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1概要
HP Insight Control for VMware vCenter Server (Insight Control for vCenter) には、VMware vCenter
Server に対するコア Insight Control 機能、HP Insight Control Server Module for vCenter (Server
Module for vCenter)、および HP Insight Control Storage Module for vCenter (Storage Module for
vCenter) が含まれています。
Insight Control for vCenter は、統合された単一アプリケーションとして配布されます。このア
プリケーションは、3 つのモジュールで構成されています。コアモジュールは必須コンポーネ
ントですが、Server Module for vCenter と Storage Module for vCenter は、インストール時に
ユーザーが選択するオプションコンポーネントです。

コアモジュール Server Module for vCenter と Storage Module
for vCenter が必要とするフレームワークを提供
します。

Server Module for vCenter VMware 環境における HP サーバーの包括的な
監視、ファームウェアアップデート、ESX/ESXi
イメージデプロイメント、リモート制御、Virtual
Connect、電力最適化などのサーバーハードウェ
ア管理機能を提供します。

Storage Module for vCenter HP ストレージアレイ上の LUN に VM、データ
ストア、およびホストをマッピングするための
ストレージ構成情報およびステータス情報を提
供します。

HP P4000、P2000 G3 MSA、および P6000
EVA アレイ上でのプロビジョニングをサポート
しています。サポートされるプロビジョニング
タスクには、データストアの作成、拡張、削
除、VM の新規作成、クローン作成などがあり
ます。

インストール手順については、『HP Insight Control for VMware vCenter Server インストールガ
イド』を参照してください。
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2 Insight Control for vCenter の設定
Insight Control for vCenter は、vCenter Server 環境においてプラグインとして管理されます。い
くつかの設定は、Insight Control for vCenter と vCenter Server の間の通信に影響を与える可能
性があります。vSphere Client の [Home Settings] ページで管理するこれらの設定により、以下
の機能を実行できます。

• 背景色のテーマの選択

• 認証情報の管理

• 自己署名の証明書の生成、または証明書への署名の要求

• 新しい証明書のアップロード

[Home Settings] ページにアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Client のホームページに移動します。
2. [管理] の下で、[HP Insight Management Administration] アイコンをクリックします。

デフォルトで [GUI Theme Selection] ページが表示されます。

このホームページで、ドロップダウンリストを使用して以下の管理ページにアクセスできま
す。

• GUI Theme Selection
[GUI Theme Selection] ページで、GUI に関する好みの表示を選択できます。明るい背景に
暗い文字を表示する、または暗い背景に明るい文字を表示する、のいずれかです。

• vCenter Credential Management
[vCenter Credential Management] ページには、現在パスワードデータベースにあるすべて
のユーザー名が示されます。既存のパスワードを削除したり、新しいパスワードをデータ
ベースに入力したりすることができます。

• Certificate Upload
[Certificate Upload] ページでは、証明機関から返された署名済み証明書要求をアップロー
ドできます。

• Generate Self-signed Certificate
[Generate Self-signed Certificate] ページでは、Insight Control for vCenter の新しい自己署名
証明書を生成したり、証明機関による署名を得るための証明書署名要求を生成したりする
ことができます。

• Server Password Management
サーバーモジュールをインストールした場合は、[Server Credential Management] ページ
で現在のサーバーパスワードを表示したり変更したりできます。

このページを使用して、iLO、Onboard Administrator、Virtual Connect、VMware ホスト、
SNMP コミュニティストリング、および HP SIM の認証情報を入力します。

• Server Module Configuration
[Server Module Configuration] ページには、イベントおよびポーリングの設定に関する情
報が表示されます。

オプションのサーバーモジュールまたはストレージモジュールをインストールした場合は、他
のオプションも使用できます。
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重要: プロキシ対応 Windows クライアントは、iLO 3 を使用している ESX ホストとの通信に
失敗する可能性があります。この問題が発生した場合は、Insight Control for vCenter/vSphere
クライアントと、ESX/ESXi ホストシステムとして動作している ProLiant サーバー上の iLO 3
との間で、Windows Proxy Server を無効化またはバイパスする必要があります。手順について
は、「VM ホストでの iLO との通信エラー」 (87 ページ) を参照してください。

Server Module for vCenter の設定
Server Module for vCenter をインストールした後、vSphere Client の [Home Settings] ページで
Server Module の機能を管理できます。
[Home Settings] ページにアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Client のホームページに移動します。
2. [管理] の下で、[HP Insight Management Administration] アイコンをクリックします。

デフォルトで [GUI Theme Selection] ページが表示されます。

このホームページで、ドロップダウンリストを使用して以下のサーバー管理ページにアクセス
できます。

• Server Password Management
[Server Password] ページで現在のサーバーパスワードを表示したり変更したりできます。

• Server Module Configuration
[Server Module Configuration] ページには、イベントおよびポーリングの設定に関する情
報が表示されます。

Onboard Administrator シングルサインオン
SSO を有効にするには、Insight Control for vCenter の証明書を Onboard Administrator にアッ
プロードする必要があります。

1. Onboard Administrator で、[ユーザー/認証]→[ローカル ユーザー]→[HP SIM 統合]の順に移
動します。

2. 信頼モードを [証明書による信頼]に設定します。
3. 次のいずれかの方法を使用して、証明書を見つけコピーします。

• vSphere Client で、HP のホーム設定ページにアクセスします。「Server Module for
vCenter の設定」 (8 ページ) を参照してください。
[Certificate Administration] タブをクリックします。[Self Signed Certificate] テキスト
ボックスからテキストをコピーします。

• 次のファイルの証明書にアクセスします。

インストール先\share\server.pem

このファイルを、メモ帳などのテキストエディターで開いて、テキストをコピーしま
す。

4. [Onboard Administrator SIM Integration Certificate Upload] タブをクリックし、Insight Control
for vCenter の証明書の内容をボックスに貼り付けます。

VMware ホストから iLO への関連付け
Insight Control for vCenter が HP の管理情報を正しく表示できるように、VMware ホストを対
応 iLO に関連付ける必要があります。iLO 関連付けの方法は、Insight Control for vCenter のバー
ジョンと、VMware ホスト設定によって異なります。
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自動での関連付け

次の条件が満たされたときに、ホストから iLO への自動的な関連付けが実行されます。

• Insight Control for vCenter バージョン 6.3 以降で、HP Management Agents for VMware
ESX または HP ESXi Offline Bundle for VMware ESXi がホストにインストールされている。

• Insight Control for vCenter Versions 6.2.2 以前では、環境の中に HP SIM が存在している場
合は、HP SIM によって関連付けが自動的に誘導されます。HP SIM では、HP Management
Agents for VMware ESX または HP ESXi Offline Bundle for VMware ESXi がホストにインス
トールされていることが要求される可能性があります。

手動での関連付け

VMware の [Power Management] 設定、または Insight Control for vCenter の [Host Properties]
ページのどちらかを使用して、ホストを iLO に手動で関連付けることができます。手動での関
連付けは、Insight Control for vCenter のすべてのバージョンでサポートされています。

VMware の [Power Management] 設定の使用
1. vSphere のユーザーインターフェイスで、関連付けを行うホストを選択し、次に [構成]タ

ブをクリックします。

2. [ソフトウェア] セクションで、[電力管理]をクリックします。
3. [電力管理]リンクをクリックします。

[Edit IPMI/iLO Settings] ダイアログボックスが表示されます。図 1 (9 ページ) を参照して
ください。

図 1 [Edit IPMI/iLO Settings] ダイアログボックス

4. iLO ユーザー名、iLO パスワード、iLO の IP アドレス、および iLO の MAC アドレスを入
力し、[OK] をクリックします。

Insight Control for vCenter の [Host Properties] ページの使用
1. ホストを選択して、[HP Insight Managment] タブをクリックします。
2. カーソルを [Settings] アイコンに合わせ、[Host Properties] を選択します。
3. iLO の IP アドレスまたはホスト名を入力し、ユーザー名とパスワードを入力します。

Storage Module for vCenter の設定
Storage Module for vCenter をインストールした後、Storage Administrator Portal を使用してス
トレージアレイと管理サーバーを設定します。HP VASA 機能 (ESXi 5.0 以降) を設定する場合
は、ストレージアレイと管理サーバーを設定した後、「VMware VASA プロバイダーの設定」
(18 ページ) の手順に従ってください。
Storage Administrator Portal の詳細は、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を
参照してください。

設定手順については、「アレイと管理サーバーの設定」 (10 ページ) および「VMware VASA
プロバイダーの設定」 (18 ページ) を参照してください。
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Storage Administrator Portal の概要
Storage Administrator Portal を使用すると、Storage Module for vCenter で管理できるようにア
レイと管理サーバーを設定することができます。

プロビジョニングをサポートするアレイを対象に、Storage Administrator Portal を使用してス
トレージプールに対するアクセス権限を割り当てます。Full Access に設定されているストレー
ジプールでの、新しいデータストアの追加、既存のデータストアの削除または拡張、新しい
VM の作成、既存の VM のクローン作成など、ストレージのプロビジョニング操作には、vSphere
Client を使用できます。詳細は、「ストレージのプロビジョニング」 (62 ページ) を参照して
ください。

Storage Administrator Portal にアクセスするには、以下の手順に従ってください。
1. 次のいずれかの方法を使用して、Storage Administrator Portal を開始します。

• [スタート]メニューから - [スタート]→[HP Insight Control for vCenter]→[Storage
Administrator Portal for vCenter]順に選択します。

• [デスクトップ]から - デスクトップにある Storage Administrator Portal for vCenter ア
イコンをダブルクリックします。

Storage Administrator Portal のログイン画面が表示されます。
2. ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

これは、インストールプロセス中に設定したログイン情報です。

設定済みのアレイと管理サーバーのリストが表示され、アレイの名前、種類、モデル、
ファームウェア、識別子、管理サーバー/管理対象アレイ、ストレージプール、およびス
トレージプールのアクセス設定が示されます。アレイが最近追加され更新が行われていな
い場合や、アレイにアクティブ管理サーバーが割り当てられていない場合、[Array Model]
および [Array Firmware] 列には [No Active Managers] と表示されます。

ヒント: 最近アクティブマネージャーを追加したのに [No Active Managers] と表示され
る場合は、[Refresh] をクリックして、新しいマネージャーに関する情報を取得します。

アレイと管理サーバーの設定

1. HP ストレージアレイと管理サーバーがネットワーク接続の要件を満たしていることを確
認します。

詳細は、『HP Insight Control for VMware vCenter Server インストールガイド』を参照して
ください。

2. アレイおよび管理サーバーを追加、変更、および削除するには、以下の各項の手順に従っ
てください。

• 「HP P4000 アレイの追加 」 (11 ページ)

• 「HP 3PAR アレイの追加 」 (11 ページ)

• 「HP P6000 Command View 管理サーバーの追加 」 (12 ページ)

• 「HP P6000 EVA の追加 」 (13 ページ)

• 「HP MSA2000 G2 アレイの追加 」 (14 ページ)

• 「HP P2000 G3 MSA システムの追加 」 (14 ページ)

• 「HP P9000 アレイの追加 」 (15 ページ)

• 「HP XP アレイの追加 」 (16 ページ)

• 「設定済みアレイおよび管理サーバーの変更 」 (17 ページ)

• 「アレイまたは管理サーバーの削除 」 (18 ページ)
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3. Storage Administrator Portal の [Refresh] をクリックするか、任意の [Storage Module for
vCenter] ページの右上隅にある更新アイコン をクリックして Storage Module for vCenter
のデータを手動で更新します。

手順については、「データの手動更新」 (39 ページ) を参照してください。
4. アレイが正しく設定されていることを確認します。

たとえば、ホストを選択して [Storage Details] ページに移動します。[HP Insight Management]
タブに、選択したホストが使用するアレイからのデータが表示されることを確認します。
GUI の操作については、「ストレージモジュールによる [HP Insight Management] タブの
操作」 (34 ページ) を参照してください。

HP P4000 アレイの追加
HP P4000 アレイ (「管理グループ」とも呼ばれます) を追加するには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

2. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

3. [Type] リストで、[HP P4000] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP P4000 (2 of 4)] ページが表示されます。

4. 追加するアレイを管理する P4000 ストレージノードへの接続に必要なホスト名または IP
アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力して、[Next] をクリックします。
[Add HP P4000 (3 of 4)] ページが表示され、指定したアレイとそのアレイのすべてのスト
レージノードが示されます。

5. [Next] をクリックします。
[Add HP P4000 (4 of 4)] ページが表示され、選択したアレイ上のストレージプールが示さ
れます。

6. Storage Module for vCenter によるプロビジョニングを有効にするには、1 つまたは複数の
ストレージプールの [Full Access] チェックボックスを選択します。
特定のストレージプールでプロビジョニング操作を実行しない場合は、そのストレージ
プールの Full Access 権限を有効にする必要はありません。

7. [Finish] をクリックします。
ストレージノードが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追加されます。

HP 3PAR アレイの追加
HP 3PAR ストレージシステムを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. Storage Administrator Portal にログインします。

手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

2. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

3. [Type] リストで、[HP 3PAR Storage System] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP 3PAR Storage System (2 of 3)] ページが表示されます。
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4. 追加する HP 3PAR ストレージシステムを管理する HP 3PAR InServ Server への接続に必要
なホスト名または IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力して、[Next] をク
リックします。

[Add HP 3PAR Storage System (3 of 3)] ページが表示され、選択した管理サーバーおよび
ストレージシステムが示されます。

5. [Finish] をクリックします。
HP 3PAR ストレージシステムが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追
加されます。

注記: HP 3PAR アレイは、Storage Module for vCenter によるプロビジョニングはサポー
トしません。

HP P6000 Command View 管理サーバーの追加
vSphere Client で HP P6000 EVA の情報を表示するには、Storage Administrator Portal を使用
して P6000 Command View (旧称 HP StorageWorks Command View EVA) 管理サーバーと
P6000 EVA を追加します。管理サーバーおよび関連付けられたアレイは 1 回の手順で追加で
きます。また、P6000 Command View 管理サーバーと P6000 EVA を別々に追加してどちらか
を変更することで関連付けることもできます。P6000 を別に追加するための手順については、
「HP P6000 EVA の追加 」 (13 ページ) を参照してください。

注記: HP P6000 Command View に関する一般的な説明は、旧バージョンの HP Command
View EVA にも適用されます。P6000 は、EVA 製品ファミリの新しいブランド名です。

P6000 Command View 管理サーバーを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. Storage Administrator Portal にログインします。

手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

2. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

3. [Type] リストで、[HP P6000 Command View] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP P6000 Command View (2 of 4)] ページが表示されます。

4. 追加する P6000 Command View 管理サーバーへの接続に必要なホスト名または IP アドレ
ス、ユーザー名、およびパスワードを入力して、[Next] をクリックします。
[Add HP P6000 Command View EVA (3 of 4)] ページが表示されます。[Available HP P6000
EVAs] ボックスに、P6000 Command View サーバーが (アクティブまたはパッシブで) 管
理する、使用可能なすべての P6000 EVA が表示されます。[Selected HP P6000 EVAs] ボッ
クスに、Storage Module for vCenter で監視する予定の P6000 EVA が表示されます。

5. アレイを追加するには、使用可能な 1 つまたは複数のアレイを選択して、[Add] をクリッ
クします。

アレイを削除するには、1 つまたは複数のアレイを選択して、[Remove] をクリックしま
す。

ヒント: アレイをすべて追加または削除する場合は、[Add All] または [Remove All] をそ
れぞれクリックします。

[Add HP P6000 Command View (4 of 4)] ページが表示され、選択した P6000 EVA 上のス
トレージプールが示されます。

以前に、パッシブで管理される 1 つまたは複数の P6000 EVA を選択した場合、その EVA
アレイのアクティブな P6000 Command View 管理サーバーを追加するときにそれらのア
レイのストレージプールアクセスを設定する必要があります。
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6. Storage Module for vCenter によるプロビジョニングを有効にするには、1 つまたは複数の
ストレージプールの [Full Access] チェックボックスを選択します。
特定のストレージプールでプロビジョニング操作を実行しない場合は、そのストレージ
プールの Full Access 権限を有効にする必要はありません。

7. [Finish] をクリックします。
[Configured Arrays and Management Servers] リストに、管理サーバーと選択したすべて
のアレイが追加されます。

HP P6000 EVA の追加
P6000 EVA の情報を表示するには、Storage Administrator Portal を使用してアレイを追加し、
そのアレイを P6000 Command View 管理サーバーに関連付けます。Storage Module for vCenter
の初期設定中には、「HP P6000 Command View 管理サーバーの追加 」 (12 ページ) で説明さ
れているように、P6000 EVA と P6000 Command View 管理サーバーを 1 回の手順で追加し
ます。初期設定の完了後には、P6000 EVA と P6000 Command View 管理サーバーの関連付け
を、管理サーバーまたは P6000 EVA の設定を変更することで追加および削除できます。

