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はじめに 
非常に大規模な環境でのディザスタ リカバリでは、1台のHP SIM（HP Systems Insight Manager）ではすべて

のデバイスに必要なすべての保護を提供できない場合があります。相互に補い合う2台のHP SIMサーバーが必

要になることがあります。この場合、一連のイベント ハンドラーを作成することによって、2台のHP SIMサー

バーで相互の監視を実行し、片方の中央管理サーバー（CMS）で障害イベントが発生した場合には、その担当

範囲のイベント通知を他方のCMSが引き継ぐようにします。 

こ の White Paper で は 、 HP SIM に 付 属 す る 多 数 の CLI ツ ー ル の 1 つ で あ り 、 HP の Web サ イ ト

http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html（英語）でも紹介されて

いるCMSコマンド ライン ツール「mxtask」を使用して、イベント ハンドラーを作成する手順について説明し

ます。 

ここでの目標は、2つの地域（たとえばCity AとCity B）のデバイスのイベント通知を管理する2台のHP SIM
サーバーを稼動させることです。正常に稼動している場合は、CMS AがCity Aのサーバーのみを管理し、CMS 
BはCity Bのサーバーのみを管理します。何らかの事情によりCity AのHP SIMサーバー（CMS A）が故障した

場合は、City BのHP SIMサーバー（CMS B）で自動的にこれを検出させ、City AのサーバーとCity Bのサーバー

で発生したアラートを処理するタスクを実行させる必要があります。基本的な設定としては、各CMSにはCity 
AおよびCity Bからの監視対象のすべてのデバイスに関するデータを取得します。このWhite Paperでは、この

フェイルオーバーを実現する方法について説明します。 

基本的な手順は次のとおりです。 

1. カスタマイズ リスト オプションを使用して、2つのイベント収集（City AイベントとCity Bイベント）を作

成します。 

2. サーバーAおよびサーバーBで相互に監視を行わせ、CMSが動作不能になった場合には、そのCityのデバイ

ス用の新しいイベント ハンドラーを有効にするためのカスタム タスクを実行するイベント ハンドラーを

サーバーAおよびサーバーB上に作成します。 

3. サーバーAおよびサーバーBで相互に監視を行わせ、対象となっているCMSがオンラインに戻った場合には、

そのCityのデバイス用のイベント ハンドラーを削除するためのカスタム タスクを実行するイベント ハン

ドラーを作成します。 

サーバーAはAの領域内のサーバー上のイベントを処理し、サーバーBはBの領域内のサーバーからのイベント

を処理します。各サーバー上のWatch Dogイベント ハンドラーは、他方のサーバーが到達可能または到達不

能になることを監視し、イベント ハンドラー タスクを作成または削除します。 

http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html
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図1：通常動作時 

 

 
サーバーBが動作不能になると、サーバーBが復旧するまでの間、サーバーAがBの領域内のサーバーのイベン

トを処理します。すべてのエージェントはイベントを両サーバーに送信するように設定されているので、エー

ジェントを変更する必要はありません。 
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図2：サーバーBが動作不能な場合 

 

 
両CMSは両領域内の全デバイスのデータをすべて取得しますが、CMS AからのイベントはAのデバイスについ

てのみアクティブになり、CMS BからのイベントはBのデバイスについてのみアクティブになります。すべて

のエージェントは両CMSにイベントを送信します。各CMSが受信した他方の領域内のデバイスに関するイベ

ントは、無視されるか、パートナーCMSが動作不能であると判断されるまではパージされます。イベントの

パージについて詳しくは、「付録C - HP SIMからの不要なイベントのパージ」を参照してください。 

カスタム イベント リストの作成 
処理したいイベントのカスタム イベント リストを作成する必要があります。この例では、「MRO Events」と

いうカスタム リストを作成します。これは、特定のサーバー上の特定のハードウェアに関連するイベントで

構成されます。  

カスタム収集またはリストを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [カスタマイズ]をクリックします。[収集のカスタマイズ]画面が表示されます。  
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2. ドロップダウン リストで[イベント]を選択し、[新規]をクリックします。  

 
図3：[収集のカスタマイズ] 

 

 
3. [新規]をクリックすると、画面下部に[新規収集]が表示されます。  
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図4：新しいカスタマイズ収集  

 

 
4. [条件によってメンバーを選択]を選択します。 

5. [条件]ドロップダウン メニューで、[イベント タイプ]と[次]を選択します。 

6. 表示するイベントを選択します。 

7. [追加]をクリックして、他のイベント条件を追加します。 
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図5：カスタマイズ収集の追加 

 

 
8. [名前を付けて収集を保存]をクリックして、収集に名前を付けて保存します。  

「MROイベント」などの名前を入力し、[既存の収集]ドロップダウン リストから[深刻度別イベント]を選

択し、[OK]をクリックして保存します。 
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図6：収集に名前を付けて保存 

