM の構成情報の設定
や LPAR の作成ができます。既存の設定を流用して HVM を設定することをクローニン
グといいます。クローニングを使用することで，HVM の設定およびその管理下で動作す
る LPAR の作成が容易にできます。
クローニングを実行する場合は，コンソールサービスにアドミニストレータ権限でログ
インしてください。

22.6.1

クローニングを使用した場合の HVM 設定および
LPAR 作成の流れ

クローニングを使用した場合の HVM 設定および LPAR 作成の流れを次の図に示します。
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図 22-10 クローニングを使用した場合の HVM 設定および LPAR 作成の流れ

825

22.

HVM 構成管理

22.6.2

クローニング対象の条件

クローニング元の HVM またはクローニング先のパーティションとして指定するための
条件を次に示します。
• パーティションの OS モードが HVM に設定されている
• サーバモジュールに HVM FW が割り当てられている
• サーバモジュールが挿入されている
• パーティションの状態が Configuration validate である

22.6.3

クローニングを使用した HVM 設定および LPAR 作成
手順

クローニングを使用した HVM 設定および LPAR 作成には，次の二つの方法があります。
• クローニング元の HVM を直接指定する方法
• エクスポートしたクローニング元の HVM の設定をインポートする方法
次にそれぞれの方法について説明します。
注意
クローニングをする前に次のことをしておいてください。
• クローニング元の HVM の設定を保存する
• クローニング先の物理パーティションの電源を OFF にする

（1） クローニング元の HVM を直接指定する
クローニング元の HVM を直接指定して新規 HVM を設定する方法を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，［設定］メニューから［クローニング］を選択する
［クローニング］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［クローニング元］で［HVM を指定］ラジオボタンを ON にする
3. ［シャーシ ID］で，クローニング元の HVM が動作しているサーバシャーシのシャー
シ ID を選択する
［シャーシ ID］には［HVM 構成管理］ウィンドウに表示されたシャーシ ID が表示
されます。
4. ［HVM 識別子］で，クローニング元の HVM の HVM 識別子を選択する
手順 3 で選択したシャーシに存在する HVM のうち，クローニング対象の条件に一致
する HVM の HVM 識別子が表示されます。
5. ［クローニング先］で［パーティションを指定］ラジオボタンを ON にする
6. ［シャーシ ID］で，クローニング先の HVM を動作させるサーバシャーシのシャーシ
ID を選択する
［シャーシ ID］には［HVM 構成管理］ウィンドウに表示されたシャーシ ID が表示
されます。
7. ［パーティション番号］で，クローニング先の HVM を動作させるパーティション番号
を選択する
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手順 6 で選択したシャーシに存在するパーティションのうち，クローニング対象の条
件に一致し，電源 OFF であるパーティションのパーティション番号が表示されます。
8. ［OK］ボタンをクリックする
9. クローニング先の物理パーティションの電源を ON にする
10.必要に応じて HVM または LPAR の設定を変更する
次の項目は，必ず設定変更してください。
•［HVM 設定］ダイアログボックスの［VNIC System Number］

（2） エクスポートしたクローニング元の HVM の設定をインポートする
エクスポートしたクローニング元の HVM の設定をインポートして新規 HVM を設定す
る方法を次に示します。
（a） クローニング元の設定をエクスポートする
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，［設定］メニューから［クローニング］を選択する
［クローニング］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［クローニング元］で［HVM を指定］ラジオボタンを ON にする
3. ［シャーシ ID］で，クローニング元の HVM が動作しているサーバシャーシのシャー
シ ID を選択する
［シャーシ ID］には［HVM 構成管理］ウィンドウに表示されたシャーシ ID が表示
されます。
4. ［HVM 識別子］で，クローニング元の HVM の HVM 識別子を選択する
手順 3 で選択したシャーシに存在する HVM のうち，クローニング対象の条件に一致
する HVM の HVM 識別子が表示されます。
5. ［クローニング先］で［ファイルを指定（エクスポート）］ラジオボタンを ON にする
6. 必要に応じてエクスポートするファイルに対するコメントを入力する
半角で 60 文字まで入力できます。
7. ［参照］ボタンをクリックする
エクスポート先のフォルダ名およびファイル名を指定します。

8. ［OK］ボタンをクリックする
拡張子が「.clhvm」のクローニングファイルが，指定した保存先に保存されます。
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（b） エクスポートしたファイルをクローニング先にインポートする
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，［設定］メニューから［クローニング］を選択する
［クローニング］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［クローニング元］で［ファイルを指定（インポート）
］ラジオボタンを ON にする
3. ［参照］ボタンをクリックする
インポートするファイル名を指定します。インポートしたファイルを作成した時に入
力したコメントが，［コメント］に表示されます。

4. クローニング先のパーティションを指定する
5. ［OK］ボタンをクリックする
6. クローニング先の物理パーティションの電源を ON にする
7. 必要に応じて HVM または LPAR の設定を変更する
次の項目は，必ず設定変更してください。
•［HVM 設定］ダイアログボックスの［VNIC System Number］
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22.6.4

クローニング時の注意事項

• N+M コールドスタンバイの切り替え直後にクローニングを実行しないでください。
切り替えが完了し，ホストが起動する前にクローニングを実行すると，正しい情報で
クローニングできません。
N+M コールドスタンバイの切り替え後にクローニングを実行する場合，
［HVM 構成
管理］ウィンドウで，クローニング対象のサーバシャーシおよびパーティションが，
切り替え後のサーバシャーシ ID およびパーティション番号になっているかを確認し
てから実行してください。
• クローニング実行中またはファイルのエクスポート／インポート中に N+M コールド
スタンバイの自動切り替えが発生すると，クローニングまたはファイルのエクスポー
ト／インポートが完了するまで，切り替え開始が数十秒待たされます。
• クローニングしたときに，すでに同じ HVM 識別子を持つ HVM が［ホスト管理］
ウィンドウに登録されていた場合，既存の HVM の情報があとから登録された HVM
の情報に上書きされてしまいます。この場合，次の対処をしてください。
•［ホスト管理］ウィンドウに表示されている HVM がクローニング後の HVM の場合
1. ［HVM 設定］ダイアログボックスから，HVM 識別子を変更する
2. ［ホスト管理］ウィンドウの［接続管理］メニューから［登録］を選択し，ク
ローニング前にあった HVM を再登録する
•［ホスト管理］ウィンドウに表示されている HVM がクローニング前の HVM の場合
1. HVM スクリーンから，クローニング後の HVM の HVM 識別子を変更する
• クローニングによって HVM を作成した場合，クローニング先の HVM の設定情報は
次のように変更されます。そのほかの変更されない設定項目と合わせて内容を確認し
たあとで使用してください。
HVM 識別子
HVM 識別子は，HVM_nnnnnnnnnnnn（nnnnnnnnnnnn：HVM IP アドレスの
10 進表記）となります。必要に応じて変更してください。
VNIC System No
初期値 0 に戻るため，再設定してください。
複数の HVM を使用する場合，HVM ごとに異なる値を設定してください。設定
値が重複すると，仮想 NIC が重複するため，通信できなくなります。詳細につい
ては，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
Time Zone
クローニング先へ引き継がれます。必要に応じて変更してください。
仮想 NIC の MAC アドレス
［Default］で設定されている場合，クローニング先のハードウェアの仕様に従い，
新しい設定値が割り当てられます。
［Default］以外で設定している場合，クロー
ニング先へ引き継がれます。必要に応じて変更してください。
LPAR の WWPN および WWNN
クローニング先のハードウェアの仕様に従い，新しい設定値が割り当てられます。
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必要に応じて変更してください。
なお，クローニング元とクローニング先のハードウェアの仕様（メモリ容量や PCI デ
バイスなど）に差異がある場合，クローニング先で同じように LPAR が起動しないこ
とがあります。ハードウェアの仕様については，マニュアル「BladeSymphony ユー
ザーズガイド」を参照してください。
• クローニング機能をサポートしていないバージョンの HVM システムからクローニン
グ機能をサポートしたバージョンの HVM システムへバージョンアップした環境で，
クローニングを実行すると失敗することがあります。この場合，クローニング元およ
びクローニング先で HVM の設定を保存してからクローニングを再度実行してくださ
い。
• クローニング先に指定するサーバシャーシは，クローニング元のサーバシャーシと同
一の機種にしてください。機種の異なるサーバシャーシにクローニングを実行した場
合，クローニング先の HVM が起動しなくなるおそれがあります。
誤って機種の異なるサーバシャーシにクローニングを実行してしまった場合は，バッ
クアップファイルからリストアを実行してください。
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22.7 LPAR の操作
HVM 構成管理機能では，管理コンソールから LPAR に対して次の操作ができます。
• LPAR の Activate および Deactivate
• LPAR の削除
ここでは，管理コンソールから LPAR を操作する方法について説明します。
LPAR を操作する場合は，コンソールサービスにアドミニストレータ権限でログインし
てください。また，HVM の電源状態が Active であることを確認してください。

22.7.1

LPAR の Activate および Deactivate

LPAR を Activate する方法および LPAR を Deactivate する方法を次に示します。

（1） LPAR を Activate する
LPAR が Deactivate 状態の場合に操作できます。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで Activate する LPAR を選択し，
［設定］メニューから
［LPAR の Activate］を選択する
LPAR の Activate を確認するメッセージが表示されます。
2. ［はい］ボタンをクリックする
指定した LPAR が Activate されます。

（2） LPAR を Deactivate する
LPAR が Activate 状態の場合に操作できます。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで Activate する LPAR を選択し，
［設定］メニューから
［LPAR の Deactivate］を選択する
LPAR の Deactivate を確認するメッセージが表示されます。
2. ［はい］ボタンをクリックする
指定した LPAR が Deactivate されます。

22.7.2

LPAR の削除

LPAR を削除する方法を次に示します。
LPAR が Deactivate 状態の場合に操作できます。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで削除する LPAR を選択する
複数の LPAR を指定することはできません。また，HVM を指定することもできませ
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ん。
2. ［設定］メニューから［LPAR 削除］を選択する
LPAR の削除を確認するメッセージが表示されます。
3. ［はい］ボタンをクリックする
指定した LPAR が削除されます。
4. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，削除した LPAR を管理している HVM を選択し，
［HVM に設定保存］メニューを選択する
注意
［HVM に設定保存］の操作をしないで，パーティションの電源を OFF にすると，
［LPAR 削除］は無効になります。
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22.8 LPAR 構成の変更
LPAR 構成を変更する手順を次に示します。
LPAR の構成を変更する場合は，コンソールサービスにアドミニストレータ権限でログ
インしてください。また，HVM の電源状態が Active であることを確認してください。

22.8.1

LPAR 構成情報の変更

LPAR 構成情報は，
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスで変更します。LPAR 構成情
報を変更する手順を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，LPAR 構成情報を変更する LPAR を選択し，
［設定］
メニューから［LPAR 構成変更］を選択する
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスが表示されます。

［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの各タブでの設定内容については，「22.8.2
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスでの設定内容」を参照してください。
2. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，設定した HVM を選択し，［HVM に設定保存］メ
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ニューを選択する
注意
• ［HVM に設定保存］の操作をしないで，パーティションの電源を OFF にすると，
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスで設定した内容は無効になります。
• LPAR の構成を変更する場合は，対象の LPAR を Deactivate 状態にしてくださ
い。

22.8.2 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスでの設定内容
（1）［操作対象］タブ
［操作対象］タブでは，LPAR 名を変更できます。

［操作対象］タブでの設定項目を次に示します。
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表 22-18 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［操作対象］タブでの設定項目
設定項目
LPAR Name

設定内容
LPAR 名を，先頭が a 〜 z または A 〜 Z で始まる，1 〜 31 バイトの
半角文字列で指定します。指定できる文字は次のとおりです。
0 〜 9，a 〜 z，A 〜 Z，-，_

（2）［Logical Partition Configuration］タブ
［Logical Partition Configuration］タブでは，LPAR の動作環境を変更できます。

［Logical Partition Configuration］タブでの設定項目を次に示します。
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表 22-19 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Logical Partition Configuration］タ
ブでの設定項目
設定項目

設定内容

Memory

設定を変更する LPAR に割り当てるメモリの量（メガバイト単位）を
256 の倍数で指定します。
指定範囲は，256 〜［User Memory］に表示されているメモリ量で
す。
Memory の値が User Memory より大きい値になっている場合があり
ます。その場合，Memory の値を［User Memory］に表示されてい
る値以下に設定し直してください。

Idle Detection

論理プロセッサのアイドル検出機能の設定をします。アイドル検出機
能を有効にする場合，ドロップダウンリストから［有効］を選択しま
す。無効にする場合，ドロップダウンリストから［無効］を選択しま
す。

Auto Activation Order

HVM 起動時，LPAR を自動的に Activate するかどうかを設定しま
す。LPAR を自動的に Activate する場合，ドロップダウンリストか
ら Activate する順番を選択します。LPAR を自動的に Activate しな
い場合，ドロップダウンリストから［無効］を選択します。

Auto Clear

LPAR の論理 SEL を自動的にクリアするかどうかを設定します。論
理 SEL を自動的にクリアする場合，ドロップダウンリストから［有
効］を選択します。無効にする場合，ドロップダウンリストから［無
効］を選択します。

（3）［Processor Configuration］タブ
［Processor Configuration］タブでは，LPAR に対する論理プロセッサの割り当てを変更
できます。
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［Processor Configuration］タブでの設定項目を次に示します。
表 22-20 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Processor Configuration］タブでの
設定項目
設定項目

設定内容

Dedicated Processors ※ 1

作成する LPAR に割り当てる占有モードの論理プロセッサの数を整数
で指定します。［Shared Processors］の指定が 0 の場合だけ設定でき
ます。

Shared Processors ※ 1

作成する LPAR に割り当てる共有モードの論理プロセッサの数を整数
で指定します。
［Dedicated Processors］の指定が 0 の場合だけ設定で
きます。

Service Ratio

LPAR に割り当てる論理プロセッサが共有モードの場合，LPAR が物
理プロセッサを使用する時間の相対的な配分を 1 〜 999 の整数で指定
します。［Shared Processors］の指定が 0 以外の場合だけ設定できま
す。
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設定項目

設定内容

Processor Capping

LPAR に割り当てる論理プロセッサが共有モードの場合，プロセッサ
キャッピング機能を使用するかどうかを選択します。有効にする場
合，ドロップダウンリストから［有効］を選択します。無効にする場
合，ドロップダウンリストから［無効］を選択します。［Shared
Processors］の指定が 0 以外の場合だけ設定できます。

Logical Processor Number ※ 2

LPAR に割り当てる論理プロセッサが占有モードの場合，割り当てる
論理プロセッサの番号を選択します。
［Dedicated Processors］の指定
が 0 以外の場合だけ設定できます。

Physical Processor Number ※
2

LPAR に割り当てる論理プロセッサが占有モードの場合，
［Logical
Processor Number］で指定した論理プロセッサに割り当てる物理プ
ロセッサの番号を選択します。
自動割り当てをする場合は［自動割り当て］を選択します。
［Dedicated Processors］の指定が 0 以外の場合だけ設定できます。

注※ 1
この項目を変更すると，
［Logical Processor Configuration］リストボックスの内容が初期化さ
れます。
注※ 2
この項目は，［Logical Processor Configuration］のリストボックスに表示されている項目を選
択して設定することもできます。

［Logical Processor Number］または［Physical Processor Number］の設定を変更した
場合，［OK］ボタンをクリックする前に［変更］ボタンをクリックしてください。

（4）［PCI Device Assignment］タブ
［PCI Device Assignment］タブでは，LPAR に対する PCI デバイスの割り当てを変更で
きます。
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［PCI Device Assignment］タブでの設定項目を次に示します。
表 22-21 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［PCI Device Assignment］タブでの
設定項目
設定項目

設定内容

PCI Device Number ※

設定を変更する LPAR に割り当てる PCI デバイスの番号を指定しま
す。

PCI Device Assignment ※

設定を変更する LPAR に対する PCI デバイスの割り当て状態を選択
します。PCI デバイスを LPAR に割り当てる場合，ドロップダウンリ
ストから［割り当て状態］を選択します。PCI デバイスを LPAR に割
り当てない場合，ドロップダウンリストから［未割り当て状態］を選
択します。
情報取得時の設定内容が［割り当て状態］または［未割り当て状態］
の場合に設定を変更できます。

注※
この項目は，［PCI Device Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択し
て設定することもできます。

設定を変更した場合，
［OK］ボタンをクリックする前に［変更］ボタンをクリックして
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ください。

（5）［Shared FC Assignment］タブ
［Shared FC Assignment］タブでは，LPAR に対する共有 FC の割り当てを変更できま
す。

［Shared FC Assignment］タブでの設定項目を次に示します。
表 22-22 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Shared FC Assignment］タブでの
設定項目
設定項目
Shared FC Number ※
vfcWWNID ※

設定内容
設定を変更する LPAR に割り当てる共有 FC の番号を選択します。
［Shared FC Number］で選択した共有 FC に割り当てる vfcWWN-ID
を選択します。共有 FC を割り当てない場合は［未割り当て状態］を
選択します。

注※
この項目は，［Shared FC Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択し
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て設定することもできます。

設定を変更した場合，
［OK］ボタンをクリックする前に［変更］ボタンをクリックして
ください。

（6）［VNIC Assignment］タブ
［VNIC Assignment］タブでは，LPAR に対する仮想 NIC の割り当てを変更できます。

［VNIC Assignment］タブでの設定項目を次に示します。
表 22-23 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［VNIC Assignment］タブでの設定
項目
設定項目
VNIC Number ※ 1

設定内容
LPAR への仮想 NIC の割り当てを変更する仮想 NIC の番号を選択し
ます。
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設定項目
VNIC Assignment ※ 1

設定内容
［VNIC Number］で選択した仮想 NIC に対する割り当て状態をネッ
トワークセグメントの識別子で選択します。同一 LPAR に対して同じ
ネットワークセグメントは一つだけ割り当てできます。
HVM の仕様によって，同一の物理 NIC のネットワークセグメントを
すべて割り当てる必要がある場合があります。詳細については，マ
ニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してくださ
い。
• 1a 〜 6b：物理 NIC に関連づけられたネットワークセグメント
数値部分は物理 NIC に割り当てられた共有 NIC 番号を示します。
a または b は物理デバイスが A 系か B 系かを示します。
• Va 〜 Vd：LPAR 間でだけ通信できるネットワークセグメント
• 未割り当て状態：仮想 NIC が割り当てられていない
この項目の設定を変更すると，
［MAC アドレス］，［Tag］
，
［VLAN
ID］の設定が初期化されます。未割り当て状態の場合，［MAC ア
ドレス］〜［VLAN ID］は設定できません。

MAC アドレス※ 1 ※ 2

仮想 NIC の MAC アドレスを，xx.xx.xx.xx.xx.xx の形式で指定しま
す。MAC アドレスは「00.00.00.00.00.00」〜「FF.FF.FF.FF.FF.FF」
の範囲で指定します。また，デフォルトの MAC アドレスを使用する
場合は，
「Default」と指定します。
HVM の仕様によって，自動的に割り当てられる MAC アドレスの範
囲内の値は設定できない場合があります。詳細については，マニュア
ル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。

Tag ※ 1

仮想 NIC の VLAN モードを選択します。この項目の設定を変更する
と，
［VLAN ID］の設定が初期化されます。
• Tagged：仮想 NIC の VLAN モードが Tagged の場合
• Untagged：仮想 NIC の VLAN モードが Untagged の場合
• Undefined：仮想 NIC の VLAN モードが未定義の場合
Undefined に設定する場合，VLAN ID は設定できなくなります。

VLAN ID ※ 1

［Tag］が「Tagged」または「Untagged」の場合，仮想 NIC に割り
当てる VLAN の VLAN ID を，1 〜 4094 の整数で指定します。
［Tag］が「Tagged」の場合，複数の VLAN ID を半角のコンマで区
切って指定できます。また，
「ALL」と指定して，すべての VLAN ID
を指定することもできます。
「ALL」は半角大文字で指定してくださ
い。
［Tag］が「Untagged」の場合，VLAN ID は 1 個だけ指定できます。

注※ 1
この項目は，［VNIC Assignment 一覧］のリストボックスに表示されている項目を選択して設
定することもできます。
注※ 2
MAC アドレスに「Default」以外を指定した場合，［HVM 設定］ダイアログボックスで仮想
NIC システム番号を変更しても，仮想 NIC の MAC アドレスは自動的に変更されません。その
ため，仮想 NIC の MAC アドレスには「Default」を指定し，その後も変更しないことをお勧
めします。

設定を変更した場合，［OK］ボタンをクリックする前に［変更］ボタンをクリックして
ください。
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22.9 HVM 構成のバックアップおよびリストア
HVM 構成情報をファイルにバックアップできます。また，バックアップしたファイルか
ら HVM 構成情報をリストアすることもできます。
HVM 構成のバックアップまたはリストアをする場合は，コンソールサービスにアドミニ
ストレータ権限でログインしてください。

22.9.1

HVM 構成のバックアップ

HVM 構成をバックアップする手順を次に示します。
注意
バックアップをする前に次のことをしておいてください。
• バックアップ元の HVM の設定を保存する
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，［設定］メニューから［HVM 構成のバックアップ・
リストア］を選択する
［HVM 構成のバックアップ・リストア］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［バックアップ］ラジオボタンを ON にする
3. バックアップ対象の HVM が稼働しているサーバシャーシのシャーシ ID，およびバッ
クアップ対象の HVM 識別子を選択する
［シャーシ ID］には［HVM 構成管理］ウィンドウに表示されたシャーシ ID が表示
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されます。選択したシャーシに存在する HVM のうち，次の条件に一致する HVM の
HVM 識別子が表示されます。
• パーティションの OS モードが HVM に設定されている
• サーバモジュールに HVM FW が割り当てられている
• サーバモジュールが挿入されている
• パーティションの状態が Configuration validate である
4. 必要に応じてバックアップファイルに対するコメントを入力する
半角 60 文字まで入力できます。
5. バックアップファイルの保存先を指定する
［参照］ボタンをクリックして，保存先を選択します。
6. ［OK］ボタンをクリックする
拡張子が「.bkhvm」のバックアップファイルが，指定した保存先に保存されます。

22.9.2

HVM 構成のリストア

（1） リストア前の準備
• リストア先のパーティションの電源を OFF にしてください。
• リストア先のハードウェア環境を，バックアップ実行した時のハードウェア環境と同
じにしてください。

（2） リストア手順
HVM 構成をリストアする手順を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，［設定］メニューから［HVM 構成のバックアップ・
リストア］を選択する
［HVM 構成のバックアップ・リストア］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［リストア］ラジオボタンを ON にする
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3. リストアするバックアップファイルの読み込み先を指定する
［参照］ボタンをクリックして，読み込み先を選択します。
読み込み先のファイルを指定すると，バックアップファイルに記録されている HVM
の構成情報が［ファイル情報］に表示されます。表示内容を次に示します。
表 22-24 ［HVM 構成のバックアップ・リストア］ダイアログボックスの［ファイル情
報］の表示内容
表示項目

表示内容

シャーシ ID

バックアップ対象の HVM が稼働していたサーバシャーシの，シャー
シ ID が表示されます。

HVM 識別子

バックアップ対象の HVM 識別子が表示されます。

HVM IP

バックアップ対象の HVM の IP アドレスが表示されます。

パーティション番号

バックアップ対象の HVM が稼働していたパーティション番号が表示
されます。

サーバモジュールタイプ

バックアップ対象の HVM が稼働していたサーバモジュールのタイプ
が表示されます。
BS1000，BS320 の場合
• IPF Server Module：IPF モジュール
• IA32 Server Module：IA32 モジュール
BS2000 の場合
• Xeon Server Blade：Xeon サーバモジュール
• Xeon-EX Server Blade：Xeon-EX サーバモジュール
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表示項目

表示内容

バックアップ日時

バックアップファイルを作成した日時が，[YYYY-MM-DD hh:mm:ss]
の形式で表示されます。

コメント

バックアップファイル作成時に入力したコメントが表示されます。

4. ［OK］ボタンをクリックする
バックアップファイルの内容に基づいて，HVM がリストアされます。リストア先は
［HVM 構成のバックアップ・リストア］ダイアログボックスに表示される［シャーシ
ID］および［パーティション番号］に該当するパーティションです。

22.9.3

注意事項

• N+M コールドスタンバイの切り替え直後にバックアップまたはリストアを実行しな
いでください。切り替えが完了し，ホストが起動する前にバックアップを実行すると，
正しい情報のバックアップファイルが作成できません。また，切り替えが完了し，ホ
ストが起動する前にリストアを実行すると，切り替え前のパーティションにリストア
されてしまいます。
N+M コールドスタンバイの切り替え後にバックアップまたはリストアを実行する場
合，
［HVM 構成管理］ウィンドウで，バックアップまたはリストア対象のサーバ
シャーシおよびパーティションが，切り替え後のサーバシャーシ ID およびパーティ
ション番号になっているかを確認してから実行してください。
• バックアップ，またはリストア実行中に N+M コールドスタンバイの自動切り替えが
発生すると，バックアップまたはリストアが完了するまで，切り替え開始が数十秒待
たされます。
• リストアしたときに，すでに同じ HVM 識別子を持つ HVM が［ホスト管理］ウィン
ドウに登録されていた場合，既存の HVM の情報があとから登録された HVM の情報
に上書きされてしまいます。この場合，次の対処をしてください。
• ［ホスト管理］ウィンドウに表示されている HVM がリストア後の HVM の場合
1. ［HVM 設定］ダイアログボックスから，HVM 識別子を変更する
2. ［ホスト管理］ウィンドウの［接続管理］メニューから［登録］を選択し，リス
トア前にあった HVM を再登録する
• ［ホスト管理］ウィンドウに表示されている HVM がリストア前の HVM の場合
1. HVM スクリーンから，リストアした HVM の HVM 識別子を変更する
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22.10 LPAR と USB との対応づけ
作成した LPAR と USB を対応づけます。LPAR と USB との対応づけとは，USB コン
トローラを LPAR に対して attach または detach することを示します。
LPAR と USB を対応づけする場合，次の条件を満たしていることを事前に確認してくだ
さい。
• USB デバイスの Scheduling Mode が排他共有（Exclusive）である
［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスの［Scheduling Mode］項
目で確認できます。
• 操作対象の LPAR の USB デバイスが割り当て状態である
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［PCI Device Assignment］タブの［PCI
Device Assignment］項目で確認できます。
• コンソールサービスにアドミニストレータ権限でログインしている
• HVM の電源状態が Active である
また，attach を実行する場合は，あらかじめ LPAR を Activate 状態にしておいてくださ
い。

22.10.1

LPAR と USB との対応づけ

LPAR と USB とを対応づける手順を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで HVM を選択し，［設定］メニューから［USB 割り当
て設定］を選択する
［USB 割り当て設定］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［USB 接続一覧］で，LPAR に割り当てる PCI デバイス番号を選択する
［USB 接続一覧］の表示内容を次に示します。
表 22-25 ［USB 接続一覧］の表示内容
表示項目

表示内容

PCI Device Number

PCI デバイス番号が表示されます。

Slot Number

スロット番号が表示されます。
• U0 〜 7：USB の場合（数字はサーバモジュール番号）
• UK0 〜 7：KVM の場合（数字はサーバモジュール番号）

Device Name

PCI デバイス名が表示されます。
• USB：USB Controller

LPAR 識別子

PCI デバイスが attach 状態の LPAR の LPAR 識別子が表示されま
す。attach 状態の LPAR がない場合，
「−」が表示されます。

3. ［接続先変更］で，
［接続先 LPAR 識別子］から USB を対応づける LPAR 識別子のラ
ジオボタンを ON にする
•［接続先 LPAR 識別子］は，
［USB 接続一覧］で選択状態の USB デバイスが割り当
て状態である LPAR に対応したラジオボタンだけ選択できます。
•［USB 接続一覧］で選択状態の USB デバイスに対して，すでに attach 状態の
LPAR が存在する場合，
［接続解除］のラジオボタンおよび attach 状態の LPAR 識
別子に対応したラジオボタンだけ選択できます。
•［USB 接続一覧］で選択状態の USB デバイスが，どの LPAR にも割り当てられて
いない場合，［接続先変更］の項目は設定できません。
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4. ［OK］ボタンをクリックする
注意
すでに LPAR と USB とが対応づけられている場合は，いったん接続を解除してか
ら，再設定してください。