注記: P6300 および P6500 EVA のリリースにより、EVA 製品ファミリのブランド名が HP
P6000 EVA に変更されました。すべての旧 EVA モデルの製品名は、変更されません。サポー
トされる P6000 EVA モデルについては、HP の SPOCK の Web サイト http://www.hp.com/
storage/spock (英語) を参照してください。

P6000 EVA を別に追加するには、以下の手順に従ってください。
1. Storage Administrator Portal にログインします。

手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

2. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

3. [Type] リストで、[HP P6000 EVA] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP P6000 EVA (2 of 3)] ページが表示されます。[Array Name] リストに、使用でき
るすべての P6000 EVA が表示されます。[Available P6000 Command View servers] ボッ
クスには、選択した P6000 EVA を管理する設定済み P6000 Command View サーバーが
すべて表示されます。[Selected P6000 Command View servers] ボックスには、選択した
P6000 EVA の管理に Storage Module for vCenter が使用できる P6000 Command View
サーバーがすべて表示されます。

4. 管理するアレイを選択します。

5. P6000 Command View サーバーを追加するには、使用できるサーバーを 1 つまたは複数
選択して、[Add] をクリックします。
サーバーを削除するには、1 つまたは複数のサーバーを選択して、[Remove] をクリックし
ます。

注記: 使用可能なサーバーのリストに表示されるのは、「HP P6000 Command View 管
理サーバーの追加 」 (12 ページ) の手順を使用して追加した P6000 Command View 管理
サーバーだけです。

ヒント: P6000 Command View サーバーをすべて追加または削除する場合は、[Add All]
または [Remove All] をそれぞれ選択します。

6. [Next] をクリックします。
[Add P6000 EVA (3 of 3)] ページが表示され、選択した P6000 EVA 上のストレージプー
ルが示されます。
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7. Storage Module for vCenter によるプロビジョニングを有効にするには、1 つまたは複数の
ストレージプールの [Full Access] チェックボックスを選択します。
特定のストレージプールでプロビジョニング操作を実行しない場合は、そのストレージ
プールの Full Access 権限を有効にする必要はありません。

8. [Finish] をクリックします。
アレイが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追加されます。

HP MSA2000 G2 アレイの追加
HP MSA2000 G2 ストレージアレイを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. MSA2000 G2 ファームウェアのサポートされるバージョンがインストールされているこ

とを確認します。

サポートされるファームウェアバージョンについては、HP の SPOCK の Web サイト
http://www.hp.com/storage/spock (英語) を参照してください。

2. MSA2000 G2 SMI-S proxy provider が、Storage Module for vCenter と同じサーバーにイ
ンストールされていることを確認します。

Insight Control for vCenter のインストーラーは、MSA SMI-S proxy provider installer のバー
ジョン 1.1.2.0 および『HP MSA2000 G2 SMI-S Proxy Provider User Guide』を次のフォ
ルダーに配置します。

install directory\Storage\tools

重要: VMware 環境で MSA のサポートを追加するには、MSA SMI-S proxy provider の
バージョン 1.1.2.0 をインストールする必要があります。Storage Module for vCenter で
は、それより古いバージョンの MSA SMI-S proxy provider はサポートされません。インス
トール手順については、MSA SMI-S proxy provider のマニュアルを参照してください。
P6000 Command View と MSA SMI-S proxy provider を同じサーバー上で共存させること
はできません。

3. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

4. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

5. [Type] リストで、[HP MSA2000 G2] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP MSA2000 G2 (2 of 2)] ページが表示されます。[Array Serial Number] リストに、
使用できるすべての MSA2000 G2 アレイが示されます。

6. アレイを選択して、[Finish] をクリックします。
アレイが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追加されます。

注記: MSA2000 G2 アレイは、Storage Module for vCenter によるプロビジョニングは
サポートしません。

HP P2000 G3 MSA システムの追加
HP P2000 G3 MSA システムを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. サポートされるバージョンの P2000 MSA G3 ファームウェアがインストールされている

ことを確認します。

サポートされるファームウェアバージョンについては、HP の SPOCK の Web サイト
http://www.hp.com/storage/spock (英語) を参照してください。
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2. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

3. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

4. [Type] リストで、[HP P2000 G3 MSA] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP P2000 G3 MSA (2 of 4)] ページが表示されます。
P2000 G3 MSA システムは、1 台または 2 台のコントローラーで管理されます。コント
ローラーが 2 台ある場合、ソフトウェアは一方のコントローラーに接続した後でもう一方
のコントローラーを検出します。

5. 追加する P2000 G3 MSA システムを管理するコントローラーへの接続に必要なホスト名
または IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力して、[Next] をクリックしま
す。

[Add HP P2000 G3 MSA (3 of 4)] ページが表示され、選択したストレージアレイおよびコ
ントローラーが示されます。

6. [Next] をクリックします。
[Add HP P2000 G3 MSA (4 of 4)] ページが表示され、選択した P2000 G3 MSA システム
上のストレージプールが示されます。

7. Storage Module for vCenter によるプロビジョニングを有効にするには、1 つまたは複数の
ストレージプールの [Full Access] チェックボックスを選択します。
特定のストレージプールでプロビジョニング操作を実行しない場合は、そのストレージ
プールの Full Access 権限を有効にする必要はありません。

8. [Finish] をクリックします。
P2000 G3 MSA システムが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追加さ
れます。

HP P9000 アレイの追加
HP P9000 アレイを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. P9000 アレイからのコマンドデバイスが、Storage Module for vCenter を実行するホスト

に提供されていることを確認します。コマンドデバイスでセキュリティが無効になってい
ることを確認します。

2. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

3. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

4. [Type] リストで、[HP P9000 Storage Array] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP P9000 Storage Array (2 of 2)] ページが表示されます。[Array Serial Number] リ
ストに、使用できる P9000 アレイが示されます。

5. アレイを選択します。

6. リモート Web コンソールのホスト名または IP アドレス、ユーザー名、およびパスワード
を入力して、[Finish] をクリックします。
アレイが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追加されます。

注記: P9000 アレイは、Storage Module for vCenter によるプロビジョニングはサポート
しません。
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HP XP アレイの追加
HP XP アレイを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. XP アレイからのコマンドデバイスが、Storage Module for vCenter を実行するホストに提

供されていることを確認します。

2. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

3. [Add] をクリックします。
[Add Storage Array or Management Server (1 of ...)] ページが表示されます。

4. [Type] リストで、[HP XP Disk Array] を選択して、[Next] をクリックします。
[Add HP XP Disk Array (2 of 2)] ページが表示されます。[Array Serial Number] リストに、
使用できる XP ディスクアレイが示されます。

5. アレイを選択します。

6. リモート Web コンソールのホスト名または IP アドレス、ユーザー名、およびパスワード
を入力して、[Finish] をクリックします。
アレイが [Configured Arrays and Management Servers] リストに追加されます。

注記: XP アレイは、Storage Module for vCenter によるプロビジョニングはサポートしま
せん。

アレイと管理サーバーの表示

設定済みアレイと管理サーバーを表示するには、Storage Administrator Portal にログインしま
す。

手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してください。
設定済みのアレイおよび管理サーバーのリストが表示されます。リストには、次の情報が示さ
れます。

• [Name] - アレイまたは管理サーバーの名前

• [Type] - アレイまたは管理サーバーのタイプ

• [Array Model] - アレイモデル

• [Array Firmware] - アレイファームウェアのバージョン

• [Array Identifier] - アレイ識別子

P4000 - 管理グループ名◦
◦ 3PAR - アレイのシリアル番号

◦ P6000 EVA - アレイの WWNN

◦ P2000/MSA2000 - アレイのシリアル番号

◦ P9000/XP - アレイのシリアル番号

• [Managers/Managing] - 示されているアレイの管理サーバーまたは示されている管理サー
バーに管理されているアレイ

• [Storage Pool] - 使用できるストレージプール

• [Access] - 各ストレージプールのアクセス設定
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設定済みアレイおよび管理サーバーの変更

設定済みのアレイまたは管理サーバーには、次の変更を加えることができます。

• P6000 EVA:

P6000 Command View 管理サーバーのユーザー名またはパスワードの変更。◦
◦ P6000 EVA に関連付けられている P6000 Command View サーバーのリストの変更。

◦ P6000 Command View サーバーに関連付けられている P6000 EVA のリストの変更。

• P6000 EVA、P4000、および P2000 G3 MSA アレイ: ストレージプールのアクセス権限の
変更。

• XP および P9000 アレイ: リモート Web コンソールのホスト名または IP アドレス、ユー
ザー名、およびパスワードの変更。

• 3PAR アレイ: 管理サーバーのホスト名または IP アドレス、ユーザー名、およびパスワー
ドの変更。

注記: 
• P6000 Command View サーバーに変更を加えるには、P6000 Command View サーバーの

パスワードが必要です。

• P4000 アレイの情報を変更するには、ストレージノードのパスワードが必要です。

• P2000 G3 MSA アレイの情報を変更するには、コントローラーのユーザー名およびパス
ワードが必要です。

設定済みのアレイまたは管理サーバーに変更を加えるには、以下の手順に従ってください。

1. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

2. [Configured Arrays and Management Servers] リストでアレイまたは管理サーバーを選択
して、[Modify] をクリックします。
[Modify management server or array type] ページが表示されます。

3. アレイのタイプに合わせて、次のいずれかの操作を実行します。

• P6000 Command View 管理サーバー、P4000 アレイ、および P2000 G3 MSA アレイ
の場合: 必要なユーザー名とパスワードを入力し、[Next] をクリックします。

注記: P6000 EVA を使用している場合、この手順は、P6000 Command View 管理
サーバーについてのみ必要です。P6000 EVA に変更を加える場合は、ホスト名、ユー
ザー名、およびパスワードは不要です。

• XP および P9000 アレイの場合: リモート Web コンソールのホスト名または IP アド
レス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。

• 3PAR アレイの場合: 管理サーバーのホスト名または IP アドレス、ユーザー名、およ
びパスワードを入力します。

次の [Modify management server or array type] ページが表示されます。
4. アレイのタイプに合わせて、次のいずれかの操作を実行します。

• XP、P9000、および 3PAR アレイの場合: ステップ 6に進んでください。

• P6000 EVA および P6000 Command View 管理サーバーの場合: 必要に応じて、P6000
Command View またはアレイの関連付けを更新して、[Next] をクリックします。
P4000 アレイの場合: ストレージノードの管理グループ名および IP アドレスを確認し
て、[Next] をクリックします。
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• P2000 G3 MSA アレイの場合: コントローラーのストレージアレイ名および IP アドレ
スを確認して、[Next] をクリックします。

次の [Modify management server or array type] ページが表示されます。
5. 選択したアレイ上のストレージプールに対するアクセス権限を指定します。

• Storage Module for vCenter によるプロビジョニングを有効にするには、1 つまたは複
数のストレージプールの [Full Access] チェックボックスを選択します。

• Storage Module for vCenter によるプロビジョニングを無効にするには、[Full Access]
チェックボックスの選択を解除します。

重要: これらのアクセス権限は、現在の Storage Administrator Portal ユーザーにのみ適
用されます。

6. [Finish] をクリックします。

アレイまたは管理サーバーの削除

Storage Module for vCenter が管理するアレイのリストからアレイまたは管理サーバーを削除す
るには、[Configured Arrays and Management Servers] リストからアレイまたは管理サーバー
を削除します。アレイまたは管理サーバーを削除すると、Storage Module for vCenter はそのア
レイまたは管理サーバーのデータ収集と表示を停止します。また、vSphere Client では、削除
されたアレイのディスクが「管理対象外の」ディスクとして表示されます。

以下の点に注意してください。

• P6000 EVA を削除しても、関連付けられた管理サーバーは削除されません。

• P6000 Command View 管理サーバーを削除しても、関連付けられたアレイは削除されま
せん。

• P4000 管理グループを削除すると、グループ内のすべてのストレージノードが削除されま
す。

アレイまたは管理サーバーを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. Storage Administrator Portal にログインします。
手順については、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

2. [Configured Arrays and Management Servers] リストでアレイまたは管理サーバーを選択
して、[Remove] をクリックします。
[Remove array or management server type] ページが表示されます。

3. [Yes] をクリックして、アレイまたは管理サーバーの削除を確認します。

VMware VASA プロバイダーの設定
vSphere Client で VASA 機能を使用する場合は、Storage Module for vCenter をベンダープロバ
イダーリストに追加し、CA-signed 証明書を追加してください。

ベンダープロバイダーリストへの Storage Module for vCenter の追加
Storage Module for vCenter をベンダープロバイダーリストに追加するには、以下の手順に従っ
てください。

1. vSphere Client のホームページに移動します。
2. [管理] セクションの [ストレージ プロバイダ]をクリックします。

[ベンダー プロバイダー] ページが表示されます。
3. [追加]をクリックします。

[ベンダー プロバイダーの追加] ダイアログボックスが表示されます。
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図 2 [Add Vendor Provider] ダイアログボックス

4. 次の情報を入力します。

• Name - HPICSM を入力します。

• URL –
https://vasaProvider_server_name:port/vasa_provider_ws/vasaService
を入力します。

ヒント: VASA Provider の URL を表示するには、設定アイコン をクリックし、次
に [VASA Provider] を選択します。

• Login - vSphere Client を実行するシステムのログイン名を入力します。

• Password - vSphere Client を実行するシステムのパスワードを入力します。
5. [OK] をクリックします。

HPICSM プロバイダーが vSphere Client のベンダープロバイダーリストに追加されます。

CA-signed 証明書の追加
Storage Module for vCenter を VMware VASA プロバイダーとともに使用する場合は、CA-signed
証明書を使用することをお勧めします。

CA-signed 証明書を追加するには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Client のホームページに移動します。
2. [HP Insight Management Administration] アイコンをクリックします。

[Server Module Configuration] ページが表示されます。
3. [Actions] メニューで [Generate Self-signed Certificate] を選択します。

[Certificate Administration] ページが表示されます。
4. [Generate a Certificate Signing Request] オプションを選択します。
5. 次の情報を [Certificate Info] セクションに入力します。

• Country

• State

• Locality

• Organization

• Common Name - 完全修飾 vCenter Server 名。
6. 必要に応じて、次の情報を [Optional Certificate Info] セクションに入力します。

• Organizational Unit

• Email
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• Surname

• Given Name
7. [Generate] をクリックします。

証明書署名要求が生成されます (「証明書要求」 (20 ページ) を参照)。

図 3 証明書要求

8. 証明書署名要求のテキストをコピーします。

9. 証明機関のツールを使用して CA-signed 証明書を生成します。
この手順は、vSphere Client アプリケーションの外部で実行されます。手順については、
証明機関のツールのマニュアルを参照してください。

10. 生成された CA-signed 証明書を、Storage Module for vCenter がインストールされている
サーバーにコピーします。

11. [Actions] メニューで [Certificate Upload] を選択します。
12. CA-signed 証明書をテキストボックスに貼り付けて、[Upload] をクリックします。
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3 Insight Control for vCenter の使用
この章では、ソフトウェアにアクセスして使用するプロセスについて説明します。

Insight Control for vCenter へのアクセス
インストールおよび設定手順が完了したら、vSphere Client を使用して Insight Control for vCenter
にアクセスすることができます。

1. vSphere Client を起動します。
2. メッセージが表示されたら、IP アドレス/ホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入

力して、vCenter Server にサインインします。
ほとんどの設定では、これはインストールプロセスの際に設定したのと同じサーバーで
す。

3. インストールしたオプションに合わせて、次のいずれかの操作を実行できます。

• Server Module for vCenter を使用するには、インベントリツリーでクラスターまたは
HP サーバー/ホストを選択します。

• Storage Module for vCenter を使用するには、インベントリツリーでクラスター、ホス
ト、VM、またはデータストアを選択します。

4. [HP Insight Management] タブが見えない場合は、[HP Insight Management] タブが見える
まで、タブの列の右側にある右向きの矢印をクリックしてください。

5. HP Insight Management タブをクリックします。
ステップ 3で選択した VMware コンポーネントの概要が表示されます。 図 4 (22 ページ)
を参照してください。 Insight Control for VMware vCenter が、この VMware コンポーネン
トに関する情報、あるいはそれに対応する HP iLO、HP Onboard Administrator、または
Virtual Connect モジュールに関する情報を収集している間、概要ページで示されている値
は空白になることがあります。HP Insight Management は定期的に内容を更新し、情報を
更新します。概要ページの手動更新を開始するには、ページの右上のセクションにある更

新アイコン をクリックします。

[HP Insight Management] ページ
インベントリツリーで選択したコンポーネント、および設定に応じて、概要ページで表示され
る情報は異なります。ただし、すべての [HP Insight Management] ページの上部と下部で表示
される情報は一致しています。
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図 4 サンプルの [Overview] ページ

[HP Insight Management] ページの上部では以下のものが表示されます。

• 管理対象 HP コンポーネントの統合ステータス。コンポーネントの最も重要なステータス
が表示されます。ステータスアイコンにカーソルを重ねると、ステータス概要が表示され
ます。コンポーネントのステータスに関する詳細を表示するには、[More] をクリックしま
す。