 

 
9. このようにして、2つの収集（City AとCity B）を作成します。 

カスタム システム リストの作成 
[カスタマイズ]リンクを使用してシステム収集を作成します。 

カスタム システム収集またはリストを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [カスタマイズ]をクリックします。[収集のカスタマイズ]画面が表示されます。  

2. ドロップダウン リストで、[システム]を選択して、[新規]をクリックします。 
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図7：カスタム システム リストの作成 

 

 
3. [新規]をクリックすると、画面下部に[新規収集]が表示されます。  
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図8：[新規収集] 

 

 
4. [条件によってメンバーを選択]を選択します。 
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図9：[システム名]、[次の文字で始まる] 
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5. [新規収集]下のドロップダウン メニューで、[システム名]と[次の文字で始まる]を選択します。  

6. 検索基準を入力します。  

この例では、dcの文字で始まるシステム名を検索するので、dcの文字を入力します。お使いの環境の命名

規則に合わせるか、その他のシステム条件で検索します。 

7. [名前を付けて収集を保存]をクリックして収集に名前を付けて保存します。  

この例では、「CITYBシステム」という名前を使用しています。  

8. [OK]をクリックして、設定を保存します。この収集を使用して、ハンドラーを作成することができます。 

 
図10：収集に名前を付けて保存 

 

 
9. このようにして、2つの収集（City AとCity B）を作成します。 

カスタム イベント システム コンボ収集の作成 
追加したいイベントのカスタム イベント システム コンボ収集を作成する必要があります。イベント

（「MROイベント」）収集およびシステム（「CITYBシステム」）収集を使用して新しいイベント-システム 
コンボ収集を作成します。 

1. [カスタマイズ]をクリックします。[収集のカスタマイズ]画面が表示されます。  

2. ドロップダウン リストで、[イベント]を選択して、[新規]をクリックします。 
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図11：[収集のカスタマイズ] 

 

 
3. [新規]をクリックしたら、[新規収集]セクションで、[既存イベントおよびシステム収集からメンバーを選

択]を選択します。  
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図12：[新規収集] 

 

4. [イベント収集を選択]で、[MROイベント]を選択します。 

5. [システム収集を選択]で、[CITYBシステム]を選択します。 
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図13：[新規収集] 

 

 
6. [名前を付けて収集を保存]をクリックして収集に名前を付けて保存します。  

7. この例では、「CITYBイベント」を使用します。[OK]をクリックして、設定を保存します。 
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図14：収集に名前を付けて保存 

 

 
少なくとも2つの収集（City Aのシステム収集およびCity Bのシステム収集）を追加する必要があります。City 
Aのデバイスについて、これらのデバイス用に前のイベント システム コンボ収集を使用して標準的なイベン

ト ハンドラーを作成する必要があります（この標準的な通知のセットアップには[オプション]、[自動イベン

ト処理]、[新規タスク]メニュー オプションを使用します）。このハンドラーは常に有効にします。City Bにつ

いても同じ操作を行います。 

他方のCMSのデバイスのイベント ハンドラーをオンおよびオフにするための過渡的な特性を処理するために、

CMSが利用できなくなった場合にのみ他方のCMSデバイスのハンドラーを作成するカスタム ツールを使用し

ます。 

カスタム ツールの作成 
このツールは、CMSが通知を行わなくなったデバイスのイベント ハンドラーを追加します。 

1. [ツール]、[カスタム ツール]、[新しいカスタム ツール]を選択して新しいツールを作成します。 
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図15：[カスタム ツール]メニュー 

 

 
2. [新しいカスタム ツール]画面で、[CMSツール]を選択します。  
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3. [次へ]をクリックします。 

 
図16：作成するツールの選択 

 

 
ツール定義の作成 
必要な名前（「AddHandler」など）、コマンド ファイル、パラメーターを入力します。パス名はDOSの8文
字+「.」（ドット）+3文字の形式でなくてはなりません。この例では、コマンド パスはMXTASKコマンドの位

置です。MXTASKコマンドは新しいイベント ハンドラーの作成に使われるコマンドで、このコマンドでは作成

タスクの規則を示すためにXMLファイルが使用されます。 

この例では、コマンド ファイル パスは次のようになります。 

- /opt/mx/bin/mxtask（LinuxおよびHP-UXの場合） 

C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxtask（Windowsの場合） 

パラメーターは次のとおりです。 

-cf /root/cap.xml（LinuxおよびHPUXの場合）  

-cf C:\cap.xml（Windowsの場合） 

–cfオプションを使用して、XML形式のcap.xmlというファイルからタスクを作成するよう、mxtaskに指示し

ています。XMLファイルの構文について詳しくは、付録を参照してください。 
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ヒント： 
XMLファイルを簡単に作成するには、GUIを使用して必要なイベント ハンド