22.10.2

LPAR と USB との対応づけの変更

LPAR と USB との対応づけを変更する場合，すでに USB に対して LPAR が対応づけら
れているときは，いったん接続を解除してから，目的の LPAR へ接続してください。
LPAR と USB との対応づけの変更方法を次に示します。
1. ［HVM 構成管理］ウィンドウで，設定を変更する LPAR を管理している HVM を選択
し，
［設定］メニューから［USB 割り当て設定］を選択する
［USB 割り当て設定］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［USB 接続一覧］のリストボックスで，対応づけを変更する PCI デバイス番号を選択
する
3. すでに USB に対して LPAR が対応づけられている場合は，
［接続先変更］で［接続解
除］ラジオボタンを ON にする
ラジオボタンが選択できる条件については，
「22.10.1 LPAR と USB との対応づけ」
を参照してください。
4. ［OK］ボタンをクリックする
5. 再度，
［HVM 構成管理］ウィンドウで，設定を変更する LPAR を管理している HVM
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を選択し，［設定］メニューから［USB 割り当て設定］を選択する
［USB 割り当て設定］ダイアログボックスが表示されます。
6. ［USB 接続一覧］のリストボックスで，LPAR の対応づけを変更する PCI デバイス番
号を選択する
7. ［接続先変更］で，
［接続先 LPAR 識別子］から USB に対応づける LPAR 識別子のラ
ジオボタンを ON にする
ラジオボタンが選択できる条件については，「22.10.1
を参照してください。
8. ［OK］ボタンをクリックする
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22.11 HVM 構成管理機能の注意事項
HVM 構成管理機能を使用する上での注意事項を次に示します。

（1） 仮想 NIC システム番号と仮想 NIC の MAC アドレスの変更について
仮想 NIC システム番号の変更は，HVM の初回設定時またはクローニング後の初期値変
更時だけ実施することをお勧めします。仮想 NIC システム番号を変更した場合は，仮想
NIC の MAC アドレスの設定によって仮想 NIC の MAC アドレスが次のように設定され
ます。
仮想 NIC の MAC アドレスの設定が Default の場合
仮想 NIC システム番号を変更することで，仮想 NIC の MAC アドレスが自動的に変
更されます。このため，LPAR 上で稼働するサーバが使用する MAC アドレスが変
更されます。MAC アドレスの変更が LPAR 上で動作する OS やアプリケーションに
影響する場合があるので，LPAR の環境構築後は仮想 NIC システム番号を変更しな
いことをお勧めします。
なお，クローニングを使用する場合，仮想 NIC の MAC アドレスの設定を Default
にしておくことで，仮想 NIC システム番号を変更するだけで仮想 NIC の MAC アド
レスを一意に設定できるため，仮想 NIC の MAC アドレスの設定を Default にする
ことをお勧めします。
仮想 NIC の MAC アドレスの設定が Default 以外の場合
仮想 NIC システム番号を変更しても，仮想 NIC の MAC アドレスは変更されませ
ん。
例えば，クローニング元の仮想 NIC の MAC アドレスが Default 以外に設定されて
いる場合，クローニング後に仮想 NIC システム番号を変更しても，仮想 NIC の
MAC アドレスが自動では変更されません。このため，仮想 NIC の MAC アドレス
を変更しないと，クローニング元とクローニング先の LPAR で仮想 NIC の MAC ア
ドレスが同じになり，システムに支障が出る場合があります。この場合は仮想 NIC
の MAC アドレスを手動で変更してください。
なお，仮想 NIC の MAC アドレスを変更した場合は，エージェントサービスを起動する
前に，変更後の MAC アドレスについて TCP セグメンテーションオフロード機能が無効
になっていることを確認してください。
エージェントサービスが起動するときに TCP セグメンテーションオフロード機能が有効
に設定されていると，マネージャサービスとエージェントサービス間で正しく通信でき
ないおそれがあります。この場合は次の手順でサービスを再起動してください。
1. エージェントサービスを停止する
2. マネージャサービスを再起動する
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3. エージェントサービスを再起動する

（2） HVM 識別子の変更について
HVM 識別子を変更すると，HVM と連携するすべてのマネージャサービスに，変更前の
HVM の登録情報と変更後の HVM の登録情報が登録されます。HVM 識別子を変更する
場合，HVM 識別子を変更した後で，該当 HVM を管理しているすべてのマネージャサー
ビスに接続し，変更前の HVM 情報を手動で削除してください。
なお，HVM 識別子の変更は，HVM を最初に設定するとき，またはクローニング後の初
期値を変更するときだけ実施することをお勧めします。

（3） 複数のマネージャサービスからの HVM の設定変更について
同時に複数のマネージャサービスから HVM 構成管理機能を使用して HVM 構成を設定
すると，［HVM 構成管理］ウィンドウの表示内容と実際の設定情報とで整合性が取れな
くなることがあります。HVM 構成管理機能を複数のマネージャサービスから使用しない
でください。

（4） BSM と HVM スクリーンからの HVM の設定変更について
同時に BSM と HVM スクリーンとを併用して HVM 構成を設定すると，BSM の［HVM
構成管理］ウィンドウの表示内容と実際の設定情報とで整合性が取れなくなることがあ
ります。BSM と HVM スクリーンとを同時に操作しないでください。

（5） HVM の Management Path の設定について
HVM の Management Path の設定は，デフォルトのまま使用することをお勧めします。
HVM の Management Path をデフォルトのパス以外に設定している場合，LPAR モード
で運用中の物理パーティションの SMP 構成を縮小すると，管理コンソールから HVM 構
成管理機能が使用できなくなることがあります。
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仮想化されたサーバの管理
（HVM の場合）
この章では，HVM で仮想化されたサーバを JP1/
ServerConductor の管理コンソールから管理する方法について
説明します。

23.1 LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM に対して使用できる機能
23.2 LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM を JP1/ServerConductor
で管理する場合に必要な準備
23.3 LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM を管理する場合の注意事項
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23.1 LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM に
対して使用できる機能
LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM を JP1/ServerConductor の管理コンソールから
管理する場合，仮想化されていないサーバ（物理サーバ）に対して使用できる機能と差
異があります。
LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM に対して使用できる機能の一覧を次に示します。
表 23-1

LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM に対して使用できる機能

項番

機能

使用可否

備考

サーバ

HVM

1

コンソールサービスでの表示

○

○

−

2

ローカルコンソールサービスでの表示

△

×

自マシン上のサーバだけ表示
される。

3

Web コンソールサービスでの表示

△

×

LPAR 上で稼働するサーバは
物理サーバとして表示される。

4

資産管理

△

×

一部，サーバモジュールの
ハードウェア情報が表示され
る。

5

障害管理

○

△

HVM のログは，JP1/
ServerConductor からは参照
できない。

6

性能監視

△

−

LPAR 上で稼働するサーバ間
で CPU を共有している場合，
正確な CPU 使用率が取得でき
ない。

7

サーバ起動監視

○

○

−

8

電源制御

○

△

HVM のリブートはできない。

9

遠隔操作

△

△

リモートコンソールおよびリ
モートコントロールの機能に
差異あり。

10

グループ管理

○

△

HVM は，エージェントの一
括設定のグループに登録でき
ない。

11

接続管理

△

△

LPAR 上で稼働するサーバお
よび HVM を登録する手順が
異なる。

12

コンソールサービスからの設定情報の
変更

△

−

LPAR 上で稼働するサーバ間
で CPU を共有している場合，
正確な CPU 使用率が取得でき
ない。
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項番

13
14

機能

クラスタ管理
他プログラムとの連携
（SNMP トランスレータ含む）

仮想化されたサーバの管理（HVM の場合）

使用可否

備考

サーバ

HVM

×

×

HA8000 だけサポート。

○

△

HVM は，SNMP トランス
レータとの連携ができない。

15

SMP 構成管理

−

−

−

16

ストレージ運用支援

△

−

ホストグループ定義ファイル
をインポートしても自動割り
当ては実施されない。

17

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

×

△

N+M コールドスタンバイを使
用できる。

18

ラック管理

−

−

−

（凡例）
○：使用できる
△：使用できるが機能差または制限事項がある
×：使用できない
−：該当しない

各機能を使用する場合の注意事項については，
「23.3 LPAR 上で稼働するサーバまたは
HVM を管理する場合の注意事項」を参照してください。
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23.2 LPAR 上で稼働しているサーバおよび
HVM を JP1/ServerConductor で管理する
場合に必要な準備
ここでは，LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM を JP1/ServerConductor で管理
する場合に必要な準備について説明します。
ここでは，すでに HVM の設定や LPAR の作成がされていることを前提に説明していま
す。JP1/ServerConductor の管理コンソールから LPAR を作成したり HVM の構成を変
更したりする場合の手順については，「22.

23.2.1

HVM 構成管理」を参照してください。

システム構成図

仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor で管理する場合のシステム構成を次に示し
ます。
図 23-1

仮想化されたサーバを管理する場合のシステム構成（LPAR 構成）

上記の図では物理的なサーバは 2 台ですが，管理サーバは，LPAR 上で稼働している
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サーバも物理サーバと同様に独立したサーバとして認識します。したがって，このシス
テムは，3 台の管理対象サーバで構成されていることになります。

23.2.2

必要な環境

JP1/ServerConductor で仮想化されたサーバを管理する場合の必要なプログラムなどに
ついて，説明します。

（1） console1，manager1，agent3
管理サーバ，管理コンソールおよび管理対象サーバの agent3 に必要なプログラムについ
ては，「2.3.2 必要な環境」を参照してください。

（2） agent1，agent2
agent1，agent2 を管理対象サーバとして設定する場合，物理サーバと同様，LPAR 上で
稼働しているサーバそれぞれにエージェントサービスをインストールする必要がありま
す。また，使用する機能によって，LPAR 上で稼働しているサーバそれぞれに，JP1/
ServerConductor のコンポーネントから必要なコンポーネントを選択してインストール
する必要があります。
使用する機能ごとに必要なプログラムやハードウェアなどについては，
「2. システム構
成」を参照してください。
注意
Agent をインストールする前に，OS ドライバの設定で TCP セグメンテーションオ
フロード機能を無効にしてください。TCP セグメンテーションオフロード機能は，
仮想 NIC でサポートされていません。TCP セグメンテーションオフロード機能を無
効にしていないと，マネージャサービスがほかのサービスとの接続を受け付けなく
なる場合があります。詳細については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズ
ガイド」の仮想 NIC の使用にあたっての注意事項が記載されている章を参照してく
ださい。

23.2.3

設定の流れ

各マシンでの設定の流れは，物理サーバの場合と同様です。
console1，manager1，agent3 の設定の流れは，基本構成と同じです。
「2.3.3 設定の流
れ」を参照してください。
agent1，agent2 の設定の流れは，使用する機能によって異なります。使用する機能ごと
の設定の流れについては，
「2. システム構成」を参照してください。
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23.2.4

管理サーバへの登録

JP1/ServerConductor を使用して，LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM を管理
する場合，次の三つを管理対象として管理サーバに登録する必要があります。
• LPAR 上で稼働しているサーバ
• LPAR を管理している HVM
• HVM が稼働しているサーバモジュールが挿入されているサーバシャーシ
使用する機能によって，管理サーバに登録が必要な対象が異なります。次の表に，管理
サーバに登録が必要な対象を，使用する機能別に示します。
表 23-2

管理サーバに登録が必要な対象

項番

1

2

機能

操作対象

管理コンソールからの電源制
御

グループ管理による一括電源
制御

登録対象
LPAR

HVM

サーバシャーシ

HVM

×

○

○

LPAR

○

○

○

HVM

×

○

○

LPAR

○

○

○

3

ストレージ運用支援機能

−

○

○

○

4

N+M コールドスタンバイ機能

−

×

○

○

（凡例）
LPAR：LPAR 上で稼働しているサーバ
HVM：LPAR を管理している HVM
サーバシャーシ：HVM が稼働しているサーバモジュールが挿入されているサーバシャーシ
○：登録要
×：登録不要
−：該当しない

管理対象として登録されているかどうかは，［ホスト管理］ウィンドウで確認できます。
［ホスト管理］ウィンドウでの表示例を次に示します。
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［ホスト管理］ウィンドウに該当する HVM が表示されない場合は，該当する HVM を管
理対象として管理サーバに登録してください。このとき，あらかじめ HVM を起動して
おいてください。また，その HVM が起動しているサーバシャーシが［ホスト管理］
ウィンドウに表示されていることを確認してください。管理対象として登録する方法に
ついては「23.3.9 接続管理」を，サーバモジュールの電源投入方法および HVM の起動
方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してくださ
い。

参考
サーバモジュールの電源を入れたときに管理サーバの電源が入っていれば，管理サーバは
サーバモジュールから送られた情報を受け取って，サーバモジュールを管理対象として自動
的に登録します。サーバモジュールの電源を入れたときに管理サーバの電源が入っていない
と，サーバモジュールから送られた情報を管理サーバが受け取ることができないため，サー
バモジュールは管理対象として登録されません。その場合は，管理サーバの電源を入れたあ
とで，サーバモジュールを管理対象として登録してください。
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23.3 LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM を
管理する場合の注意事項
ここでは，LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM に対して，JP1/ServerConductor
の機能を使用する場合の注意事項を説明します。

23.3.1

コンソールサービスでの表示

LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM は，物理サーバと同様にコンソールサービ
スの［ホスト管理］ウィンドウに表示されます。［ホスト管理］ウィンドウの表示例を次
に示します。

ローカルコンソールサービスでは，自マシンにある LPAR 上で稼働しているサーバだけ
表示されます。HVM は表示されません。
また，Web コンソールサービスでは，LPAR 上で稼働しているサーバは物理サーバとし
て表示されます。HVM は表示されません。

23.3.2

資産管理

LPAR 上で稼働しているサーバのインベントリ情報には，LPAR として分割された情報
が表示されます。ただし，一部の情報は分割されないでサーバモジュールのハードウェ
ア情報が表示されます。インベントリ情報の詳細については，コンソールサービスのイ
ンストール先の help フォルダに格納されている「Invent.xls」を参照してください。

23.3.3

障害管理

LPAR 上で稼働しているサーバに対する障害管理の方法は，物理サーバの場合と同じで
す。物理サーバの場合の障害管理については，「7.
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障害管理」を参照してください。
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性能監視

LPAR 上で稼働している複数のサーバで CPU を共有している場合，［エージェントサー
ビス設定］ダイアログボックスの［使用率超過通知］タブで設定する CPU の使用率は，
その CPU を共有しているすべての LPAR の CPU 使用率となります。LPAR 上で稼働し
ているサーバ単体の使用率とはなりません。

23.3.5

サーバ起動監視

サーバ起動監視機能では，HVM の起動を監視できます。また，LPAR 上で稼働している
サーバの起動も監視できます。
HVM の起動監視をする場合は，［サーバ起動監視］ダイアログボックスの［監視対象
サーバ一覧］で HVM を選択してください。また，LPAR 上で稼働するサーバの起動を
監視する場合は，
［サーバ起動監視］ダイアログボックスの［監視対象サーバ一覧］で，
サーバ自体と，そのサーバを管理している HVM の両方を監視対象として設定してくだ
さい。
設定手順は，物理サーバの場合と同じです。物理サーバに対してサーバ起動監視を設定
する手順については，
「9.1

サーバの起動を監視する」を参照してください。

LPAR 上で稼働するサーバに対してサーバ起動監視をした場合，起動監視時間は LPAR
の Activate 開始からエージェントサービスの起動終了までになります。また，HVM に
対してサーバ起動監視をした場合，起動監視時間は HVM の BIOS 起動開始から HVM
の起動完了までになります。
LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM に対してサーバ起動監視をした場合の，起動監
視時間を次の図に示します。
図 23-2

LPAR 上で稼働するサーバまたは HVM に対するサーバ起動監視時間

なお，起動開始，起動完了，タイムアウトの各アラートは，LPAR 上で稼働している
サーバおよび HVM に対して，個別に通知されます。
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23.3.6

管理コンソールからの電源制御

LPAR 上で稼働しているサーバおよび HVM に対して，管理コンソールから電源を制御
できます。次にそれぞれの場合について説明します。

（1） LPAR 上で稼働しているサーバの場合
LPAR 上で稼働しているサーバは，物理サーバと同様に管理コンソールから電源を制御
できます。物理サーバの場合の電源制御については，「10.

電源制御」を参照してくだ

さい。
なお，LPAR の Activate および Deactivate は，
［HVM 構成管理］ウィンドウからも実
施できます。［HVM 構成管理］ウィンドウから LPAR を Activate または Deactivate す
る方法については，「22.7

LPAR の操作」を参照してください。

LPAR 上で稼働しているサーバの電源を管理コンソールから制御する場合，その LPAR
を管理している HVM をあらかじめ起動しておいてください。
LPAR 上で稼働しているサーバの場合，電源制御スケジュールを設定する［スケジュー
ル管理］ダイアログボックスの「ハードウェアの現在時刻」には，サーバモジュールに
設定されている時刻が表示されます。
図 23-3 ［スケジュール管理］ダイアログボックス
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なお，LPAR 上で稼働しているサーバに対して電源制御スケジュールを設定する場合，
次のように設定してください。設定順序を誤ると正常に電源を制御できません。
電源 ON スケジュールを設定する場合，HVM の電源が ON になってから LPAR 上で稼
働しているサーバの電源が ON になるようにスケジュールを設定してください。
電源 OFF スケジュールを設定する場合，LPAR 上で稼働しているサーバの電源が OFF
になってから HVM の電源が OFF になるようにスケジュールを設定してください。

（2） HVM の場合
HVM の場合，電源 ON，電源 OFF，強制電源 OFF およびスケジュールによる電源制御
ができます。ただし，サーバシャーシをマネージャサービスに登録しておく必要があり
ます。次にそれぞれの機能について説明します。
（a） 電源 ON
HVM に対して電源 ON の操作をすると，その HVM があるサーバモジュールの電源が
ON になります。また，Auto Activation Order の設定が有効であれば，HVM が管理し
ている LPAR が Activate されます。
（b） 電源 OFF
HVM に対して電源 OFF の操作をする前に，その HVM が管理している LPAR を
Deactivate にしておく必要があります。LPAR が一つでも Activate になっている場合
は，HVM に対して電源 OFF ができません。
なお，HVM に対して電源 OFF の操作をすると，その HVM があるサーバモジュールの
電源も OFF になります。
注意
ファームウェアのバージョンによっては，電源 OFF の操作ができないことがありま
す。ファームウェアのバージョンの確認方法については，マニュアル
「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
（c） 強制電源 OFF
HVM に対して強制電源 OFF の操作をする場合，その HVM が管理している LPAR が
Activate になっていても，強制的に Deactivate されます。
なお，HVM に対して強制電源 OFF の操作をすると，その HVM があるサーバモジュー
ルの電源も OFF になります。
注意
HVM に対して強制電源 OFF を実施すると，エージェントサービスがインストール
されているかどうかにかかわらず，すべての LPAR が強制的に Deactivate されま
す。HVM に対して強制電源 OFF を実施する場合は，あらかじめエージェントサー
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ビスがインストールされていない LPAR がないかどうか確認してください。LPAR
構成の確認方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を
参照してください。
（d） スケジュールによる電源制御
HVM に対してスケジュールを設定して電源 ON の操作をすると，その HVM があるサー
バモジュールの電源が ON になります。また，Auto Activation Order の設定が有効であ
れば，HVM が管理している LPAR が Activate されます。
HVM に対してスケジュールを設定して電源 OFF を実施すると，エージェントサービス
がインストールされている LPAR が Deactivate されたあと，HVM の電源が OFF にな
ります。
ただし，次の条件に該当する LPAR が存在していた場合，その LPAR は Deactivate さ
れないため，HVM の電源 OFF もされません。
• Agent がインストールされていない LPAR が Activate 状態である
• Agent のエージェントサービスが起動していない状態である
また，それ以降は Deactivate の LPAR が Activate できなくなります。その場合は，
［ホ
スト管理］ウィンドウで HVM を強制電源 OFF したあとで，再起動を実施して LPAR を
Activate してください。
HVM に対してスケジュールを設定して電源 OFF を実施する場合は，あらかじめエー
ジェントサービスがインストールされていない LPAR がないかどうか確認してください。
LPAR 構成の確認方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を
参照してください。
なお，HVM に対して電源制御スケジュールを設定する場合，次のように設定してくださ
い。設定順序を誤ると正常に電源を制御できません。
電源 ON スケジュールを設定する場合，HVM の電源が ON になってから LPAR 上で稼
働しているサーバの電源が ON になるようにスケジュールを設定してください。
電源 OFF スケジュールを設定する場合，LPAR 上で稼働しているサーバの電源が OFF
になってから HVM の電源が OFF になるようにスケジュールを設定してください。
（e） 電源制御の方式
管理対象サーバの種類によって , 電源制御の方式が異なります。管理対象サーバごとの電
源制御方式と［ホスト管理］ウィンドウでの表示を次の表に示します。
表 23-3

電源制御方式と［ホスト管理］ウィンドウでの表示

管理対象サーバの種類
BS1000

866

電源制御方式
BMC

［ホスト管理］ウィンドウの［電源制御］
欄の表示
SVP（BMC）

23.
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電源制御方式

BS2000

SVP
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［ホスト管理］ウィンドウの［電源制御］
欄の表示
SVP（BMC）

（凡例）
BMC：マネージャから BMC に対して電源制御命令を送信し，電源制御を実行
SVP：マネージャから SVP を経由して BMC に対して電源制御命令を送信し，電源制御を実行

23.3.7

遠隔操作

（1） リモートコントロール
LPAR 上で稼働しているサーバに対して，リモートコントロール機能を使用した遠隔操
作およびファイル転送はできません。

（2） リモートコンソール
LPAR モードで稼働しているサーバモジュールに対してリモートコンソールアプリケー
ションを起動した場合の動作は，BladeSymphony のリモートコンソールに関するドキュ
メントを参照してください。

（3） 保守情報の取得
保守情報は，LPAR 上で稼働しているサーバでも，物理サーバと同様に取得できます。

23.3.8

グループ管理

LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM をグルーピングの対象にできます。
LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM をグルーピングの対象にできる操作または
設定を，次の表に示します。
表 23-4

LPAR 上で稼働しているサーバまたは HVM をグルーピングの対象にできる操作
または設定

グルーピング対象

操作または設定
電源制御スケジュール
の設定

エージェントサービスの
設定

電源制御の操作

LPAR 上で稼働している
サーバ

○※ 1

○

○※ 2

HVM

○※ 1

×

○※ 2

（凡例）
○：操作または設定ができる
×：設定ができない
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注※ 1
HVM と，その HVM が管理している LPAR 上で稼働しているサーバは，同じグループに登録
できません。
注※ 2
次の組み合わせは，同じグループに登録できません。
・HVM と，その HVM が管理している LPAR 上で稼働しているサーバ
・HVM と，その HVM が稼働しているサーバシャーシ
・LPAR 上で稼働しているサーバとその LPAR を管理している HVM が稼働しているサーバ
シャーシ

グルーピング方法，電源制御スケジュールの設定方法，および電源制御の操作方法は，
物理サーバをグルーピングした場合と同様です。

23.3.9

接続管理

LPAR 上で稼働しているサーバを管理サーバに登録および削除する手順は，物理サーバ
の場合と同じです。物理サーバの場合の接続管理については，「13.

接続管理」を参照

してください。
HVM を管理サーバに登録および削除する手順は，物理サーバと異なります。HVM を管
理サーバに登録する手順および削除する手順を次に示します。

（1） 登録
1. ［ホスト管理］ウィンドウでサーバモジュールを登録するマネージャを選択する
2. ［接続管理］メニューから［登録］を選択する
［ホスト登録］ダイアログボックスが表示されます。
3. 登録する HVM の IP アドレスを入力する
ホスト名では指定できません。IP アドレスを入力してください。
4. 種別の中から，「サーバシャーシ /HVM(BS1000/BS320)」または「サーバシャーシ /
HVM(BS2000)」を選択する
5. ［OK］ボタンをクリックする
HVM が管理対象に登録されます。
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注意
• サーバモジュールの電源が入っているのに，手順どおりに操作しても管理対象と
して登録できない（
［ホスト管理］ウィンドウに表示されない）場合は，サーバモ
ジュールで管理サーバ情報が登録されていない場合が考えられます。JP1/
ServerConductor でサーバモジュールを管理する場合，サーバモジュールの SVP
機能で管理サーバ情報を登録する必要があります。サーバモジュールで管理サー
バ情報を登録する方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイ
ド」を参照してください。
• 複数の HVM を管理する場合，HVM 識別子が重複しないように，初期値を変更し
て使用してください。HVM 識別子が同じ HVM が複数登録されると，既存の
HVM の情報があとから登録された HVM の情報に上書きされてしまいます。
HVM 識別子の変更方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガ
イド」を参照してください。

（2） 削除
HVM を削除すると，削除した HVM が管理している LPAR 上で稼働しているサーバも
すべて削除されます。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで削除する HVM を選択する
2. ［接続管理］メニューから［削除］を選択する
削除を確認するメッセージが表示されます。
3. ［OK］または［全て OK］ボタンをクリックする
［OK］ボタンをクリックすると，選択した HVM が管理対象から削除されます。
HVM を複数選択した場合，［OK］ボタンをクリックすると，選択した HVM の数だ
けメッセージが表示されます。すべての管理対象を削除する場合は，
［全て OK］ボタ
ンをクリックしてください。

23.3.10

コンソールサービスからの環境設定

LPAR 上で稼働しているサーバに対して，コンソールサービスからエージェントサービ
スの設定ができます。設定できる項目は，物理サーバの場合と同じです。
LPAR 上で稼働している複数のサーバで CPU を共有している場合，［エージェントサー
ビス設定］ダイアログボックスの［使用率超過通知］タブで設定する CPU の使用率は，
その CPU を共有しているすべての LPAR の CPU 使用率となります。LPAR 上で稼働し
ているサーバ単体の使用率とはなりません。

23.3.11

SMP 構成管理

（1）［SMP 設定］ウィンドウでの表示
SMP 構成で物理パーティションを構成しているサーバモジュールが，LPAR モードで稼
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働しているサーバモジュールの場合，LPAR 上のサーバが起動していても，その物理
パーティションのコンピュータ名，ホスト名，OS 名の情報は取得できません。
［SMP 設
定］ウィンドウでの表示例を次の図に示します。
図 23-4 ［SMP 設定］ウィンドウでの表示例

（2） パーティション構成の変更
LPAR モードの物理パーティションの場合でも，SMP 構成管理機能でパーティションの
構成を変更できます。ただし，次の現象が発生することがあるため，LPAR モードで運
用中の物理パーティションの SMP 構成を縮小しないでください。
• 管理コンソールから LPAR の Activate をしても，リソースの不足によって，LPAR が
Deactivate のままとなる
• HVM の Management Path をデフォルトのパス以外に設定している場合，管理コン
ソールから HVM 構成管理機能が使用できなくなる
また，物理パーティションの構成変更によって，LPAR モードの物理パーティションを
削除した場合，削除したパーティションを再度作成しても，LPAR モードにはなりませ
ん。再度，LPAR モードにするには，SVP 機能でサーバを LPAR モードに変更してくだ
さい。詳細については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してく
ださい。

23.3.12

ストレージ運用支援

LPAR モードで稼働しているサーバモジュールに対して，ストレージ運用支援機能を使
用する場合，ホストグループ割り当て定義ファイルに LPAR 識別子を指定する必要があ
ります。
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ホストグループを割り当てるサーバモジュールが LPAR モードかどうかは，サーバ
シャーシインベントリのパーティション情報の OS 種類で確認できます。LPAR モード
の場合，OS 種類が「HVM(0x04)」となっています。
注意
LPAR モードで稼働しているサーバモジュールには，ストレージ運用支援機能を使
用したホストグループの自動割り当てができません。Device Manager を使用して，
ホストグループを割り当ててください。Device Manager を使用してホストグループ
を割り当てる方法については，次のマニュアルを参照してください。
• JP1/HiCommand Device Manager Web Client ユーザーズガイド
• JP1/HiCommand Device Manager CLI ユーザーズガイド
• Hitachi Device Manager Software Web Client ユーザーズガイド
• Hitachi Device Manager Software CLI ユーザーズガイド
LPAR モードで稼働しているサーバモジュールに対してストレージ運用支援機能を使用
する場合の，前提条件，設定手順，およびホストグループ割り当て定義ファイルの形式
を次に示します。

（1） 前提条件
ホストグループ割り当て定義ファイルをインポートする前に，LPAR モードで稼働して
いるサーバモジュール上の HVM，およびその HVM が管理している LPAR 上で稼働し
ているサーバを，
［ホスト管理］ウィンドウに登録してください。