• 選択したサーバーの名前と短い説明が表示されます。

• [Tasks] アイコン。[Tasks] アイコンにカーソルを重ねると、現在実行されているタスクの
リストが表示されます。[More] をクリックして、長時間実行されているタスクを監視する
こともできます。

• 各種のビューと詳細レベルを表示するために使用する [Navigation] ドロップダウンリス
ト。[Overview] がデフォルトです。

• サーバー/ホスト/クラスター、VM、またはデータストアに対してアクションを実行する
ために使用する [Actions] ドロップダウンリスト。たとえば、ホストを選択し、その後、
[Actions] リストを使用してプロビジョニング操作を開始することができます。

• コンフィギュレーション設定を変更するために使用する設定アイコン 。

• オンラインヘルプを表示するために使用するヘルプ? アイコン。
[HP Insight Management] ページの下部では以下のものが表示されます。

• 該当する場合は、HP ツールを起動するためのリンク。

• ユーザー名。

[Overview] ページのメインセクションでは、ポートレットと呼ばれる複数のボックスが表示さ
れます。ポートレットは、選択したサーバー/ホスト/クラスター、VM、またはデータストア
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に関する概要情報を提供します。表示されるポートレットは、設定と、選択した VMware コン
ポーネントによって異なります。ポートレットでは、次のような情報が表示されます。

• [Server/Host/Cluster Information]

• [Networking]

• [Infrastructure]

• [Software/Firmware]

• [Storage]

• [News Feed] (最近のイベントからなるリスト)

• [Tasks]
ポートレット項目についての詳細を表示するには、ナビゲーションリスト内の項目を選択する
か、ポートレットの下部にある [More] をクリックします。

注記: vSphere Client の [HP Insight Managment] タブにアクセスするとき、Web サイトのセ
キュリティ証明書に関連するセキュリティ警告が表示されることがあります。これらの警告が
以降に表示されないようにするには、[証明書の表示]をクリックして、画面の指示に従い、証
明書をインポートします。

VMware GUI についての詳細は、VMware 社の資料を参照してください。

ヒント: 好みに合うようにポートレットをクリックしてドラッグすると、[Overview] ページ
の外観を変更できます。

Server Module for vCenter の使用
Insight Control for vCenter をインストールすると、クラスターレベルとホストレベルの両方で
vSphere Client に [HP Insight Management] タブが追加されます。ネットワーク上で HP ProLiant
サーバーおよび BladeSystem エンクロージャーを使用する場合、Insight Control for vCenter を
使用して次の作業を実行できます。

• 稼働状況および構成のレポート

• リモートアクセス機能

• Onboard Administrator、HP SNMP エージェント、および HP CIM プロバイダーから vCenter
Server へのアラートおよびイベントの転送

Insight Control for vCenter を使用してクラスターやホストのリモート管理、システム稼働状況
と構成の管理、電力利用の最適化、および Virtual Connect ネットワーク機能の管理を行ってく
ださい。管理者は、システムと Virtual Connect ネットワークの管理、個々の HP ProLiant サー
バーおよび BladeSystem エンクロージャーまたはインフラストラクチャ情報の収集、ならびに
特定の HP ツールの起動といった作業を行えます。

サーバーモジュールによる [HP Insight Management] タブの操作
iLO、Onboard Administrator、HP SNMP エージェント、HP CIM プロバイダー、および Virtual
Connect Manager からの情報は、編集され、クラスターレベルとホストレベルの両方で [HP
Insight Management] タブに表示されます。

注記: iLO 情報を表示するために、iLO を VMware ホストに関連付ける必要があります。詳
細は、「VMware ホストから iLO への関連付け」 (8 ページ) を参照してください。

サーバーモジュールをインストールし、インベントリツリーでクラスターを選択した場合は、
HP Insight Management によって以下の情報が提供されます。
• [Cluster management]

[Status]◦
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◦ [Infrastructure]

◦ [Software/Firmware]

◦ [News Feed]

◦ [Cluster]

◦ [Tasks]

• [Host/Server management]

[Consolidated status summary]◦
◦ [Overview]

◦ [Host Information]

◦ [Networking]

◦ [Software/Firmware]

◦ [Infrastructure]

◦ [News Feed]

注記: Storage Module for vCenter による [HP Insight Management] タブの操作については、
「ストレージモジュールによる [HP Insight Management] タブの操作」 (34 ページ) を参照して
ください。

ページのコンテキストによって異なりますが、必要に応じて、HP ツールを起動するためのリ
ンクを使用できます。

サーバー管理のプロパティの変更

ホストのプロパティを変更するには、インベントリツリーからホストを選択し、次に [HP Insight
Management] タブをクリックします。カーソルを設定アイコン 合わせ、Host Properties を選
択します。

[Host Properties] ページが表示され、選択したホストのプロパティを変更できます。
クラスターのプロパティを変更するには、インベントリツリーからホストを選択し、次に [HP
Insight Management] タブをクリックします。カーソルを設定アイコン 合わせ、Cluster
Properties を選択します。
[Cluster Properties] ページが表示され、選択したクラスターのプロパティを変更できます。
クラスターレベルでプロパティ情報を更新すると、クラスター内のすべてのサーバーの情報が
更新されます。ホストまたはサーバーレベルでプロパティ情報を更新すると、そのホストまた
はサーバーの情報だけが更新されます。

このページは、クラスターの電力コストの設定や更新にも使えます。

クラスターの電力コストの設定

クラスターの電力コスト設定値を入力する前に、クラスターが次の要件を満たすことを確認し
てください。

• 1 台以上の HP ProLiant サーバーまたは BladeSystem エンクロージャーが、クラスターの
メンバーになっている

• クラスターが、DRS に対応している

• クラスターが、DPM 用に設定されている
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クラスターが DRS に対応しているかどうかを確認するには、そのクラスターの[vCenter Server
Summary]タブに移動して、クラスター情報を参照してください。
[HP Insight Management Administration] ページで、クラスターに対応する[Server Module
Configuration]画面を選択し、電力コストを入力します。クラスターの電力コストを入力する
と、コスト優位性情報が生成され、[Power Management] 画面に表示されます。
[Cost Advantage] 値は、次のように計算されます。
Cost Advantage = (サーバーの停止時間 (時間単位))×(電力コスト)×(平均消費電力)
[Power Cost] の値を入力することで [Cost Advantage] 値が計算されるのは、この項のすべての
要件をクラスターに適用できる場合だけです。クラスターが要件を満たしていない場合、コス
ト優位性の値は常に「0」です。

クラスターの管理

クラスターレベルの概要サマリにアクセスするには、インベントリツリーでクラスターを選択
して、[HP Insight Management] タブを選択します (表示されていない場合)。[Cluster Overview]
ページが自動的に表示されます (図 5 (25 ページ) )。

図 5 クラスターの [Overview] ページ

[Cluster Management] の [Overview] ページでは、ステータスの概要情報が表示されます。
インストールされているソフトウェアによって異なりますが、次のツールへのリンクを使用で
きます。

• HP SIM

• Onboard Administrator

• iLO リモート管理

• HP Insight Control 電力管理

• Virtual Connect Manager

注記: 管理者は、Virtual Connect Manager 以外のツールを、ログイン認証情報を入力せずに
起動できます。

ストレージ情報
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Storage Module for vCenter がインストールされている場合は、[Overview] ページの表示には
以下のものが含まれます。

• [Storage] ポートレット

• 設定済みのアレイに対応するアレイ管理ソフトウェアへのリンク (使用できる場合)

• アレイの稼働状況ステータス情報

• アレイファームウェアのバージョン情報

• ストレージ関連の [News Feed] トピック
詳細は、「ストレージモジュールによる [HP Insight Management] タブの操作」 (34 ページ) を
参照してください。

[Cluster Overview] ページ
[Cluster Overview] ページの上部では以下のものが表示されます。

• ページの左上では、ホストに関するすべてのステータス情報を集約することで決定される
統合ステータス情報が表示されます。ステータスアイコンにカーソルを重ねると、アイコ
ンの意味のリストが表示されます。コンポーネントのステータスについての詳細を表示す
るには、リストの下部にある [More] をクリックするか、ナビゲーションリストの [Status]
を選択します。

• 選択したクラスターの名前と短い説明が表示されます。

• [Tasks] アイコン。[Tasks] アイコンにカーソルを重ねると、現在実行されているタスクの
リストが表示されます。リストの下部にある [More] をクリックするか、ナビゲーション
リストの [Tasks] を選択して、長時間実行されているタスクを監視することもできます。

• 各種のビューと詳細レベルを表示するために使用する [Navigation] ドロップダウンリス
ト。[Overview] がデフォルトです。

• サーバー/ホスト/クラスター、VM、またはデータストアに対してアクションを実行する
ために使用する [Actions] ドロップダウンリスト。たとえば、ホストを選択し、その後、
[Actions] リストを使用してプロビジョニング操作を開始することができます。

• コンフィギュレーション設定を変更するために使用する設定アイコン 。

• オンラインヘルプを表示するために使用するヘルプ? アイコン。
[Cluster Overview] ページの下部では以下のものが表示されます。

• 該当する場合は、HP ツールを起動するためのリンク。

• ユーザー名。

[Overview] ページのメインセクションでは、ポートレットと呼ばれる複数のボックスが表示さ
れます。これは、選択したホストに関する概要情報を提供します。表示されるポートレット
は、設定によって異なる可能性があります。[Host Overview] ページのポートレットには以下の
ものが含まれます。

• [Cluster Information]

• [Infrastructure]

• [Software/Firmware]

• [Storage]

• [News Feed] (最近のイベントからなるリスト)

• [Tasks]

ヒント: 好みに合うようにポートレットをクリックしてドラッグすると、[Overview] ページ
の外観を変更できます。
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稼働状況ステータスの詳細の表示

[HP Insight Management] の各ページの左上には、クラスター内にあるコンポーネントの最も重
大なステータスを示すアイコンが表示されます。ステータスアイコンにカーソルを重ねると、
アイコンの定義のリストが表示されます。詳細を表示するには、リストの下部にある [More]
をクリックするか、ナビゲーションリストの [Status] を選択します。

タスクの監視

[HP Insight Management] の各ページの上部には [Tasks] アイコンが表示されます。[Tasks] アイ
コンにカーソルを重ねると、現在実行されているタスクのリストが表示されます。詳細を表示
するには、リストの下部にある [More] をクリックするか、ナビゲーションリストの [Tasks] を
選択します。

クラスターについてのインフラストラクチャ情報の表示

選択したクラスターに関するインフラストラクチャ情報を表示するには、以下の手順に従って
ください。

1. インベントリツリーからクラスターを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
デフォルトで [Overview] ページが表示されます。インフラストラクチャポートレットに
は、エンクロージャー名、ラック名、電源、およびファンのステータス情報が表示されま
す。

3. 詳細を表示するには、ナビゲーションリストの [Infrastructure] を選択するか、ポートレッ
トの下部にある [More] をクリックします。
[Infrastructure] ページが開き、エンクロージャー、電源、および温度のステータスに関す
る詳細が表示されます。

クラスター化されたサーバー上のソフトウェアおよびファームウェアの表示

注記: ファームウェア情報は、ESXi システムについてのみ入手できます。

選択したクラスターまたはそのクラスター内のサーバーのファームウェア情報を表示したり、
ファームウェアをアップデートしたりするには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーからクラスターを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
デフォルトで [Overview] ページが表示されます。[Software/Firmware] ポートレットで、
主要なソフトウェアおよびファームウェアのバージョンに関する概要が表示されます。

3. 詳細を含む完全なリストを表示するには、ナビゲーションリストの [Software/Firmware]
を選択するか、[Software/Firmware] ポートレットの下部にある [More] をクリックします。
詳細には、ソフトウェア/ファームウェアの名前、バージョン、および短い説明が含まれ
ます。

Smart コンポーネントの使用
Smart コンポーネントを管理すること、または Smart コンポーネントを使用してファームウェ
アを更新することができます。

[Manage Smart Components]
[Manage Smart Components] 機能により、ファームウェアをダウンロードすると自動的にイン
ベントリに追加されるため、ホストシステム上のファームウェアバージョンを追跡できます。
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重要: [Manage Smart Components] タブ付きページを使用するには、まず、HP の Web サイ
ト http://www.hp.com (英語) から、システムに合った Smart コンポーネントをダウンロード
する必要があります。ダウンロードした Smart コンポーネントファイルは、[Software/Firmware]
ページを使用して Insight Control for vCenter にアップロードできます。

ホストシステムからファイルをアップロードするには、以下の手順に従ってください。

1. [Actions] メニューで [Firmware] を選択します。
2. [Manage Smart Components] をクリックします。
3. 配信する Smart コンポーネントファイルアップデートを選択します。

Smart コンポーネントのアップデート
クラスターまたはクラスター内の選択したシステムのファームウェアをアップデートするに
は、以下の手順に従ってください。

1. [Actions] メニューで [Firmware] を選択します。
2. [Smart Component Update] をクリックします。

ニュースフィード情報の表示

選択したクラスター/ホスト/サーバー/ストレージオブジェクトに関する最近のイベントのリ
ストを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーからクラスターを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
デフォルトで [Overview] ページが表示されます。[News Feed] ポートレットで、最近のイ
ベントのリストが表示されます。

3. 詳細を表示するには、ナビゲーションリストの [News Feed] を選択するか、[News Feed]
ポートレットの下部にある [More] をクリックします。
詳細には、オブジェクトのステータス、タイムスタンプ、および短い説明が含まれていま
す。

クラスター情報の表示

選択したクラスターに関する最近のイベントのリストを表示するには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. インベントリツリーからクラスターを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
デフォルトで [Overview] ページが表示されます。[Cluster] ポートレットで、クラスター情
報の概要が表示されます。

3. 詳細を表示するには、ナビゲーションリストの [Cluster] を選択するか、[Cluster] ポート
レットの下部にある [More] をクリックします。
詳細には、クラスターの電源とインターコネクトに関する情報、および OA 情報が含まれ
ます。

サーバーの管理

HP ProLiant サーバー、BladeSystem エンクロージャー、またはホストの概要サマリにアクセス
するには、インベントリツリーで HP サーバーを選択して、[HP Insight Management] タブを選
択します (表示されていない場合)。
[Host Overview] ページが表示されます。 図 6 (29 ページ) を参照してください。
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図 6 [Host Overview] ページ

インストールされているソフトウェアによって異なりますが、HP ツールを起動するためのリ
ンクを使用できます。

[Host Overview] ページ
[Cluster Overview] ページの上部では以下のものが表示されます。

• ページの左上では、ホストに関するすべてのステータス情報を集約することで決定される
統合ステータス情報が表示されます。ステータスアイコンにカーソルを重ねると、アイコ
ンの意味のリストが表示されます。コンポーネントのステータスについての詳細を表示す
るには、リストの下部にある [More] をクリックするか、ナビゲーションリストの [Status]
を選択します。

• 選択したホストの名前と短い説明が表示されます。

• [Tasks] アイコン。[Tasks] アイコンにカーソルを重ねると、現在実行されているタスクの
リストが表示されます。リストの下部にある [More] をクリックするか、ナビゲーション
リストの [Tasks] を選択して、長時間実行されているタスクを監視することもできます。

• 各種のビューと詳細レベルを表示するために使用する [Navigation] ドロップダウンリス
ト。[Overview] がデフォルトです。

• サーバー/ホストに対してアクションを実行するために使用する [Actions] ドロップダウン
リスト。たとえば、ホストを選択し、その後、[Actions] リストを使用してプロビジョニン
グ操作を開始することができます。

• コンフィギュレーション設定を変更するために使用する設定アイコン 。

• オンラインヘルプを表示するために使用するヘルプ? アイコン。
[HP Insight Management] ページの下部では以下のものが表示されます。

• 該当する場合は、HP ツールを起動するためのリンク。

• ユーザー名。

ホストの [Overview] ページのメインセクションでは、ポートレットと呼ばれる複数のボック
スが表示されます。これは、選択したホストに関する概要情報を提供します。表示されるポー
トレットは、設定によって異なる可能性があります。[Host Overview] ページのポートレットに
は以下のものが含まれます。

• [Host Information]

• [Networking]

• [Infrastructure]
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• [Software/Firmware]

• [Storage]

• [News Feed] (最近のイベントからなるリスト)
ストレージ情報

Storage Module for vCenter がインストールされている場合は、[Overview] ページの表示には
以下のものが含まれます。

• [Storage] ポートレット

• 設定済みのアレイに対応するアレイ管理ソフトウェアへのリンク (使用できる場合)

• アレイの稼働状況ステータス情報

• アレイファームウェアのバージョン情報

• ストレージ関連の [News Feed] トピック
詳細は、「ストレージモジュールによる [HP Insight Management] タブの操作」 (34 ページ) を
参照してください。

ヒント: 好みに合うようにポートレットをクリックしてドラッグすると、[Overview] ページ
の外観を変更できます。

ホストサーバーインフラストラクチャ情報の表示

[Host Infrastructure] ページでは、ブレードのステータス、エンクロージャーのステータス、エ
ンクロージャーの電源と温度のステータス、およびインターコネクトと OA の情報が表示され
ます。