ラーを作成し、mxtask -If myEventHandler >> cap.xmlを使用してそ

の内容とイベント ハンドラーの構文をキャプチャーします。詳しくは、「付

録A - イベント  ハンドラー」を参照してください。構文を訂正したら、

mxtask –r MyEventHandler（この例ではイベント ハンドラーの名前は

ClaudiasEvents）を実行してタスクを削除します。タスクの修正コマンドは

用意されていないため、必要に応じて作成および削除を行って、ハンドラーを

操作してください。次の図に、このタスクのパスとパラメーターを示します。 

 

 
図17：カスタム ツールの管理 

 

 
[パラメーター付きコマンド]テキスト ボックスに、次のコマンドを入力します 

C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxtask –cf C:\cap.xml 
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4. [OK]をクリックしてツールを作成します。 

 
図18：カスタム ツールの作成 
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5. 新しいツールをテストするには、ツールを選択して[すぐに実行/スケジュール]をクリックします。 

 
図19：[すぐに実行/スケジュール] 
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次の例では、正常に作成されたツールを示します。 

 
図20：タスクの結果 

 

 
イベント ハンドラーの削除ツール 
パートナーCMSが再び利用可能になった場合に実行する、イベント ハンドラーの削除ツールを作成する必要

があります。次のツールは他方のCMS用のイベント ハンドラーを無効にし、削除します。 

1. 新しいカスタム ツール定義を作成します（この例ではコマンド実行パスは追加タスクと同じです）。 

- - /opt/mx/bin/mxtask（LinuxおよびHP-UXの場合） 

C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxtask（Windowsの場合） 
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図21：カスタム タスクの作成 

 

 
6. [パラメーター付きコマンド]テキスト ボックスに次のコマンドを入力します 

C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\mxtask –r ClaudiaEvents 
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パラメーター–r ClaudiaEventsにより、イベント ハンドラー タスクが削除されます。 

 
図22：タスクの結果 

 

 
Watch Dogイベント ハンドラーの作成 
City A用およびCity B用のカスタム イベント システム コンボ収集を作成し、イベント ハンドラーの追加用お

よび削除用のカスタム ツールを作成したので、次にWatch Dogサービスを提供するイベント ハンドラーを作

成します。Watch Dogサービスは、パートナーCMSに障害が発生したこと、およびAddHandlerイベントを

作成して有効にする必要があることを通知します。 

City AのCMSがCity BのCMSを監視し、City BのCMSがCity AのCMSを監視するように、他方のHP SIMサー

バーを監視するイベント ハンドラーを各HP SIMサーバー上に作成します。 

1. [オプション]メニューから[イベント]、[自動イベント処理]、[新規タスク]を選択します。 
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図23：[オプション]メニュー 
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2. イベント ハンドラーに名前を付けます。  

この例では、「自動イベント ハンドラー1」です。 

 
図24：[自動イベント処理] – [新規タスク] 
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3. [指定するイベント属性を使用]オプションを選択して[次へ]をクリックします。 

 
図25：[指定するイベント属性を使用] 

 

 
4. [イベント タイプ]で[Systems Insight Management Event]タイプの[System is unreachable]イベントを選

択し、[次へ]をクリックします。 
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図26：[System is unreachable] 
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5. システム名で他方のHP SIMサーバーのデバイス名を選択し、監視の対象とするHP SIMサーバーを選択します。 

 
図27：監視対象のHP SIMサーバー 
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6. 先ほど作成したイベント ツールを選択します。この例では、カスタム ツール「ツールA」です。  

7. イベントが発生したときに分かるように、電子メール通知を作成します。 

 
図28：イベント ツールの選択 
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8. [次へ]をクリックします。時間フィルターはオプションです。  

 
図29：時間フィルターなし 
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9. 確認して終了します。 

 
図30：確認と終了 

 

 
10. イベント ハンドラーの削除についても同じ手順を繰り返し、他方のCMSのステータスで[Available]を選

択し、[イベント ハンドラーの削除カスタム ツール]を選択します。 
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付録A - イベント ハンドラー 

イベント ハンドラーの作成 
City AおよびCity B用に作成した2つのカスタム イベント システム コンボ収集を使用して、CITYB CMSが到達

不能になった場合に有効になるイベント ハンドラーを作成することができます。このタスクは、カスタム 
ツールによって作成されます。 

このタスクのツール定義をXML形式で入手するには、次のイベント ハンドラーを作成してからmxtask -If 
<ハンドラー名>コマンドを実行します。 

City BのCMSが到達不能になった場合にCITY BのシステムをCity AのCMSによって管理するためのイベント ハ
ンドラーを作成します。CMS Bで同じ手順を繰り返して、CMS Aが停止したときのイベント ハンドラーを作