（2） 設定手順
設定手順は，Basic モードで稼働しているサーバモジュールに対してストレージ運用支援
機能を使用する場合と同じです。設定手順については，
「19.5 ホストグループの自動割
り当て」を参照してください。
なお，ホストグループ割り当て定義ファイルをインポートするとき，LPAR モードで稼
働しているサーバモジュールの電源は OFF になっている必要はありません。

（3） ホストグループ割り当て定義ファイルの形式
LPAR モードで稼働しているサーバモジュールに対してストレージ運用支援機能を使用
する場合は，LPAR モード用の設定項目を指定します。
ストレージサブシステムobjectID,ストレージサブシステムのname,ポートWWN,
ホストグループobjectID,ホストグループのnickname,サーバシャーシID,パーティション
パーティションID,
パーティション
I/Oモジュールスロット番号
モジュールスロット番号,HBAポート番号,
モジュールスロット番号
ブート識別子,LPAR識別子
識別子

パーティション ID，I/O モジュールスロット番号，および LPAR 識別子の説明を次に示
します。これ以外の設定項目の説明については，
「19.5.2(2) ホストグループ割り当て定
義ファイルの作成」を参照してください。
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表 23-5

ホストグループ割り当て定義ファイルの設定項目（LPAR モード用）

項目名

説明

パーティション ID

インポート対象の LPAR が稼働しているパーティション番号を指定
します。0 〜 7 の半角数字で指定します。

I/O モジュールスロット番号

インポート対象の LPAR に割り当てられている I/O モジュールス
ロット番号を指定します。BS1000 および BS320 の場合は 0 〜 15，
BS2000 の場合は 0 〜 15，80，81 の半角数字で指定します。
I/O モジュールスロット番号の付与規則については，「19.5.2(2) ホ
ストグループ割り当て定義ファイルの作成」を参照してください。

HBA ポート番号

BS2000 の場合，ホストグループを割り当てる HBA のポート番号を
0 〜 3 の半角数字で指定します。
HBA ポート番号の付与規則については，
「19.5.2(2) ホストグルー
プ割り当て定義ファイルの作成」を参照してください。

LPAR 識別子

インポート対象の LPAR を管理している HVM 内で一意に割り当て
られている，LPAR ごとの識別子を指定します。1 〜 64 の半角数字
で指定します。
なお，Basic モードで運用している場合，LPAR 識別子が指定され
ているとホストグループが正しく割り当たらないため，LPAR 識別
子には何も指定しないでください。

（4） ホストグループ割り当ての確認方法
ホストグループの割り当て結果は，CSV 形式のファイルに出力して確認します。
［ディス
ク割当てリポジトリ］ウィンドウでは確認できません。
ホストグループの割り当て結果を，CSV 形式のファイルで確認する方法については，
「19.6.2(1)

CSV 形式のファイルに出力して確認する方法」を参照してください。

（5） ストレージ運用支援機能の通知アラート
N+M グループに登録している Basic 環境のホストに対して，ストレージ運用支援機能の
ホストグループを割り当てた場合，N+M コールドスタンバイの切り替えまたは復帰時
に，LU の割り当て（0x3705）または LU の割り当て解除（0x3706）のアラートが通知
されます。それに対して，HVM で管理する LPAR 上で稼働するホストにホストグルー
プを割り当てた場合，LU の割り当て（0x3705）または LU の割り当て解除（0x3706）
のアラートは通知されません。

23.3.13

N+M コールドスタンバイ

LPAR 上で稼働しているサーバを，物理パーティション単位で N+M コールドスタンバイ
の現用系ホストとして登録できます。また LPAR モードのサーバモジュールを予備系
サーバモジュールとして登録できます。
LPAR モードで稼働している，現用系のサーバモジュールに障害が発生した場合，その
サーバモジュール上で稼働している LPAR モードのサーバが，サーバモジュール単位で
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切り替えられます。現用系のサーバモジュールで稼働している LPAR は，予備系サーバ
モジュールに，同じ構成で引き継がれます。LPAR モードで稼働しているサーバモ
ジュールを，N+M コールドスタンバイの現用系および予備系のサーバモジュールとして
登録した場合の切り替え発生時の動作を次の図に示します。
図 23-5

切り替え発生時の動作（LPAR モード）

切り替え時に予備系サーバモジュールに遷移される情報については，マニュアル
「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
注意
グループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合は，LPAR 上で稼働しているサーバ
を現用系ホストとして登録できません。また，グループ属性が N+1 コールドスタン
バイの場合の予備系サーバモジュールとして登録できません。
LPAR モードで稼働している物理パーティションに対して，N+M コールドスタンバイを
使用する場合の登録条件，登録方法，切り替え時の動作，復帰時の動作，および注意事
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項を次に示します。

（1） 登録条件
LPAR 上で稼働しているサーバは，そのサーバが稼働している LPAR モードの物理パー
ティション単位で，現用系ホストとして登録します。このとき，［ホスト登録・変更］ダ
イアログボックスでは，サーバが稼働している LPAR を管理する HVM の HVM 識別子
を指定して登録します。また，予備系サーバモジュールは，サーバモジュール単位で登
録します。
現用系ホストとして HVM を指定した場合，予備系サーバモジュールに HVM 非搭載の
サーバモジュールを登録できません。現用系ホストおよび予備系サーバモジュールに登
録できる組み合わせを，次の表に示します。
表 23-6

現用系ホストおよび予備系サーバモジュールに登録できる組み合わせ

現用系ホスト※ 1
• HVM
• 物理サーバ

予備系サーバモジュール※ 2
• HVM 搭載のサーバモジュール（LPAR モード）
• HVM 搭載のサーバモジュール（Basic モード）

注※ 1
同じ N+1 グループに HVM と物理サーバを混在して登録できます。
注※ 2
予備系サーバモジュールと現用系のサーバモジュールの Basic/LPAR モードを合わせる必要は
ありません。

（2） 現用系ホストの登録
現用系ホストの登録手順は，物理サーバを登録する場合の手順と同じです。LPAR 上で
稼働するサーバを登録する場合，［ホスト登録・変更］ダイアログボックスで，そのサー
バが稼働している LPAR を管理する HVM の HVM 識別子を指定します。
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注意
• LPAR 上で稼働している個々のサーバは，［ホスト登録・変更］ダイアログボック
スに表示されません。
• グループ属性で N+1 コールドスタンバイを選択した場合でも，
［ホスト登録・変
更］ダイアログボックスには，HVM 識別子が表示されます。この場合，現用系ホ
ストに HVM 識別子を指定すると，エラーになります。
• LPAR を管理している HVM を管理サーバに登録していない場合，
［ホスト一覧］
には「シャーシ ID_ パーティション X」（X：パーティション番号）と表示されま
す。

（3） 予備系サーバモジュールの登録
予備系サーバモジュールの登録手順は，Basic モードのサーバモジュールを登録する場合
の手順と同じです。現用系ホストに HVM が登録されている場合，［予備登録・変更］ダ
イアログボックスで HVM 非搭載のサーバモジュールは選択できません。
現用系として使用していたサーバモジュールを予備登録する場合は，事前にすべての
LPAR を Activate したあと，
［ホスト管理］ウィンドウですべての LPAR（ホスト）の
パーティション情報が更新されたことを確認してください。パーティション情報が更新
されていない LPAR がある場合は，予備登録できません。

（4） 切り替え
切り替え完了後の予備系サーバモジュールの状態および注意事項を，手動切り替えの場
合と自動切り替えの場合に分けて説明します。
（a） 手動切り替え
障害発生時，現用系の HVM が管理している LPAR を Deactivate したあとで，HVM の

875

23.

仮想化されたサーバの管理（HVM の場合）

電源を OFF にした場合，切り替え後の予備系サーバモジュールでは，現用系のサーバモ
ジュール上の HVM で設定されていた Auto Activation Order の設定に従って，LPAR が
Activate されます。そのため，障害発生時に現用系で起動していた LPAR が，切り替え
後に予備系サーバモジュールで Activate されていないことがあります。必要に応じて
LPAR を Activate してください。
HVM の電源を強制的に OFF にした場合，切り替え前の現用系サーバモジュール上の
HVM に Pre-State Auto Activation の設定がされていれば，現用系で Activate されてい
た LPAR が，予備系サーバモジュールでも Activate されます。Pre-State Auto
Activation の設定がされていなければ，現用系のサーバモジュール上の HVM で設定さ
れていた Auto Activation Order の設定に従って，LPAR が Activate されます。
Auto Activation Order および Pre-State Auto Activation の設定については，マニュア
ル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
なお，［手動切り替え実行］ダイアログボックスの［切り替え時に電源を ON にする］
チェックボックスを ON にしていた場合，切り替えが実行されると，サーバモジュール
および HVM の電源が ON になります。LPAR が Activate されるかどうかは，現用系
サーバモジュール上の HVM で設定されていた Auto Activation Order の設定および
Pre-State Auto Activation の設定に従います。
手動切り替え完了後の予備系サーバモジュールの状態の違いを，次の図に示します。
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手動切り替え完了後の予備系サーバモジュールの状態の違い

手動で切り替えを実行した場合，切り替えが完了しても各 LPAR の Activate が完了する
までは，［ホスト管理］ウィンドウに表示される LPAR（ホスト）のパーティション番号
に，切り替え前の情報が表示されます。手動で切り替えを実行したあとは，LPAR（ホス
ト）の管理を正常にするために，必ず電源を ON にしてください。
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（b） 自動切り替え
自動切り替え時，OS のシャットダウン後にサーバモジュールの電源を OFF にする設定
をしていた場合，各 LPAR 上で起動している OS のシャットダウン後に HVM がシャッ
トダウンされます。このとき，OS シャットダウン監視のタイムアウトは，各 LPAR 上
の OS シャットダウン要求から LPAR がすべて停止するまでの間と，HVM 停止要求か
ら HVM が停止するまでの間の，2 回監視されます。例えば，OS シャットダウンの監視
時間を 10 分と設定した場合，各 LPAR 上の OS シャットダウン要求から LPAR がすべ
て停止するまで 10 分間監視されます。その後，HVM 停止要求から HVM が停止するま
で，また 10 分間監視されます。
自動切り替え時，HVM の電源を強制的に OFF にした場合，および OS のシャットダウ
ン後にサーバモジュールの電源を OFF にした場合，切り替え前の現用系サーバモジュー
ル上の HVM に Pre-State Auto Activation の設定がされていれば，現用系で Activate さ
れていた LPAR が，予備系サーバモジュールでも Activate されます。Pre-State Auto
Activation の設定がされていなければ，現用系のサーバモジュール上の HVM で設定さ
れていた Auto Activation Order の設定に従って，LPAR が Activate されます。
Auto Activation Order および Pre-State Auto Activation の設定については，マニュア
ル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
また，N+1 冗長化の設定をしていた場合，あとから N+1 切り替え処理を実行するマネー
ジャサービスに対して，次に示す状態のときはエラーとしないで警告アラートを通知し，
メッセージを表示します。警告アラートの状態は，マネージャサービスのログに出力さ
れます。
• 現用系のサーバモジュールの HVM の IP アドレスが予備系サーバモジュールに設定さ
れている場合

（5） 復帰
復帰の場合，予備系サーバモジュール上の HVM で設定されていた Auto Activation
Order の設定に従って，現用系のサーバモジュール上の LPAR が Activate されます。
なお，［復帰・解除実行］ダイアログボックスの［復帰オプション設定］の［現用系に復
帰する際，電源を ON にする］チェックボックスを ON にしていた場合，復帰が実行さ
れると，サーバモジュールおよび HVM の電源が ON になります。LPAR が Activate さ
れるかどうかは，予備系サーバモジュール上の HVM で設定されていた Auto Activation
Order の設定に従います。
注意
復帰に当たって，障害が発生した現用系のサーバモジュールを交換する場合，交換
前のサーバモジュールと同じ仕様のサーバモジュールを使用してください。
手動で復帰を実行した場合，復帰が完了しても各 LPAR の Activate が完了するまでは，
［ホスト管理］ウィンドウに表示される LPAR（ホスト）のパーティション番号に，復帰
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前の情報が表示されます。手動で復帰を実行したあとは，LPAR（ホスト）の管理を正常
にするために，必ず電源を ON にしてください。

（6） 切り替え失敗時または復帰失敗時の回復方法
予備系への切り替えに失敗した場合，または現用系への復帰に失敗した場合は，次の手
順で回復してください。
1. 最初に現用系サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールの電源状態を確認し，
電源が ON 状態であれば OFF にする
2. 切り替えに失敗した N+1 グループを削除したあと，SVP の PR コマンドで現用系
サーバモジュール上の HVM の IP アドレスが予備系サーバモジュール上の HVM の IP
アドレスに移っているか確認する
BS2000 の場合は，HVM スクリーンで HVM の IP アドレスを確認してください。
3. 現用系サーバモジュール上の HVM の IP アドレスが予備系サーバモジュールに移って
いる場合は，SVP の PR コマンドで HVM の IP アドレスなどの，パーティション情報
の設定を変更する
BS2000 の場合は，HVM スクリーンで HVM の IP アドレスを確認してください。
4. 修正後に現用系サーバモジュールを起動し，問題なく稼働することを確認してから，
再度 N+1 グループを登録する
HVM の IP アドレスなどのパーティション情報を変更する方法については，マニュアル
「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
切り替えまたは復帰に失敗した場合，現用系のサーバモジュールと予備系サーバモ
ジュールのハードウェア装置の設定が変更されている場合があります。設定が変更され
ている場合は，切り替えまたは復帰を実行する前の状態に回復してください。ハード
ウェア装置の設定の変更方法については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイ
ド」を参照してください。

（7） ネットワークスイッチ連携機能での N+M コールドスタンバイの注
意事項
ネットワークスイッチ連携機能を使用している場合，サーバモジュールが仮想化されて
いても，ポートの設定は物理環境の場合と同じように引き継がれます。ネットワークス
イッチ連携機能については，
「20.5 ネットワークスイッチと連携した N+1 ／ N+M コー
ルドスタンバイの切り替え」を参照してください。

（8） SMP 構成での N+M コールドスタンバイの注意事項
SMP 構成機能では，一つの物理パーティションに HVM 搭載のサーバモジュールと
HVM 非搭載のサーバモジュールを混在させることができます。その場合，HVM 搭載／
非搭載のサーバモジュールが混在している物理パーティションは，HVM 非搭載のサーバ
モジュールと同じ扱いとなります。
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例えば，現用系ホストに HVM を登録した場合，予備系サーバモジュールに HVM 搭載
／非搭載のサーバモジュールが混在している物理パーティションを登録することはでき
ません。

（9） 現用系ホストのグループに HVM 搭載／非搭載のサーバモジュール
が混在している場合の注意事項
現用系ホストが稼働しているサーバモジュールに，HVM 搭載のサーバモジュールと
HVM 非搭載のサーバモジュールが混在している場合，切り替え後に予備系を現用系とす
る操作を実施すると，これまで現用系として使用していたサーバモジュールを予備系に
登録できないことがあります。
現用系として使用していたサーバモジュールを予備系に登録できない構成を，次の図に
示します。
このような場合，2. で予備系の HVM 搭載のサーバモジュール（Basic モード）を現用系
とする操作をしたときに，予備系サーバモジュールに HVM 非搭載のサーバモジュール
（Basic モード）を登録できないことを知らせるメッセージが出力されます。
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現用系として使用していたサーバモジュールを予備系に登録できない構成

（10）N+1 グループの登録後の構成変更についての注意事項
N+M コールドスタンバイ属性の N+1 グループの登録後は，サーバモジュールの HVM
搭載 / 非搭載や Basic/LPAR モードを変更しないでください。変更した場合，
［N+1 コー
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ルドスタンバイ詳細設定］ウィンドウでのサーバモジュールの状態が「エラー検知」ま
たは「警告」となり，切り替えや復帰が実行できなくなります。
サーバモジュールの状態が「エラー検知」または「警告」となった場合は，変更前の
サーバモジュールの構成に戻してください。［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィン
ドウのアイコンの表示を回復させる場合は，サーバモジュールを変更前の状態に戻した
あと，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで，メンテナンス完了の操作を実
施してください。
また，N+M コールドスタンバイで管理サーバを冗長化構成で運用している場合，N+1 グ
ループに登録した HVM の IP アドレスを変更すると，2 番目以降に切り替えを開始する
管理サーバが正常に動作しません。そのため，N+1 グループに登録した HVM の IP アド
レスは変更しないでください。
IP アドレスを変更する場合は，次の手順で HVM を再登録してください。
1. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで，IP アドレスを変更したい HVM
を N+1 グループから削除する
2. ［ホスト管理］ウィンドウで，IP アドレスを変更したい HVM を削除する
3. HVM スクリーンから，HVM の IP アドレスを変更する
4. ［ホスト管理］ウィンドウで，IP アドレス変更後の HVM を再登録する
5. ［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで，IP アドレス変更後の HVM を
N+1 グループに再登録する

（11）グループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合の注意事項
LPAR モードのサーバモジュールは，グループ属性が N+1 コールドスタンバイの現用系
サーバモジュールおよび予備系サーバモジュールとして登録できません。すでにグルー
プに登録されているサーバモジュールを LPAR モードにする場合は，そのサーバモ
ジュールが登録されている N+1 グループを削除してください。N+1 コールドスタンバイ
の現用系サーバモジュールまたは予備系サーバモジュールとして登録したサーバモ
ジュールを LPAR モードにすると，N+1 グループに登録されているサーバモジュールが
「エラー検知」または「警告」の状態になります。状態を正常に戻す対処方法について次
に示します。
現用系サーバとして登録されているサーバモジュールを LPAR モードにした場合
現用系として登録したサーバモジュールを LPAR モードにすると，
［N+1 コールド
スタンバイ詳細設定］ウィンドウに現用系サーバモジュールの状態が「エラー検知」
と表示されます。現用系サーバモジュールの「エラー検知」の状態を取り除くため
には，サーバモジュールを Basic モードにしてください。詳細については，マニュ
アル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照してください。
予備系サーバとして登録されているサーバモジュールを LPAR モードにした場合
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予備系として登録したサーバモジュールを LPAR モードにすると，［N+1 コールド
スタンバイ詳細設定］ウィンドウに予備系サーバモジュールの状態が「コールドス
タンバイ警告」と表示されます。予備系サーバモジュールの「コールドスタンバイ
警告」の状態を取り除くためには，サーバモジュールを Basic モードにしてくださ
い。詳細については，マニュアル「BladeSymphony ユーザーズガイド」を参照し
てください。

23.3.14

ラック管理

［ラックマネージャ］ウィンドウでは，ラックに搭載されているサーバシャーシおよび
サーバモジュールの障害状態を参照できます。サーバモジュールが LPAR モードの場合，
そのサーバモジュール上で稼働する LPAR，またはその LPAR を管理している HVM の
状態が，サーバモジュールの状態として表示されます。
例えば，次の図に示すように，LPAR1 と LPAR2 がスロット 0 および 1 で構成されてい
るパーティション上で稼働している場合，LPAR1 で障害が発生すると，［ラックマネー
ジャ］ウィンドウでは，スロット 0 および 1 のサーバモジュールの状態が「障害」と表
示されます。
図 23-8

SMP 構成での［ラックマネージャ］ウィンドウの障害表示
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仮想化されたサーバの管理
（仮想化プラットフォームの
場合）
この章では，仮想化プラットフォームのサーバを JP1/
ServerConductor で管理する方法について説明します。

24.1 仮想化されたサーバに対して使用できる機能
24.2 仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor で管理する場合に必要な
準備
24.3 仮想化されたサーバを管理する場合の注意事項
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24.1 仮想化されたサーバに対して使用できる
機能
仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor の管理コンソールから管理する場合，仮想
化されていないサーバ（物理サーバ）に対して使用できる機能と差異があります。
仮想化されたサーバに対して使用できる機能の一覧を次に示します。
表 24-1

仮想化されたサーバに対して使用できる機能

項番

機能

使用可否

ト※

VM
ゲス
ト

VM
ホス

備考

1

コンソールサービスでの表示

○

○

VM ホストおよび VM ゲストをツリー
構成で表示できる。

2

ローカルコンソールサービスでの
表示

×

×

自マシン上のサーバだけ表示される。

3

Web コンソールサービスでの表示

×

×

−

4

資産管理

×

×

−

5

障害管理

△

×

VM ホストの場合，SVP アラート（直
接通知）を通知できる。

6

性能監視

×

×

−

7

サーバ起動監視

×

×

−

8

電源制御

△

△

「電源 ON」，「電源 OFF」，
「強制電源
OFF」および「リブート」ができる。
スケジュール機能は使用できない。

9

遠隔操作

△

×

VM ホストの場合，ランプ制御ができ
る。

10

グループ管理

△

△

「電源 ON」，
「電源 OFF」，「強制電源
OFF」および「リブート」の一括操作
ができる。

11

接続管理

△

△

管理対象の登録および削除ができる。

12

コンソールサービスからの設定情
報の変更

△

×

VM ホストの場合，ログイン情報およ
び SVP ボードの IP アドレスを変更で
きる。

13

クラスタ管理

×

×

−

×

×

−

14

他プログラムとの連携
（SNMP トランスレータ含む）

15

SMP 構成管理

−

−

−

16

ストレージ運用支援

−

−

−
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項番

機能

使用可否
VM
ホス
ト※

VM
ゲス
ト

備考

17

N+1 ／ N+M コールドスタンバイ

△

×

VM ホストの場合，N+M コールドスタ
ンバイを使用できる。

18

ラック管理

○

−

−

（凡例）
○：使用できる
△：使用できるが，仮想化されていないサーバ（物理サーバ）と比べて機能差または制限事項
がある
×：使用できない
−：該当しない
注※
Agent および Advanced Agent がインストールされている環境では，Agent および Advanced
Agent の機能を使用できます。

コンソールサービスおよびマネージャサービスが共にバージョン 08-65 以降の場合に，
仮想化されたサーバに対して操作できます。
各機能を使用する場合の注意事項については，
「24.3 仮想化されたサーバを管理する場
合の注意事項」を参照してください。
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24.2 仮想化されたサーバを JP1/
ServerConductor で管理する場合に必要な
準備
ここでは，仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor で管理する場合に必要な準備に
ついて説明します。

24.2.1

システム構成図

仮想化されたサーバを JP1/ServerConductor で管理する場合のシステム構成を次に示し
ます。

888

24. 仮想化されたサーバの管理（仮想化プラットフォームの場合）

図 24-1

仮想化されたサーバを管理する場合のシステム構成（仮想化プラットフォーム）

注※ 1
管理対象サーバが Windows Server 2008 Standard および Windows Server 2008

889

24.

仮想化されたサーバの管理（仮想化プラットフォームの場合）

Enterprise の場合，その環境を Hyper-V 環境として管理する場合でも，すでにイン
ストールされている Agent および Advanced Agent をアンインストールする必要は
ありません。Agent および Advanced Agent がインストールされている場合，管理
対象サーバを Agent ホストとしても VM ホストとしても管理できます。この状態を
Agent ホストと VM ホストの共存と呼びます。
注※ 2
SVP ボード 環境設定ツールは，Advanced Agent が提供する SVP PCI 設定ユティリ
ティに相当するものです。SVP ボード 環境設定ツールの詳細は，SVP ボードに添付
されているマニュアルを参照してください。
上記の図では物理的な管理対象サーバは 3 台ですが，管理サーバは，VM ホストおよび
VM ゲストも物理サーバと同様に独立したサーバとして認識します。

24.2.2

必要な環境

仮想化されたサーバを管理する場合の構成に必要なプログラムなどについて説明します。

（1） console1，agent1
管理コンソールおよび管理対象サーバの agent1 に必要なプログラムについては，
「2.3.2
必要な環境」を参照してください。

（2） manager1
manager1 を管理サーバとして設定する場合，次の環境が必要です。
項目

名称

適用 OS

仮想化プラットフォームを管理対象サーバとする場合の manager1 の適用 OS は，次
のとおりです。
• Windows Server 2003 Standard Edition（32bit 版だけ）
• Windows Server 2003 Enterprise Edition（32bit 版だけ）
• Windows Server 2003 R2 Standard Edition（32bit 版だけ）
• Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition（32bit 版だけ）
• Windows Server 2008 Standard
• Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
• Windows Server 2008 Enterprise
• Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
• Windows XP Home Edition（32bit 版だけ）
• Windows XP Professional（32bit 版だけ）
• Windows Vista Business（32bit 版だけ）
• Windows Vista Enterprise（32bit 版だけ）
• Windows Vista Ultimate（32bit 版だけ）

プログラム

• BSM
マネージャサービスをインストール
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項目

名称

他プログラム

仮想化プラットフォームを管理対象サーバとする場合，マネージャサービスをインス
トールするマシンに次のソフトウェアをインストールする必要があります。
• WBEM ライブラリ：Windows Remote Management
• ランタイム：.NET Framework

設定情報

ログイン用パスワードの設定

（3） 仮想化プラットフォーム
VMware および Hyper-V を管理対象の VM ホストおよび VM ゲストとして設定する場
合，次の環境が必要です。
項目

名称

ハードウェア

• BladeSymphony，HA8000 シリーズの機種のうち，VMware
または Hyper-V に対応している機種
• SVP ボード（HA8000 の場合だけ）
障害管理機能および電源制御機能の強制電源 OFF を使用する
場合は，SVP ボードが必要になります。

プログラム

• VMware の場合
VMware ESX Server 3.5，または VMware ESXi Server 3.5
• Hyper-V の場合
Windows Server 2008 Standard，または Windows Server
2008 Enterprise

他プログラム

Agent および Advanced Agent のない環境で障害管理機能および
電源制御機能の強制電源 OFF を使用するには，VM ホスト上に次
のソフトウェアをインストールする必要があります。
• SVP ボード 環境設定ツール（HA8000 の場合だけ）※

留意事項

管理対象サーバが Windows Server 2008 Standard および
Windows Server 2008 Enterprise の場合，その環境を Hyper-V
環境として管理する場合でも，すでにインストールされている
Agent および Advanced Agent をアンインストールする必要はあ
りません。

注※
SVP ボード 環境設定ツールは，Advanced Agent が提供する SVP PCI 設定ユティリティに相当
するものです。SVP ボード 環境設定ツールの詳細は，SVP ボードに添付されているマニュアル
を参照してください。
Agent および Advanced Agent を使用している環境では，SVP PCI 設定ユティリティと SVP
ボード 環境設定ツールが共存します。SVP PCI 設定ユティリティと SVP ボード 環境設定ツー
ルで異なる設定をした場合，最後に設定した内容が有効になります。

24.2.3

設定の流れ

console1，manager1，agent1 の設定の流れは，
「2.3.3 設定の流れ」を参照してくださ
い。このほか，次に示す作業が必要になります。
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（1） 仮想化プラットフォームのサーバを管理する場合
仮想化プラットフォームのサーバを管理するには，次の作業が必要になります。次の作
業を実施しない場合は，VM ホストの登録時にエラーとなります。
● VMware の場合
管理サーバに対する作業
1. Windows Remote Management のインストール
2. .NET Framework のインストール
3. WinRM リスナの設定
管理対象サーバに対する作業
1. VMware ESX Server3.5 への更新
2. VMware ESX Server の HTTP/HTTPS アクセス許可の設定
3. ゲスト OS への VMware Tools のインストール
● Hyper-V の場合
管理サーバに対する作業
1. Windows Remote Management のインストール
2. .NET Framework のインストール
3. WinRM リスナの設定
管理対象サーバに対する作業
1. WinRM リスナの設定
2. ゲスト OS への Integration Services のインストール
仮想化環境で複数の仮想マシンを同じ VM 名で作成した場合，ホスト管理ウィンドウの
VM ゲストのコンピュータ名が同じになるため，区別ができなくなります。仮想化環境
を構築する場合は，仮想マシンごとに異なる VM 名で作成してください。

（2） Hyper-V へ移行する場合
Agent ホストが稼働している Windows Server 2008 を Hyper-V へ移行するには，次の
作業が必要になります。なお，Agent ホストと VM ホストを共存させる場合は，次の作
業は不要です。
1. 移行する管理対象サーバの削除
1.［ホスト管理］ウィンドウで削除するホストを選択する
2.［接続管理］メニューから［削除］を選択する
3.［OK］または［全て OK］ボタンをクリックする
2. 管理対象サーバの Agent や Advanced Agent のアンインストール
3. 管理対象サーバの Hyper-V への移行
4. マネージャサービスの設定
「(1)
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業」に示した作業をします。すでに実施している場合は，不要です。
5. 管理対象サーバの「VM ホスト」としての登録