注記: [Infrastructure] ポートレットに表示されるのは、ブレードについての情報だけです。

ブレードサーバーインフラストラクチャの概要を表示するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. インベントリツリーからブレードサーバーを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
デフォルトで [Overview] ページが表示されます。[Infrastructure] ポートレットで、ブレー
ドサーバーインフラストラクチャの概要が表示されます。

3. 詳細を表示するには、ナビゲーションリストの [Infrastructure] を選択するか、[Infrastructure]
ポートレットの下部にある [More] をクリックします。
詳細には、電源、エアフロー、温度に関する情報、およびインターコネクト、電源、OA
のログなど、サーバーエンクロージャーに関する情報が含まれます。

ホストサーバー情報の表示

ホストサーバーに関する情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーからホストを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
デフォルトで [Overview] ページが表示されます。[Host Information] ポートレットで、ホ
ストサーバーの概要が表示されます。

3. 詳細を表示するには、ナビゲーションリストの [Host Information] を選択するか、[Host
Information] ポートレットの下部にある [More] をクリックします。
ステータス、メモリ、CPU、ファームウェアを含む、ホストサーバー設定に関する詳細が
表示されます。
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サーバーのネットワーク情報の表示

選択したサーバーに関する情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーからサーバーを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
3. ナビゲーションリストの [Networking] を選択するか、[Networking] ポートレットの下部に

ある [More] をクリックします。

注記: このオプションは、Virtual Connect 環境でのみ利用できます。

[Networking] ページでは、NIC と vSphere スイッチのリスト、Virtual Connect Network の情報
など、設定情報が表示されます。

VM から外部スイッチまでエンドツーエンドネットワークのブロック図を表示するには (「Virtual
Connect ネットワーク図」 (32 ページ) を参照)、ナビゲーションリストの [Network Diagram]
を選択するか、[Networking] ポートレットの [Diagram] をクリックします。図が表示されてい
る状態で、以下の作業を実行できます。

ネットワーク図の使用

サーバー上で VM から外部スイッチまでエンドツーエンドネットワークのブロック図を表示す
るには (「Virtual Connect ネットワーク図」 (32 ページ) を参照)、ナビゲーションリストの
[Network Diagram] を選択するか、[Networking] ポートレットの [Diagram] をクリックします。
図が表示されている状態で、以下の作業を実行できます。

• Virtual Connect Ethernet ネットワーク、iSCSI ネットワーク、または FC SAN にカーソル
を重ねると、エンドツーエンドのネットワーク接続が明るく表示されます。情報アイコン
のシンボルが表示されているときは、ボトルネックとなる可能性のある場所が示されてい
ます。

ボトルネックのしきい値を変更するために、[Home]→[Administration]→[HP Insight
Management Administration]を選択し、次にドロップダウンリストから [Server Module
Configuration] を選択することができます。

• 吹き出しにカーソルを重ねると、ネットワークハードウェアとステータスの詳しい情報が
表示されます。

• Virtual Connect アップリンクポートにカーソルを重ねると、ポートおよび接続ステータス
の詳しい情報が表示されます。Ethernet アップリンクポートの場合は、ネットワークトラ
フィックのグラフが含まれます。

• 実線は、プライマリネットワーク接続を示し、その太さは帯域幅に比例しています (線が
太いほど、帯域幅が大きい)。

• 破線は、スタンバイ接続を示します。

• ネットワーク図内のスイッチは、エンクロージャーの背面にあるスイッチベイの色で表示
されます。

• ネットワーク図内のスイッチポートには、物理 Virtual Connect スイッチ上のポートの形状
を示すアイコンが付いています。
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図 7 Virtual Connect ネットワーク図

ホストのソフトウェアとファームウェアの表示

注記: ファームウェア情報は、ESXi システムについてのみ入手できます。

選択したサーバーのファームウェア情報を表示したり、ファームウェアをアップデートしたり
するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリツリーからサーバーを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
3. ナビゲーションリストの [Software/Firmware] を選択するか、[Software/Firmware] ポート

レットの下部にある [More] をクリックします。
[Software/Firmware] ページが表示されます。

[Software/Firmware] ページでは、以下の操作を実行できます。

• ソフトウェアインベントリの表示

• ファームウェアインベントリの表示

• ページの下部にある [Export (csv)] をクリックして CSV ファイル形式でのファームウェア
インベントリリストの生成

Smart コンポーネントの使用
Smart コンポーネントを管理すること、または Smart コンポーネントを使用してファームウェ
アを更新することができます。

[Manage Smart Components]
[Manage Smart Components] 機能により、ファームウェアをダウンロードすると自動的にイン
ベントリに追加されるため、ホストシステム上のファームウェアバージョンを追跡できます。
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重要: [Manage Smart Components] タブ付きページを使用するには、まず、HP の Web サイ
ト http://www.hp.com (英語) から、システムに合った Smart コンポーネントをダウンロード
する必要があります。ダウンロードした Smart コンポーネントファイルは、[Software/Firmware]
ページを使用して Insight Control for vCenter にアップロードできます。

ホストシステムからファイルをアップロードするには、以下の手順に従ってください。

1. [Actions] メニューで [Firmware] を選択します。
2. [Manage Smart Components] をクリックします。
3. 配信する Smart コンポーネントファイルアップデートを選択します。

Smart コンポーネントのアップデート
ホストのファームウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1. [Actions] メニューで [Firmware] を選択します。
2. [Smart Component Update] をクリックします。

ログの表示

ホストの IML ログまたは iLO ログを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. インベントリツリーで HP ProLiant サーバー、BladeSystem エンクロージャー、またはホス

トを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
3. [Host Information] ポートレットの [More] をクリックします。

ログが表示されます。

ホストの Onboard Administrator ログを表示するには、以下の手順に従ってください。
1. インベントリツリーからブレードを選択します。

2. [HP Insight Management] タブをクリックします。
3. [Infrastructure] ポートレットの [More] をクリックします。

ログが表示されます。

HP ツールの起動
Insight Control for vCenter は、使用できる場合は HP ツールを起動するためのリンクを提供し
ます。[HP Insight Management] タブから起動できるツールの一部は、以下のとおりです。

• HP SIM

• iLO

• Onboard Administrator

• Insight Control 電力管理

• Virtual Connect Manager

• HP ストレージアレイ管理ユーティリティ
vCenter の管理者用に設定されている場合、この項にある HP ツールに自動でログインして直
接起動することができます。読み取り専用アクセス権しか持たないユーザーは、HP ツールに
はアクセスできません。管理者以外のその他の vCenter Server ユーザーは、HP ツールにアク
セスする際にユーザー名とパスワードの入力を要求されます。

Insight Control Deployment Wizard の使用
HP Insight Control Deployment Wizard は、vSphere Client から ESX/ESXi をデプロイするため
のドラッグアンドドロップインターフェイスを提供することで、HP の RDP ディストリビュー
ションを容易にしています。また、新しく作成したホストをクラスターに追加することもでき
ます。
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前提条件

このウィザードを使用するには、以下のものをインストールする必要があります。

• HP Insight Control for vCenter

• HP RDP (HP Insight Rapid Deployment Web サイト から)

• HP Deployment Connector (Insight Control for vCenter に付属)

注記: Deployment Connector をインストールしないで HP Insight Control Deployment
Wizard を使用しようとすると、ウィザードで、Deployment Connector のダウンロードお
よびインストールが要求されます。画面の指示に従います。

HP Insight Control Deployment Wizard を使用するには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Client のホームページに移動します。
2. [Management] セクションで、[HP Insight Control Deployment Wizard] をクリックします。
3. [Step 1 - Choose Targets] ウィンドウで、ESX/ESXi イメージをデプロイする各システムを

選択し、その後、[Next] をクリックします。
4. [Step 2 - Configure Networking] ウィンドウで、表示されているシステムの下に示されてい

る各ネットワークアダプターについて、次のいずれかの操作を実行します。

• [DHCP] チェックボックスにチェックを入れます。

• 静的 IP アドレス、ネットワークドメイン、ゲートウェイ、および DNS サーバー情報
を入力します。

5. [Next] をクリックします。
6. [Step 3 - Deploy] ウィンドウで、必要な OS を、一部またはすべてのホストシステム上に

ドラッグアンドドロップして、[Next] をクリックします。
7. [Step 4 - Add to vCenter] ウィンドウで、設定するホストシステムを選択して、ユーザー名

およびパスワードを入力し、システムを追加するクラスターを選択してから、[Next] をク
リックします。

8. [Step 5 - Summary] ウィンドウで、デプロイのステータスを監視することができます。プ
ロセスが完了したら、[Finish] をクリックします。

Storage Module for vCenter の使用
この項では、vSphere Client に表示される Storage Module for vCenter 情報の表示、カスタマイ
ズ、および更新方法について説明します。

ストレージモジュールによる [HP Insight Management] タブの操作
ホスト、クラスター、データストア、および VM に対して、HP ストレージに関する情報が [HP
Insight Management] タブに表示されます。[Overview] ページにアクセスするには、インベン
トリツリーでホスト、クラスター、データストア、または VM を選択します。[Overview] ペー
ジが表示され、使用できるポートレットが示されます。

サーバーおよびクラスターに対応する [Overview] ページは、サーバーモジュールとストレー
ジモジュールの間で共有されます。データストアおよび VM に対応する [Overview] ページは、
ストレージモジュールがインストールされている場合のみ使用できます。[Overview] ページの
詳細は、以下を参照してください。

• 「サーバーの管理 」 (28 ページ)

• 「クラスターの管理」 (25 ページ)

• 「データストアの管理」 (35 ページ)

• 「VM の管理」 (35 ページ)
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データストアの管理

データストアに対応する [Overview] ページにアクセスするには、インベントリツリーからデー
タストアを選択し、次に [HP Insight Management] タブをクリックします。
[Overview] ページでは、以下の操作を実行できます。

• [News Feed]、[Storage]、[Software/Firmware] の各ポートレットへのアクセス。詳細は、
「[Overview] ページにあるストレージ情報へのアクセス」 (35 ページ) を参照してくださ
い。

• [Actions] ドロップダウンメニューからのプロビジョニング操作の実行。詳細は、「スト
レージのプロビジョニング」 (62 ページ) を参照してください。

• [News Feed] の表示。詳細は、「Server Module for vCenter の使用」 (23 ページ) を参照し
てください。

• 選択したコンポーネントに関連付けられているストレージに関する読み取り専用情報の表
示。詳細は、「[Overview] ページにあるストレージ情報へのアクセス」 (35 ページ) を参
照してください。

VM の管理
VM に対応する [Overview] ページにアクセスするには、インベントリツリーから VM を選択
し、次に [HP Insight Management] タブをクリックします。
[Overview] ページでは、以下の操作を実行できます。

• [News Feed]、[Storage]、[Software/Firmware] の各ポートレットへのアクセス。詳細は、
「[Overview] ページにあるストレージ情報へのアクセス」 (35 ページ) を参照してくださ
い。

• [Actions] ドロップダウンメニューからのプロビジョニング操作の実行。詳細は、「スト
レージのプロビジョニング」 (62 ページ) を参照してください。

• [News Feed] の表示。詳細は、「Server Module for vCenter の使用」 (23 ページ) を参照し
てください。

• 選択したコンポーネントに関連付けられているストレージに関する読み取り専用情報の表
示。詳細は、「[Overview] ページにあるストレージ情報へのアクセス」 (35 ページ) を参
照してください。

[Overview] ページにあるストレージ情報へのアクセス
Storage Module for vCenter を使用している場合の [HP Insight Management] タブでは、[News
Feed]、[Software/Firmware]、[Storage] の各ポートレットでストレージ情報が表示され、さら
にホスト、クラスター、VM、データストアに対応する統合ステータス情報も表示されます。

• News Feed - ホスト、クラスター、VM、またはデータストアを選択し、その後、[News
Feed] ポートレットで [More] リンクをクリックし、選択したコンポーネントに関連する最
近のイベントを表示します。 図 8 (36 ページ) を参照してください。
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図 8 ストレージの [News Feed] の表示

[News Feed] の詳細は、「Server Module for vCenter の使用」 (23 ページ) を参照してくだ
さい。

• Software/Firmware - ホスト、クラスター、VM、またはデータストアを選択し、その後、
[Software/Firmware] ポートレットで [More] リンクをクリックし、選択したコンポーネン
トに関連付けられているストレージに関する読み取り専用情報を含め、ソフトウェアと
ファームウェアに関する情報を表示します。 図 9 (36 ページ) を参照してください。

図 9 ストレージファームウェア情報の表示

[Software/Firmware] ページの詳細は、「Server Module for vCenter の使用」 (23 ページ)
を参照してください。

• Consolidated Status - ホスト、クラスター、VM、またはデータストアを選択し、その後、
ステータスアイコンにカーソルを重ねてステータス概要を表示します。ステータスアイコ
ンまたは [More] リンクをクリックすると、詳細な稼働状況ステータス情報が表示されま
す。 図 10 (37 ページ) を参照してください。
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図 10 ストレージ稼働状況情報の表示

• Storage - 設定済みのアレイおよび管理サーバーの詳細情報を表示するには、ホスト、クラ
スター、VM、またはデータストアを選択し、その後、[Storage] ポートレットの [More] リ
ンクをクリックします。 図 11 (37 ページ) を参照してください。

図 11 [Storage] ポートレット

[Storage] ポートレットで [More] リンクをクリックした後、以下のいずれかの手順を実行
します。

◦ ストレージ概要情報を表示するために [Summary] タブをクリックするか、詳細情報を
表示するために追加タブのいずれかをクリックします。

◦ 任意の詳細情報タブの下部にある [Back] をクリックし、[Summary] ページに戻りま
す。

◦ [Storage] アイコン をクリックし、設定済みアレイに対して使用できるアレイ管理
ユーティリティにアクセスします。
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◦ vSphere Client に表示される Storage Module for vCenter のデータを更新するには、
[Refresh] アイコン をクリックします。詳細は、「Storage Module for vCenter データ
の更新 」 (38 ページ) を参照してください。

◦ [Last Updated] テキストにカーソルを重ね、データが更新された時点での情報を表示
します。図 12 (38 ページ) を参照してください。

図 12 更新ステータス

注記: 更新の進行中は、[Updating storage map] というテキストが表示されます。

◦ 必要に応じてテーブルをカスタマイズします。手順については、「Storage Module for
vCenter テーブルのカスタマイズ」 (42 ページ) を参照してください。

◦ 状況依存のヘルプを表示するには、[Help] アイコン をクリックします。

詳細については、以下のトピックを参照してください。

◦ 「ホストについてのストレージ情報の表示 」 (43 ページ)

◦ 「クラスターについてのストレージ情報の表示 」 (46 ページ)

◦ 「データストアについてのストレージ情報の表示 」 (48 ページ)

◦ 「VM についてのストレージ情報の表示 」 (49 ページ)

◦ 「ストレージの詳細情報の表示」 (51 ページ)

◦ 「サーバーの管理 」 (28 ページ)

◦ 「クラスターの管理」 (25 ページ)

◦ 「データストアの管理」 (35 ページ)

◦ 「VM の管理」 (35 ページ)

Storage Module for vCenter データの更新
インストール後、Storage Module for vCenter は、VMware 環境、VMware 環境内で設定され
ている HP ストレージアレイ、および Storage Administrator Portal に関する情報を収集します。
データ更新の進行中は、以下のようになります。

• 各ストレージページの上端に更新ステータスが表示されます。データ更新の詳細を表示す
るには、更新ステータスにカーソルを重ねます (図 13 (39 ページ) を参照)。

注記: Storage Module for vCenter のキャッシュが最新の状態である場合は、[Last Updated]
というテキストが表示されます。更新の進行中は、[Updating storage map] というテキス
トが表示されます。
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図 13 更新の進行中 ([HP Insight Management] タブ)

• [Storage Administrator Portal] ページの上部にメッセージが表示されます。図 14 (39 ペー
ジ) を参照してください。

図 14 更新の進行中 (Storage Administrator Portal)

[Check Refresh Progress] リンクをクリックし、更新のステータスを更新します。

更新が完了するまでの時間は、環境の規模と、ストレージモジュールで設定されているアレイ
の数によって異なります。

注記: データの更新時には、以前に収集されたデータが GUI に表示されます。

データの自動更新の設定は変更できます。また、データを手動で更新することもできます。詳
細は、「データの手動更新」 (39 ページ) を参照してください。

• 「データの手動更新」 (39 ページ)

• 「データ更新の再起動」 (41 ページ)

• 「データの自動更新設定の変更」 (41 ページ)

データの手動更新

vSphere Client では、VMware の操作 (データストアの追加、VM の作成、VM の削除など) に
よって VMware 環境が変化してもデータが更新されるまで変更は反映されません。次のいずれ
かを実行するときは、必ずデータを手動で更新することをお勧めします。