成します。 

1. [オプション]メニューから[イベント]、[自動イベント処理]、[新規タスク]を選択します。 

 
図1：[オプション]メニュー 
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2. 名前を入力します。この例では「不明なイベント」を使用します。 

 
図2：名前の入力 
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3. 新規に作成したイベント-システム コンボ収集であるCITYBイベント収集を選択して[次へ]をクリックし

ます。 

 
図3：イベント収集の選択 
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4. この収集をCITYBシステムに割り当てて（[担当者の割り当て]、[担当者]）、[次へ]をクリックします。 

 
図4：イベントの割り当て 
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5. [次へ]をクリックします。時間フィルターはオプションです。 

 
図5：時間フィルターなし 

 

 
6. 確認して終了します。 

 
図6：確認と終了 

 

 
7. 他方のCMSについても同じ手順を繰り返します。 
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付録B - イベント ハンドラーXMLファイルの例 

以下に示すのは、mxtask -lfを使用して抽出したXMLです。クエリ名にはCITYB Event comboを使用していま

す。この例では、このWhite Paperからカット＆ペーストすることができます。先ほどの例で使用したXML
ファイルはC:\Docume~1\Administrator\cap.xmlです。このクエリ名を、実際に作成したクエリに変更

してください。GUIを使用してイベント ハンドラー タスクを作成します（上記のWatch Dogイベント ハン

ドラーの作成手順と同じ）。次に、CLIツールを使用してエクスポートします。 

例： mxtask -lf ClaudiasEvents >> cap.xml 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<task-list> 
    <task name="AutomaticEventHandler1" type="add" 
owner="dl360auto4\Administrator" state="enabled"> 
        <toolname>Action on Events</toolname> 
        <queryname>CITYB Event combo</queryname> 
        <scheduleinfo /> 
        <timefilter /> 
        <toolparams><?xml version="1.0"?> 
<XeObject 
className="com.hp.mx.core.tools.actiononevents.ActionOnEventsTaskParamete 
rs" classVersion="2"> 
 <Property name="wizardMode"> 
  <Simple>1</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="sendPage"> 
  <Simple>false</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="pagerMode"> 
  <Simple>1</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="pagerMessage"> 
  <Simple></Simple> 
 </Property> 
 <Property name="pagingUsers"> 
  <List size="0"> 
  </List> 
 </Property> 
 <Property name="sendMail"> 
  <Simple>false</Simple> 
 </Property> 

 <Property name="mailTo"> 

  <Simple></Simple> 
 </Property> 
 <Property name="mailCC"> 
  <Simple></Simple> 
 </Property> 
 <Property name="mailSubject"> 
  <Simple></Simple> 
 </Property> 
 <Property name="mailFormat"> 
  <Simple>1</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="mailEncoding"> 
  <Simple>UTF-8</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="launchApp"> 
  <Simple>false</Simple> 
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</Property> 
 <Property name="appLaunchTool"> 
  <Simple></Simple> 
 </Property> 
 <Property name="appLaunchTaskName"> 
  <Simple></Simple> 
 </Property> 
 <Property name="forwardTrap"> 
  <Simple>false</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="trapRecepients"> 
  <List size="0"> 
  </List> 
 </Property> 
 <Property name="assignEvent"> 
  <Simple>true</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="assignee"> 
  <Simple>CMS-A</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="clearEvent"> 
  <Simple>false</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="logEvent"> 
  <Simple>false</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="forwardWbem"> 
 
  <Simple>false</Simple> 
 </Property> 
 <Property name="WbemURL"> 
  <Simple></Simple> 
 </Property> 
</XeObject> 
</toolparams> 
    </task> 

         </task-list> 
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付録C – HP SIMからの不要なイベントのパージ 
1. [オプション]、[イベント]、[イベントの削除]メニュー項目をクリックします。 
 

 
図1：[オプション]メニュー 
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2. イベント収集を選択します。この例ではCITYBイベントを使用します。 

 
図2：イベント収集 
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3. [適用]および[スケジュール]をクリックします。 

 
図3：[スケジュール] 
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4. タスクの名前を入力します。この例では、タスクに「MROイベントの削除」という名前を付け、週に1度
の実行スケジュールにします。CMSデータベースを整理し、応答をより速くするために、すべてのイベン

トを週に1度または月に1度の割合で実行するようにスケジュール設定することをおすすめします。スケ

ジュール設定することにより、重要なイベントのバック ログを1週間保持することもできます。 

 
図4：イベントの削除 
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詳細情報  

http://www.hp.com/jp/hpsim 
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