24.2.4

管理サーバへの登録

管理サーバへ VM ホストおよび VM ゲストを登録する方法を説明します。

（1） 前提条件
コンソールサービスおよびマネージャサービスのバージョン
VM ホストおよび VM ゲストを登録できるのは，コンソールサービスおよびマネー
ジャサービスが共にバージョン 08-65 以降の場合です。
サーバシャーシの登録
BladeSymphony 上の VM ホストを登録する場合，サーバシャーシが登録されてい
る必要があります。
証明書のインストール
HTTPS 通信で VMware の VM ホストを登録する場合，マネージャサービスがイン
ストールされているマシンに，HTTPS 通信に必要となる証明書をインストールして
おく必要があります。次の方法で証明書をインストールしてください。
1. マネージャサービスがインストールされているマシンにログインする
2. Web ブラウザで「https://"ESXServer の IP アドレス "/」を入力する
3. 「セキュリティの警告」画面の「証明書の表示」を選択し，証明書をインストー
ルする

（2） VM ホストの登録
VM ホストを登録する手順を次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウでホストを登録するマネージャサービスを選択する
2. ［接続管理］メニューから［登録］を選択する
［ホスト登録］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 登録するホストの IP アドレス，またはホスト名を入力する
4. 種別の中から，「VM ホスト」を選択する
5. VM ホスト管理者のユーザ名およびパスワードを入力する
VMware ホストの場合は，VMware 環境の ServiceConsole にログインするための
ユーザ名およびパスワードを入力します。
Hyper-V ホストの場合は，Hyper-V 環境の Parent-VM にログインするためのユーザ
名およびパスワードを入力します。
6. 通信手段を選択する
マネージャサービスと VM ホスト間の通信プロトコルを選択します。
7. サーバタイプを選択する
サーバタイプに［HA8000 シリーズ］を選択した場合，SVP ボードがあるときは
SVP ボードの IP アドレスを入力します。
8. ［OK］ボタンをクリックする
指定した内容で VM ホストが登録されます。
注意
• SVP ボードの IP アドレスを指定しない場合，次の機能は使用できません。
• 障害管理機能
• 電源制御機能の強制電源 OFF（なお，電源 ON の方式は WOL になります）
• SVP ボードの IP アドレスを誤って入力した場合でも，VM ホストは登録されます。
この場合，登録した VM ホストに対して電源 ON，強制電源 OFF を実行すると，
誤って入力した SVP ボードのある管理対象サーバに対して電源 ON，強制電源 OFF
が実行されてしまいます。また，SVP ボードのある管理対象サーバの障害アラート
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（SVP 直接アラート）が VM ホストにマッピングされ，VM ホストの障害アラート
（SVP 直接アラート）が受信できなくなります。SVP ボードの IP アドレスを入力す
る際は，十分注意してください。
• VM ホストを登録したあとに，ユーザが VM ホストを別の仮想化プラットフォームに
入れ替えるなど仮想化環境を変更した場合は，BSM が保持している情報と実際の環境
との不整合が発生します。このため，［ホスト管理］ウィンドウで VM ホストを削除
したあと，再度 VM ホストを登録する必要があります。
• 管理対象サーバが HA8000 の場合，Agent ホストと VM ホストの両方が［ホスト管
理］ウィンドウに登録されているとき，同じ管理対象サーバかどうかは，Agent ホス
トと VM ホストのコンピュータ名が同じかどうかで判断されます。別の管理対象サー
バの Agent ホスト，VM ホストまたは VM ゲストに，同じコンピュータ名を付けない
でください。
• Agent ホストと共存させる場合の注意事項については，注意事項がある場合は 24.3 節
で機能ごとに説明しています。そちらを参照してください。
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24.3 仮想化されたサーバを管理する場合の注
意事項
ここでは，仮想化プラットフォームのサーバに対して，JP1/ServerConductor の機能を
使用する場合の注意事項を説明します。

24.3.1

コンソールサービスでの表示

［ホスト管理］ウィンドウで，次の形式で VM ホストおよび VM ゲストを表示できます。
サービス構成表示
すべての VM ホストおよび VM ゲストが表示されます。
サーバシャーシ別表示
サーバタイプが「BladeSymphony」である VM ホストと，それに対応する VM ゲ
ストが表示されます。
ツリー構成表示
すべての VM ホストおよび VM ゲストがツリー構成で表示されます。VM ホストお
よび VM ゲストの親子関係を確認できます。
なお，サイト別表示およびドメイン別表示の場合は，VM ホストおよび VM ゲストは表
示されません。
VM ホストおよび VM ゲストが表示された［ホスト管理］ウィンドウの例を次に示しま
す。
図 24-2

VM ホストおよび VM ゲストが表示された［ホスト管理］ウィンドウの例

同じ管理対象サーバの Agent ホストと VM ホストの両方が［ホスト管理］ウィンドウに
登録されている場合，同じコンピュータ名でそれぞれ表示されます。また，管理対象
サーバが BladeSymphony のときは，同じパーティション番号に Agent ホストと VM ホ
ストが表示されます。
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注意
• VM ゲストは単体で［ホスト管理］ウィンドウに登録する，または［ホスト管理］
ウィンドウから削除することはできません。
• コンソールサービスを起動した状態で，VM ゲストの作成や削除をした場合，構
成の変更は［ホスト管理］ウィンドウに反映されません。この場合は，VM ホス
トの更新を実行してください。
• 複数のコンソールサービスがマネージャサービスに接続している場合，あるコン
ソールサービスで表示の更新を実行すると，ほかのコンソールサービスの［ホス
ト管理］ウィンドウでも，VM ゲストの状態が更新されます。
• 複数のコンソールサービスがマネージャサービスに接続している場合，あるコン
ソールサービスで VM ホストを削除すると，ほかのコンソールサービスの［ホス
ト管理］ウィンドウから，削除した VM ホストの VM ゲストが削除されます。

24.3.2

資産管理

VM ホストおよび VM ゲストのインベントリ情報は，CSV ファイルに出力できません。
［ホスト管理］ウィンドウで VM ホストまたは VM ゲストを選択して［ファイル］メ
ニューの［インベントリ CSV 形式ファイル出力］を選択した場合，サーバシャーシ /
HVM，VM ホスト /VM ゲストのインベントリ情報は出力しないという内容のメッセー
ジが表示されます。

24.3.3

障害管理

仮想化プラットフォームのサーバに対して使用できる障害管理機能の一覧を次に示しま
す。
表 24-2
項
番

仮想化プラットフォームのサーバに対して使用できる障害管理機能の一覧

機能
分類

機能

使用可否

BladeSymphony

HA8000

○

○※ 2

○

○

○

○

通知アラート

○

○

5

サーバアラートログ

×

×

6

BIOS ポストログ

−

−

7

SVP ログ

○

○※ 2

8

HVM ログ

−

−

1

共通※

通知アラート

1

2

［ホスト管理］ウィンドウ

3
4

ラック管理
障害
管理
機能

アラート情報の表示
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機能
分類

機能

9
10

アラート通知のフィルタ
リング

11

使用可否

BladeSymphony

HA8000

マネージャアラート
ログ

○

○

サーバ

×

×

SVP

−

×

12

未通知アラートの通知

○

○

13

アラート発生時のサーバ動作の設定

×

×

14

アラートアクションサービスの設定

○

○

15

JP1/IM への通知

○

○

16

SNMP マネージャへの通知

×

×

17

e-mail の通知

○

○

18

アラートのログファイル
への記録

サーバアラートログ

×

×

19

SVP ログ

○

○

20

イベントログ

×

×

21

syslog

×

×

（凡例）
○：使用できる
×：使用できない
−：該当しない
注※ 1
障害管理機能に関係する部分だけが対象となります。
注※ 2
SVP ボード 環境設定ツールを使用して必要な設定をしていることが前提となります。

以降で詳細を説明します。

（1） 通知アラート
VM ホストから，次のアラートが通知されます。
• SVP アラート（直接通知）
VM ゲストからは，アラートは通知されません。
注意
• BladeSymphony の場合，SVP アラート（直接通知）は，SVP が搭載されサーバ
シャーシが登録されていることが前提となります。
• HA8000 の場合，SVP アラート（直接通知）は SVP が搭載され，SVP ボード 環
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境設定ツールを使用して必要な設定をしていることが前提となります。
•［ホスト管理］ウィンドウのアイコンが非活性の状態でアラートを受信しても障害
表示にはなりません。
• 通信障害などによってマネージャサービスと SVP 間で SVP アラート（直接通知）
を受信できなかった場合は，次のようになります。
BladeSymphony の場合は，通知の失敗が検知され，再送条件を満たした場合にア
ラートが再送されます。
HA8000 の場合は，アラートは再送されません。
• マネージャサービスが未対応のアラートを SVP から受信した場合は，次のように
なります。
・［通知アラート］ウィンドウの「アラートレベル」に「取得不可」と表示される。
・JP1/IM へ通知されない。
・E-mail 通知されない。
・アラートアクションサービスは動作しない。

（2）［ホスト管理］ウィンドウ
［ホスト管理］ウィンドウに表示される情報のうち，仮想化プラットフォームの障害管理
機能に関係する内容について説明します。
（アラート通知あり）のアイコンの表示
SVP アラート（直接通知）が発生した場合は，障害が発生した VM ホストに（ア
ラート通知あり）のアイコンが表示されます。BladeSymphony の場合は，サーバ
モジュール固有のアラートが発生した場合に（アラート通知あり）のアイコンが表
示されます。
障害表示の解除
（アラート通知あり）のアイコンは，
［通知アラート］ウィンドウで通知アラートを
すべて確認した場合に，解除されます。
SVP アドレスの変更による影響（HA8000 の場合）
SVP アドレスを変更した場合も，変更前に発生したアラートは表示されます。
N+M コールドスタンバイ切り替え時の表示
VM ホストで切り替えが発生した場合は，切り替え後のサーバ（シャーシ ID，パー
ティション ID）に対応するアラート（警告レベル以上）によって障害表示されるよ
うになります。切り替え前の VM ホストで発生したアラートの情報ではありません。
Agent ホストの場合，従来の Agent 経由のアラートに加えて，サーバモジュール固
有の SVP アラートも検知できるようになります。

（3） ラック管理
仮想化プラットフォームでは，SVP アラート（直接通知）が発生した場合，
［ラックマ
ネージャ］ウィンドウのブレードサーバ部またはサーバに対して（アラート通知あり）
のアイコンが表示されます。
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Agent ホストと共存している場合の管理対象
ラックマネージャに VM ホストを登録した状態で，VM ホストと同一管理対象サー
バ上に Agent や Advanced Agent をインストールした場合，ラックマネージャの管
理対象は Agent ホストに変更されます。［ラックマネージャ］ウィンドウを開いてい
る場合は，
［F5］キーを押すと，Agent ホストに変更された最新の状態が表示されま
す。この場合，これまでの障害表示内容はリセットされます。VM ホストで取得し
ていた障害情報は引き継がれません。
Agent ホストが登録されている場合は，登録の順序に関係なく，常に Agent ホスト
が管理対象となります。
なお，Agent ホストと共存している場合，VM ホストは削除できるようになります。

（4） アラート情報の表示
アラート情報の表示について，アラートの種類ごとに説明します。
（a） 通知アラート
VM ホストの場合，SVP アラート（直接通知）のアラートが［通知アラート］ウィンド
ウに表示されます。
Agent ホストと共存している場合のアラート表示
• Agent ホストと VM ホストが共存している場合も，アラート 1 件に対して 1 件の
表示となり，Agent ホストおよび VM ホストでそれぞれ 1 件ずつ表示されること
はありません。
• SVP アラート（直接通知）を受信した場合，Agent ホストと VM ホストの両方の
アイコンが（アラート通知あり）の状態に変わります。
［通知アラート］ウィンド
ウでアラートを確認すると，両方のアイコンは（正常）の状態に変わります。
• 同じ管理対象サーバの Agent ホストと VM ホストが［ホスト管理］ウィンドウに
登録されている場合，エージェントサービスでアラートが発生したときは，Agent
ホストのアイコンだけが（アラート通知あり）の状態に変わります。VM ホスト
のアイコンは変わりません。
（b） SVP ログ
BladeSymphony の場合，従来どおり SVP ログを表示できます。
HA8000 の場合，SVP ボード 環境設定ツールを使用して必要な設定をしている場合に
SVP ログを表示できます。
VM ホストと Agent ホストで検出できるアラート情報が異なります。検出できるアラー
ト情報の詳細については，コンソールサービスのインストール先の help フォルダに格納
されている「Invent.xls」を参照してください。
VM ホストで検出できないアラート情報が SVP ログにある場合，アラートレベルは「取
得不可」と表示されます。
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VM ホストが Agent ホストと共存すると，Agent ホストが検出できるアラート情報につ
いては，共存前に「取得不可」と表示されていたアラートレベルが正しく表示されるよ
うになります。
（c） マネージャアラートログ
従来どおりマネージャアラートログを表示できます。

（5） 未通知アラートの通知
「7.4

未通知アラートを通知する」で説明している未通知アラートの機能を使用できま

す。対象となるアラートは SVP アラート（直接通知）だけです。

（6） アラートアクションサービスの設定
従来どおりアラートアクションサービスを設定できます。

（7） JP1/IM への通知
従来どおり JP1/IM へ通知できます。

（8） e-mail の通知
従来どおり e-mail で通知できます。

（9） アラートのログファイルへの記録
SVP ログを出力できます。

24.3.4

管理コンソールからの電源制御

VM ホストおよび VM ゲストに対する管理コンソールからの電源制御について説明しま
す。

（1） 実行できる電源制御の種類
VM ホストおよび VM ゲストに対して，次の電源制御ができます。
• 電源 ON
• 電源 OFF
• 強制電源 OFF
• リブート

（2） 電源制御の方式
Agent ホスト，VM ホストと VM ゲストが共存した場合の電源制御の方式を次に示しま
す。
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表 24-3
項番

Agent ホスト，VM ホストと VM ゲストが共存した場合の電源制御の方式

管理対象
サーバ

カテゴリ

電源制御のメニュー

電源 ON
1

電源 OFF

強制電源
OFF

リブート

Advanced Agent
なし

WOL

Agent

−

Agent

Advanced Agent
あり

SVP

Agent

SVP

Agent

SVP あり

SVP

VM 制御

SVP

VM 制御

4

SVP なし

WOL

VM 制御

−

VM 制御

5

SVP 不明

−

−

−

−

SVP あり

VM 制御

VM 制御

VM 制御

VM 制御

7

SVP なし

VM 制御

VM 制御

VM 制御

VM 制御

8

SVP 不明

−

−

−

−

Agent ホス
ト

2
3

6

VM ホスト

VM ゲスト

（凡例）
SVP あり：BladeSymphony の場合は，VM ホストがあるサーバモジュールがほかのサーバ
シャーシ上に移動されていない状態。HA8000 の場合は，SVP ボードの IP アドレスが指定さ
れている状態。
SVP なし：HA8000 の場合に，SVP ボードの IP アドレスが指定されていない，または SVP
ボードが使用できない状態。
SVP 不明：BladeSymphony の場合に，VM ホストがあるサーバモジュールがほかのサーバ
シャーシ上に移動された状態。
Agent：エージェントサービスを経由して電源制御を実行する。
SVP：BladeSymphony の場合は，SVP(BMC) 経由で電源制御を実行する。HA8000 の場合は，
SVP(PCI) 経由で電源制御を実行する。
VM 制御：CIM や VI API などを使用して VM ホスト側で電源制御を実行する。
WOL：LAN アダプタ経由で電源制御を実行する。
−：該当しない。

（3） 注意事項
電源 ON
VM ホストで電源 ON を実行した場合，VM ホストで設定されている VM ゲストの
電源指定に従って，VM ゲストの電源が ON になります。VM ゲストの電源指定は，
VMware や Hyper-V などの仮想化プラットフォームでの設定になります。
電源 OFF
VMware の場合
• VMware ホストに対して電源 OFF を実行した場合は，すべての VMware ゲスト
がシャットダウンしてから，最後に VMware ホストがシャットダウンします
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（VMware での設定に依存します）
。そのあと，物理サーバモジュールの電源が
OFF になります。
VMware ホストがシャットダウンしても物理サーバモジュールの電源が OFF にな
らない場合，物理サーバモジュールの電源を OFF にするには，VMware ホストが
シャットダウンしたあとに，強制電源 OFF を実行してください。
• OS がインストールされていない VMware ゲストに対して電源 OFF を実行すると
エラーが発生します。電源 OFF を実行したい場合は，強制電源 OFF を実行して
ください。
Hyper-V の場合
• Hyper-V ホストに対して電源 OFF を実行した場合は，Hyper-V ゲストは自動停
止アクションに従ってシャットダウンしたり，停止したりします。
• OS がインストールされていない Hyper-V ゲストに対して電源 OFF を実行すると
エラーが発生します。電源 OFF を実行したい場合は，強制電源 OFF を実行して
ください。
強制電源 OFF
VMware の場合
• VMware ホストで強制電源 OFF を実行した場合は，すべての VMware ゲストが
強制電源 OFF されます。
Hyper-V の場合
• Hyper-V ホストで強制電源 OFF を実行した場合は，すべての Hyper-V ゲストが
強制電源 OFF されます。
リブート
VMware の場合
• VMware ホストに対してリブートを実行した場合は，すべての VMware ゲストが
シャットダウンしてから，最後に VMware ホストがシャットダウンします
（VMware での設定に依存します）
。その後，VMware ホストの電源 ON が実行さ
れ，VMware で設定されている VMware ゲストの電源指定に従って VMware ゲ
ストの電源が ON になります。
• OS がインストールされていない VMware ゲストに対してリブートを実行すると
エラーが発生します。リブートを実行したい場合は，強制電源 OFF を実行したあ
と，電源 ON を実行してください。
Hyper-V の場合
• Hyper-V ホストに対してリブートを実行した場合は，Hyper-V ゲストは自動停止
アクションや自動開始アクションに従って動作します（Hyper-V での設定に依存
します）
。
• Hyper-V ゲストに対してリブートを実行した場合は，Hyper-V のリセットに従っ
て動作します。
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Agent ホストとの共存
• ［ホスト管理］ウィンドウ上の，同じ管理対象サーバの Agent ホストのアイコンと
VM ホストのアイコンの状態は同期しません。このため，一方のアイコンが活性
化していても，他方のアイコンは非活性になっている場合があります。この場合
は，
［ホスト管理］ウィンドウの［表示］メニューから［最新の情報に更新］を選
択して最新の状態にしてください。
最新の状態で，Agent ホストのアイコンが非活性，VM ホストのアイコンが活性
化している場合は，エージェントサービスが停止している可能性があります。こ
の場合は，エージェントサービスの接続先マネージャサービスの指定が正しいこ
と，管理対象サーバ上でエージェントサービスが起動していることを確認して対
処したあと，最新の状態にしてください。
Agent ホストのアイコンが活性化，VM ホストのアイコンが非活性の場合は，仮
想化環境に問題があります。この場合は，コンソールサービスの通知アラートを
確認してください。
• 同じ管理対象サーバの Agent ホストと VM ホストが［ホスト管理］ウィンドウに
登録されている場合，どちらか一方のアイコンを選択して電源操作を実行すると，
他方のアイコンに対しても電源操作が実行されます。例えば Agent ホストのアイ
コンを選択して電源 OFF を実行すると，他方の VM ホスト（VM ゲストも含む）
も電源 OFF になります。
［ホスト管理］ウィンドウでの表示
Hyper-V ホストに対して電源 OFF，強制電源 OFF，またはリブートを実行した直
後に VM ホストの更新を実行した場合，すべての VM ゲストが表示されなくなるこ
とがあります。この場合は，Hyper-V ホストを起動したあとに再度，VM ホストの
更新を実行してください。VM ゲストが表示されるようになります。

24.3.5

遠隔操作

仮想化プラットフォームでは，VM ホストに対してランプ制御ができます。
ランプ制御ができる VM ホストは，
［ホスト管理］ウィンドウで，シャーシ ID および
パーティション番号が表示されているものになります。

24.3.6

グループ管理

仮想化プラットフォームでは，「電源 ON」
，「電源 OFF」
，「強制電源 OFF」および「リ
ブート」の一括操作ができます。ただし，次のように管理対象が混在している場合は，
一括操作できません。
• 同一管理対象サーバでない Agent ホストと VM ホストの混在
• Agent ホストと VM ゲストの混在
• VM ホストと VM ゲストの混在
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VM ホストおよび VM ゲストの削除
［ホスト管理］ウィンドウからグルーピングしている VM ホストを削除した場合，物
理サーバと同様に，ホスト管理対象から削除されると同時にグルーピングデータか
らも削除されます。この場合，VM ホストの配下にある VM ゲストもグルーピング
しているときは，グルーピングデータから VM ゲストの定義も削除されます。これ
は VM ゲスト単体で削除した場合も同様です。

24.3.7

接続管理

VM ホストおよび VM ゲストの登録・削除について説明します。

（1） VM ホストおよび VM ゲストの登録
管理サーバへ VM ホストおよび VM ゲストを登録する方法は，「24.2.4

管理サーバへの

登録」を参照してください。

（2） VM ホストおよび VM ゲストの削除
VM ホストを削除した場合，VM ゲストも削除されます。VM ゲストだけの削除はできま
せん。
VM ホストが N+M グループに登録されている場合は，削除できません。
サーバシャーシを削除した場合，登録されているすべての VM ホスト，VM ゲスト，
HVM，およびサーバ（エージェント，LPAR）が削除されます。

（3） 接続先マネージャサービスの確認
［接続先マネージャサービスの確認］ダイアログボックスには，VM ホストおよび VM ゲ
ストは表示されません。

24.3.8

コンソールサービスからの環境設定

VM ホストに対して，コンソールサービスから次の情報を変更できます。
• ログイン情報
• SVP ボードの IP アドレス（HA8000 の場合だけ）
それぞれの変更手順を説明します。

（1） ログイン情報の変更
VM ホストの登録後に，VM ホスト管理者の VM ログイン用のパスワードや通信手段な
どが変更された場合，次の手順でログイン情報を変更します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから，［VM ホスト設定変更］を選択し，
［ログイン情報の変更］を選択する
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［ログイン情報の変更］ダイアログボックスが表示されます。

2. 変更後の VM ログイン用のユーザ ID，パスワードを必要に応じて入力する
3. 変更後の通信手段を必要に応じて選択する
4. ［OK］ボタンをクリックする
ログイン情報が変更されます。

（2） SVP ボードの IP アドレスの変更（HA8000 の場合だけ）
次の場合は，VM ホストの SVP ボードの IP アドレスを変更する必要があります。
• VM ホストと同じ管理対象サーバの SVP ボードの IP アドレスを変更した場合
• VM ホストの登録後に，VM ホストと同じ管理対象サーバに Advanced Agent をイン
ストールし，SVP ボードの IP アドレスが変更になった場合
VM ホストの SVP ボードの IP アドレスを正しく変更しないと，VM ホストのある管理
対象サーバの障害アラートを受信できなくなります。また，VM ホストへの強制電源
OFF を実行できなくなります。
VM ホストの SVP ボードの IP アドレスを変更する手順を次に示します。
VM ホストと同じ管理対象サーバの SVP ボードの IP アドレスを変更した場合
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから，
［VM ホスト設定変更］を選択し，
［SVP ボードの IP アドレス変更］を選択する
［SVP ボードの IP アドレス変更］ダイアログボックスが表示されます。

2. 変更後の SVP ボードの IP アドレスを必要に応じて入力する
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3. ［OK］ボタンをクリックする
SVP ボードの IP アドレスが変更されます。
Advanced Agent をインストールして SVP ボードの IP アドレスが変更になった場合
1. ［ホスト管理］ウィンドウの［表示］メニューから，［最新の情報に更新］を選択する
2. ［ホスト管理］ウィンドウの［設定］メニューから，［VM ホスト設定変更］を選択し，
［SVP ボードの IP アドレス変更］を選択する
［SVP ボードの IP アドレス変更］ダイアログボックスが表示されます。
3. すでに変更後の SVP ボードの IP アドレスが表示されている場合は，［キャンセル］
ボタンをクリックする
設定内容は変更されないで［SVP ボードの IP アドレス変更］ダイアログボックスが
閉じます。
変更前の SVP ボードの IP アドレスが表示されている場合は，変更後の SVP ボード
の IP アドレスを必要に応じて入力し，
［OK］ボタンをクリックする
SVP ボードの IP アドレスが変更されます。

24.3.9

N+M コールドスタンバイ

BladeSymphony の VM ホストの場合，N+M コールドスタンバイ機能を使用できます。
VM ホストでの N+M コールドスタンバイ機能の使用について説明します。

（1） 現用系ホスト名の表示
VM ホストの場合，N+M コールドスタンバイ機能の各画面に表示される現用系ホスト名
は，VM ホスト名になります。
ただし，同じ管理対象サーバに Agent ホストと VM ホストが共存している場合は，
Agent ホストのホスト名が表示されます。なお，VM ホストを登録したあとに Agent ホ
ストを登録した場合は，表示されている VM ホスト名が Agent ホスト名に変更されま
す。
グループ属性が N+1 コールドスタンバイの場合は，ホスト一覧には VM ホストは表示さ
れません。

（2） 現用系ホストの登録
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスの［ホスト一覧］には，次の条件をすべて満た
した VM ホストが表示されます。この VM ホストを現用系ホストに登録できます。
• VM ホストの所属するサーバシャーシが［ホスト管理］ウィンドウに登録されている。
• VM ホストに該当するパーティションは，確定したパーティションである。
• VM ホストに該当するパーティションの Pre-configure 実行ステータスが「情報有効」
である。
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• VM ホストがすべての N+1 グループで，すでに予備系サーバモジュールとして登録さ
れていない。
• VM ホストがほかの N+1 グループで，すでに登録されていない。
• グループ属性が N+M コールドスタンバイである。
• VM ゲストではない。
• 同じ管理対象サーバに Agent が存在しない（Agent ホストと共存していない）。
注意
［ホスト登録・変更］ダイアログボックスを開いているときに VM ホストの
Pre-Configure を無効にした場合や，N+1 グループの登録後に VM ホストの
Pre-Configure を無効にした場合は，ホスト登録・変更の実行時にエラーとなりま
す。

（3） 自動切り替え時の現用系の電源 OFF
自動切り替えが発生したとき，障害が発生した VM ホストのサーバモジュールの電源
OFF の方式を次の中から選択できます。
• サーバモジュールの電源を強制電源 OFF する
• サーバモジュール上で動作している OS をシャットダウンしてから，サーバモジュー
ルを電源 OFF する
OS のシャットダウンは，仮想化プラットフォームの機能による制御となります。

（4） Agent が稼働していないホストから VM ホストへの変更
Agent が稼働していないホストを VM ホストに変更した場合，そのまま N+M コールド
スタンバイの運用を続行できます。N+M コールドスタンバイ属性で定義しているグルー
プについても，VM ホスト名（
［ホスト管理］ウィンドウに表示されるコンピュータ名）
へ自動的に変更されます。

（5） N+1 グループに登録できるホスト数
一つの N+1 グループに登録できるホスト数は，256 台までです。

（6） 切り替え時および復帰時の電源制御
N+M コールドスタンバイの切り替え時および復帰時の電源制御を次に示します。
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表 24-4

N+M コールドスタンバイの切り替え時および復帰時の電源制御

N+M コールドス
タンバイの設定
項目

実行される電源制御

Agent ホスト
（共存時）
自動切替時の電

強制電源 OFF

留意点

VM ホスト

VM ゲスト

強制電源 OFF

強制電源 OFF

特になし

シャットダウン※

電源 OFF ※ 3

物理的なハード
ウェアの電源 OFF
を実行できるよう
に，仮想化プラッ
トフォームを設定
する必要がある。

電源 ON

電源 ON ※ 4

源制御※ 1
シャットダウン

2

切替時および復
帰オプション設
定の電源 ON

電源 ON

切り替え前の状態
（ゲスト OS の稼
働など）と同じに
するには，仮想化
プラットフォーム
で VM ホスト稼働
時のゲスト OS に
ついて，オン / オ
フの設定が必要。

注※ 1
自動切り替え時にどの電源制御が実行されるかは，N+1 コールドスタンバイ設定ファイル
（N1SwitchShutdownSet.ini）の設定内容によります。
注※ 2
シャットダウン時の注意事項については，「24.3.4 (3)

注意事項」を参照してください。

注※ 3
「24.3.4 (3)

注意事項」の電源 OFF と同じ動作をします。

注※ 4
「24.3.4 (3)