• ストレージアレイの追加、削除、または変更

• VMware の操作による、VMware ホスト、VM、またはデータストアの追加または削除

• ストレージアレイ管理コンソールを使用したストレージプロビジョニングの変更

• VMware コマンドを使用したディスクからの VM の削除

注記: Storage Module for vCenter でプロビジョニングに変更を加えた場合は、手動更新を行
う必要はありません。この情報は、プロビジョニングの完了時に、自動で更新されます。詳細
は、「ストレージのプロビジョニング」 (62 ページ) を参照してください。
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[HP Insight Management] タブまたは Storage Administrator Portal を使用してデータ更新を直ち
に開始するには、以下の手順を使用します。

[HP Insight Management] タブの使用

1. 任意のストレージページページの右上隅にある [Refresh] アイコン をクリックします。

HP Insight Management タブには、図 15 (40 ページ) に示すオプションが表示されます。

図 15 手動データ更新オプション - [HP Insight Management] タブ

2. [Continue] をクリックしてデータの更新を続行するか、または [Cancel] をクリックして更
新を中止します。

[Cancel] をクリックした時点で、更新プロセスが中止しても安全な状態にあった場合は、
操作は中止されます。中止が安全ではない場合は、操作を中止しても安全になった直後
に、操作は中止されます。

3. オプション: 任意のストレージページにある更新ステータスにカーソルを重ねると、経過
時間と推定残り時間が表示されます。図 13 (39 ページ) を参照してください。

Storage Administrator Portal の使用
1. Storage Administrator Portal にログインします。
2. Storage Administrator Portal の右上隅にある [Refresh] リンクをクリックします。

Storage Administrator Portal で、図 16 (40 ページ) に示すオプションが表示されます。

図 16 手動のデータ更新オプション - Storage Administrator Portal
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3. [OK] をクリックしてデータ更新を続行します。
4. オプション: [Check Refresh Progress] をクリックし、経過時間と推定残り時間を更新しま

す。図 14 (39 ページ) を参照してください。

データ更新の再起動

データ更新を再起動すると、既存の更新プロセスが停止して新しい更新プロセスが開始されま
す。データの更新が進行しているときに変更を行い、それに伴って新たな更新が必要になった
場合は、現在の更新の完了を待たずに、以下の手順に従って新しい更新をすぐに開始します。

[HP Insight Management] タブを使用したデータ更新の再起動

1. 任意のストレージページページの右上隅にある [Refresh] アイコン をクリックします。

HP Insight Management タブには、図 15 (40 ページ) に示すオプションが表示されます。
2. [Restart] をクリックします。

Storage Administrator portal を使用したデータ更新の再起動
1. Storage Administrator Portal の右上隅にある [Refresh] リンクをクリックします。

Storage Administrator Portal で、図 17 (41 ページ) に示すオプションが表示されます。

図 17 データ更新の再起動オプション

2. [Restart] をクリックします。

データの自動更新設定の変更

データのデフォルト更新設定の変更は、standalone.xml ファイルを編集することで可能に
なります。

1. 次のディレクトリ (デフォルトのインストール先ディレクトリが使用されていると想定し
ます) にある standalone.xml ファイルを開きます。
install folder\Storage\JBoss\standalone\configuration

2. 次のパラメーターを変更します。

• Caching.RefreshInterval: キャッシュの更新間隔をミリ秒単位で指定します。

• Caching.InactivityTimeout: 時間をミリ秒単位で指定します。この時間が経過
しても非アクティブの状態が続く場合、キャッシュの更新は停止されます。

たとえば、次のように入力します。

<entry key="Caching.RefreshInterval">3600000</entry>
<entry key="Caching.InactivityTimeout">10800000</entry>

3. HP Insight Control Storage Module for vCenter サービスを再開します。
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Storage Module for vCenter テーブルのカスタマイズ
Storage Module for vCenter の各ページには、ホスト、VM、およびデータストアに関する追加
情報の表示に使用できるいくつかのタブがあります。選択したホスト、VM、またはデータス
トアの情報を表示するには、タブをクリックします。図 18 (42 ページ) を参照してください。

図 18 Storage Module for vCenter の各タブ

ストレージテーブルの中にある情報を操作する場合は、以下の手順に従ってください。

• [Export Table] をクリックし、タブの情報を.csv ファイルにエクスポートします。ダウン
ロードフォルダーを参照するように指示されたら、フォルダーを選択して [OK] をクリッ
クします。

• 特定の値でリストにフィルターをかけるには、列見出しの下のテキストボックスに値を入
力します。

• 列のサイズを変更するには、列の境目をクリックしてドラッグします。

• 選択した列でデータを並べ替えるには、列見出しをクリックします。

• 並べ替えの順序を変更するには、列見出しの右にある三角形のアイコンをクリックしま
す。昇順を使用するには、上向きのアイコンをクリックします。降順を使用するには、下
向きのアイコンをクリックします。

• 列見出しをクリックし、テーブル内の別の場所までその列をドラッグします。

• 変更を保存するには、[Save Column Settings] をクリックします。

• 表示する列を選択するには、[Columns] をクリックします。
[Select columns] ダイアログボックスで、現在表示されている列が左に、非表示の列が右に
表示されます。 図 19 (43 ページ) を参照してください。

◦ 列の隣にあるマイナスのアイコンをクリックすると、その列がテーブルから削除さ
れ、[Remove all] をクリックすると、すべての列が削除されます。

◦ 列の隣にあるプラスのアイコンをクリックすると、その列がテーブルに追加され、
[Add All] をクリックすると、すべての列が追加されます。

◦ 特定の値でリストにフィルターをかけるには、非表示になっている列見出しの上のテ
キストボックスに値を入力します。

◦ リスト内で項目をドラッグアンドドロップすると、列の表示順所が変更されます。

◦ 列を追加または削除した後、[OK] をクリックすると、変更結果が保存されます。
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図 19 列の追加と削除

• 必要に応じてテーブルをカスタマイズします。次の変更内容は Cookie に保存され、ペー
ジを再ロードしたり vSphere Client セッションを切り替えても維持されます。

◦ 列幅の変更

◦ 1 つまたは複数列のソート基準

◦ 非表示列についての情報

ホストについてのストレージ情報の表示

ホストのストレージ情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリの [ホストおよびクラスタ] ビューに移動します。
2. インベントリツリーからホストを選択します。クラスターに含まれるホストまたはスタン

ドアロンのホストを選択できます。

3. [HP Insight Management] タブをクリックします。
4. [Storage] ポートレットの [More] をクリックします。

[Storage Details] ページが表示されます。
5. [[Summary]] タブをクリックします。

[Summary] タブで、HP ストレージに関する情報が表示され、その情報に対応するグラ
フィック表現も示されます。

このページで使用されているカラーの詳細を表示するには、[Show Legend] をクリックし
ます。図 20 (44 ページ) を参照してください。
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図 20 [Summary] タブの凡例

概要情報の表示

[Summary] タブには、選択したホストに関する次の情報が表示されます。
[HP Storage Provisioned to Host]

• Volumes - 設定済みの HP ストレージアレイからホストが使用できるボリュームの数、およ
びいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [HP Storage Provisioned] - 設定済みの HP ストレージアレイから提供され、ホストが使用で
きるストレージの容量

• [HP Storage Used] - 設定済みの HP ストレージアレイから提供されているストレージのう
ち、ホストが使用しているストレージの容量

注記: シンプロビジョニングまたは必要なときに確保スナップショット
(Demand-allocated-snapshot) が使用されている場合、[HP Storage Used] 値は [HP Storage
Provisioned] 値とは異なる場合があります。

• [HP Storage ThP Savings] - シンプロビジョニングを使用することで節約されたストレージ
の容量

• Volumes overprovisioned - オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned from Host to Virtual Machines]

• Current storage inventory - VM に対してプロビジョニングされたデータストア、RDM、お
よび未使用ボリュームの数

• [Host Provisioned Capacity] - HP ストレージ、ローカルストレージ、管理対象外ディスクを
含む、ホストが使用できるストレージの総量

• [Host Used Capacity] - ホストが使用しているストレージの容量

• [Host Available Capacity] - ホストによる未使用のストレージの容量

• Datastores overprovisioned - オーバープロビジョニングされたデータストアの数
[HP Storage Arrays]
このセクションには、選択したホストにディスクを提供するアレイのリストが表示されます。
各アレイで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が表示されます。図 21
(45 ページ) を参照してください。
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図 21 [HP Storage Array] の詳細の表示

次の情報がアレイごとに表示されます。

[HP Storage Provisioned to Host]

• Volumes - 選択したホストに対してアレイから提供されているボリュームの数

• Used - アレイからホストが使用しているストレージの容量

• Total - 選択したホストに対してアレイから提供されているストレージの総量

• Free pool capacity - 選択したアレイ内で使用できるストレージの量 この数字は設定されて
いるストレージと使用されているストレージの差を反映します。

◦ P9000 または XP - このクラスターにプロビジョニングされている P9000 または XP
アレイストレージの P9000 または XP シンプロビジョニングストレージプールにある
使用できるストレージの容量

◦ P6000 EVA または P4000 - このクラスターにプロビジョニングされている P6000
EVA および P4000 アレイストレージプール内の使用できるストレージの容量

• % Savings - アレイベースのシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージ
の容量

[Storage Pool]

• Total pool size - ストレージプールの合計サイズ

• Provisioned used on pool - ストレージプール内で使用されているプロビジョニングされた
容量

• Provisioned free on pool - ストレージプール内で空いているプロビジョニングされた容量

• Unallocated space on pool - ストレージプール内でプロビジョニングされていないまたは割
り当てられていない容量

[Datastores]
このセクションには、選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
のリストが表示されます。各データストアで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。図 22 (46 ページ) を参照してください。
次の情報がデータストアごとに表示されます。

• Virtual disks - 選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア上に
ある仮想ディスクの数

• [Total] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) としてプロビジョニングされている
ストレージの容量

• [Used] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) として使用されているストレージの
容量
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• [% Savings] - VMware ベースのシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレー
ジの容量

図 22 データストアの詳細の表示

詳細情報の表示

選択したホストの詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、[HBAs]、[Paths]、
[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。これらのタブで表示される値
については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (51 ページ)

• 「HBA の表示」 (54 ページ)

• 「パスの表示」 (54 ページ)

• 「ホストまたはクラスターに関連付けられたすべての VM の表示」 (58 ページ)

クラスターについてのストレージ情報の表示

クラスターのストレージ情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. インベントリの [ホストおよびクラスタ] ビューに移動します。
2. インベントリツリーからクラスターを選択します。

3. [HP Insight Management] タブをクリックします。
4. [Storage] ポートレットの [More] をクリックします。

[Storage Details] ページが表示されます。
5. [[Summary]] タブをクリックします。

[Summary] タブで、HP ストレージに関する情報が表示され、その情報に対応するグラ
フィック表現も示されます。

このページで使用されているカラーの詳細を表示するには、[Show Legend] をクリックし
ます。図 20 (44 ページ) を参照してください。

概要情報の表示

[Summary] ページには、選択したクラスターに関する次の情報が表示されます。
[HP Storage Provisioned to Cluster]

• Volumes - 設定済みの HP ストレージアレイからクラスターが使用できるボリュームの数、
およびいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [HP Storage Provisioned] - 設定済みの HP ストレージアレイから提供され、クラスターが使
用できるストレージの容量

• [HP Storage Used] - 設定済みの HP ストレージアレイから提供されているストレージのう
ち、クラスターが使用しているストレージの容量

注記: シンプロビジョニングまたは必要なときに確保スナップショット
(Demand-allocated-snapshot) が使用されている場合、[HP Storage Used] 値は [HP Storage
Provisioned] 値とは異なる場合があります。
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• [HP Storage ThP Savings] - アレイベースのシンプロビジョニングを使用することで節約で
きたストレージの容量

• Volumes overprovisioned - オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned from Cluster to Virtual Machines]

• Current storage inventory - VM に対してプロビジョニングされたデータストア、RDM、お
よび未使用ボリュームの数

• [Cluster Provisioned Capacity] - HP ストレージ、ローカルストレージ、管理対象外ディスク
を含む、クラスターが使用できるストレージの総量

• [Cluster Used Capacity] - クラスターが使用しているストレージの容量

• [Cluster Available Capacity] - クラスターによる未使用のストレージの容量

• Datastores overprovisioned - オーバープロビジョニングされたデータストアの数

• [VMDK/RDM Provisioned] - クラスターによって仮想ディスク (VMDK または RDM) として
プロビジョニングされているストレージの容量

• [VMDK/RDM Used] - クラスターによって仮想ディスク (VMDK または RDM) として使用さ
れているストレージの容量

[HP Storage Arrays]
このセクションには、選択したクラスターにディスクを提供するアレイのリストが表示されま
す。各アレイで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が表示されます。
図 22 (46 ページ) を参照してください。
次の情報がアレイごとに表示されます。

• Volumes - 選択したクラスターに対してアレイから提供されているボリュームの数

• Used - アレイからクラスターが使用しているストレージの容量

• Total - 選択したクラスターに対してアレイから提供されているストレージの総量

• % Savings - アレイベースのシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージ
の容量

• Free pool capacity - 選択したアレイ内で使用できるストレージの量 この数字は設定されて
いるストレージと使用されているストレージの差を反映します。

◦ P4000 - このクラスターにプロビジョニングされている P4000 アレイストレージプー
ル内の使用できるストレージの容量

◦ 3PAR - 3PAR 共通プロビジョニンググループ内で使用できるストレージ

◦ P6000 EVA - このクラスターにプロビジョニングされている P6000 EVA アレイスト
レージプール内の使用できるストレージの容量

◦ P9000 または XP - このクラスターにプロビジョニングされている P9000 または XP
アレイストレージの P9000 または XP シンプロビジョニングストレージプールにある
使用できるストレージの容量

[Datastores]
このセクションには、選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
のリストが表示されます。各データストアで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。図 22 (46 ページ) を参照してください。
次の情報がデータストアごとに表示されます。

• Virtual disks - 選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア上に
ある仮想ディスクの数

• [Total] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) としてプロビジョニングされている
ストレージの容量
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• [Used] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) として使用されているストレージの
容量

• % Savings - VMware のシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージの容
量

詳細情報の表示

選択したクラスターの詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、[HBAs]、
[Paths]、[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。これらのタブで表示
される値については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (51 ページ)

• 「HBA の表示」 (54 ページ)

• 「パスの表示」 (54 ページ)

• 「複製の表示」 (57 ページ)

• 「ホストまたはクラスターに関連付けられたすべての VM の表示」 (58 ページ)

データストアについてのストレージ情報の表示

データストアストレージの空き状況と使用状況を表示するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. インベントリの [データストア] ビューに移動します。
2. インベントリツリーからデータストアを選択します。

3. [HP Insight Management] タブをクリックします。
4. [Storage] ポートレットの [More] をクリックします。

[Storage Details] ページが表示されます。
5. [[Summary]] タブをクリックします。
[Summary] タブで、HP ストレージに関する情報が表示され、その情報に対応するグラフィッ
ク表現も示されます。

このページで使用されているカラーの詳細を表示するには、[Show Legend] をクリックします。
図 20 (44 ページ) を参照してください。

概要情報の表示

[Summary] ページには、選択したデータストアに関する次の情報が表示されます。
[HP Storage Provisioned to Datastores]

• Volumes - 設定済みの HP ストレージアレイからデータストアが使用できるボリュームの
数、およびいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [HP Storage Provisioned] - HP ストレージアレイから提供され、データストアが使用できる
ストレージの容量

• [HP Storage Used] - HP ストレージアレイから提供されているストレージのうち、データス
トアが使用しているストレージの容量

• [HP Storage ThP Savings] - アレイベースのシンプロビジョニングを使用することで節約で
きたストレージの容量

• Volumes overprovisioned - オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned from Datastore to Virtual Machines]

• Current storage inventory - VM に対してプロビジョニングされたデータストア、RDM、お
よび未使用ボリュームの数

• [Datastore Provisioned Capacity] - データストアが使用できるストレージの総量
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• [Datastore Used Capacity] - データストアが使用しているストレージの容量

• [Datastore Available Capacity] - データストアが使用できるストレージの容量

• Datastores overprovisioned - オーバープロビジョニングされたデータストアの数
[HP Storage Arrays]
このセクションには、選択したデータストアにストレージを提供するアレイのリストが表示さ
れます。各アレイで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が表示されま
す。図 22 (46 ページ) を参照してください。
次の情報がアレイごとに表示されます。

• Volumes - 選択したデータストアに対してアレイから提供されているボリュームの数

• Used - アレイからデータストアが使用しているストレージの容量

• Total - 選択したデータストアに対してアレイから提供されているストレージの総量

• [Free pool capacity] - ストレージプールで使用できる HP ストレージの容量
Datastores
このセクションには、選択したデータストアのリストが表示されます。ステータスバーにカー
ソルを重ねると、ストレージの情報が表示されます。図 22 (46 ページ) を参照してください。
データストアに対して次の情報が表示されます。