注意事項」の電源 ON と同じ動作をします。

（7） ネットワークスイッチ連携
VM ホストの場合も，ネットワークスイッチ連携機能を使用できます。

（8） VM ホストの削除
N+1 グループに登録されている VM ホストは，
［ホスト管理］ウィンドウで削除できま
せん。ただし，VM ホストを N+1 グループに登録したあとで同じ管理対象サーバの
Agent ホストを登録した場合は，N+1 グループの対象が VM ホストから Agent ホストに
切り替わるため，VM ホストを削除できます。
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（9） 注意事項
• VM ホストを N+M コールドスタンバイ属性の N+1 グループに登録したあとで，
Agent ホストを［ホスト管理］ウィンドウに登録した場合，N+1 グループに登録して
いた VM ホストが Agent ホストに変わります。また，切り替え時の電源 OFF 方式に
OS のシャットダウンが指定されている場合は，VM 制御によるシャットダウンから
エージェントサービスを使用したシャットダウンに切り替わります。
• 同じ管理対象サーバの Agent ホストと VM ホストが［ホスト管理］ウィンドウに登録
されている場合，N+1 グループの現用系の設定では，同じ管理対象サーバの Agent ホ
ストが表示されます。VM ホストは表示されません。

910

25

使用上の注意事項
JP1/ServerConductor でシステム管理をする場合，幾つか注意
する点があります。
この章では，JP1/ServerConductor を利用するための注意事項
について説明します。

25.1 コンソールサービスの注意事項
25.2 複数接続構成時の注意事項
25.3 IP アドレスを変更する場合の注意事項
25.4 ホスト名を変更する場合の注意事項
25.5 管理対象ホスト，HVM，またはサーバシャーシの設定を変更する場合
の注意事項
25.6 BladeSymphony SP を管理する場合の注意事項
25.7 そのほかの注意事項
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25.1 コンソールサービスの注意事項
（1） アラートに関する注意事項
● アラート一覧を印刷する場合，用紙の幅よりメッセージの幅の方が長いため，内容の
すべてが印刷されない場合があります。この場合は，
［CSV 形式ファイル出力］メ
ニューで出力したあと，CSV 形式のファイルを扱えるアプリケーションプログラムで
印刷してください。
● SVP ボードの初期化および変更後に管理対象サーバを起動した場合，管理コンソール
に発生元不明の通知アラートが表示されます。しかし，それ以降は正常に動作します
（SVP エージェントサービスの更新インストール時も発生します）。このような SVP
ボードの初期化時に発生する発生元不明のアラートは特に影響はありませんので，無
視してください。
●［ホスト管理］ウィンドウのサブウィンドウのプルダウンメニューを開いているとき
に，アラート通知を受信して，ポップアップウィンドウが表示されるとマウスの操作
が効かなくなります。この場合，キーボードで［Enter］キーを押して通知アラート
表示を開くか，
［ESC］キーを押してポップアップウィンドウを消してください。
● サーバアイコンが非活性の状態でアラート通知を受信してもサーバアイコンは活性状
態にはなりません。サーバへ接続したい場合は，
「接続」機能を使用してください。ま
た，サーバへ接続すると，サーバアイコンは活性状態となり，異常印（赤い「×」
）が
付きます。そのときは，通知アラート表示でアラートの内容を確認してください。
● 一度アラート ID「0x13B0」のアラートが発生すると，そのあと同じような障害が発
生しても，同じアラートが発生しない場合があります。この場合，サーバの電源を一
度 OFF にし，再起動してください。この操作でインベントリ表示の SVP- 状態情報の
電源・OS 異常表示が正常に変わり，アラートは正常に通知されます。
● 管理コンソールにアラートが通知されるごとに，コンソールサービスの使用するメモ
リが増加します。通知されたアラートの内，必要な情報はファイルに保存し，不要な
情報は削除してください。
● 表示できるアラートメッセージの長さは 255 バイトです。アラートメッセージが 256
バイト以上の場合，メッセージの先頭部分が「...」に置き換わって表示されます。

（2） インベントリに関する注意事項
● SCSI 情報で，CD-ROM 総物理容量を確認後，CD-ROM を抜いても容量は変わりま
せん。メディアを交換すると容量は変わります。
● インベントリを表示中に，アイドルセッション時間のために再ログインをした場合，
インベントリツリーのすでに選択されている項目をクリックしても，その項目の情報
は表示されません。ほかの項目をクリックしてから再度その項目をクリックするか，
最新の情報に更新を選択してください。
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● SVP 情報の状態情報で表示される電源状態，および OS 状態が一度異常になると，OS
をリブートしても正常に戻らない場合があります。サーバの電源を一度 OFF にして
から再起動すると正常に戻ります。
● SVP 情報の状態情報で表示される OS 状態が異常の場合，SVP の情報を取得しようと
するとエラーになる場合があります。
● 基本システムのメモリ情報に表示される ECC1 ビット誤り訂正回数は，255 までカウ
ントすると 0 に戻ります。したがって，コンソールサービスからは訂正回数が減少し
て見えることがあります。
● プロセッサの種類が同じでも，OS によってインベントリ情報の［プロセッサ名］に
表示される内容が異なることがあります。

（3） BIOS ポストログに関する注意事項
● BIOS ポストログは，HA8000/380 でだけ取得できます。
● SVP PCI ボードを装着していても，管理対象サーバが停止している場合，管理コン
ソールから BIOS ポストログは取得できません。

（4） サーバ操作に関する注意事項
● 電源 OFF，またはリブートをした場合，管理対象サーバから応答メッセージが返らな
いと，しばらくしてからコマンドタイムアウトエラーを表示することがあります。こ
の場合，電源 OFF，またはリブートをしたサーバに対して接続処理をしてください。
再度コマンドタイムアウトエラーが表示される場合は，正常に電源 OFF，またはリ
ブートがされています。
● SVP 機能を搭載した管理対象サーバで電源 OFF をしたときに管理コンソールのサー
バアイコンを非活性の状態にするには，SVP の設定で，障害監視項目のアラート通知
を「あり（情報通知）」または「あり（全通知）
」に設定してください。SVP の設定に
ついては，
「3.16 SVP/BMC の設定」を参照してください。

（5） 接続管理に関する注意事項
● サービス構成表示で，マネージャアイコンに「?」が付いているときは，管理対象サー
バを登録または削除できません。この場合，マネージャの状態を確認してください。
マネージャのアイコンが正常状態に戻れば，管理対象サーバを登録・削除できます。

（6） 設定時の注意事項
●［パスワード変更］ダイアログでは，パスワードの新規設定はできません。パスワード
の新規設定は，環境設定ユティリティで行ってください。
●［エージェントサービス設定］ダイアログボックスの［適用］ボタンはアクティブにな
りません。このため，設定を有効にする場合，［OK］ボタンをクリックしてください。
●［エージェントサービス設定］ダイアログボックスの各アラートの属性タブで，
「イベ
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ント発生時のサーバ動作」を設定できますが，この設定は一度実行されるとクリアさ
れます。このため，イベントが発生した場合，要因を見直したあと，再度設定してく
ださい。
●［エージェントサービス設定］ダイアログボックスの各アラートの属性タブで，「イベ
ント発生のサーバ動作」のプロセスの強制終了の「しない」を設定した場合，管理対
象サーバでプロセスの終了処理に応答しないプロセスがあると，終了処理が中断して
しまいます。この場合，エージェントサービスが終了し，管理コンソールからの操作
ができなくなります。このため，管理コンソールから管理対象サーバの電源 OFF，リ
ブート，およびシャットダウンを設定するときは，プロセスの強制終了を「する」に
設定してください。
● コンソールサービス，マネージャサービス，およびエージェントサービスのホスト名
は，半角 32 文字未満で設定してください。
●［エージェントサービス設定］ダイアログボックスの［使用率超過通知］タブでは，ク
ラスタとして接続された共有ディスクに対し，しきい値管理はできません。
● SVP 機能を搭載しているサーバに対して，SVP エージェントサービスを上書きインス
トールすると次のアラートが通知されます。
サーバ名（エージェントサービス）がシャットダウンまたは電源 OFF しました。
このアラートは特に問題はありませんので，このアラート通知は無視してください。
● コンソールサービスでインベントリ情報，SVP ログ，アラートログなどの情報を採取
した場合，コマンドタイムアウトが発生することがあります。その場合は，コンソー
ルサービスの環境設定ユティリティでコマンドタイムアウト時間をより大きい値に変
更してください。コマンドタイムアウト時間の設定については，
「3.9.2(2) ネット
ワーク（サービス）情報」を参照してください。
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25.2 複数接続構成時の注意事項
次の図に示すように，次のサービスは複数のマネージャサービスに接続できます。
• コンソールサービス
• エージェントサービス
• アラートアクションサービス
図 25-1

複数接続構成の例

このような構成にした場合，次に示す点に注意する必要があります。

（1） 表示
同一ホストが，異なるマネージャサービスに接続している場合，サービス構成表示では，
マネージャサービス単位に個別に表示されます。それ以外の表示では，一つのホストと
して表示されます。

915

25.

使用上の注意事項

図 25-2

複数接続構成での表示

（2） マネージャサービスへの接続エラー
ホストアクセス時に，マネージャサービスへの接続エラーが発生すると，［ホスト管理］
ウィンドウのマネージャアイコンは未接続状態（非活性状態）になります。
ただし，そのホストの接続先マネージャサービスがほかにもある場合には，［最新の情報
に更新］することで，ほかの接続先マネージャサービスへの接続が試みられ，接続が成
功するとマネージャアイコンは正常状態（活性化状態）になります。

（3） アラート通知
（a） コンソールサービスへの通知
同一ホストで同じ時間に同じアラートが発生した場合，そのアラートは複数のマネー
ジャサービスを経由しても，コンソールサービスに 1 度だけ通知されます（重複して通
知されることはありません）。
（b） アラートアクションサービスへの通知
同一ホストで同じ時間に同じアラートが発生した場合，そのアラートは，複数のマネー
ジャサービスを経由すると，別々に発生したアラートとして，複数回アラートアクショ
ンサービスに通知されます。

（4） インベントリ CSV ファイル出力
インベントリ CSV 形式ファイル出力で「全てのホスト」を選択した場合，同一ホストに
関する情報は一つだけ出力されます。

（5） グルーピング
一つの［グルーピング］ウィンドウには同一ホストは一つしか登録できません。親マ
ネージャが異なる場合でも同一ホストとして見なすため，あるホストがすでに登録され
ている場合，そのホストを別のグループに登録することはできません。
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（6） ホストの削除
サービス構成表示でホストを削除した場合，その接続先のマネージャサービス下のホス
トだけが削除されます。
そのほかの表示でホストを削除した場合，すべてのマネージャサービス下のホストが削
除されます。

（7） ホスト検索
ホスト検索時には，各マネージャサービスが管理しているデータベースに対して問い合
わせて，検索結果を表示します。
図 25-1 の構成で双方のマネージャサービスがデータベースを作成している場合，
［ホス
ト検索結果］ウィンドウの「マネージャサービス」欄で，どのマネージャサービスから
検索結果を取得したのか確認してください。
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25.3 IP アドレスを変更する場合の注意事項
管理サーバ，管理対象のサーバまたはサーバシャーシの IP アドレスを変更する場合，各
機能の再設定が必要になります。再設定の手順を次に示します。
なお，複数 IP アドレス構成で，JP1/ServerConductor に登録していない IP アドレスを
変更した場合は，再設定は不要です。

25.3.1

管理サーバの IP アドレスを変更する場合の手順

管理サーバの IP アドレスを変更する場合の，再設定の手順を次に示します。
1. 管理サーバの IP アドレスを変更する
2. SVP のアラート通知先マネージャの IP アドレスを変更する
3. ［ホスト管理］ウィンドウで，管理対象として登録されていたサーバシャーシを再登
録する
4. ［ホスト管理］ウィンドウで，管理対象として登録されていた HVM を再登録する
5. 管理している機器の SNMP トラップ通知先マネージャの IP アドレスを変更する
6. エージェントサービスの接続先マネージャサービスの IP アドレスを変更する
7. エージェントサービスを再起動する
8. コンソールサービスの接続先マネージャサービスの IP アドレスを変更する
9. コンソールサービスとマネージャサービスが同一マシン上にある場合，複数 IP アド
レス構成時に使用する IP アドレスを変更する
10.Web コンソールサービスとマネージャサービスが同一マシン上にある場合，複数 IP
アドレス構成時に使用する IP アドレスを変更する
11. Web ゲートウェイサービスを使用する場合，接続先マネージャサービスの IP アドレ
スを変更する
12.接続先アラートアクションサービスの IP アドレスを変更する

25.3.2

管理対象の IP アドレスを変更する場合の手順

管理対象のサーバやサーバシャーシの IP アドレスなどを変更する場合の，再設定の手順
を次に示します。

（1） 管理対象のサーバの IP アドレスを変更する場合
管理対象のサーバの IP アドレスを変更する場合の設定手順を次に示します。
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1. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の現用系ホストとしている場合，この現用系ホ
ストを N+1 グループから削除する
2. ラック管理で障害監視対象の機器として登録されている場合，この機器をラック管理
から削除する
3. ［ホスト管理］ウィンドウで，管理対象のサーバを選択して削除する
4. 管理対象のサーバの IP アドレスを変更する
5. 管理対象のサーバのエージェントサービスを再起動する
6. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能，ラック管理を使用していた場合は，再設定を
実施する

（2） 管理対象のサーバシャーシの IP アドレスを変更する場合
管理対象のサーバシャーシの IP アドレスを変更する場合の設定手順を次に示します。
1. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の現用系ホストとしている場合，この現用系ホ
ストを N+1 グループから削除する
2. ストレージ運用支援機能を使用している場合，サイズが 0 のホストグループ割り当て
定義ファイルをインポートして，ホストグループを解除する
3. ラック管理で障害監視対象の機器として登録されている場合，この機器をラック管理
から削除する
4. ［ホスト管理］ウィンドウで，管理対象のサーバシャーシを選択して削除する
5. SVP コンソールから，管理対象のサーバシャーシの IP アドレスを変更する
6. ［ホスト管理］ウィンドウの［接続管理］メニューから［登録］を選択して，サーバ
シャーシを再登録する
7. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能，ストレージ運用支援機能，およびラック管理
を使用していた場合は，再設定を実施する

（3） 管理対象サーバ（HA8000）の SVP ボードの IP アドレスを変更す
る場合
管理対象サーバ（HA8000）の SVP ボードの IP アドレスを変更する場合の設定手順を
次に示します。
1. ［ホスト管理］ウィンドウで，IP アドレスを変更する SVP ボードを搭載したホストを
選択して，削除する
2. SVP PCI 設定ユティリティまたは smhaaedit コマンドで，SVP の IP アドレスを変更
する
3. 管理対象サーバのエージェントサービスを再起動する
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（4） 管理対象サーバ（BladeSymphony）の BMC の IP アドレスを変更
する場合
管理対象サーバ（BladeSymphony）の BMC の IP アドレスを変更する場合の設定手順
を次に示します。
1. SVP コンソールから，BMC の IP アドレスを変更する
2. マシンの再起動または電源 ON を実施する
電源 ON 時に BMC の IP アドレスを変更した場合，マシンを再起動してください。
電源 OFF 時に BMC の IP アドレスを変更した場合，マシンの電源を ON にしてくだ
さい。

（5） VM ホストの IP アドレスを変更する場合
VM ホストの IP アドレスを変更する場合の設定手順を次に示します。
1. N+M コールドスタンバイ機能の現用系ホストとしている場合，この現用系ホストを
N+1 グループから削除する
2. ラック管理で障害監視対象の機器として登録されている場合，この機器をラック管理
から削除する
3. ［ホスト管理］ウィンドウで，VM ホストを選択して削除する
4. VM ホストの IP アドレスを変更する
5. VM ホストを登録する
6. N+M コールドスタンバイ機能，ラック管理を使用していた場合は，再設定を実施す
る

（6） VM ホスト（HA8000）の SVP ボードの IP アドレスを変更する場合
VM ホスト（HA8000）の SVP ボードの IP アドレスを変更する場合の設定手順は，
「24.3.8 (2)

SVP ボードの IP アドレスの変更（HA8000 の場合だけ）」を参照してくだ

さい。

（7） VM ホスト（BladeSymphony）の BMC の IP アドレスを変更する場
合
VM ホスト（BladeSymphony）の BMC の IP アドレスを変更する場合の設定手順は，
管理対象サーバ（BladeSymphony）の BMC の IP アドレスを変更する場合と同じです。
「(4)

管理対象サーバ（BladeSymphony）の BMC の IP アドレスを変更する場合」を参

照してください。

（8） 一つの IP アドレスを複数の機器へ登録した場合の注意事項
管理対象のサーバシャーシの IP アドレス，および SVP ボードの IP アドレスを誤って同
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一の IP アドレスで登録した場合は，「(3) 管理対象サーバ（HA8000）の SVP ボードの
IP アドレスを変更する場合」の手順を実施して，管理対象サーバ（HA8000）の SVP
ボードの IP アドレスを変更してください。
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25.4 ホスト名を変更する場合の注意事項
管理サーバ，または管理対象サーバのホスト名を変更する場合，各機能の再設定が必要
になります。再設定の手順を次に示します。

25.4.1

管理サーバのホスト名を変更する場合の手順

管理サーバのホスト名を変更する場合の，再設定の手順を次に示します。
1. 管理サーバのホスト名を変更する
2. コンソールサービスがインストールされているマシンで，環境設定ユティリティの
［コンソールサービス］タブおよび［エージェントサービス］タブの接続先マネー
ジャサービスにホスト名を指定している場合は，変更後のホスト名に変更する
3. エージェントサービスがインストールされているマシンで，環境設定ユティリティの
［コンソールサービス］タブおよび［エージェントサービス］タブの接続先マネー
ジャサービスにホスト名を指定している場合は，変更後のホスト名に変更する

25.4.2

管理対象サーバのホスト名を変更する場合の手順

管理対象サーバのホスト名を変更する場合の，再設定の手順を次に示します。
1. N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能の現用系ホストとしている場合，この現用系ホ
ストを N+1 グループから削除する
2. ［ホスト管理］ウィンドウで，管理対象のサーバを選択して削除する
ローカルコンソールの場合も同様に，管理対象のサーバを選択して削除してくださ
い。
3. 管理対象サーバのホスト名を変更する
4. エージェントサービスを再起動する
VM ホスト /VM ゲストの場合
VM ホスト /VM ゲストのホスト名を変更する場合の，再設定の手順を次に示します。
1. VM ホスト /VM ゲストのホスト名を変更する
2. VM ホストの更新を実行する
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25.5 管理対象ホスト，HVM，またはサーバ
シャーシの設定を変更する場合の注意事項
マネージャサービスが管理しているホスト，HVM，またはサーバシャーシで，マネー
ジャサービスが管理対象を識別するために使用している設定情報を変更すると，設定変
更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシがマネージャサービスの管理下に残ったま
まになります。そのため，コンソールサービスで表示されるウィンドウまたはダイアロ
グボックスに，設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが残っている状態に
なります。
設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが残るウィンドウまたはダイアログ
ボックスを次に示します。
•［ホスト管理］ウィンドウ
•［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウ
•［ラックマネージャ］ウィンドウ
•［マネージャサービス設定］ダイアログボックス
これらのウィンドウまたはダイアログボックス上に設定変更前のホスト，HVM，または
サーバシャーシを残したままにしておくと，コンソールサービス上での操作でエラーを
引き起こす原因になるため，必ず削除してください。サーバシャーシの設定を変更した
場合は，そのサーバシャーシ上で動作するすべてのホストを削除してください。

（1） 設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが残る条件
設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが残ってしまう条件を，次に示しま
す。
•［ホスト管理］ウィンドウで管理しているホストの OS 上で，NIC の IP アドレスを変
更した場合
•［ホスト管理］ウィンドウで管理しているサーバシャーシのシャーシ ID を変更した場
合
•［ホスト管理］ウィンドウで管理している HVM の HVM 識別子を変更した場合
•［ホスト管理］ウィンドウで管理しているホストが動作するサーバモジュールを，
Basic モードから LPAR モード，または LPAR モードから Basic モードに変更した場
合

（2） ホスト，HVM，またはサーバシャーシの削除および再登録手順
ホスト，HVM，またはサーバシャーシについて，
「(1) 設定変更前のホスト，HVM，ま
たはサーバシャーシが残る条件」に示す変更をした場合，次の手順に従って設定変更前
のホスト，HVM，またはサーバシャーシを削除してください。
1. 設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが，N+1 グループに登録されてい
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る場合は，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで設定変更前のホスト，
HVM，またはサーバシャーシを削除する
2. 設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが，ラックマネージャに登録され
ている場合は，［ラックマネージャ］ウィンドウで設定変更前のホスト，HVM，また
はサーバシャーシを削除する
3. ホストグループ割り当て定義ファイルに，設定変更前のサーバシャーシや，設定変更
前のホストが起動しているサーバシャーシおよびスロット番号 / パーティション番号
が含まれている場合は，ホストグループ割り当て定義から定義内容を削除する
ホストグループ割り当て定義の削除方法については，「(3)(a)

ホストグループ割り当

て定義の削除手順」を参照してください。
4. ［ホスト管理］ウィンドウから，設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシ
を削除する
5. ホスト，HVM，またはサーバシャーシの設定を変更する
6. ［ホスト管理］ウィンドウに，設定変更後のホスト，HVM，またはサーバシャーシを
登録する
7. 手順 1 の前または手順 5 サーバシャーシのシャーシ ID を変更した場合，設定変更後
のサーバシャーシ上で稼働しているエージェントサービスを再起動する
8. 手順 3 でホストグループ割り当て定義を削除した場合，ホストグループ割り当て定義
に，設定変更後の定義内容を追加する
ホストグループ割り当て定義の追加方法については，「(3)(b)

ホストグループ割り当

て定義の追加手順」を参照してください。
9. 設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが，N+1 グループに登録されてい
た場合は，［N+1 コールドスタンバイ詳細設定］ウィンドウで設定変更後のホスト，
HVM，またはサーバシャーシを登録する
10.設定変更前のホスト，HVM，またはサーバシャーシが，ラックマネージャに登録され
ていた場合は，［ラックマネージャ］ウィンドウで設定変更後のホスト，HVM，また
はサーバシャーシを登録する
BS2000 の場合
BS2000 の場合は，次の手順に従って HVM またはサーバシャーシを削除してください。
1. 削除する BS2000 の HVM またはサーバシャーシの SVP から，通知先 BSM の登録を
外す
2. ［ホスト管理］ウィンドウから，HVM またはサーバシャーシを削除する
上記の手順ではなく BSM のコンソール画面から削除した場合，削除した BS2000 の
サーバシャーシまたは HVM が，一定時間後にコンソール画面へ再登録されることがあ
ります。
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（3） ホストグループ割り当ての変更
ホストグループ割り当て定義ファイルに，設定変更前のサーバシャーシや，設定変更前
のホストが起動しているサーバシャーシおよびスロット番号 / パーティション番号が含ま
れている場合は，設定変更前の定義情報を削除していったんインポートしたあと，設定
変更後の定義情報を追加して再度インポートする必要があります。ホストグループ割り
当て定義の削除手順およびホストグループ割り当て定義の追加手順を次に示します。
（a） ホストグループ割り当て定義の削除手順
1. ［マネージャサービス設定］ダイアログボックスの［ストレージ設定］タブから定義
内容確認を実行し，ホストグループ割り当て定義ファイルを取得して保存する
2. 取得したホストグループ割り当て定義ファイルをコピーして，変更用ファイルとする
3. 手順 2 の変更用ファイルから，1 行目（ヘッダ）と設定変更前のサーバシャーシや設
定変更前のホストが起動しているサーバシャーシとスロット番号 / パーティション番
号が定義されている行を削除して保存する
4. 定義を変更するサーバモジュールの電源を OFF にする
5. 手順 3 で作成したホストグループ割り当て定義ファイルを，
［マネージャサービス設
定］ダイアログボックスの［ストレージ設定］タブで指定して，インポートする
（b） ホストグループ割り当て定義の追加手順
1. 「(a) ホストグループ割り当て定義の削除手順」の手順 1 で保存したファイルを次の
ように編集して保存する
サーバシャーシのシャーシ ID を変更した場合
1 行目（ヘッダ）を削除し，設定変更前のシャーシ ID を設定変更後のシャーシ
ID に変更します。
ホストの IP アドレスを変更した場合
1 行目（ヘッダ）を削除します。
2. 定義を変更するサーバモジュールの電源を OFF にする
3. 手順 1 で作成したホストグループ割り当て定義ファイルを，
［マネージャサービス設
定］ダイアログボックスの［ストレージ設定］タブで指定して，インポートする
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25.6 BladeSymphony SP を管理する場合の注
意事項
BladeSymphony SP を管理する場合の注意事項について説明します。

（1） サーバシャーシの表示について
BladeSymphony SP のサーバシャーシタイプは，BS320 のサーバシャーシタイプと同一
になります。このため，BladeSymphony SP のサーバシャーシは，BSM の画面では
BS320 のサーバシャーシと同一の表示になります。

（2） スロットについて
ウィンドウやダイアログボックスなどで表示されるスロットの数は，サーバシャーシの
タイプによって異なります。BladeSymphony SP は，BS320 と同一の表示になります。
ただし，BladeSymphony SP では，表示されていても製品仕様上サーバモジュールを搭
載できないスロットがあります。
サーバモジュールを搭載できないスロットに対して，ランプ制御などの操作をしようと
した場合，サーバモジュールが挿入されていないなどのメッセージが表示されます。こ
の場合，サーバモジュールを挿入するといった対処は不要です。使用できるスロットに
対して，操作するようにしてください。

（3） N+M コールドスタンバイについて
BladeSymphony SP は，SAN の接続インタフェースに iSCSI を採用しています。
コンソールサービスとマネージャサービスのバージョンがともに 08-51 以降の場合，
iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成で，N+M コールドスタンバイ機能を利用で
きます。
iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成で，N+M コールドスタンバイ機能を利用す
る場合，サーバシャーシ間にわたる運用はできません。現用系ホストと異なるサーバ
シャーシのホストは，N+1 グループに登録できません。

（4） ストレージ運用支援機能について
iSCSI インタフェースでの SAN ブート構成の場合，ストレージ運用支援機能は使用でき
ません。
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25.7 そのほかの注意事項
● マシン稼働中にマネージャサービスを再起動すると，コンソール操作時に再ログイン
が必要になります。これは，アイドルセッション時間によってコネクションが切断さ
れた状態と同じになるためです。このため，アイドルセッション時間を 0 に設定して
も発生します。このような場合，メッセージに従って，再ログインをしてください。
また，マネージャサービスのインストールされているマシンはできるだけ再起動しな
いようにしてください。
● コンソールサービスのウィンドウが非アクティブ状態のときに出力されるエラーメッ
セージやインフォメーションメッセージは，ほかのアプリケーション画面の裏側に表
示されます。
● 通信回線の状態によっては，コマンド送信タイムアウトエラーが発生していても，管
理コンソールからの操作が正常に実行される場合があります。
（例）
管理対象サーバの電源 OFF を実行したがコマンドタイムアウトエラーとなった。
しかし，実際には電源 OFF が実行されている。
● JP1/ServerConductor は DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）には対応し
ていません。JP1/ServerConductor で使用するネットワークアダプタについては，
DHCP を構成しないで，固定の IP アドレスになるように設定して使用してください。
● JP1/ServerConductor が提供するファイルのアクセス権やサービスのアカウントを変
更しないでください。JP1/ServerConductor の動作に影響します。
● Agent と BSM との通信に RAS（Remote Access Service）を使用しないでください。
Agent と BSM との通信でアドレス変換がされると，アドレス解決ができなくなり通
信に失敗します。
● マネージャサービスがインストールされたマシンに，複数の LAN ボードを搭載して
セグメントを分け，それぞれのセグメントに管理コンソールと管理対象サーバを配置
する運用はできません。
● マネージャサービスがインストールされたマシンが複数の LAN ボードを搭載してい
る場合，
［ホスト管理］ウィンドウにサーバシャーシまたは HVM の登録ができない，
またはマネージャサービスと BladeSymphony の SVP，HVM，または BMC との通
信ができないことがあります。この場合は，次の対処をしてください。
SVP と通信できない場合
通信先スイッチ＆マネジメントモジュールの SVP コンソールで，通知先マネー
ジャサービスの IP アドレスを確認してください。通知先マネージャサービスの
IP アドレスが正しい場合は，通信先スイッチ＆マネジメントモジュールまでの
ネットワーク構成（ルーティング設定など）を確認してください。
HVM と通信できない場合
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通信先パーティションの HVM スクリーンで，通知先マネージャサービスの IP
アドレスを確認してください。通知先マネージャサービスの IP アドレスが正し
い場合は，通信先パーティションまでのネットワーク構成（ルーティング設定な
ど）を確認してください。
BMC と通信できない場合
BMC までのネットワーク構成（ルーティング設定など）を確認してください。
通知先マネージャサービスの IP アドレスについては，
「3.7 JP1/ServerConductor
で使用する IP アドレス」を参照してください。また，SVP コンソールの操作方法お
よび HVM スクリーンの操作方法については，マニュアル「BladeSymphony ユー
ザーズガイド」を参照してください。
● サーバシャーシの電源が OFF 実施中または OFF の状態で，ホストの電源 ON を実施
した場合は，サーバシャーシの電源 ON が実施されたあとに，ホストの電源 ON が実
施されます。このため，ホストの電源 ON が実施されるまでに時間が掛かる場合があ
ります。

928

26

トラブルの対処方法
この章では，運用中にトラブルが発生した場合の対処方法につ
いて説明します。

26.1 トラブルが発生した場合の対処手順
26.2 トラブルが発生したときに採取が必要な資料
26.3 資料の採取方法
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26.1 トラブルが発生した場合の対処手順
運用中にトラブルが発生した場合の対処手順を，次の図に示します。
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26.