• Virtual disks - データストア上の仮想ディスクの数

• [Total] - このデータストア上の、VMDK または RDM によってプロビジョニングされている
ストレージの容量

• [Used] - このデータストア上の、VMDK または RDM によって使用されているストレージの
容量

• % Savings - シンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージの容量

詳細情報の表示

選択したデータストアの詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、[HBAs]、
[Paths]、[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。これらのタブで表示
される値については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (51 ページ)

• 「仮想ディスクの表示」 (53 ページ)

VM についてのストレージ情報の表示
VM ストレージの空き状況と使用状況を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. インベントリの [仮想マシンおよびテンプレート] ビューに移動します。
2. インベントリツリーから VM または VM テンプレートを選択します。
3. [HP Insight Management] タブをクリックします。
4. [Storage] ポートレットの [More] をクリックします。

[Storage Details] ページが表示されます。
5. [[Summary]] タブをクリックします。
[Summary] タブで、HP ストレージに関する情報が表示され、その情報に対応するグラフィッ
ク表現も示されます。

このページで使用されているカラーの詳細を表示するには、[Show Legend] をクリックします。
図 20 (44 ページ) を参照してください。

概要情報の表示

[Summary] ページには、選択した VM に関する次の情報が表示されます。
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[HP Storage Provisioned to Virtual Machine]

• Volumes - 設定済みの HP ストレージアレイから VM が使用できるボリュームの数、およ
びいずれかのボリュームがシンプロビジョニングされたものかどうか

• [HP Storage Provisioned] - HP ストレージアレイから提供され、VM が使用できるストレー
ジの容量

• [HP Storage Used] - HP ストレージアレイから提供されているストレージのうち、VM が使
用しているストレージの容量

• [HP Storage ThP Savings] - アレイベースのシンプロビジョニングを使用することで節約で
きたストレージの容量

• Volumes overprovisioned - オーバープロビジョニングされたボリュームの数
[Provisioned by Virtual Machine]

• Current storage inventory - 選択した VM に対してプロビジョニングされたデータストア、
RDM、および未使用ボリュームの数

• [Virtual Machine Provisioned Capacity] - VMDK または RDM によってプロビジョニングされ
ているストレージの量

• [Virtual Machine Used Capacity] - VM が使用しているストレージの総量

• [Virtual Machine Available Capacity] - VM が使用できるストレージの容量
[HP Storage Arrays]
このセクションには、選択した VM にストレージを提供するアレイのリストが表示されます。
各アレイで、ステータスバーにカーソルを重ねると、ストレージの情報が表示されます。図 22
(46 ページ) を参照してください。
次の情報がアレイごとに表示されます。

• Volumes - 選択した VM に対してアレイから提供されているボリュームの数

• Used - アレイから VM が使用しているストレージの容量

• Total - 選択した VM に対してアレイから提供されているストレージの総量

• [Free pool capacity] - アレイ上のストレージプールで使用できる HP ストレージの容量
Datastores
このセクションには、選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア
のリストが表示されます。各データストアで、ステータスバーにカーソルを重ねると、スト
レージの情報が表示されます。図 22 (46 ページ) を参照してください。
次の情報がデータストアごとに表示されます。

• Virtual disks - 選択したホストから VM に対してプロビジョニングされたデータストア上に
ある仮想ディスクの数

• [Total] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) としてプロビジョニングされている
ストレージの容量

• [Used] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) として使用されているストレージの
容量

• % Savings - VMware のシンプロビジョニングを使用することで節約できたストレージの容
量

詳細情報の表示

選択した VM の詳細情報を表示するには、[Storage Volumes]、[Virtual Disks]、[HBAs]、[Paths]、
[Replications]、または [VMs to Volumes] タブをクリックします。これらのタブで表示される値
については、次の各項を参照してください。

• 「ストレージボリュームの表示」 (51 ページ)
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• 「仮想ディスクの表示」 (53 ページ)

ストレージの詳細情報の表示

HP Insight Management タブで情報を表示する場合、[Storage Details] ページは、選択したクラ
スター、ホスト、データストア、または VM に関する情報を表示するための複数のタブに分割
されます。たとえば、「詳細情報タブ」 (51 ページ) には、ホストに関するタブが示されます。

図 23 詳細情報タブ

ストレージボリュームの表示

選択したホスト、クラスター、VM、およびデータストアのHP Insight Management タブには、
[Storage Volumes] タブが表示されます。

図 24 [Storage Volumes] タブ

このタブには、以下の情報が表示されます。

• [Array Disk Name]

P4000 - ボリューム名◦
◦ 3PAR - ボリューム名

◦ P6000 EVA - ストレージアレイ上のディスクパス

◦ P2000/MSA2000 - ボリューム名
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◦ P9000/XP - LDKC:CU:LDEV (例: HP OPEN-V-CVS (00:04:3F))

• [Array Name]

P4000 - 管理グループ名◦
◦ 3PAR - アレイの表示名

◦ P6000 EVA - アレイの表示名

◦ P2000/MSA2000 - システム名

◦ P9000/XP - アレイのシリアル番号

• [Array Type] - HP アレイのタイプ

• [Datastore/RDM] - データストアの名前または RDM の関連付けられた .vmdk 名

• [Type] - ディスクタイプ (データストアまたは RDM)

• [Paths] - ディスクのパスの数

• [VMware Disk Identifier] - VMware によって割り当てられたディスク名

• [Path ID] - VMware によって割り当てられたパス ID

• [Array Disk RAID] - アレイディスクの RAID レベル

• [Array Disk Total Capacity] - アレイディスクの容量 (バイト単位)

• [Array Disk Allocated ] - ストレージシステムによって割り当てられた容量 (バイト単位)
シンプロビジョニングされるディスクについては、この値が [Array Disk Total Capacity]
の値と一致しないことがあります。

• [Array Disk Provisioned] - ディスクがシンプロビジョニングされているのか、それとも通常
のディスクかを示します (P2000/MSA2000 ではサポートされません)

• [Array Disk Type] - アレイディスクのタイプ

• [Storage Pool]

P4000 - クラスターの名前。◦
◦ 3PAR - 仮想ディスク (VDISK) が配置されているディスクグループ。

◦ P6000 EVA - 仮想ディスク (VDISK) が配置されているディスクグループ。
この値は、必要なときに確保スナップショット (Demand-allocated-snapshot) が使用さ
れている場合にのみ表示されます。他のボリュームタイプについては、値は表示され
ません。

◦ P2000/MSA2000 - ボリュームが配置されている仮想ディスク (VDISK) またはスナッ
ププールの名前。

◦ P9000/XP - ディスクへのストレージの割り当てに使用されるディスクグループまた
はストレージプール。これには、P9000 または XP のシンプロビジョニングプール、
P9000 または XP のスナップショットプール、内部パリティグループ、あるいは外部
グループが該当する可能性があります。

• [Storage Pool Available Capacity]

P4000 - スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリュームのストレー
ジニーズを満たすために使用できるストレージプール (クラスター) 内の未割り当てス

◦

ペース。この値は、すべての未割り当てスペースがこのボリュームと同じ方式でフォー
マットされていることを前提に計算されます。他のすべてのボリュームタイプについ
ては、値は表示されません。
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◦ 3PAR - スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリュームのストレージ
ニーズを満たすために使用できるストレージプール内の未割り当てスペース。他のす
べてのボリュームタイプについては、値は表示されません。この値は、すべてのディ
スクスペースがこのボリュームと同じタイプの RAID を使用することを前提にして計
算されます。

◦ P6000 EVA - スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリュームのスト
レージニーズを満たすために使用できるストレージプール内の未割り当てスペース。
他のすべてのボリュームタイプについては、値は表示されません。この値は、すべて
のディスクスペースがこのボリュームと同じタイプの RAID を使用することを前提に
して計算されます。

◦ P2000/MSA2000 - スナップショットまたはシンプロビジョニングされるボリューム
のストレージニーズを満たすために使用できるストレージプール (クラスター) 内の未
割り当てスペース。この値は、すべての未割り当てスペースがこのボリュームと同じ
方式でフォーマットされていることを前提に計算されます。他のすべてのボリューム
タイプについては、値は表示されません。

◦ P9000/XP - P9000 または XP のシンプロビジョニングプールの容量。

• [Array Disk Emulation Type] (P9000 および XP アレイのみ) - LDEV エミュレーションタイ
プ。

• [Replicated] - ディスクが複製されているかどうかを示します

仮想ディスクの表示

選択したホスト、クラスター、VM、およびデータストアのHP Insight Management タブには、
[Virtual Disks] タブが表示されます。 図 25 (53 ページ) を参照してください。

図 25 [Virtual Disks] タブ

このタブには、以下の情報が表示されます。

• [Virtual Disk Name] - VMware によって割り当てられた仮想ディスク名

• [Virtual Disk Type] - 仮想ディスクのタイプ (VMDK または RDM)

• [Virtual Machine] - 選択されている VMDK または RDM に関連付けられた VM の名前

• [Datastore] - RDM データストア名または RDM の .vmdk 名

• [Provisioned Capacity] - この VMDK または RDM を使用する VM から認識できるディスク
容量
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• [Allocated Capacity] - VMDK または RDM のために VMware が確保しているディスク容量
RDM では、この値はプロビジョニングされた容量の値と一致します。VMDK では、VMware
シンプロビジョニングが使用される場合、この値がプロビジョニングされた容量の値より
少なくなることがあります。これは、ストレージアレイで構成されるシンプロビジョニン
グとは別です。

• [VMware Provisioned] - Thick または thin

HBA の表示
選択したホスト、クラスター、VM、およびデータストアのHP Insight Management タブには、
[HBAs] タブが表示されます。 図 26 (54 ページ) を参照してください。

図 26 [HBAs] タブ

このタブには、以下の情報が表示されます。

• Host Names - ホスト名またはクラスターホスト名

• [Type] - HBA タイプ

• [VMware Device Identifier] - VMware が割り当てる HBA の識別子

• [WWN/IQN] - HBA WWN

注記: P2000/MSA2000 SAS アレイでは、HBA WWN アドレスは使用できません。

• Label - VMware が割り当てる HBA の識別子

パスの表示

選択したホスト、クラスター、VM、およびデータストアのHP Insight Management タブには、
[Paths] タブが表示されます。 図 27 (54 ページ) を参照してください。

図 27 [Paths] タブ
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このタブには、以下の情報が表示されます。

• [Array Disk Name]

P4000 - ボリューム名◦
◦ 3PAR - ボリューム名

◦ P6000 EVA - ストレージアレイ上の仮想ディスクのパス

◦ P2000/MSA2000 - ボリューム名

◦ P9000/XP - エミュレーションタイプで、LDKC:CU:LDEV の形式 (例: HP OPEN-V-CVS
(00:04:3F))

• [Array Name]

P4000 - 管理グループ名◦
◦ 3PAR - アレイの表示名

◦ P6000 EVA - アレイの表示名

◦ P2000/MSA2000 - システム名

◦ P9000/XP - アレイのシリアル番号

• [Host HBA Port WWN/IQN]

P4000 - ホストに割り当てられている IQN◦
◦ 3PAR (FC) - このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ 3PAR (iSCSI) - ホストに割り当てられている IQN

◦ P6000 EVA - このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS) - このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI) - ホストに割り当てられている IQN

◦ P9000/XP - このパスのホスト側のホストポートの WWN

• [Array Port WWN/IQN]

P4000 - このストレージアレイ上のこのディスクに接続するために、ホストによって
使用される IQN

◦

◦ 3PAR (FC) - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポートの WWN

◦ 3PAR (iSCSI) - このストレージアレイ上のこのディスクに接続するために、ホストに
よって使用される IQN

◦ P6000 EVA - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポートの WWN

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS) - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポー
トの WWN

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI) - このストレージアレイ上のこのディスクに接続するため
に、ホストによって使用される IQN

◦ P9000/XP - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポートの WWN

• [LUN] - ストレージアレイポートからホスト HBA のポートにストレージディスクを提供す
るために使用される LUN
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• [Host] - 現在、選択された VM を実行しているホスト

• [Array Type] - HP アレイのタイプ

• [Array Controller] - このパスで使用されるコントローラー

• [Array Port] - このパスで使用されているストレージアレイのポート識別子

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - コントローラーノードのポートの WWN

◦ P6000 EVA - P6000 Command View で設定されたポート名

◦ P2000/MSA2000 - このパスで使用されているアレイコントローラーのポート

◦ P9000/XP - ポート番号

• [Host Group]

P4000 - 管理コンソールでホストの IQN に対して設定された名前◦
◦ 3PAR - このパスのホスト WWN を含むホストオブジェクトの名前

◦ P6000 EVA - このパスのホスト WWN を含むホストオブジェクトの名前

◦ P2000/MSA2000 - このパスのホスト WWN を備えるホストのニックネーム

◦ P9000/XP - このパスのアレイポートに対する HBA WWN を含むホストグループの名
前

• [Host Access]

P4000 - ホストへのディスク提供に割り当てられるホストアクセスレベル (例:
READ/WRITE、READ-ONLY)

◦

◦ 3PAR - 該当なし。3PAR ストレージボリュームは、読み取り専用/読み書き可能の設
定で動作します。

◦ P6000 EVA１ - ホストへのディスク提供に割り当てられるホストアクセスレベル (例:
READ/WRITE、READ-ONLY)

◦ P2000/MSA2000 - ボリュームマッピングのアクセス設定 (例: READ/WRITE、
READ-ONLY)

◦ P9000/XP - ボリュームに割り当てられたホストアクセスレベル

注記: P9000 または XP アレイでは、ホストアクセスをホスト単位またはパス単位
で指定することはできません。

• [Array Port Speed]

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - ポートが SAN に接続される速度 (Gb/秒)

◦ P6000 EVA - ポートが SAN に接続される速度 (Gb/秒)

◦ P2000/MSA2000
FC - ポートが SAN に接続される速度 (Gb/秒)–

– iSCSI - ネットワークポートがネットワークに接続される速度 (Gb/秒)

– SAS - ポートがホストまたはスイッチに接続される速度 (Gb/秒)
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◦ P9000/XP - ポートが SAN に接続される速度 (Gb/秒)

• [Host Mode]

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - 該当なし

◦ P6000 EVA - P6000 EVA ホストオブジェクトに割り当てられたホストモード

◦ P2000/MSA2000 - ホストのプロファイルの名前

◦ P9000/XP - ホストグループに割り当てられたホストモード

• [Preferred Path]

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - 該当なし

◦ P6000 EVA - 仮想ディスク (VDISK) の優先パスとして設定されたコントローラー上の
ポートをパスが使用するかどうかを示します (Yes、No、No preference)

◦ P2000/MSA2000 - 該当なし

◦ P9000/XP - 該当なし

• [Active Path] - パスのステータス (アクティブまたはスタンバイ状態) を示します。
アクティブなパスがオフラインになると、スタンバイパスがタスクを引き継ぎます。

• [Path ID] - VMware によって割り当てられたパス ID

• [VMware Disk Identifier] - VMware によって割り当てられたディスク名

複製の表示

選択したホスト、クラスター、VM、およびデータストアのHP Insight Management タブには、
[Replications] タブが表示されます。「[Replications] タブ」 (57 ページ) を参照してください。

図 28 [Replications] タブ

このタブには、以下の情報が表示されます。

• [Source Disk Name] - 複製元ディスク

• [Source Array] - ローカル (複製元) アレイのアレイ識別子。Continuous Access による複製
でのみ表示され、P2000/MSA2000 アレイではサポートされません

• [Replication Type] - 使用される複製のタイプ。

P4000 - スナップショット、リモートスナップショット◦
◦ 3PAR - 仮想コピー、物理コピー
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◦ P6000 EVA - スナップショット、スナップクローン、ミラークローン、Continuous
Access

◦ P2000/MSA2000 - 該当なし

◦ P9000/XP - P9000 または XP Business Copy、P9000 または XP スナップショット、
P9000 または XP Continuous Access

• [Replica Name] - 複製先ディスク

• [Replica Array] - リモート (複製先) アレイのアレイ識別子。Continuous Access による複製
でのみ表示され、P2000/MSA2000 アレイではサポートされません

• [Replica Status] - レプリカのステータス (例: PAIR、SUSPEND、COPY)

• [Replication Group]

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - リモートコピーグループ名

◦ P9000/XP - 複製グループ ID

◦ P6000 EVA - データ複製グループ名

• [Datastore/RDM Type] - データストア/RDM タイプ (Datastore または RDM)

• [Datastore Name] - データストア名

ホストまたはクラスターに関連付けられたすべての VM の表示
選択したホスト、クラスター、VM、およびデータストアに対して [VMs to Volumes] タブが表
示されます。 「[View All] タブ」 (58 ページ) を参照してください。

図 29 [View All] タブ

このテーブルには、ストレージディスクへの使用可能なパスの数に合わせて、同じ VM が複数
回表示されます。重複するエントリーを非表示にするには、[Hide duplicate cells] オプションを
選択します。

• [Virtual Machine] - 仮想マシンの名前

• [VM Provisioned Capacity] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) としてプロビ
ジョニングされているストレージの容量

• [VM Allocated Capacity] - ホスト上で仮想ディスク (VMDK または RDM) として使用されて
いるストレージの容量

• [Virtual Disk Name] - VMware によって割り当てられた仮想ディスク名

• [Virtual Disk Type] - 仮想ディスクのタイプ (VMDK または RDM)

• [Virtual Disk Provisioned Capacity] - VMware 仮想ディスクの実際のサイズ
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• [Virtual Disk Allocated Capacity] - VMware 仮想ディスクの割り当て済み容量

• [VMware Provisioned] - Thick または thin

• [Datastore] - この VM を含むデータストア

• [VMware Disk Identifier] - VMware によって割り当てられたディスク名

• [Array Disk Name]

P4000 - ボリューム名◦
◦ 3PAR - ボリューム名

◦ P6000 EVA - ストレージアレイ上の仮想ディスクのパス

◦ P2000/MSA2000 - ボリューム名

◦ P9000/XP - エミュレーションタイプで、LDKC:CU:LDEV の形式 (例: HP OPEN-V-CVS
(00:04:3F))

• [Array Disk Type] - アレイディスクのタイプ

• [Array Name]

P4000 - 管理グループ名◦
◦ 3PAR - アレイの表示名

◦ P6000 EVA - アレイの表示名

◦ P2000/MSA2000 - システム名

◦ P9000/XP - アレイのシリアル番号

• [Array Type] - HP アレイのタイプ

• [Array Disk Total Capacity] - データストアで使用できるストレージの総量

• [Array Disk Allocated Capacity] - アレイ上にある仮想ディスクのサイズ

• [Array Disk Provisioned] - 仮想ディスクがシックプロビジョニングとシンプロビジョニング
のどちらを使用しているか

• [Array Controller] - このパスで使用されるコントローラー

• [Array Port] - このパスで使用されているストレージアレイのポート識別子

• [Host Group]

P4000 - 管理コンソールでホストの IQN に対して設定された名前◦
◦ 3PAR - このパスのホスト WWN を含むホストオブジェクトの名前

◦ P6000 EVA - このパスのホスト WWN を含むホストオブジェクトの名前

◦ P2000/MSA2000 - このパスのホスト WWN を備えるホストのニックネーム

◦ P9000/XP - このパスのアレイポートに対する HBA WWN を含むホストグループの名
前

• [Host Access]

P4000 - ホストへのディスク提供に割り当てられるホストアクセスレベル (例:
READ/WRITE、READ-ONLY)

◦

◦ 3PAR - 該当なし。3PAR ストレージボリュームは、読み取り専用/読み書き可能の設
定で動作します。
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◦ P6000 EVA１ - ホストへのディスク提供に割り当てられるホストアクセスレベル (例:
READ/WRITE、READ-ONLY)

◦ P2000/MSA2000 - ボリュームマッピングのアクセス設定 (例: READ/WRITE、
READ-ONLY)

◦ P9000/XP - ボリュームに割り当てられたホストアクセスレベル

注記: P9000 または XP アレイでは、ホストアクセスをホスト単位またはパス単位
で指定することはできません。

• [Host Mode]

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - 該当なし

◦ P6000 EVA - P6000 EVA ホストオブジェクトに割り当てられたホストモード

◦ P2000/MSA2000 - ホストのプロファイルの名前

◦ P9000/XP - ホストグループに割り当てられたホストモード

• [Host Name] - ホスト名

• [Current Owner] - ホストが選択されている VM の現在のオーナーかどうかを示します。

• [Host HBA Port WWN]

P4000 - ホストに割り当てられている IQN◦
◦ 3PAR (FC) - このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ 3PAR (iSCSI) - ホストに割り当てられている IQN

◦ P6000 EVA - このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS) - このパスのホスト側のホストポートの WWN

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI) - ホストに割り当てられている IQN

◦ P9000/XP - このパスのホスト側のホストポートの WWN

• [Array Port WWN]

P4000 - このストレージアレイ上のこのディスクに接続するために、ホストによって
使用される IQN

◦

◦ 3PAR (FC) - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポートの WWN

◦ 3PAR (iSCSI) - このストレージアレイ上のこのディスクに接続するために、ホストに
よって使用される IQN

◦ P6000 EVA - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポートの WWN

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS) - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポー
トの WWN

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI) - このストレージアレイ上のこのディスクに接続するため
に、ホストによって使用される IQN

◦ P9000/XP - このパスのストレージアレイ側のストレージアレイポートの WWN
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• [LUN Number] - ストレージアレイポートからホスト HBA のポートにストレージディスク
を提供するために使用される LUN

• [Path ID] - VMware によって割り当てられたパス ID

• [Preferred Path]

P4000 - 該当なし◦
◦ 3PAR - 該当なし

◦ P6000 EVA - 仮想ディスク (VDISK) の優先パスとして設定されたコントローラー上の
ポートをパスが使用するかどうかを示します (Yes、No、No preference)

◦ P2000/MSA2000 - 該当なし

◦ P9000/XP - 該当なし

• [Active Path] - パスのステータス (アクティブまたはスタンバイ状態) を示します。
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4ストレージのプロビジョニング
Storage Module for vCenter は、P6000 EVA、P2000 G3 MSA、および P4000 アレイのスト
レージプロビジョニングをサポートします。ユーザーは、新しいデータストアの追加、既存の
データストアの削除または拡張、新しい VM の作成、既存の VM のクローン作成など、スト
レージのプロビジョニング操作を実行できます。

P6000 EVA の場合、プロビジョニング操作は、シックプロビジョニングされた仮想ディスク
についてサポートされます。データストア、RDM、または VM が、Storage Module for vCenter
の外部のシンプロビジョニングされた仮想ディスク上に作成されている場合は、シックプロビ
ジョニングされた仮想ディスク上にクローンを作成することができます。

この章のタスクを実行するには、次の準備が必要です。

• プロビジョニングをサポートする HP アレイを使用する。

• 使用するストレージプールに対して、Storage Administrator Portal で Full Access 権限を設
定する。詳細は、「Storage Administrator Portal の概要 」 (10 ページ) を参照してくださ
い。

• ブラウザーのポップアップブロックを無効にする。プロビジョニング手順は、インベント
リツリーの VM、ホスト、クラスター、またはデータストアを右クリックして開始します
が、ポップアップブロックが有効になっていると、手順を開始できません。

• クラスターでプロビジョニング操作を行う場合は、設定済みのホストを含むクラスターを
使用する。

ヒント: Internet Explorer のデフォルト設定では、ポップアップブラウザーウィンドウのタイ
トルバーにページの URL が表示されます。ウィンドウのタイトルを表示するには、Internet
Explorer の次のセキュリティ設定を有効にします。
• [サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する]

• [Web サイトがアドレスバーやステータスバーのないウィンドウを開くのを許可する]

P6000 EVA での、仮想ディスクの位置のカスタマイズ
P6000 EVA でプロビジョニング操作を実行する前に、仮想ディスクの作成先フォルダーを変
更したいと考える場合があります。

Storage Module for vCenter を使用して P6000 EVA 上にデータストアを作成するとき、デフォ
ルトでは、関連付けられる仮想ディスクは、Virtual Disks フォルダーのルートレベルに作
成されます。仮想ディスクの位置は、次のディレクトリにある configuration.xml ファイ
ルを変更することでカスタマイズできます。

install folder\Storage\JBoss\standalone\configuration

すべての P6000 EVA のデフォルト位置の変更
すべての P6000 EVA のデフォルト位置を変更するには、configuration.xml ファイルの次のセ
クションにある\Virtual Disks\ の値を変更します。

<!-- EVA Global Default folder -->
<entry key="EVA.DefaultFolder">\Virtual Disks\</entry>

特定の P6000 EVA のデフォルト位置の変更
特定の P6000 EVA のデフォルト位置を変更するには、configuration.xml ファイルに次の
テキストを追加します。

<!-- Array-specific default folder -->
<entry key="EVA.DefaultFolder.ArrayName">\Virtual Disks\FolderName</entry>
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アレイを指定するには ArrayName を使用し、仮想ディスク位置を指定するには FolderName
を使用します。

注記: FolderName は P6000 EVA 上に存在する必要があります。存在しない場合、プロビ
ジョニング操作は失敗します。

監査ログの表示
Storage Module for vCenter は、プロビジョニング操作に対する監査ログを提供します。監査ロ
グ、provisionAuditLog.txt は次のディレクトリで使用できます。
install directory/Storage/JBoss/standalone/log。

新しいデータストアの追加
次の前提条件を満たすホストまたはクラスターに新しいデータストアを追加できます。

ホスト

• vSphere Client 内に存在する。

• FC 環境で、SAN がストレージプールとホスト間で分割されている。

• ホストが、アレイ上でホストグループまたはホストとして設定されている。

• iSCSI 環境の P4000 アレイのみ:

ホスト上に iSCSI イニシエーターがインストールされ、設定されている。◦
◦ iSCSI アレイの IP アドレスまたはホスト名が、ホスト上の iSCSI イニシエーターの動

的検出リストで設定されている。

クラスター

• クラスターとそのクラスターのホストが、vSphere Client 内に存在する。

• FC 環境で、SAN がストレージプールとクラスターホスト間で分割されている。

• クラスターホストが、アレイ上でホストグループまたはホストとして設定されている。

• クラスターホストは、別々のホストグループに所属できます。

注記: Storage Module for vCenter は、すべてのクラスターホストが 1 つのホストグルー
プに所属するような構成をサポートしません。

• iSCSI 環境の P4000 アレイのみ:

すべてのクラスターホスト上に iSCSI イニシエーターがインストールされ、設定され
ている。

◦

◦ iSCSI アレイの IP アドレスまたはホスト名が、すべてのクラスターホスト上の iSCSI
イニシエーターの動的検出リストで設定されている。

データストアの追加

ホストまたはクラスターにデータストアを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. vSphere Client を起動します。
2. 次のいずれかの方法で、Add Datastore ウィザードを起動します。

• ホストまたはクラスターを右クリックして、[HP Insight Management]→[Create Datastore]
の順に選択する。

• ホストまたはクラスターに対応する [HP Insight Management] ページで、
[Actions]→[Create Datastore]を選択する。

監査ログの表示 63



• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでホストまたはクラスターを右クリック
して、[Create Datastores] を選択する。

[Add Datastores] - [Specify Storage] ウィンドウが表示されます。 図 30 (64 ページ) を参
照してください。

図 30 [Add Datastores] - [Specify Storage] ウィンドウ

3. 次の情報を入力します。

• [Quantity]: 作成するデータストアの数を入力します。

• [Datastore Capacity]: 新しいデータストアの容量を入力します。

注記: ソフトウェアが使用する実際値は、VMware のオーバーヘッドを収納するた
めにわずかに大きくなる可能性があります。

• [Storage Pools]: 新しいデータストアで使用するストレージプールを選択します。
このウィンドウには、プロビジョニングをサポートするアレイ上の、Full Access 権限
を持つ設定済みストレージプールのリストが表示されます。

ヒント: ストレージプールのリストを並べ替えるには、[Name] または [Available
Capacity] オプションを選択します。

ウィザードには、使用できるストレージプールの [Capacity Before] 値と [Capacity
After] 値が表示されます。 図 31 (65 ページ) を参照してください。
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図 31 ストレージアレイの容量

選択したストレージプールで十分なスペースを使用できない場合は、[Warnings] ボッ
クスにメッセージが表示されます。

• [RAID Level]: 新しいデータストアの RAID レベルを選択します。ウィザードには、選
択しているストレージプールでサポートされる RAID レベルがすべて表示されます。

4. [Next] をクリックします。
[Add Datastores] - [Specify New Names] ウィンドウが表示されます。 図 32 (65 ページ)
を参照してください。

図 32 [Add Datastores] - [Specify New Names] ウィンドウ

5. 次の情報を入力します。

• [New Datastore Names]: 新しいデータストアのベース名を入力します。# 記号は必須
です。この記号は、新しいデータストア名の連番を示します。生成されるデータスト
ア名では、# 記号に代わって数字が用いられます。
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• [Where # is numeric and starts at]: データストア名の連番の開始値を入力します。デ
フォルト値は、次のとおりです。

デフォルトの連番開始値追加するデータストアの数

11～9

0110～99

001100～999

[Generated Names] ボックスに、作成されるデータストアの名前が表示されます。

6. [Next] をクリックします。
[Create Datastores] - [Review and Validate] ウィンドウが表示されます。図 33 (66 ページ)
を参照してください。

図 33 [Add Datastores] - [Review and Validate] ウィンドウ (検証前)

7. [Next] をクリックして、データストアを作成できることを確認します。
[Review and Validate] ウィンドウが更新され、検証プロセスの成否がアイコンで示されま
す。

緑色のアイコンは成功、赤色のアイコンは失敗を意味します。検証手順が失敗すると、
[Warning and Validation Results] ボックスにメッセージが表示されます。問題を解決して、
[Retry] をクリックし、検証手順を繰り返します。ウィザードに入力した値を変更する必要
がある場合は、[Back] および [Next] ボタンを使用して移動します。 図 34 (67 ページ) を
参照してください。
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図 34 [Add Datastores] – [Review and Validate] ウィンドウ (検証後)

8. [Next] をクリックして、要求した操作の概要を表示します。
[Summary] ウィンドウが表示されます。 図 35 (67 ページ) を参照してください。

図 35 [Add Datastores] - [Summary] ウィンドウ

9. [Finish] をクリックして、指定したデータストアを作成します。
vSphere Client ウィンドウの一番下にある [Recent Tasks] ペインで、タスクの進行状況を表
示できます。

ヒント: 手動でのデータ更新は不要です。Storage Module for vCenter のデータは、プロ
ビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。
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データストアの拡張
データストアが単一のディスク上にある場合は、そのデータストアのサイズを拡張できます。

1. vSphere Client を起動します。
2. 次のいずれかの方法で、[Expand Datastore] ウィンドウを起動します。

• データストアを右クリックして、[HP Insight Management]→[Expand Datastore]の順に
選択する。

• ホストまたはクラスターに対応する [HP Insight Management] ページで、
[Actions]→[Expand Datastore]を選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでデータストアを右クリックして、[Expand
Datastore] を選択する。

[Expand Datastore] ウィンドウが表示されます。図 36 (68 ページ) を参照してください。

図 36 [Expand Datastore] ウィンドウ

3. [Requested Datastore Capacity] []ボックスに、要求する新しい容量を入力します。
データストアの拡張には、次の規則が適用されます。

• データストアを拡張できるのは、そのデータストアが Storage Module for vCenter に
よるプロビジョニングがサポートされているアレイ上の単一ディスク上にある場合だ
けです。

• 要求する容量が、ストレージプールの合計容量を超えることはできません。

• 要求する容量は、元のデータストアの容量より大きくする必要があります。

新しい容量を入力するとき、[Expand Datastore] ウィンドウに関連するストレージプール
の [Capacity Before] 値と [Capacity After] 値が表示されます。
[Capacity Before] と [Capacity After] の値は、おおよその値です。実際の仮想ディスクの
サイズは、VMware のオーバーヘッドを収納するためにわずかに大きくなる可能性があり
ます。

4. [Finish] をクリックして、選択したデータストアを拡張します。
ダイアログボックスに、vSphere Client ウィンドウの一番下にある [Recent Tasks] ペインに
タスクの進行状況を表示できることが通知されます。

5. [OK] をクリックします。

68 ストレージのプロビジョニング



ヒント: 手動でのデータ更新は不要です。Storage Module for vCenter のデータは、プロ
ビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。

データストアの削除
VM または VM テンプレートで使用されていないデータストアは、削除できます。

• データストアで使用されているディスクがスナップショットを使用して複製されている場
合、削除操作は失敗します。

• データストアが VM または VM テンプレートで使用されている場合、削除操作は失敗しま
す。

データストアを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. vSphere Client を起動します。
2. 次のいずれかの方法で、削除するデータストアを指定します。

• データストアを右クリックして、[HP Insight Management]→[Delete Datastore]の順に
選択する。

• インベントリツリーでデータストアを選択して、[HP Management] ペインで [Storage
Tools] をクリックし、[Delete Datastore] リンクをクリックする。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでデータストアを右クリックして、[Delete
Datastore] を選択する。
Storage Module for vCenter により、削除要求の確認を指示されます。

3. 要求を確認する場合は、[Delete] をクリックします。
Storage Module for vCenter がすべてのホストからストレージボリュームを削除し、ボリュー
ムを削除して、ホストを再スキャンします。タスクが完了すると、削除されたデータスト
アは、vSphere Client に表示されなくなります。

ヒント: 手動でのデータ更新は不要です。Storage Module for vCenter のデータは、プロ
ビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。

未割り当てボリュームの削除
未割り当てボリュームとは、データストアや RDM に関連付けられていないボリュームのこと
です。プロビジョニングをサポートするアレイに所属する未割り当てのストレージボリューム
を削除できます。

未割り当てのボリュームを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. vSphere Client を起動します。
2. 任意の Storage Module for vCenter テーブルで、未割り当てのボリュームを見つけます。