図 26-1

トラブルの対処方法

トラブルが発生した場合の対処手順
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26.2 トラブルが発生したときに採取が必要な
資料
運用中にトラブルが発生したときに採取が必要な資料を次に示します。
注意
ここでは，トラブルを解析する上で非常に重要度が高い資料を示しています。発生
したトラブルの状態によっては，ここに示す以外の資料が必要になります。

（1） トラブル内容の確認で採取する情報
トラブルが発生したら，トラブルの内容とトラブルが発生した経緯を正確に，かつ詳細
に把握することが，トラブル解決の手助けとなります。次の情報の採取が必要です。
• トラブルの内容
どのような状況（環境構築中，システム運用中など）で，どのような問題が発生して
いるかを正確に把握してください。
• トラブル発生時刻
ログファイルにも時刻は出力されますが，複数のトラブルが記録されている場合もあ
ります。トラブルをスムーズに解析するために，トラブルが発生した時刻を把握して
ください。
• オペレーション内容の詳細
オペレーションによってトラブルが発生した場合，できるだけ詳細にオペレーション
内容を把握してください。

（2） 画面表示内容の確認で採取する資料
メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッ
セージの要因と対処方法については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/
Blade Server Manager 系 メッセージ」を参照してください。
また，発生したトラブルの内容が判断できるエラー情報が画面上に表示されている場合，
画面のハードコピーを採取してください。エラー情報の例を次に示します。
• ポップアップ画面
• 操作画面（アプリケーションエラーが発生した場合）
• エラーメッセージダイアログボックス
［詳細］ボタンがある場合は，［詳細］ボタンをクリックしたときに表示される内容の
ハードコピーも採取してください。
• コマンド実行画面（Linux でコマンド実行時にトラブルが発生した場合）

（3） ログファイル
トラブル原因解析のために必要となる，JP1/ServerConductor の各製品のログの採取が
必要です。また，N+1 ／ N+M コールドスタンバイ機能や JP1/IM 連携など，ほかの
ハードウェア製品やソフトウェア製品との関連性が考えられる場合，関連ハードウェア
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製品および関連ソフトウェア製品のログの採取が必要です。
採取が必要なログファイルを次に示します。
• サーバアラートログ
ハードウェアのアラートがトラブルに起因しているかを調べるための情報となります。
• SVP ログ
サーバアラートログとともに，SVP のアラートがトラブルに起因しているかどうかを
調べるための情報となります。
• マネージャアラートログ
管理サーバで発生したアラートがトラブルに起因しているかどうかを調べるための情
報となります。
• 管理コンソールの操作ログ
エラー発生時のユーザの操作を確認するための情報となります。
• JP1/ServerConductor の各製品のログ
管理サーバ，管理対象サーバでトラブルが発生した場合，すべての条件で必要な情報
です。
• イベントログ情報（Windows の場合）
保守情報の OS 情報が取得できない場合，トラブルが発生したシステムの動作状況を
把握するための情報となります。
• システムログ情報（Linux または HP-UX の場合）
保守情報の OS 情報が取得できない場合，トラブルが発生したシステムの動作状況を
把握するための情報となります。
採取するログ情報の種類および採取方法は各製品の適用 OS ごとに異なります。採取方
法については，「26.3 資料の採取方法」を参照してください。
注意
JP1/ServerConductor の各製品のログについての注意事項を次に示します。
• JP1/ServerConductor の各製品から出力されるログファイルは削除しないでくだ
さい。障害発生時に原因の究明ができなくなります。また，製品の動作に影響を
及ぼす可能性があります。
• 別の製品（アンチウィルス製品含む）によるログ監視の対象として指定しないで
ください。JP1/ServerConductor の各製品のログファイルの内容は非公開であり，
内容が予告なく変更されることがあります。また，ログ監視によって製品の動作
に影響を及ぼす可能性があります。

（4） ネットワーク情報
［ホスト管理］ウィンドウ上のアイコンが活性化されない，電源が ON できないなど，
ネットワークに問題がある可能性がある場合，ネットワーク情報の採取が必要です。
また，ファイアウォールの設定内容やネットワークスイッチの設定内容に誤りがないこ
と，およびネットワーク構成に誤りがないことを確認してください。
ネットワーク情報の採取方法は各製品の適用 OS ごとに異なります。採取方法について
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は，「26.3

資料の採取方法」を参照してください。

注意
ログファイルがラップアラウンドしてしまう可能性があるため，確認を実施する前
に，ログファイルを採取してください。

（5） システム構成情報
トラブルとシステム構成に因果関係がないかどうかを調査するため，次に示すシステム
構成情報の採取が必要です。
• マシン構成図およびネットワーク構成図
ネットワーク機器構成を含めた，マネージャサービス，エージェントサービスおよび
コンソールサービスの構成（ホスト名，IP アドレス，MAC アドレス，
BladeSymphony の場合，シャーシ情報など）が記載してある資料
注意
この資料は，トラブルが発生したマシンとの因果関係を調査するために必要とな
ります。環境構成の変更でトラブルが発生した場合は，変更前後の情報を採取し
てください。情報が誤っている場合，要因の特定が困難になる場合があるので，
必ず最新のものを採取してください。
• マシンの形名情報，製造番号
• 管理対象サーバの保守情報
管理対象サーバの保守情報の採取方法については，
「11.2

保守情報の取得と環境設

定」を参照してください。

（6） システム情報
発生したシステムの状態を正確に把握するため，システム情報の採取が必要です。
システム情報の採取方法は各製品の適用 OS ごとに異なります。採取方法については，
「26.3

資料の採取方法」を参照してください。

（7） レジストリ情報（Windows の場合）
Windows の場合，システムの設定値などを確認するため，レジストリ情報の採取が必要
です。採取方法については，「26.3

資料の採取方法」を参照してください。

（8） 関連製品・連携製品の情報
関連製品との連携で発生したトラブルの場合，トラブルの解析に必要な情報の採取が必
要です。必要な情報の例を次に示します。
• 連携ハードウェアの情報
• SVP，BIOS などのハードウェア関連情報
• 各連携ソフトウェア製品の情報
• クラスタ構成情報，クラスタログなどのクラスタ関連情報
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26.3 資料の採取方法
トラブルが発生したとき，JP1/ServerConductor のサービスがインストールされている
各マシンで，資料採取が必要になります。それぞれの資料採取の方法を次に示します。

26.3.1

管理コンソールでの資料の採取方法

管理コンソールでは次の資料を採取します。
• サーバアラートログファイル
• SVP ログファイル
• マネージャアラートログファイル
サーバアラートログファイルおよび SVP ログファイルは，管理対象サーバ（Agent）で
トラブルが発生した場合および管理サーバ（BSM または Server Manager）でトラブル
が発生した場合のどちらの場合も採取が必要です。また，マネージャアラートログファ
イルは，管理サーバ（BSM）でトラブルが発生した場合に採取が必要です。
それぞれの採取方法を次に示します。

（1） サーバアラートログファイルの採取
サーバアラートログファイルの採取方法を次に示します。
1. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［コンソールサービス］を選択する
Server Manager を使用している場合は，
［スタート］メニューから［プログラム］−
［ServerConductor］−［Server Manager］−［コンソールサービス］を選択してく
ださい。
ローカルコンソールサービスを使用している場合は，
［スタート］メニューから［プ
ログラム］−［ServerConductor］−［Server Manager］−［ローカルコンソール
サービス］を選択してください。
［ホスト管理］ウィンドウが表示されます。
2. ［ホスト管理］ウィンドウで，トラブルが発生している管理対象サーバを選択する
3. ［ホスト管理］メニューから［アラートログ］を選択する
［サーバアラートログ］ダイアログボックスが表示されます。
4. ［サーバアラートログ］ダイアログボックスの［アラートログ一覧］に表示されるす
べての日付が表示されるように設定して，
［OK］ボタンをクリックする
［サーバアラートログ］ウィンドウが表示されます。
5. ［ファイル］メニューから［CSV 形式ファイル出力］を選択し，サーバアラートログ
を CSV 形式で保存する
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（2） SVP ログファイルの採取
SVP ログファイルの採取方法を次に示します。
1. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［コンソールサービス］を選択する
Server Manager を使用している場合は，［スタート］メニューから［プログラム］−
［ServerConductor］−［Server Manager］−［コンソールサービス］を選択してく
ださい。
ローカルコンソールサービスを使用している場合は，［スタート］メニューから［プ
ログラム］−［ServerConductor］−［Server Manager］−［ローカルコンソール
サービス］を選択してください。
［ホスト管理］ウィンドウが表示されます。
2. ［ホスト管理］ウィンドウで，SVP エージェントサービスをインストールしている管
理対象サーバを選択する
BladeSymphony でトラブルが発生している場合は，サーバシャーシを選択してくだ
さい。
3. ［ホスト管理］メニューから［SVP ログ］を選択する
［SVP ログ］ウィンドウが表示されます。
4. ［ファイル］メニューから［CSV 形式ファイル出力］を選択し，SVP ログを CSV 形
式で保存する

（3） マネージャアラートログファイルの採取
マネージャアラートログファイルの採取方法を次に示します。
1. ［スタート］メニューから［プログラム］−［ServerConductor］−［Blade Server
Manager］−［コンソールサービス］を選択する
［ホスト管理］ウィンドウが表示されます。
2. ［ホスト管理］ウィンドウで，トラブルが発生しているマネージャサービスを選択す
る
3. ［アラート管理］メニューから［マネージャアラートログ］を選択する
［マネージャアラートログ］ウィンドウが表示されます。
4. ［ファイル］メニューから［CSV 形式ファイル出力］を選択し，マネージャアラート
ログを CSV 形式で保存する

26.3.2 管理対象サーバ（Agent）での資料の採取方法
（Windows の場合）
管理対象サーバでは次の資料を採取します。
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• JP1/ServerConductor の各製品のログファイル
• イベントログ情報
• ネットワーク情報
• システム情報
• レジストリ情報
これらの資料は，管理対象サーバ（Agent）でトラブルが発生した場合および管理サーバ
（BSM または Server Manager）でトラブルが発生した場合のどちらの場合も採取が必要
です。
それぞれの採取方法を次に示します。

（1） JP1/ServerConductor の各製品のログファイルの採取
次に示すファイルをすべて採取してください。
• インストール先ディレクトリ下の ¥Log ディレクトリにある全ファイル
• インストール先ディレクトリ下の ¥Data ディレクトリにある全ファイル
• インストール先ディレクトリ下の ¥PROGRAM ディレクトリにある拡張子 dat の全
ファイル
Agent および Advanced Agent のデフォルトのインストール先ディレクトリは，次のと
おりです。
C:¥Program Files¥HITACHI¥ServerConductor¥Server Manager
インストール先ディレクトリが不明の場合は，次のレジストリデータを参照してくださ
い。
• [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥System Manager] の
[TargetDir]

（2） イベントログ情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• アプリケーションログ
• システムログ
これらの資料は次の二つの形式で採取してください。
• テキスト形式または CSV 形式
• イベントログ形式（.evt または .evtx）
イベントログ情報の採取方法を次に示します。
（a） Windows 2000 の場合
1. イベントビューアを起動する
2. 左ペインの［アプリケーションログ］を選択して右クリックする
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3. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
4. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
5. もう一度，［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
6. ［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
7. 左ペインの［システムログ］を選択して右クリックする
8. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
9. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
10.もう一度，［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
11.［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
（b） Windows Server 2003 の場合
1. イベントビューアを起動する
2. 左ペインの［アプリケーション］を選択して右クリックする
3. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
4. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
5. もう一度，［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
6. ［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
7. 左ペインの［システム］を選択して右クリックする
8. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
9. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
10.もう一度，［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
11.［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
（c） Windows Server 2008 の場合
1. イベントビューアを起動する
2. 左ペインの［Windows ログ］のツリーを展開し，
［アプリケーション］を選択して右
クリックする
3. ［イベントに名前を付けて保存］を選択する
4. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
5. もう一度，［イベントに名前を付けて保存］を選択する
6. ［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
7. ［表示情報］ダイアログボックス（設定はデフォルトのまま）で［OK］ボタンをク
リックする
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8. 左ペインの［Windows ログ］のツリーを展開し，［システム］を選択して右クリック
する
9. ［イベントに名前を付けて保存］を選択する
10.［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
11. もう一度，
［イベントに名前を付けて保存］を選択する
12.［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
13.［表示情報］ダイアログボックス（設定はデフォルトのまま）で［OK］ボタンをク
リックする

（3） ネットワーク情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• ipconfig /all コマンドの実行結果
• netstat -ano ※コマンドの実行結果
注※
o オプションは Windows 2000 以外の場合だけ指定してください。
• route print コマンドの実行結果

（4） システム情報の採取
システム情報の採取方法を次に示します。
ウォッチドッグタイムアウト発生時の NMI 発生を有効にしている場合は，各種ダンプ
ファイルも採取してください。
ダンプファイルの出力先については，OS のヘルプや OS 関連ドキュメントなどを参照し
てください。
（a） Windows 2000 の場合
1. ［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する
2. ［名前］に「msinfo32」を指定し，
［OK］ボタンをクリックする
［システム情報］ダイアログボックスが表示されます。
3. 左ペインから［システム情報］を選択する
4. ［操作］メニューから［テキスト ファイルとして保存］を選択し，システム情報をテ
キストファイルで保存する
5. Windows の［コントロールパネル］から［システム］を選択する
［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
6. ［詳細］タブをクリックする
7. ［起動と回復］ボタンをクリックする
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［起動と回復］ダイアログボックスが表示されます。
8. ［デバッグ情報の書き込み］で設定されているダンプファイルの出力先を確認し，
ファイルを採取する
（b） Windows Server 2003 の場合
1. ［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する
2. ［名前］に「msinfo32」を指定し，
［OK］ボタンをクリックする
［システムの概要］ダイアログボックスが表示されます。
3. 左ペインから［システムの概要］を選択する
4. ［ファイル］メニューから［エクスポート］を選択し，システム情報をテキストファ
イルで保存する
5. Windows の［コントロールパネル］から［システム］を選択する
［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
6. ［詳細設定］タブをクリックする
7. ［起動と回復］ボタンをクリックする
［起動と回復］ダイアログボックスが表示されます。
8. ［デバッグ情報の書き込み］で設定されているダンプファイルの出力先を確認し，
ファイルを採取する
（c） Windows Server 2008 の場合
1. ［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する
2. ［名前］に「msinfo32」を指定し，
［OK］ボタンをクリックする
［システムの概要］ダイアログボックスが表示されます。
3. 左ペインから［システムの概要］を選択する
4. ［ファイル］メニューから［エクスポート］を選択し，システム情報をテキストファ
イルで保存する
5. Windows の［コントロールパネル］の左ペインから［システムの詳細設定］を選択す
る
［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
6. ［詳細設定］タブをクリックする
7. ［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする
［起動と回復］ダイアログボックスが表示されます。
8. ［デバッグ情報の書き込み］で設定されているダンプファイルの出力先を確認し，
ファイルを採取する

（5） レジストリ情報の採取
次に示すレジストリをすべて採取してください。
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• [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥System Manager] 以下の
データ
• [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥SM_CI¥INF
ORMATION] 以下のデータ

26.3.3 管理対象サーバ（Agent）での資料の採取方法
（Linux の場合）
管理対象サーバでは次の資料を採取します。
• JP1/ServerConductor の各製品のログファイル
• システムログ情報
• ネットワーク情報
• システム情報
これらの資料は，管理対象サーバ（Agent）でトラブルが発生した場合および管理サーバ
（BSM または Server Manager）でトラブルが発生した場合のどちらの場合も採取が必要
です。
それぞれの採取方法を次に示します。

（1） JP1/ServerConductor の各製品のログファイルの採取
次に示すファイルをすべて採取してください。
• /var/opt/hitachi/system_manager/log ディレクトリにある全ファイル
• /var/opt/hitachi/system_manager/dat ディレクトリにある全ファイル
• /etc/opt/hitachi/system_manager ディレクトリにある全ファイル

（2） システムログ情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• /etc/syslog.conf ファイル
• ls -l /var/log/messages* コマンドの実行結果
• /var/log/messages* ファイル

（3） ネットワーク情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• netstat -a コマンドの実行結果
• route コマンドの実行結果
• ifconfig コマンドの実行結果
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（4） システム情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• /etc/redhat-release ファイル
• /etc/services ファイル
• uname -a コマンドの実行結果
• rpm -qa コマンドの実行結果
• dmesg コマンドの実行結果
• ps -elf コマンドの実行結果
• ウォッチドッグタイムアウト発生時の NMI 発生を有効にしている場合は，各種ダン
プファイル
ここでは，netdump によって出力された oops メッセージおよびメモリダンプファイ
ルの出力先を示します。
• oops メッセージ
netdump サーバの /var/crash/ ホスト名 -YYYY-MM-DD-hh:mm/log
• メモリダンプ
netdump サーバの /var/crash/ ホスト名 -YYYY-MM-DD-hh:mm/vmcore
なお，ハングアップが発生した場合，netdump サーバに oops メッセージおよびメモ
リダンプファイルが出力されていないことがあります。このとき，netdump クライア
ントで magic sysrq key を設定している場合は，
［Alt］+［SysRq］（
［PrintScreen］）
+［c］キーを押すと，netdump サーバに oops メッセージおよびメモリダンプファイ
ルが出力されます。
ダンプファイルの出力先については，OS のヘルプまたは OS のドキュメントなどを参
照してください。

26.3.4 管理対象サーバ（Agent）での資料の採取方法
（HP-UX の場合）
管理対象サーバでは次の資料を採取します。
• JP1/ServerConductor の各製品のログファイル
• システムログ情報
• ネットワーク情報
• システム情報
• EMS 設定情報
これらの資料は，管理対象サーバ（Agent）でトラブルが発生した場合および管理サーバ
（BSM または Server Manager）でトラブルが発生した場合のどちらの場合も採取が必要
です。
それぞれの採取方法を次に示します。
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（1） JP1/ServerConductor の各製品のログファイルの採取
次に示すファイルをすべて採取してください。
• /etc/opt/htcsma ディレクトリにある全ファイル
• /var/opt/htcsma ディレクトリにある全ファイル

（2） システムログ情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• /var/adm/syslog/syslog.log ファイル
• /var/adm/syslog/OLDsyslog.log ファイル
• /etc/syslog.conf ファイル

（3） ネットワーク情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• netstat -a コマンドの実行結果
• netstat -r コマンドの実行結果
• ifconfig < ネットワークインタフェース名※ > コマンドの実行結果
注※
netstat -r コマンドを実行して表示される，すべてのネットワークインタフェース
名に対して，ifconfig コマンドを実行してください。

（4） システム情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• /etc/services ファイル
• uname -a コマンドの実行結果
• wlist コマンドの実行結果
• wlist -l product コマンドの実行結果
• dmesg コマンドの実行結果
• ps -elf コマンドの実行結果

（5） EMS 設定情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
• /var/stm/config/tools/monitor/ipfcorehw_hitachi.sapcfg ファイル
• /var/stm/config/tools/monitor/ipfmemory_hitachi.sapcfg ファイル
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26.3.5

管理サーバ（BSM または Server Manager）での資料
の採取方法

管理サーバでは次の資料を採取します。
• JP1/ServerConductor の各製品のログファイル
• イベントログ情報
• ネットワーク情報
• システム情報
• レジストリ情報
• クラスタ関連情報
管理サーバ（BSM または Server Manager）側でトラブルが発生した場合，これらの資
料に加えて，管理対象サーバ（Agent）側の資料も必要です。管理対象サーバ（Agent）
側の資料の採取方法については，次の個所を参照してください。
• 管理対象サーバが Windows の場合
「26.3.2 管理対象サーバ（Agent）での資料の採取方法（Windows の場合）」
• 管理対象サーバが Linux の場合
「26.3.3 管理対象サーバ（Agent）での資料の採取方法（Linux の場合）」
• 管理対象サーバが HP-UX の場合
「26.3.4 管理対象サーバ（Agent）での資料の採取方法（HP-UX の場合）」
管理サーバでの資料の採取方法を次に示します。

（1） JP1/ServerConductor の各製品のログファイルの採取
次に示すファイルをすべて採取してください。
注意
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合は，実行系サーバと待機系サー
バの両方で採取が必要です。
• インストール先ディレクトリ下の ¥Log ディレクトリにある全ファイル
• インストール先ディレクトリ下の ¥Data ディレクトリにある全ファイル
• インストール先ディレクトリ下の ¥PROGRAM ディレクトリにある拡張子 dat，csv，
および xml の全ファイル
BSM，BSM Plus，および Server Manager の，デフォルトのインストール先ディレクト
リは，次のとおりです。
C:¥Program Files¥HITACHI¥ServerConductor¥Server Manager
インストール先ディレクトリが不明の場合は，次のレジストリデータを参照してくださ
い。
• [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥System Manager] の
[TargetDir]
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（2） イベントログ情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
注意
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合は，実行系サーバと待機系サー
バの両方で採取が必要です。
• アプリケーションログ
• システムログ
これらの資料は次の二つの形式で採取してください。
• テキスト形式または CSV 形式
• イベントログ形式（.evt）
イベントログ情報の採取方法を次に示します。
（a） Windows 2000 の場合
1. イベントビューアを起動する
2. 左ペインの［アプリケーションログ］を選択して右クリックする
3. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
4. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
5. もう一度，
［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
6. ［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
7. 左ペインの［システムログ］を選択して右クリックする
8. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
9. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
10.もう一度，
［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
11.［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
（b） Windows Server 2003 または Windows XP の場合
1. イベントビューアを起動する
2. 左ペインの［アプリケーション］を選択して右クリックする
3. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
4. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
5. もう一度，
［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
6. ［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
7. 左ペインの［システム］を選択して右クリックする
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8. ［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
9. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
10.もう一度，［ログファイルの名前を付けて保存］を選択する
11.［ファイルの種類］でイベントログ形式を選択して保存する
（c） Windows Vista または Windows Server 2008 の場合
1. イベントビューアを起動する
2. 左ペインの［Windows ログ］のツリーを展開し，
［アプリケーション］を選択して右
クリックする
3. ［イベントに名前を付けて保存］を選択する
4. ［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
5. もう一度，［イベントに名前を付けて保存］を選択する
6. ［ファイルの種類］でイベントファイル形式を選択して保存する
7. ［表示情報］ダイアログボックスで，
［表示情報なし］を選択して［OK］ボタンをク
リックする
8. 左ペインの［Windows ログ］のツリーを展開し，
［システム］を選択して右クリック
する
9. ［イベントに名前を付けて保存］を選択する
10.［ファイルの種類］でテキスト形式または CSV 形式を選択して保存する
11. もう一度，［イベントに名前を付けて保存］を選択する
12.［ファイルの種類］でイベントファイル形式を選択して保存する
13.［表示情報］ダイアログボックスで，
［表示情報なし］を選択して［OK］ボタンをク
リックする

（3） ネットワーク情報の採取
次に示す情報をすべて採取してください。
注意
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合は，実行系サーバと待機系サー
バの両方で採取が必要です。
• ipconfig /all コマンドの実行結果
• netstat -ano ※コマンドの実行結果
注※
o オプションは Windows 2000 以外の場合だけ指定してください。
• route print コマンドの実行結果
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（4） システム情報の採取
システム情報の採取方法を次に示します。
注意
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合は，実行系サーバと待機系サー
バの両方で採取が必要です。
（a） Windows 2000 の場合
1. ［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する
2. ［名前］に「msinfo32」を指定し，
［OK］ボタンをクリックする
［システム情報］ダイアログボックスが表示されます。
3. 左ペインから［システム情報］を選択する
4. ［操作］メニューから［テキスト ファイルとして保存］を選択し，システム情報をテ
キストファイルで保存する
（b） Windows XP または Windows Server 2003 の場合
1. ［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する
2. ［名前］に「msinfo32」を指定し，
［OK］ボタンをクリックする
［システムの概要］ダイアログボックスが表示されます。
3. 左ペインから［システムの概要］を選択する
4. ［ファイル］メニューから［エクスポート］を選択し，システム情報をテキストファ
イルで保存する
（c） Windows Vista または Windows Server 2008 の場合
1. ［スタート］メニューから［コマンドプロンプト］を右クリックして，［管理者として
実行］を選択する
2. msinfo32 コマンドを実行する
［システムの概要］ダイアログボックスが表示されます。
3. 左ペインから［システムの概要］を選択する
4. ［ファイル］メニューから［エクスポート］を選択し，システム情報をテキストファ
イルで保存する

（5） レジストリ情報の採取
注意
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合は，実行系サーバと待機系サー
バの両方で採取が必要です。
次に示すレジストリをすべて採取してください。
• [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥System Manager] 以下の
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データ

（6） クラスタ関連情報の採取
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合，次に示す情報をすべて採取してく
ださい。
注意
管理サーバをクラスタシステムで運用している場合は，実行系サーバと待機系サー
バの両方で採取が必要です。
• < システムドライブ >¥System32¥LogFiles¥Cluster¥ClCfgSrv.log ファイル
• < システムドライブ >¥Cluster¥cluster.log ファイル
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付録 A

BIOS POST 情報

ここでは，JP1/ServerConductor で検出できる BIOS POST 情報を示します。
注意
取得できる BIOS POST 情報は Windows サーバの種類やモデルによって異なりま
す。詳細については，コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスのイ
ンストール先の help フォルダに格納されている「Invent.xls」を参照してください。

エラーコード

内容

付属
データ

20

RAM リフレッシュ異常

−

22

キーボードコントローラ異常

−

28

メモリ未実装

−

29

POST で使用するワークエリアのメモリを確保できなかった

−

2C

RAM アドレスライン異常

○

2E

先頭 1 メガバイトの RAM 異常

−

34

RTC CMOS 異常

−

44

BIOS ROM Copyright チェックサム異常

−

51

EISA コンフィグレーション・エラー

−

58

異常割り込み

−

62

RAM テスト異常

○

74

RTC 異常

−

76

キーボード異常

−

8C

FDC 異常

−

90

HDC 異常

−

A0

タイマー異常

−

DD

ECC による 1bit Error の修正を行った

○

DE

TAG SRAM の認識した容量が基準値より少ない

○

DF

ShutdownCode のチェック処理で A20 Gate を enabled にできなかった

−

F6

起動 NG による Application CPU の縮退を行った

○

F7

PnP コンフィグレーション情報のリードエラー

−

F8

PnP コンフィグレーション情報の更新終了

−

F9

Memory の縮退処理を行った

○

FA

A20 Gate の Disabled 処理でエラーが発生した

○
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内容

付属
データ

FB

ECC による 1bit Error の修正を行った

○

FC

PnP エラー（PCI device）

○

FD

BIST エラーによる Application CPU の縮退処理を行った

○

FD

BIST エラーによる Boot/Application CPU の縮退処理を行った

○

FE

PnP エラー（PnP ISA device）

−

200

xx 番目の HDD のテストでエラー

−

210

同一のキーが押されたままとなっている

−

211

Keyboard の自己診断エラー

−

232

Extended Memory（1M 〜）のアドレスラインテストでアドレスラインの
エラー

○

236

不良メモリモジュールを検出したため，不良メモリモジュールのある Bank
の縮退を行った

○

239

Extended Memory（1M 〜）のメモリ W/R テストで，エラーを検出した

○

250

RTC の電源切れ（Invalid Power）を検出

−

251

CMOS のチェックサム異常。デフォルト値を使用する

−

260

Timer コントローラ異常

−

270

RTC の日時の更新エラー

−

271

日時の設定が異常

−

2B0

FDD A: のエラー。電源 ON になっていないなどのハードウェアの問題

−

2B1

FDD B: のエラー。電源 ON になっていないなどのハードウェアの問題

−

2B2

FDD A: の設定（Drive Type）が，実装されている FD ドライブで無効

−

2B3

FDD B: の設定（Drive Type）が，実装されている FD ドライブで無効

−

2F1

CPU の BIST Error

○

2F3

CPU の Timeout Error

○

2F8

CPU を APIC BUS 上に検出できなかった

○

401

ESCD 情報が Checksum エラー

−

408

ESCD の Read に失敗（NVRAM の ESCD のサイズが大き過ぎる）

−

409

ESCD の Write に失敗（POST で作成した ESCD 情報が NVRAM の
ESCD エリアより大きくなった）

−

404

PnP ISA xxxxxxxx のリソース割り当てができなかった

−

504

PCI Device にリソースの割り当てができなかった

○

505

PCI Device に拡張 ROM の初期化ができなかった

○

506

PCI Device に IRQ の割り当てができなかった

○
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エラーコード
602

内容

付属
データ

xxxxxxxx で使用するリソースが空いていないため，xxxxxxxx を Disabled
とした

−

（凡例）○：付属データあり
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−：付属データなし
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常駐プロセス一覧

サービスとして動作する JP1/ServerConductor のプロセスを次に示します。

付録 B.1

Windows の場合

Windows のタスクマネージャのプロセスに表示されるプロセス名を次に示します。
プロセスは，プロセス名のアルファベット順に記載しています。また，プロセス名の（）
には，同時に実行できるプロセス数を示します。

（1） BSM および Server Manager
BSM および Server Manager の各プロセスのプロセス名とその機能を，コンポーネント
単位に次の表に示します。BSM および Server Manager のプロセスに相違はありませ
ん。
表 B-1 BSM および Server Manager のプロセス名と機能（Windows の場合）
プロセス名 ※ 1

機能

SmGwSvc.exe (1)

Web サーバとマ
ネージャサービス
間の中継
（サービス表示名：
SM_GwSvc）

Smsvc.exe (3) ※ 3

BSM のプロセス
管理

子プロセスとなる
サービスプログラ
ム
−

MgrSvc.exe (1)

機能

−

エージェント管理
（サービス表示名：

コンポーネ
ント名
Web ゲート
ウェイサー
ビス※ 2

マネージャ
サービス

SM_MgrSvc）※ 4
RcIMEventSvc.ex
e (1)

JP1/IM 連携
（サービス表示名：
Sm_IMEventSvc）※

マネージャ
サービス

5

SmAltAct.exe (1)

アラート受信時のプロ
グラムの起動
（サービス表示名：
SM_AlertAction）

アラートア
クション
サービス

（凡例）
−：該当しない
注※ 1
プロセス名は［Windows タスクマネージャ］の［プロセス］タブから確認できます。
注※ 2
Web ゲートウェイサービスを Microsoft Internet Information Services 上で稼働する場合，
Microsoft Internet Information Services のプロセス inetinfo.exe が常駐しています。
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注※ 3
Smsvc.exe は，動作するサービスの数だけ起動します。
注※ 4
N+1 ／ N+M コールドスタンバイのネットワークスイッチと連携した N+1 ／ N+M コールドス
タンバイの切り替えを使用すると，JP1/Cm2/NC のプロセスが動作します。
注※ 5
Windows XP，Windows 2000，および 32bit Windows Server 2003 で JP1/IM 連携機能を使用
する場合に動作します。

（2） Agent
Agent の各プロセスのプロセス名とその機能を，コンポーネント単位に次の表に示しま
す。
表 B-2 Agent のプロセス名と機能（Windows の場合）
プロセス
名※ 1

機能

子プロセ
スとなる
サービス
プログラ
ム

機能

コンポー
ネント名

機種
HA8000

Blade
Symphon
y
IA32

Blade
Sympho
ny
IPF

Agent32
Srv.exe
(1)

ハードウェ
ア障害の監
視
（サービス表
示名：
Agent32Srv
）

−

−

エージェ
ントサー
ビス

○※ 2

×

×

ASCISR
V.EXE
(1)

ハードウェ
ア障害の監
視
（サービス表
示名：
Server
Component
Interface
Service）

−

−

エージェ
ントサー
ビス

○※ 2

×

×

Basebrd.
exe (1)

ハードウェ
ア障害の監
視
（サービス表
示名：Intel
Baseboard
Service）

−

−

エージェ
ントサー
ビス

○※ 2

×

×
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dmrcagn
t.exe (2)

機能

子プロセ
スとなる
サービス
プログラ
ム

機能

コンポー
ネント名

常駐プロセス一覧

機種
HA8000

Blade
Symphon
y
IA32

Blade
Sympho
ny
IPF

リモートコ
ントロール
の実行
（サービス表
示名：
Remote
Control
Agent）

−

−

リモート
コント
ロール
サービス

○

○

×

hguard.e
xe (1)

ハードウェ
ア障害の監
視
（サービス表
示名：
Hguard）

−

−

エージェ
ントサー
ビス

○※ 2

×

×

SmAgtPr
ovider.ex
e (1)

ハードウェ
ア障害の監
視
（サービス表
示名：
SM_AgtPro
vider）

−

−

エージェ
ントサー
ビス

×

○

○

SMPltfCI
.exe (1)

ハードウェ
ア障害の監
視
（サービス表
示名：
SMPltfCI）

−

−

エージェ
ントサー
ビス

○※ 2

×

×

Smsvc.ex

Agent のプ
ロセス管理

※3

e (5) ※ 4

AgtSvc.ex
e (1)

サーバ状
態の監視
（サービ
ス表示
名：
SM_AgtS
vc）

エージェ
ントサー
ビス

○

×

×

LcMgr.exe
(1)

エージェ
ント管理
（サービ
ス表示
名：
SM_LcM
gr）

ローカル
コンソー
ルサービ
ス

○

○

×
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機能

プロセス
名※ 1

WIN32S
L.exe (1)

DMI サービ
スレイヤ
（サービス表
示名：
Win32sl）

子プロセ
スとなる
サービス
プログラ
ム

機能

SmAgent.
exe (1)

サーバ状
態の監視
（サービ
ス表示
名：
SM_AgtS
vc）

SmAltAct.
exe (1)

コンポー
ネント名

機種
HA8000

Blade
Symphon
y
IA32

Blade
Sympho
ny
IPF

エージェ
ントサー
ビス

×

○

○

アラート
受信時の
プログラ
ムの起動
（サービ
ス表示
名：
SM_Aler
tAction）

アラート
アクショ
ンサービ
ス

○

○

×

SmIS.exe
(1)

JP1/
AppMan
ager 連携
（サービ
ス表示
名：
SM_IS）

エージェ
ントサー
ビス

○

×

×

smsaci.exe
(1)

インベン
トリ情報
の収集
（サービ
ス表示
名：
SM_CI）

エージェ
ントサー
ビス

○

×

×

エージェ
ントサー
ビス

○

×

×

−

−

（凡例）
○：存在する
×：存在しない
−：該当しない
注※ 1
プロセス名は［Windows タスクマネージャ］の［プロセス］タブから確認できます。
注※ 2
HA8000 の機種によって動作するプロセスが決まります。
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注※ 3
JP1/NETM/Remote Control のプロセスです。
注※ 4
64 ビットの OS の場合，プロセス名は SmSvc64.exe になります。また，Smsvc.exe は，動作
するサービスの数だけ起動します。

（3） Advanced Agent
Advanced Agent の各プロセスのプロセス名とその機能を，コンポーネント単位に次の表
に示します。
表 B-3 Advanced Agent のプロセス名と機能（Windows の場合）
プロセス
名※ 1

機能

子プロセ
スとなる
サービス
プログラ
ム

機能

コンポー
ネント名

機種
HA800
0

Blade
Symphon
y
IA32

Blade
Sympho
ny
IPF

dfci.exe
(1)

ディスクアレ
イ（DF350/
400）の監視
／情報収集
（サービス表
示名：
SM_DFCI）

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

DMIIdeR
aid.exe
(1)

ディスクアレ
イ（HA8000
内蔵 RAID
（MegaRAID
）
）の監視／
情報収集
（サービス表
示名：
DmiIdeRaid）

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

HyperDi
skAgent.
exe (1)

ディスクアレ
イ（HA8000
内蔵 RAID
（HyperDisk
））の監視／
情報収集
（サービス表
示名：
HyperDiskA
gent）

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×
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プロセス

機能

名※ 1

子プロセ
スとなる
サービス
プログラ
ム

機能

コンポー
ネント名

機種
HA800
0

Blade
Symphon
y
IA32

Blade
Sympho
ny
IPF

mdacci.e
xe (1)

ディスクアレ
イ（HA8000
内蔵 RAID お
よび CR80）
の監視／情報
収集
（サービス表
示名：
MDACCI）

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

MegaRai
dCISvc.e
xe (1)

ディスクアレ
イ（HA8000
内蔵 RAID
（PowerCons
ole））の監視
／情報収集
（サービス表
示名：DMI
CI for I4）

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

ni_nic.ex
e (1)

フォールトト
レラント
LAN アダプ
タの監視／情
報収集
（サービス表
示名：
ni_nic）

−

−

デバイス
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

SmCtlSv
c.exe (1)

SM_Cluster
CI の起動制
御
（サービス表
示名：
SM_ClsCiCtr
lSvc）

−

−

クラスタ
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

クラスタ
管理エー
ジェント
サービス

○

×

×

※2

Smsvc.ex
e (1)
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セス監視

Clsci.exe
(1)

クラスタ
情報の監
視
（サービ
ス表示
名：
SM_Clus
terCI）

付録 B

機能

プロセス
名※ 1

SmSvpW
atchdog.e
xe (1)

SVP 機能の
監視
（サービス表
示名：
SM_SvpWatc
hdog）

子プロセ
スとなる
サービス
プログラ
ム

−

機能

−

コンポー
ネント名

SVP エー
ジェント
サービス
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機種
HA800
0

Blade
Symphon
y
IA32

Blade
Sympho
ny
IPF

×

○

○

（凡例）
○：存在する
×：存在しない
−：該当しない
注※ 1
プロセス名は［Windows タスクマネージャ］の［プロセス］タブから確認できます。
注※ 2
起動後すぐに停止します。

付録 B.2

Linux の場合

ps コマンドを実行したときに表示されるプロセス名を次に示します。
プロセスは，プロセス名のアルファベット順に記載しています。また，プロセス名の（）
には，同時に実行できるプロセス数を示します。

（1） Agent
Agent の各プロセスのプロセス名とその機能を，コンポーネント単位に次の表に示しま
す。
表 B-4 Agent のプロセス名と機能（Linux の場合）
プロセス名 ※ 1

機能

子プロセスとなる
サービスプログラ
ム

機能

コンポーネ
ント名

smhagt (2) ※ 2

エージェント

−

−

エージェン
トサービス

smhtraced (2)

smhagt のトレー
ス情報収集

−

−

エージェン
トサービス

smhelper.sh (1) ※

smhagt のサービ
ス監視

−

−

エージェン
トサービス

3

（凡例）
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−：該当しない
注※ 1
プロセス名は次のコマンドで確認できます。
ps -eo comm
注※ 2
smhagt はユーザからのサービス停止要求がなくても停止することがあります。このため，
smhagt のプロセス最低数は 0 になります。なお，smhagt の動作は smhelper.sh が制御してい
ます。
注※ 3
smhelper.sh のプロセス最低数は 1 となります。なお，最大数は特定できません。

（2） Advanced Agent
Advanced Agent 用のプロセスはありません。

付録 B.3

HP-UX の場合

ps コマンドを実行したときに表示されるプロセス名を次に示します。
プロセスは，プロセス名のアルファベット順に記載しています。また，プロセス名の（）
には，同時に実行できるプロセス数を示します。

（1） Agent
Agent の各プロセスのプロセス名とその機能を，コンポーネント単位に次の表に示しま
す。
表 B-5 Agent のプロセス名と機能（HP-UX の場合）
プロセス名※

機能

子プロセスとなる
サービスプログラ
ム

機能

コンポーネ
ント名

smhagt (1)

エージェント

smhems (1)

HP-UX EMS の情報
収集

エージェン
トサービス

smhtraced (1)

smhagt のトレー
ス情報収集

−

−

エージェン
トサービス

（凡例）
−：該当しない
注※
プロセス名は次のコマンドで確認できます。
ps -ex comm

（2） Advanced Agent
Advanced Agent の各プロセスのプロセス名とその機能を，コンポーネント単位に次の表
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に示します。
表 B-6 Advanced Agent のプロセス名と機能（HP-UX の場合）
プロセス名※

smhsvp (1)

機能

SVP 機能の監視

子プロセスとなる
サービスプログラ
ム
−

機能

−

コンポーネ
ント名
SVP エー
ジェント
サービス

（凡例）
−：該当しない
注※
プロセス名は次のコマンドで確認できます。
ps -ex comm
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付録 C

フォルダ構成

JP1/ServerConductor のフォルダ構成を次に示します。

付録 C.1

Windows の場合

Windows の場合の BSM，BSM Plus，Server Manager，Agent および Advanced Agent
のフォルダ構成を示します。
注意
• <JP1/ServerConductor のインストールフォルダ > は，デフォルトでは次のフォ
ルダです。
< システムドライブ >:¥Program
Files¥HITACHI¥ServerConductor¥Server Manager

（1） BSM および BSM Plus
Windows の場合の BSM および BSM Plus のフォルダ構成を次の図に示します。
図 C-1 Windows の場合のフォルダ構成（BSM，BSM Plus）
<JP1/ServerConductorのインストールフォルダ>
+--Data
|
+--Icons
|
+--Images
+--Help
+--Log
+--PROGRAM
+--Web
+--cgi-bin
+--Classes
+--Data
+--download
+--Help
+--3020-3-L52
|
+--FIGURE
+--3020-3-L54
|
+--FIGURE
+--3020-3-L55
|
+--FIGURE
+--3020-3-L60
+--FIGURE

（2） Server Manager
Windows の場合の Server Manager のフォルダ構成を次の図に示します。
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図 C-2 Windows の場合のフォルダ構成（Server Manager）
<JP1/ServerConductorのインストールフォルダ>
+--Data
|
+--CLMgr
+--Help
+--Log
+--PROGRAM
+--Web
+--cgi-bin
+--Classes
+--Data
+--download
+--Help
+--3020-3-L52
|
+--FIGURE
+--3020-3-L54
|
+--FIGURE
+--3020-3-L60
+--figure

（3） Agent および Advanced Agent
Windows の場合の Agent および Advanced Agent のフォルダ構成を次の図に示します。
図 C-3 Windows の場合のフォルダ構成（Agent および Advanced Agent）
<JP1/ServerConductorのインストールフォルダ>
+--Bin※1
+--Data
| +--HardImage
| +--SSMP
+--Help
+--Log
+--MainteTool
| +--bin
+--mifdb※1
+--Mifs※1
| +--Backup※1
+--PROGRAM
+--Tool
+--FileTrans
+--HsmBin
+--ipmicmd※2
+--Results
+--UsrBin
注※ 1
HA8000 の場合だけ，作成されます。
注※ 2
BladeSymphony の場合だけ，作成されます。
Windows（IPF）の場合の Agent および Advanced Agent のフォルダ構成を次の図に示
します。
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図 C-4 Windows（IPF）の場合のフォルダ構成（Agent および Advanced Agent）
<JP1/ServerConductorのインストールフォルダ>
+--Data
| +--HardImage
| +--SSMP
+--Help
+--Log
+--MainteTool
| +--Bin
+--Program
+--Tool
+--HsmBin
+--ipmicmd
+--Results
+--UsrBin

付録 C.2

Linux の場合

Linux の場合の Agent および Advanced Agent のフォルダ構成を次の図に示します。
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図 C-5 Linux の場合のフォルダ構成（Agent および Advanced Agent）
/（root）
+--etc
|
+--opt
|
+--hitachi
|
+--system_manager
+--opt
|
+--hitachi
|
+--drivers
|
|
+--hba
|
+--system_manager
|
+--bin
|
|
+--gcc2
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--install
|
|
+--gcc2
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--ipmi_tools
|
|
+--bin
|
+--lib
|
|
+--2.2.13※
|
|
+--2.2.13smp※
|
|
+--2.2.14※
|
|
+--2.2.14smp※
|
|
+--2.2.15※
|
|
+--2.2.15smp※
|
|
+--2.2.16※
|
|
+--2.2.16smp※
|
|
+--2.2.18-11.h01※
|
|
+--2.2.18-11.h01smp※
|
|
+--2.2.18-14.h01※
|
|
+--2.2.18-14.h01smp※
|
|
+--2.2.18-14.h02※
|
|
+--2.2.18-14.h02smp※
|
|
+--2.2.18-14.h03※
|
|
+--2.2.18-14.h03smp※
|
|
+--2.4.18-14※
|
|
+--2.4.18-14bigmem※
|
|
+--2.4.18-14bigmemsmp※
|
|
+--2.4.18-14smp※
|
|
+--2.4.18-2SCORE※
|
|
+--2.4.18-2SCOREenterprise※
|
|
+--2.4.18-2SCOREenterprisesmp※
|
|
+--2.4.18-2SCOREsmp※
|
|
+--2.4.2※
|
|
+--2.4.20-13.7※
|
|
+--2.4.20-13.7smp※
|
|
+--2.4.20-18.7※
|
|
+--2.4.20-18.7bigmem※
|
|
+--2.4.20-18.7smp※
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

+--2.4.21-15.EL※
+--2.4.21-15.ELsmp※
+--2.4.21-1SCORE※
+--2.4.21-1SCOREsmp※
+--2.4.21-20.EL※
+--2.4.21-20.ELsmp※
+--2.4.21-27.EL※
+--2.4.21-27.ELsmp※
+--2.4.21-32.0.1.EL※
+--2.4.21-32.0.1.ELsmp※
+--2.4.21-37.EL※
+--2.4.21-37.ELsmp※
+--2.4.21-4.EL※
+--2.4.21-4.ELsmp※
+--2.4.21-9.0.1.EL※
+--2.4.21-9.0.1.ELsmp※
+--2.4.2smp※
+--2.4.7-10※
+--2.4.7-10smp※
+--2.4.9-12※
+--2.4.9-12smp※
+--2.4.9-31※
+--2.4.9-31smp※
+--2.4.9-e.10※
+--2.4.9-e.10smp※
+--2.4.9-e.16※
+--2.4.9-e.16smp※
+--2.4.9-e.24※
+--2.4.9-e.24smp※
+--2.4.9-e.27※
+--2.4.9-e.27enterprise※
+--2.4.9-e.27smp※
+--2.4.9-e.3※
+--2.4.9-e.30※
+--2.4.9-e.30smp※
+--2.4.9-e.38※
+--2.4.9-e.38smp※
+--2.4.9-e.3smp※
+--2.4.9-e.9.30ml※
+--2.4.9-e.9.30mlsmp※
+--2.6.9-11.EL※
+--2.6.9-11.ELhugemem※
+--2.6.9-11.ELsmp※
+--2.6.9-34.EL※
+--2.6.9-34.ELhugemem※
+--2.6.9-34.ELsmp※
+--gcc2
+--gcc3
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|
|
+--gcc3.4
|
|
+--nls
|
|
+--ja_JP.SJIS
|
|
+--ja_JP.UTF-8
|
|
+--ja_JP.eucJP
|
|
+--C
|
+--maintetool
|
|
+--bin
|
|
+--tools
|
|
+--gcc2
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--man
|
|
+--ja_JP.UTF-8
|
|
|
+--man1
|
|
+--ja_JP.eucJP
|
|
+--man1
|
+--map
|
+--mibs※
|
+--newconfig
|
+--rc
|
+--sbin
|
|
+--gcc2
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--tools
+--var
+--opt
+--hitachi
+--system_manager
+--collect
+--dat
+--log
+--tmp
注※
Advanced Agent の場合だけ，作成されます。
Linux（IPF）の場合の Agent および Advanced Agent のフォルダ構成を次の図に示しま
す。
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図 C-6 Linux（IPF）の場合のフォルダ構成（Agent および Advanced Agent）
/（root）
+--etc
|
+--opt
|
+--hitachi
|
+--system_manager
+--opt
|
+--hitachi
|
+--drivers
|
|
+--hba
|
+--system_manager
|
+--bin
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--install
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--ipmi_tools
|
|
+--bin
|
+--lib
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
|
+--nls
|
|
+--ja_JP.SJIS
|
|
+--ja_JP.UTF-8
|
|
+--ja_JP.eucJP
|
|
+--C
|
+--maintetool
|
|
+--bin
|
|
+--tools
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--man
|
|
+--ja_JP.UTF-8
|
|
|
+--man1
|
|
|
|
|
+--ja_JP.eucJP
|
|
+--man1
|
+--map
|
+--mibs※
|
+--newconfig
|
+--rc
|
+--sbin
|
|
+--gcc3
|
|
+--gcc3.4
|
+--tools
+--var
+--opt
+--hitachi
+--system_manager
+--collect
+--dat
+--log
+--tmp
注※
Advanced Agent の場合だけ，作成されます。
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HP-UX の場合

HP-UX の場合の Agent および Advanced Agent のフォルダ構成を次の図に示します。
図 C-7 HP-UX の場合のフォルダ構成（Agent および Advanced Agent）
/（root）
+--etc
|
+--opt
|
|
+--htcsma
|
|
+--import※
|
+--rc.config.d(OS標準)
+--opt
|
+--htcsma
|
+--bin
|
+--hpuxcmd
|
+--lbin
|
+--lib
|
|
+--nls
|
|
+--C
|
|
+--ja_JP.SJIS
|
|
+--ja_JP.eucJP
|
+--maps
|
+--newconfig
|
+--share
|
+--man
|
+--ja_JP.SJIS
|
|
+--man1m.Z
|
+--ja_JP.eucJP
|
+--man1m.Z
+--sbin
|
+--init.d(OS標準)
|
+--rc1.d(OS標準)
|
+--rc2.d(OS標準)
+--usr
|
+--lib
|
|
+--nls
|
|
+--msg
|
|
+--C(OS標準)
|
|
+--ja_JP.SJIS(OS標準)
|
|
+--ja_JP.eucJP(OS標準)
|
+--man
|
|
+--ja_JP.SJIS
|
|
|
+--man1m.Z(OS標準)
|
|
+--ja_JP.eucJP
|
|
+--man1m.Z(OS標準)
|
+--sbin(OS標準)
+--var
+--opt
+--htcsma
+--collect
+--tmp
注※
Advanced Agent の場合だけ，作成されます。
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付録 D

システム見積もり

JP1/ServerConductor のメモリ所要量およびディスク占有量について説明します。

付録 D.1

メモリ所要量

BSM，BSM Plus，Server Manager，Agent および Advanced Agent のメモリ所要量に
ついては，Readme ファイルを参照してください。

付録 D.2

ディスク占有量

BSM，BSM Plus，Server Manager，Agent および Advanced Agent のディスク占有量
については，Readme ファイルを参照してください。
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ログファイル（単調増加ファイル）

JP1/ServerConductor の製品ログファイルの，単調増加ファイルを次の表に示します。
表 E-1 JP1/ServerConductor の製品ログファイルの単調増加ファイル
項番

ファイル名

出力元
製品

保存先

説明

サービス

1

@History@.l
og

Windows
版の全製
品

インス
トーラ

＜インストール先
フォルダ＞ ¥Log

製品のインストールおよびア
ンインストールの履歴が必ず
出力されます。
次の場合に約 2 キロバイト増
加します。
• アンインストールした場合
• 変更インストールをした場
合
• 更新インストールをした場
合
• アンインストール後に同一
フォルダに再インストール
した場合

2

@N1Histor
y@.log

BSM Plus

マネー
ジャサー
ビス

＜インストール先
フォルダ＞ ¥Log

N+1 ／ N+M コールドスタン
バイ実行時の動作履歴が必ず
出力されます。サービス稼働
中は単調増加ファイルとなる
ため，N+1 切り替えが頻繁に
発生する場合は注意が必要と
なります。
マネージャサービス起動時
に，ファイルサイズが 2,048
キロバイトを超えている場合
は，1,024 キロバイトに自動
的に調整されます。
1 回の切り替えで約 2 キロバ
イト増加します。
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ファイル名

出力元
製品

3

yyyymmdd.
log
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Agent

保存先

説明

Windows の場合
＜インストー
ル先フォルダ
＞ ¥Log
Linux の場合
/var/opt/
hitachi/
system_man
ager/log
HP-UX の場合
/var/opt/
htcsma

アラートの通知履歴が必ず出
力されます。
設定した保存日数が経過する
と，新しいアラートが発生し
たタイミングで，保存日数を
超えたアラートログファイル
が自動的に削除されます。
なお，設定によってはファイ
ル数が単調増加となります。
アラートログの設定について
は，次の個所を参照してくだ
さい。
Windows の場合
「3.11.4(4) アラート情
報」
Linux の場合
「3.12.2(3) エージェン
ト設定メニューでの設定
項目」
HP-UX の場合
「3.13.2(3) エージェン
ト設定メニューでの設定
項目」

サービス
エージェ
ントサー
ビス
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HVM 構成管理機能の設定画面と HVM スク
リーンの設定項目の対応

JP1/ServerConductor の HVM 構成管理機能の各画面で設定できる項目は，HVM スク
リーンからも設定できます。HVM 構成管理機能の各設定項目と，HVM スクリーンの設
定項目の対応を次に示します。
注意
この節に説明がない HVM スクリーンの項目は，HVM 構成管理機能の設定画面から
は設定できません。HVM スクリーンから設定してください。

付録 F.1 ［HVM 設定］ダイアログボックス
［HVM 設定］ダイアログボックスの設定項目と HVM スクリーンでの設定項目の対応を
次の表に示します。
表 F-1 ［HVM 設定］ダイアログボックスの設定項目と HVM スクリーンでの設定項目の
対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

HVM 識別子

System Configuration

HVM 識別子

2

VNIC System Number

System Configuration

仮想 NIC システム番号

3

Pre-State Auto Activation

HVM Options

Pre-State Auto Activation

4

HVM Auto Shutdown

HVM Options

HVM Auto Shutdown

5

Time Zone

Date and Time

システムの Time Zone

6

NIC Number/Port Number

VNIC Accelerator Configuration

NIC#，Port#

7

VNIC Accelerator

VNIC Accelerator Configuration

Enable/Disable

付録 F.2 ［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログ
ボックス
［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスの設定項目と HVM スクリー
ンでの設定項目の対応を次の表に示します。
表 F-2 ［PCI Device Scheduling Mode 設定］ダイアログボックスの設定項目と HVM ス
クリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

PCI Device Number

PCI Device Assignment

PCI Device 番号

2

Scheduling Mode

PCI Device Assignment

Scheduling Mode
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付録 F.3 ［LPAR 作成ウィザード］
（1） 操作対象画面
［LPAR 作成ウィザード］の操作対象画面と HVM スクリーンでの設定項目の対応を次の
表に示します。
表 F-3 ［LPAR 作成ウィザード］の操作対象画面の設定項目と HVM スクリーンでの設定
項目の対応
項番

HVM スクリーンのメニュー

設定項目

メニュー項目

1

LPAR 識別子

Logical Partition Configuration

LPAR Number

2

LPAR Name

Logical Partition Configuration

LPAR Name

（2） Logical Partition Configuration 画面
［LPAR 作成ウィザード］の Logical Partition Configuration 画面と HVM スクリーンで
の設定項目の対応を次の表に示します。
表 F-4 ［LPAR 作成ウィザード］の Logical Partition Configuration 画面の設定項目と
HVM スクリーンでの設定項目の対応
項番

HVM スクリーンのメニュー

設定項目

メニュー項目

1

Memory

Logical Partition Configuration

Memory

2

Idle Detection

Logical Partition Configuration

Idle Detection

3

Auto Activation Order

Logical Partition Configuration

Auto Activation Order

4

Auto Clear

Logical Partition Configuration

Auto Clear

（3） Processor Configuration 画面
［LPAR 作成ウィザード］の Processor Configuration 画面と HVM スクリーンでの設定
項目の対応を次の表に示します。
表 F-5 ［LPAR 作成ウィザード］の Processor Configuration 画面の設定項目と HVM ス
クリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

Dedicated Processors

Logical Partition Configuration

Dedicated Processors

2

Shared Processors

Logical Partition Configuration

Shared Processors

3

Service Ratio

Logical Partition Configuration

Service Ratio

4

Processor Capping

Logical Partition Configuration

Processor Capping
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設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

5

Logical Processor Number

Logical Processor Configuration

論理プロセッサ番号と
LPAR Name の交点にある
値

6

Physical Processor Number

Logical Processor Configuration

論理プロセッサ番号と
LPAR Name の交点にある
値

（4） PCI Device Assignment 画面
［LPAR 作成ウィザード］の PCI Device Assignment 画面と HVM スクリーンでの設定項
目の対応を次の表に示します。
表 F-6 ［LPAR 作成ウィザード］の PCI Device Assignment 画面の設定項目と HVM スク
リーンでの設定項目の対応
項番

HVM スクリーンのメニュー

設定項目

メニュー項目

1

PCI Device Number

PCI Device Assignment

PCI Device 番号

2

PCI Device Assignment

PCI Device Assignment

Device Assignment

（5） Shared FC Assignment 画面
［LPAR 作成ウィザード］の Shared FC Assignment 画面と HVM スクリーンでの設定項
目の対応を次の表に示します。
表 F-7 ［LPAR 作成ウィザード］の Shared FC Assignment 画面の設定項目と HVM スク
リーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

Shared FC Number

Shared FC Assignment

Shared FC# と LPAR
Name の交点にある値

2

vfcWWNID

Shared FC Assignment

Shared FC Assignment

（6） VNIC Assignment 画面
［LPAR 作成ウィザード］の VNIC Assignment 画面と HVM スクリーンでの設定項目の
対応を次の表に示します。
表 F-8 ［LPAR 作成ウィザード］の VNIC Assignment 画面の設定項目と HVM スクリー
ンでの設定項目の対応
項番
1

設定項目
VNIC Number

HVM スクリーンのメニュー
Virtual NIC Assignment

メニュー項目
VNIC Number
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項番

HVM スクリーンのメニュー

設定項目

メニュー項目

2

VNIC Assignment

Virtual NIC Assignment

VNIC Number と LPAR
Name の交点にある値

3

MAC アドレス

Virtual NIC Assignment

VNIC Information の
MAC Address

4

Tag

Virtual NIC Assignment

VNIC Information の Tag

5

VLAN ID

Virtual NIC Assignment

VNIC Information の
VLAN ID

付録 F.4 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックス
（1）［操作対象］タブ
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［操作対象］タブと HVM スクリーンでの設定
項目の対応を次の表に示します。
表 F-9 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［操作対象］タブの設定項目と HVM ス
クリーンでの設定項目の対応
項番
1

設定項目
LPAR Name

HVM スクリーンのメニュー
Logical Partition Configuration

メニュー項目
LPAR Name

（2）［Logical Partition Configuration］タブ
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Logical Partition Configuration］タブと
HVM スクリーンでの設定項目の対応を次の表に示します。
表 F-10 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Logical Partition Configuration］タブ
の設定項目と HVM スクリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

Memory

Logical Partition Configuration

Memory

2

Idle Detection

Logical Partition Configuration

Idle Detection

3

Auto Activation Order

Logical Partition Configuration

Auto Activation Order

4

Auto Clear

Logical Partition Configuration

Auto Clear

（3）［Processor Configuration］タブ
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Processor Configuration］タブと HVM スク
リーンでの設定項目の対応を次の表に示します。

976

付録 F

HVM 構成管理機能の設定画面と HVM スクリーンの設定項目の対応

表 F-11 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Processor Configuration］タブの設
定項目と HVM スクリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

Dedicated Processors

Logical Partition Configuration

Dedicated Processors

2

Shared Processors

Logical Partition Configuration

Shared Processors

3

Service Ratio

Logical Partition Configuration

Service Ratio

4

Processor Capping

Logical Partition Configuration

Processor Capping

5

Logical Processor Number

Logical Processor Configuration

論理プロセッサ番号と
LPAR Name の交点にある
値

6

Physical Processor Number

Logical Processor Configuration

論理プロセッサ番号と
LPAR Name の交点にある
値

（4）［PCI Device Assignment］タブ
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［PCI Device Assignment］タブと HVM スク
リーンでの設定項目の対応を次の表に示します。
表 F-12 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［PCI Device Assignment］タブの設
定項目と HVM スクリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

PCI Device Number

PCI Device Assignment

PCI Device 番号

2

PCI Device Assignment

PCI Device Assignment

Device Assignment

（5）［Shared FC Assignment］タブ
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Shared FC Assignment］タブと HVM スク
リーンでの設定項目の対応を次の表に示します。
表 F-13 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［Shared FC Assignment］タブの設定
項目と HVM スクリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

Shared FC Number

Shared FC Assignment

Shared FC# と LPAR
Name の交点にある値

2

vfcWWNID

Shared FC Assignment

Shared FC Assignment

（6）［VNIC Assignment］タブ
［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［VNIC Assignment］タブと HVM スクリー
ンでの設定項目の対応を次の表に示します。
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表 F-14 ［LPAR 構成変更］ダイアログボックスの［VNIC Assignment］タブの設定項目
と HVM スクリーンでの設定項目の対応
項番

設定項目

HVM スクリーンのメニュー

メニュー項目

1

VNIC Number

Virtual NIC Assignment

VNIC Number

2

VNIC Assignment

Virtual NIC Assignment

VNIC Number と LPAR
Name の交点にある値

3

MAC アドレス

Virtual NIC Assignment

VNIC Information の
MAC Address

4

Tag

Virtual NIC Assignment

VNIC Information の Tag

5

VLAN ID

Virtual NIC Assignment

VNIC Information の
VLAN ID
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付録 G 用語解説
（英字）
Agent ホスト
Agent や Advanced Agent がインストールされたホストのことです。

BIOS ポストログ
システム起動時に発生したエラーを BIOS ポストといいます。システム起動時に BIOS が検出した
エラーを格納したログを BIOS ポストログといいます。

DUMP
ファイルやメモリの内容を記録または表示することです。

HP-UX サーバ
JP1/ServerConductor で管理対象となる HP-UX 11i Version 2.0（IPF），または HP-UX 11i Version
3.0（IPF）のサーバのことです。

IA32
Intel 社の 32 ビットマイクロプロセッサで用いられているマイクロアーキテクチャの総称です。

Linux サーバ
JP1/ServerConductor で管理対象となる Red Hat Enterprise Linux ES 3，Red Hat Enterprise
Linux AS 3，Red Hat Enterprise Linux ES 4，Red Hat Enterprise Linux AS 4，または Red Hat
Enterprise Linux 5 のサーバのことです。

LUN Manager
日立ディスクアレイサブシステムが提供するストレージサブシステムのストレージ構成管理ソフト
ウェアのことです。

LUN Security
日立ディスクアレイサブシステムが提供するストレージサブシステムのセキュリティ管理ソフト
ウェアのことです。

MAC アドレス
各 Ethernet カードに固有の ID 番号のことです。全世界の Ethernet カードには 1 枚 1 枚固有の番
号が割り当てられており，これを基にカード間のデータの送受信が行われます。IEEE が管理および
割り当てをしているメーカーごとに固有な番号と，メーカーが独自に各カードに割り当てる番号の
組み合わせによって表されます。

MIF（Management Information Format）
ハードウェア，およびソフトウェアの資産情報を定義した管理フォーマットで，DMI（Desktop
Management Interface）がコンポーネントを記述するために使用するフォーマットです。
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SAN
ディスク装置およびテープ装置などのストレージとサーバ間を接続する専用の高速ネットワークで
す。ストレージへの高速アクセス，一元管理，データ共用，データコピーおよびバックアップなど
のシステムの性能，拡張性および耐障害性を高めます。

SAN ブート
サーバ筐体内部のハードディスクではなく外部の日立ディスクアレイサブシステムに OS やソフト
ウェアなど業務に必要なソフトウェアを格納しておき，そこから業務システムを起動させることで
す。

SVP（Service Processor）機能
BladeSymphony の Windows サーバ，Linux サーバ，HP-UX サーバのとき，および HA8000 シ
リーズの Windows サーバ，Linux サーバに SVP PCI ボードを搭載したときに使用できる機能のこ
とです。HA8500 シリーズの Windows サーバ，Linux サーバ，HP-UX サーバでは，SVP（エミュ
レーション）機能をサーバ本体に内蔵しているため，SVP ボードを装着しなくてもこの機能を使用
できます。

SVP ボード
HA8000 シリーズに搭載され，本体装置の電源制御，およびスケジューリング機能を提供するオプ
ションボードです。

SVP ログ
サーバシャーシまたは SVP ボードで発生したエラーなどのログのことです。

VM ゲスト
VMware や Hyper-V によって提供される仮想的な環境（仮想化サーバ）のことです。なお，
VMware の VM ゲストを VMware ゲスト，Hyper-V の VM ゲストを Hyper-V ゲストと呼びます。

VM ホスト
VMware や Hyper-V などの仮想化プラットフォームのホスト（物理サーバ）のことです。なお，
VMware の VM ホストを VMware ホスト，Hyper-V の VM ホストを Hyper-V ホストと呼びます。

Web 管理コンソール
JP1/ServerConductor のコンソールサービスの機能を Web ブラウザから使用する管理コンソールの
ことです。

Windows サーバ
JP1/ServerConductor で管理対象となる Windows 2000，Windows Server 2003，または Windows
Server 2008 を搭載した PC サーバのことです。

（ア行）
アラート
ホストで発生したエラーなどの情報です。JP1/ServerConductor では，アラート情報を検知できる
ので，ホストの障害を早期に対処できます。
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インベントリ
管理しているホストの OS のバージョン，ハードウェアの状態，ハードディスクの容量など，ホス
トの構成や状態に関する情報です。

エンタープライズ
エンタープライズに表示されている ID をオブジェクト ID といいます。SNMP では管理対象機器の
情報の単位をオブジェクトといい，このオブジェクトの識別子がオブジェクト ID です。SNMP で
はこのオブジェクト ID を使った情報をやり取りします。

（カ行）
管理対象ホスト
JP1/ServerConductor で管理対象となる Windows サーバ，Linux サーバ，および HP-UX サーバの
総称です。

クラスタ
2 台以上のサーバを一つのシステムに見せることで，接続しているクライアントに対して，ホットス
タンバイや高可用性を提供します。

コールドスタンバイ
通信機器やコンピュータシステムを多重化して信頼性を向上させる手法の一つです。

コミュニティ
コミュニティとは SNMP が管理するネットワークシステムの範囲です。管理者はこのコミュニティ
に名前（コミュニティ名）を付けます。コミュニティ名はそのコミュニティの権限に関連づけるパ
スワードの役割も果たします。

（サ行）
サーバアラートログ
サーバで発生したアラートのログのことです。

（タ行）
ディスク割当てリポジトリ
BSM Plus が管理する WWN の情報とおよびディスクの割り当て状態を表示するダイアログボック
スのことです。

（ハ行）
パーティション
電源を ON/OFF にする単位のことです。IA32 サーバモジュールでは，ブレード一枚がパーティ
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ションに相当します。IPF サーバモジュールでは，SMP 構成でない場合はブレード一枚がパーティ
ションに相当し，SMP 構成の場合は SMP 構成の一単位がパーティションに相当します。

フェイルオーバー
サーバに障害が発生した場合に，代替サーバが処理やデータを引き継ぐ機能のことです。

ホスト
JP1/ServerConductor で管理対象となる Windows サーバ，Linux サーバ，および HP-UX サーバの
総称です。

ホットプラグ
通電したままパーツを装着することです。

（マ行）
マネージャ
サーバを集中管理して，システム全体の統括管理をするマシンのことです。

マネージャサービスのログファイル
BSM マネージャサービスが出力するログのことです。また，SNMP プロトコルでの通信情報のロ
グもここに出力されます。

（ラ行）
ランプ制御
管理コンソールから，遠隔地にあるサーバモジュールのランプの点灯状態を操作する機能のことで
す。
システム管理者が遠隔地のサーバモジュールのランプを点灯して，現地の保守員に交換が必要な
サーバモジュールを知らせるといったことができます。
この機能は，管理対象サーバが BladeSymphony 上で稼働している場合だけ利用できます。

ロードバランシング
並列に運用されている機器間での負荷がなるべく均等になるように処理を分散して割り当てること
です。
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[ クラスタ管理 ] ウィンドウ 509

減価償却期間（エージェントサービス） 177
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出力ファイル保存日数（Web コンソールサー
ビス） 216
[ 手動切り替え実行 ] ダイアログボックス
726
手動診断 735
手動同期 301
障害監視 230
[ 障害監視 詳細設定 ] ダイアログボックス
230,327
障害監視設定メニュー（Advanced Agent 環
境設定） 224
障害管理 307
障害発生時処理（BMC 環境設定ユティリ
ティ） 220
障害発生時処理（障害監視 詳細設定）
232,234
障害発生時にプログラムを自動起動する場合
69

スイッチ情報定義ファイル 671
スイッチ情報定義ファイルの記述規則 720
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[ スイッチ情報登録 ] ダイアログボックス
713,718
スケジュール同期 301
ストレージ運用支援 569
ストレージ運用支援機能 570
ストレージ運用支援機能の前提条件 571
ストレージ運用支援機能を無効にする 620
ストレージ運用支援の事前準備 576
[ 図面表示 ] ウィンドウ 304

せ
性能監視 363
製品構成 13
接続 URL（Web コンソールサービス） 264
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セットアップの流れ（クラスタシステムの場

HTML マニュアル） 265
接続管理 435

合） 466

接続管理に関する注意事項 913
[ 接続先アラートアクションサービス登録 /

そ

削除 ] ダイアログボックス 344
接続先アラートアクションサービスの設定
343
[ 接続先マネージャサービス登録 / 削除 ] ダイ
アログボックス 447
[ 接続先マネージャサービス登録 / 削除 ] ダイ
アログボックス（エージェントサービス）
170
[ 接続先マネージャサービス登録 / 削除 ] ダイ
アログボックス（コンソールサービス） 156
[ 接続先マネージャサービスの確認 ] ダイア
ログボックス 441
接続先マネージャサービスの設定（Web コン
ソールサービス） 209
接続先マネージャサービスの設定（エージェ
ントサービス） 170
接続先マネージャサービスの設定（コンソー
ルサービス） 156
接続先マネージャサービスの変更 801
接続先マネージャサービスを確認する 441
設置場所（サーバ情報） 235
設置場所詳細情報（エージェントサービス）
176
設定項目の入力規則 186,189,195,199
設定時の注意事項 913
設定手順（エージェントサービス） 431
設定手順（電源制御スケジュール） 429
設定内容の確認（エージェントサービス）
433

操作対象画面 811
操作対象画面での設定項目 812
[ 操作対象 ] タブ 836
[ 操作対象 ] タブでの設定項目 837
送信タイムアウト時間（Web コンソールサー
ビス） 211
送信タイムアウト時間（エージェントサービ
ス） 179
送信タイムアウト時間（コンソールサービ
ス） 159
送信タイムアウト時間（マネージャサービ
ス） 166
[ 外付スイッチ名称登録 ] ダイアログボック
ス 713,717
そのほかの注意事項 927

た
ダイアログ種別（コンソールサービス） 162
対応しているサービス（クラスタシステムの
場合） 464
待機系サーバへのインストール 474
対処手順（トラブル発生時） 930
タイムアウト時の動作と対処 373
他プログラムとの連携 515
単調増加ファイル 971

ち
注意事項 911

設定内容の確認（電源制御スケジュール）
430

つ

設定内容のコピー（エージェントサービス）
432

通常ログイン 213
通信状態を監視する 375

設定内容のコピー（電源制御スケジュール）
430

通信ログの採取（Web コンソールサービス）
212

セットアップ 93

通信ログの採取（エージェントサービス）
180

セットアップの流れ 95

通信ログの採取（コンソールサービス） 160
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通信ログの採取（マネージャサービス） 167

電源制御をする場合 74

[ 通知アラート ] ウィンドウ 311
通知アラートを確認する 312

電源を OFF にする 387
電源を ON にする 387

通知アラートを表示する 311
通報先 235

電源を強制的に OFF にする 388
電源を制御する 387

ツリー構成で表示する 268
ツリー構成表示 266

転送設定ファイル 246
電話番号（エージェントサービス） 176

て

と

定期診断 733
ディスク情報の表示 602

特定日スケジュールを設定する 392
ドメイン別階層 266

ディスク割当てリポジトリ 981
[ ディスク割当てリポジトリ ] ウィンドウ
602

ドメイン別に表示する 267
トラブルの対処方法 929

データベースからホストを検索する 286

に

[ データベース更新スケジュール設定 ] ダイ
アログボックス 276
データベースの削除 279
データベースの作成 274
データベースの設定 272
[ データベースの選択 ] ダイアログボックス
275
データベースを利用した資産管理に必要な設
定 271

認証情報の設定（マネージャサービス） 164
認証情報の設定（ローカルコンソールサービ
ス） 205

ね
ネットワーク（エージェントサービス設定）
455
ネットワーク（共通）情報（Web コンソール

データベースを利用して資産管理をする 286
デバイス管理エージェントサービス 18

サービス） 210
ネットワーク（共通）情報（エージェント

デバイス管理拡張構成 88
デバイス管理の機能を拡張する場合 88

サービス） 178
ネットワーク（共通）情報（コンソールサー
ビス） 158

デフォルトゲートウェイ（SVP アドレス）
235
電源 OFF 監視（BMC 環境設定ユティリ
ティ） 221
電源 OFF 監視（障害監視 詳細設定）
233,234
電源 ON 監視（障害監視 詳細設定）
232,234
電源制御 263,383
電源制御スケジュールの一括設定 429
電源制御スケジュールを設定する 390

ネットワーク（共通）情報（マネージャサー
ビス） 165
ネットワーク（コンソールサービス設定）
446
ネットワーク（サービス）情報（Web コン
ソールサービス） 211
ネットワーク（サービス）情報（エージェン
トサービス） 179
ネットワーク（サービス）情報（コンソール
サービス） 159

電源制御の概要 384
電源制御の構成 74

ネットワーク（サービス）情報（マネージャ
サービス） 166

電源制御の設定フロー 77
電源制御の方式 384

ネットワーク（マネージャサービス設定）
451
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ネットワーク環境の前提条件 634

表示情報（コンソールサービス） 160

ネットワークスイッチ間接続の設定 671
ネットワークスイッチ情報の設定方式 667

表示情報（ローカルコンソールサービス）
206

ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情
報 GUI 設定方式） 712

ふ

ネットワークスイッチ情報の定義（ポート情
報インポート設定方式） 719
ネットワークスイッチのポート設定の変更
669
ネットワークスイッチ連携機能 667
ネットワークスイッチ連携機能の概要 667
ネットワークスイッチ連携機能の設定 711
ネットワークスイッチ連携機能の対応バー
ジョン 642

は
パーティション 981
パーティション構成時の注意事項 568
パーティションを削除する 565
パーティションを作成する 564

ファイアウォールの例外登録 146
ファイル情報（Web コンソールサービス）
215
[ ファイル情報 ] の表示内容 847
ファイル転送 398,414
フィルタリング 322
フィルタリングしたアラートの通知結果 330
フェイルオーバー 339,462,982
フェイルオーバーの動作確認（クラスタシス
テムの場合） 486
複数サーバを遠隔地から管理する構成 28
複数サーバを遠隔地から管理する構成の設定
フロー 30
複数サーバを遠隔地から管理する場合 28

パーティションを変更する 566
ハードウェア構成図 304

複数接続構成時の注意事項 915
複数の管理サーバで管理する構成 41
複数の管理サーバで管理する場合 41

ハードウェア構成図の表示方法 304
ハードウェア構成を確認する 304

複数の管理サーバで複数の同じ管理対象サー
バを管理する場合 44

[ パスワード設定 ] ダイアログボックス
（Web ゲートウェイサービス） 209

部署番号（エージェントサービス） 175
部署名（エージェントサービス） 175

[ パスワード設定 ] ダイアログボックス
（Web コンソールサービス） 209

[ 復帰・解除実行 ] ダイアログボックス 728

パスワードの設定（Web コンソールサービ
ス） 208
[ パスワード変更 ] ダイアログボックス 445
[ パスワード変更 ] ダイアログボックス
（Web コンソールサービス） 209

ひ
備考（エージェントサービス） 177
日立サーバ仮想化機構 8,782
日立サーバ仮想化機構によるサーバの仮想化
782
必要な準備（LPAR 構成） 858
必要な準備（仮想化プラットフォーム） 888
表示情報（Web コンソールサービス） 214
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へ
変更インストール 101,117

ほ
ポート（通報先） 235
ポート情報 GUI 設定方式 667
ポート情報インポート設定方式 668
ポート番号 144,534
ポーリング 212
ポーリングを行う（Web コンソールサービ
ス） 212
保守情報の取得 399
保守情報の取得と環境設定 400
ホスト 982

索引

ホストおよびサーバシャーシの一括操作 434

ホットプラグ 982

ホストおよびサーバシャーシをグループに分
ける 426

ポップアップ通知情報（コンソールサービ
ス） 161

[ ホスト管理 ] ウィンドウ 262
ホストグループ 573

ま

ホストグループ一覧ファイル 580
ホストグループ一覧ファイルのエクスポート
方法 581
ホストグループ自動割り当ての失敗例と対処
方法 598
ホストグループの自動割り当て 579
ホストグループ割り当て定義ファイル 582
ホストグループ割り当て定義ファイルのイン
ポート 593
ホストグループ割り当て定義ファイルのイン
ポート方法 594
ホストグループ割り当て定義ファイルの作成
582
ホストグループ割り当て定義ファイルの作成
手順 593
ホスト検索機能 271,286
ホスト検索結果の表示形式を切り替える 288
ホスト検索結果を CSV 形式ファイルに出力
する 288
ホスト検索結果をグルーピングする 289
ホスト検索時の検索条件 290
[ ホスト登録・変更 ] ダイアログボックス
694,696
[ ホスト登録 ] ダイアログボックス 437,438
ホストとデータベースの同期を取る 301
ホストの一覧を表示する 266

マネージャ 982
マネージャアラートログ 310
[ マネージャアラートログ ] ウィンドウ 319
マネージャアラートログの CSV 出力 319
マネージャアラートログの印刷 320
マネージャアラートログの表示 318
マネージャアラートログを表示する 318
マネージャサービス 17
[ マネージャサービス設定 ] ダイアログボッ
クス 350,351,450
マネージャサービス追加機能 17
マネージャサービスとエージェントサービス
との通信状態監視 375
マネージャサービスとコンソールサービスと
の通信状態監視 375
マネージャサービスとサーバシャーシ
（SVP）との通信状態監視 378
マネージャサービスの設定 164,450
マネージャサービスのログファイル 982
マネージャサービスを経由して通知する構成
47
マネージャサービスを経由しないでサーバか
ら直接通知する構成 48

み

ホストのインベントリ情報を表示する 281
[ ホスト ] ノードの内容を確認する 705

未確認アラートの有無 262
未通知アラートの表示方法 320

ホスト名 262
ホスト名を変更する場合の注意事項 922

未通知アラートを通知する 331
未通知アラートを表示する 320

ホストを登録する 436
保存設定（マネージャサービス設定） 451

未配置機器の一覧を表示する 778

保存設定情報（マネージャサービス） 167
[ 保存設定 ] タブ 335

め

保存日数（エージェントサービス） 182
ホットスタンバイ構成 625
ホットスタンバイと N+1/N+M コールドスタ
ンバイ機能の相違点 625

名称（通報先） 235
メインメニュー（Advanced Agent 環境設定）
〔BMC の設定〕 223,228
メインメニュー（Advanced Agent 環境設定）
〔SNMP トランスレータの使用〕 550
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メインメニュー（Advanced Agent 環境設定）

ラックの削除 766

〔SVP の設定〕 237
メインメニュー（Advanced Agent 環境設定）

ラックの追加 763
[ ラックの追加 ] ダイアログボックス 763

〔SVP マイクロプログラムの設定〕 241
メインメニュー（HP-UX サーバ） 194

[ ラックマネージャ ] ウィンドウ 752
ランプ制御 399,417,982

メインメニュー（Linux サーバ） 185
メールアドレス（エージェントサービス）
176
メンテナンス完了 732

[ ランプ制御 ] ダイアログボックス
（BS1000/BS320） 417
[ ランプ制御 ] ダイアログボックス
（BS2000） 419

ゆ

り

ユーザ管理情報の設定 251,445
[ ユーザ定義 ] ウィンドウ 289

リソースの依存関係 478
リブート監視
（BMC 環境設定ユティリティ）
221

よ

リブート監視（障害監視 詳細設定） 233,234

予備系サーバモジュールに切り替えたあとの
運用方法 726
予備系サーバモジュールの診断 733
予備系サーバモジュールの選択順序 665
予備系サーバモジュールの適用条件 635
予備系サーバモジュールへの自動切り替え中
止 730
予備系サーバモジュールへの手動切り替えの
実行 726

リブートする 389
リモートコンソール 398,415
[ リモートコンソール ] ダイアログボックス
415
リモートコントロール 398,409
リモートコントロールサービス 18
リモートコントロールビューア 17

れ

予備系への切り替え先 665
予備系への切り替えの方法（N+1 コールドス

レポートスケジュールを設定する 296
連携できるプログラム 516

タンバイ） 646
予備系への切り替えの方法（N+M コールド

連絡先 / 設置情報（エージェントサービス）
175

スタンバイ） 664
[ 予備登録・変更 ] ダイアログボックス
698,699

ろ

予備プール 691
予備プールの内容を確認する 708

ら

ローカルコンソールサービス 18
ローカルコンソールサービスの設定 205
ローカルコンソールの構成（電源制御スケ
ジュールあり） 33

ラックイメージを表示する 779

ローカルコンソールの構成（電源制御スケ
ジュールなし） 33

ラック管理 749
ラック管理の構成 750

ローカルコンソールの設定フロー（電源制御
スケジュールあり） 36

ラックの一覧を表示する 778
ラックの構成変更 765

ローカルコンソールの設定フロー（電源制御
スケジュールなし） 35

[ ラックの構成変更 ] ダイアログボックス
765

ロードバランシング 982
ロギング機能 540
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ログイン情報（Web コンソールサービス）
213
ログイン情報の変更 905
[ ログイン情報の変更 ] ダイアログボックス
906
ログインリトライ回数（Web コンソールサー
ビス） 213
ログインリトライ間隔（Web コンソールサー
ビス） 213
ログファイル 971
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ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内
１．マニュアル情報ホームページ
ソフトウェアマニュアルの情報をインターネットで公開しています。

URL

http://www.hitachi.co.jp/soft/manual/

ホームページのメニューは次のとおりです。
■マニュアル一覧

日立コンピュータ製品マニュアルを製品カテゴリ，マニュアル名称，資料番号の
いずれかから検索できます。

■CD‑ROMマニュアル

日立ソフトウェアマニュアルと製品群別CD‑ROMマニュアルの仕様について記載
しています。

■マニュアルのご購入

マニュアルご購入時のお申し込み方法を記載しています。

■オンラインマニュアル

一部製品のマニュアルをインターネットで公開しています。

■サポートサービス

ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開サービス
を記載しています。

■ご意見・お問い合わせ

マニュアルに関するご意見，ご要望をお寄せください。

２．インターネットでのマニュアル公開
2 種類のマニュアル公開サービスを実施しています。
(1) マニュアル情報ホームページ「オンラインマニュアル」での公開
製品をよりご理解いただくためのご参考として，一部製品のマニュアルを公開しています。
(2) ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開
ソフトウェアサポートサービスご契約のお客様向けにマニュアルを公開しています。公開しているマニ
ュアルの一覧，本サービスの対象となる契約の種別などはマニュアル情報ホームページの「サポートサ
ービス」をご参照ください。

３．マニュアルのご注文

①ご注文はWEBで

WEB

請求書

② 請求書をご送付

BANK
③ 銀行振込でご入金
お客様

日立インターメディックス(株)

④ マニュアルをお届け
マニュアル

① マニュアル情報ホームページの「マニュアルのご購入」にアクセスし，お申し込み方法をご確認の
うえ WEB からご注文ください。ご注文先は日立インターメディックス(株)となります。
② ご注文いただいたマニュアルについて請求書をお送りします。
③ 請求書の金額を指定銀行へ振り込んでください。
④ 入金確認後 7 日以内にお届けします。在庫切れの場合は，納期を別途ご案内いたします。