たとえば、[Storage volumes] テーブルからボリュームを削除できます。図 37 (69 ページ)
を参照してください。

図 37 ボリュームの削除

3. ボリュームを右クリックして、[Delete Volume] を選択します。
Storage Module for vCenter により、削除要求の確認を指示されます。
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4. [Delete] をクリックします。
Storage Module for vCenter がすべてのホストから LUN の提供を削除し、ボリュームを削
除して、ホストを再スキャンします。タスクが完了すると、削除されたボリュームは、
vSphere Client に表示されなくなります。

ヒント: 手動でのデータ更新は不要です。Storage Module for vCenter のデータは、プロ
ビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。

テンプレートからの VM の作成
VM テンプレートから 1 つまたは複数の VM を作成できます。VM の作成時:

• VM テンプレートが vSphere Client 内に存在する必要があります。

• VM 作成の前提条件は、データストア作成の前提条件と同じです。詳細は、「新しいデー
タストアの追加 」 (63 ページ) を参照してください。新しい VM の作成中に、1 つまたは
複数の新しいデータストアが作成されます。

• 新しい VM に関連付けられるすべてのファイルが、新しいデータストア上に作成されま
す。

• テンプレートに RDM が含まれる場合、操作は新しい VM の作成プロセスで失敗します。

注記: VMware によって VM がテンプレートに変換されると、すべての RDM が空の仮
想ディスク (VMDK) に変換されます。このため、このテンプレートから作成される VM
は、RDM に関連付けられていません。詳細は、VMware vSphere オンラインライブラリの
『Virtual Disk Compatibility Modes』を参照してください。

• VM の作成開始にクラスターが使用される場合、クラスター内のすべてのホストでそのス
トレージに対するゾーンを作成し、ホストグループを設定する必要があります。

テンプレートから 1 つまたは複数の VM を作成するには、以下の手順に従ってください。
1. vSphere Client を起動します。
2. 次のいずれかの方法で、Create Virtual Machines ウィザードを起動します。

• ホストまたはクラスターを右クリックして、[HP Insight Management]→[Create VM
from Template]の順に選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルでホストまたはクラスターを右クリック
して、[Create VM from Template] を選択する。

• ホストまたはクラスターに対応する [HP Insight Management] ページで、
[Actions]→[Create VM from Template]を選択する。

• VM テンプレートを右クリックして、[HP Insight Management]→[Create VM from
Template]の順に選択します。

[Create Virtual Machines] - [Specify VMs] ウィンドウが表示されます。 図 38 (71 ページ)
を参照してください。
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図 38 [Create Virtual Machines] - [Specify VMs] ウィンドウ

3. 次の情報を入力します。

• [Owner]: 新しい VM を所有するホストまたはクラスターを選択します。ホストまたは
クラスターから VM の作成を開始すると、この情報は自動的に入力されます。

• [VM Template]: 新しい VM で使用するテンプレートを選択します。VM テンプレート
から VM の作成を開始すると、この情報は自動的に入力されます。

• [VM Quantity]: 作成する VM の数を入力します。

• [VM Initial State]: VM の初期状態 (Power On または Power Off) を指定します。

• [Customization Specification]: カスタマイズの仕様 (使用できる場合) を指定します。詳
細は、VMware 社の資料を参照してください。

4. [Next] をクリックします。
[Create Virtual Machines] - [Specify Storage] ウィンドウが表示されます。 図 39 (72 ペー
ジ) を参照してください。
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図 39 [Create Virtual Machines] - [Specify Storage] ウィンドウ

5. 次の情報を入力します。

• [Quantity]: 新しい VM をサポートするために作成するデータストアの数。この値は、
新しい VM の数以下でなければなりません。

• [Datastore Capacity]: 新しい各データストアの最小容量。
データストアの容量の値は、概算です。実際の仮想ディスクのサイズは、VMware の
オーバーヘッドを収納するためにわずかに大きくなる可能性があります。

• [Storage Pools]: 新しいデータストアで使用するストレージプールを選択します。
このウィンドウには、プロビジョニングをサポートするアレイ上の、Full Access 権限
を持つ設定済みストレージプールのリストが表示されます。選択したストレージプー
ルで十分なスペースを使用できない場合は、[Warnings] ボックスにメッセージが表示
されます。

ヒント: ストレージプールのリストを並べ替えるには、[Name] または [Available
Capacity] オプションを選択します。

• [RAID Level]: 新しいデータストアの RAID レベルを選択します。ウィザードには、選
択しているストレージプールでサポートされる RAID レベルがすべて表示されます。

6. [Next] をクリックします。
[Create Virtual Machines] - [Specify Names] ウィンドウが表示されます。 図 40 (73 ペー
ジ) を参照してください。
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図 40 [Create Virtual Machines] - [Specify Names] ウィンドウ

7. 次の情報を入力します。

• [VM Names]: 新しい VM のベース名を入力します。# 記号は必須です。この記号は、
新しい名前の連番を示します。生成される VM 名では、# 記号に代わって数字が用い
られます。

デフォルト値は、次のとおりです。

デフォルトの連番開始値数字

11～9

0110～99

001100～999

[Generated Names] ボックスに、作成される VM の名前が表示されます。

• [Datastore Names]: 新しいデータストアのベース名を入力します。# 記号は必須です。
この記号は、新しい名前の連番を示します。生成されるデータストア名では、# 記号
に代わって数字が用いられます。

[Generated Names] ボックスに、作成されるデータストアの名前が表示されます。

• [Where # is numeric and starts at]: VM 名とデータストア名の両方で、名前の連番の開
始値を入力します。デフォルト値は 1 です。

8. [Next] をクリックします。
[Create Virtual Machines] - [Review and Validate] ウィンドウが表示されます。図 41 (74 ペー
ジ) を参照してください。
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図 41 [Create Virtual Machines] - [Review and Validate] ウィンドウ (検証前)

9. [Next] をクリックして、VM を作成できることを確認します。
[Create Virtual Machines] - [Review and Validate] ウィンドウが更新され、検証プロセスの
成否がアイコンで示されます。

緑色のアイコンは成功、赤色のアイコンは失敗を意味します。検証手順が失敗すると、
[Warning and Validation Results] ボックスにメッセージが表示されます。問題を解決して、
[Retry] をクリックし、検証手順を繰り返します。ウィザードに入力した値を変更する必要
がある場合は、[Back] および [Next] ボタンを使用して移動します。 図 42 (74 ページ) を
参照してください。

図 42 [Create Virtual Machines] - [Review and Validate] ウィンドウ (検証後)
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10. [Next] をクリックして、要求した操作の概要を表示します。
[Summary] ウィンドウが表示されます。 図 43 (75 ページ) を参照してください。

図 43 [Create Virtual Machines] - [Summary] ウィンドウ

11. [Finish] をクリックして、指定した VM およびデータストアを作成します。
vSphere Client ウィンドウの一番下にある [Recent Tasks] ペインで、タスクの進行状況を表
示できます。

ヒント: 手動でのデータ更新は不要です。Storage Module for vCenter のデータは、プロ
ビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。

VM のクローン作成
既存の VM から 1 つまたは複数のクローン VM を作成できます。
VM のクローン作成には、次の規則が適用されます。

• VM のクローン作成の前提条件は、データストア作成の前提条件と同じです。詳細は、「新
しいデータストアの追加 」 (63 ページ) を参照してください。

• クローンの作成元にする VM が vSphere Client 内に存在する必要があります。

• クローンの作成元にする VM は、停止している必要があります。

• クローンとして作成される VM のファイル構造は、作成元の VM と同じになります。

• 作成元の VM は複数のデータストアを持つことができますが、各データストアは、複数の
ディスクにまたがることはできません。

• クローン作成元の VM が複数のデータストアを持つ場合、新しい VM も同じ数のデータス
トアを持ちます。

• クローンとして作成される VM は、作成元の VM と同じストレージプールを使用します。

• 新しい VM およびデータストアの作成にスナップショットが使用される場合、作成元の
VM ファイルを削除することはできません。

• 各スナップショットは、作成元のディスクと同じストレージプール内に作成されます。
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既存の VM から 1 つまたは複数の VM クローンを作成するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. vSphere Client を起動します。
2. 次のいずれかの方法で、Clone Virtual Machine ウィザードを起動します。

• ホストまたはクラスターに対応する [HP Insight Management] ページで、
[Actions]→[Clone VM]を選択する。

• VM を右クリックして、[HP Insight Management]→[Clone VM]の順に選択する。

• 任意の Storage Module for vCenter テーブルで VM を右クリックして、[Clone VM] を
選択する。

[Clone Virtual Machine] - [Clone Parameters] ウィンドウが表示されます。 図 44 (76 ペー
ジ) を参照してください。

図 44 [Clone Virtual Machine] - [Clone Parameters] ウィンドウ

3. 次の情報を入力します。

• [Target Owner]: 新しい VM を所有するホストまたはクラスターを選択します。

• [Target VM Quantity]: 作成する VM の数を入力します。

• [Target VM Initial State]: VM の初期状態 (Power On または Power Off) を指定します。

• [Customization Specification]: カスタマイズの仕様 (使用できる場合) を指定します。詳
細は、VMware 社の資料を参照してください。

• [Clone Type]: [Snapshot] または [Clone] を選択します。
スナップショットとは、作成元のボリュームとの関連付けを維持する必要なときに確
保スナップショット (Demand-allocated-snapshot) のことです。クローンとは、作成元
のボリュームとは関連付けれられない、すべて確保の (シンプロビジョニングされた)
コピーのことです。

• [Storage Pool]: 作成元の VM が使用しているストレージプールが自動的に表示され、
同時に [Capacity Before] と [Capacity After] 項目が表示されます。
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4. [Next] をクリックします。
[Clone Virtual Machine] - [Specify New Names] ウィンドウが表示されます。図 45 (77 ペー
ジ) を参照してください。

図 45 [Clone Virtual Machine] - [Specify New Names] ウィンドウ

5. 次の情報を入力します。

• [New VM Names]: 新しい VM のベース名を入力します。# 記号は必須です。この記号
は、新しい名前の連番を示します。生成される VM 名では、# 記号に代わって数字が
用いられます。

デフォルト値は、次のとおりです。

デフォルトの連番開始値数字

11～9

0110～99

001100～999

[Generated Names] ボックスに、作成される VM の名前が表示されます。

• New Datastore Names: 新しいデータストアのベース名を入力します。# 記号は必須で
す。この記号は、新しい名前の連番を示します。生成されるデータストア名では、#
記号に代わって数字が用いられます。

[Generated Names] ボックスに、作成されるデータストアの名前が表示されます。

• [Where # is numeric and starts at]: VM 名とデータストア名の両方で、名前の連番の開
始値を入力します。デフォルト値は 1 です。

6. [Next] をクリックします。
[Clone Virtual Machine] - [Review and Validate] ウィンドウが表示されます。図 46 (78 ペー
ジ) を参照してください。
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図 46 [Clone Virtual Machine] - [Review and Validate] ウィンドウ (検証前)

7. [Next] をクリックして、クローン VM の作成が可能なことを確認します。
[Review and Validate] ウィンドウが更新され、検証プロセスの成否がアイコンで示されま
す。

緑色のアイコンは成功、赤色のアイコンは失敗を意味します。検証手順が失敗すると、
[Warning and Validation Results] ボックスにメッセージが表示されます。問題を解決して、
[Retry] をクリックし、検証手順を繰り返します。ウィザードに入力した値を変更する必要
がある場合は、[Back] および [Next] ボタンを使用して移動します。 図 47 (78 ページ) を
参照してください。

図 47 [Clone Virtual Machine] - [Review and Validate] ウィンドウ (検証後)
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8. [Next] をクリックして、要求した操作の概要を表示します。
[Summary] ウィンドウが表示されます。 図 48 (79 ページ) を参照してください。

図 48 [Clone Virtual Machine] - [Summary] ウィンドウ

9. [Finish] をクリックして、指定した VM を作成します。
vSphere Client ウィンドウの一番下にある [Recent Tasks] ペインで、タスクの進行状況を表
示できます。

ヒント: 手動でのデータ更新は不要です。Storage Module for vCenter のデータは、プロ
ビジョニング操作が完了すると自動で更新されます。
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5ハードウェアアラート通知の表示
この章では、Insight Control for vCenter のハードウェアアラートイベントおよびアラームにつ
いて説明します。

Insight Control for vCenter イベント
Insight Control for vCenter は、Onboard Administrator、HP SNMP エージェント、および HP
CIM プロバイダーからのイベントを vCenter Server にロードして、管理者が vSphere Client の
[Tasks and Events] タブでそれらを表示して管理できるようにします。これにより、管理者は、
管理対象環境内のすべてのホストシステムイベントを種類の違いを超えて単一のビューで確認
することができます。

HP ハードウェアタスクおよびイベントを表示するには、vSphere Client の [Tasks and Events]
タブに移動し ます。

Onboard Administrator イベント
Insight Control for vCenter は、Onboard Administrator に登録され、サポートされるイベントを
発生と同時に受け取ります。これらのイベントは、vCenter Server の定義済みカテゴリに合わ
せて分類されます。

vCenter Server のイベントカテゴリイベント記述イベントタイプ

InfoOK、Other操作ステータスイベント

WarningUnknown、Degraded操作ステータスイベント

ErrorNon-recoverable error、Predictive
failure、Error

操作ステータスイベント

InfoInserted、Removed、Power
management、Power state、iLO alive

ハードウェアイベント

WarningiLO dead、Interconnect resetハードウェアイベント

ErrorBlade faultハードウェアイベント

InfoOK、Otherサブシステムイベント

WarningUnknown、Degradedサブシステムイベント

ErrorNon-recoverable error、Predictive
failure、Error

サブシステムイベント

詳細は、HP の Web サイトで入手できる『HP BladeSystem Onboard Administrator User Guide』
を参照してください。http://www.hp.com/go/oa

vCenter Server のイベントカテゴリ: info
ブレードイベント

Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to OK.
Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to other.
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: inserted
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: removed
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: shutdown
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: fault
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: power management
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: power state
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Enclosure 名前: Blade in bay 番号: iLO alive
インターコネクトイベント

Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号 status changed to OK.
Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号 status changed to other.
Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号: inserted
Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号: removed
パワーサプライイベント

Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to OK.
Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to other.
Enclosure 名前: Power supply in bay 番号: inserted
Enclosure 名前: Power supply in bay 番号: removed
ファンイベント

Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to OK.
Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to other.
Enclosure 名前: Fan in bay 番号: inserted
Enclosure 名前: Fan in bay 番号: removed
温度イベント

Enclosure 名前: Thermal status changed to OK.
Enclosure 名前: Thermal status changed to other.
電源サブシステムイベント

Enclosure 名前: Power subsystem status changed to OK.
Enclosure 名前: Power subsystem status changed to other.
ファンゾーンイベント

Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to OK.
Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to other.

vCenter Server のイベントカテゴリ: warning
ブレードイベント

Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to unknown.
Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to degraded.
Enclosure 名前: Blade in bay 番号: iLO dead
インターコネクトイベント

Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号 status changed to unknown.
Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号: reset
パワーサプライイベント

Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to unknown.
Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to degraded.
ファンイベント

Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to unknown.
Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to degraded.
温度イベント

Enclosure 名前: Thermal status changed to unknown.
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Enclosure 名前: Thermal status changed to degraded.
電源サブシステムイベント

Enclosure 名前: Power subsystem status changed to unknown.
Enclosure 名前: Power subsystem status changed to degraded.
ファンゾーンイベント

Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to unknown.
Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to degraded.

vCenter Server のイベントカテゴリ: error
ブレードイベント

Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Blade in bay 番号 status changed to error.
インターコネクトイベント

Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号 status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Interconnect in bay 番号 status changed to error.
パワーサプライイベント

Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Power supply in bay 番号 status changed to error.
ファンイベント

Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Fan in bay 番号 status changed to error.
温度イベント

Enclosure 名前: Thermal status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Thermal status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Thermal status changed to error.
電源サブシステムイベント

Enclosure 名前: Power subsystem status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Power subsystem status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Power subsystem status changed to error.
ファンゾーンイベント

Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to non-recoverable error.
Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to predictive failure.
Enclosure 名前: Fan zone 番号 status changed to error.

HP SNMP エージェントおよび HP CIM プロバイダーイベント
HP Insight Control for vCenter は、HP SNMP エージェントおよび HP CIM プロバイダーに登録
され、HP SNMP エージェントからはトラップを、HP CIM プロバイダーからはインジケーショ
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ンを発生と同時に受け取ります。これらのトラップおよびインジケーションに基づいて作成さ
れるイベントは、vCenter Server の定義済みカテゴリに合わせて分類されます。

vCenter Server のイベントカテゴリイベントの重要度イベントタイプ

Info通常または情報HP SNMP エージェントまたは HP
CIM プロバイダー

Warning警告またはマイナーHP SNMP エージェントまたは HP
CIM プロバイダー

ErrorメジャーまたはクリティカルHP SNMP エージェントまたは HP
CIM プロバイダー

これらのイベントには、次の情報が含まれます。

• イベントソース

• イベント名

• イベントカテゴリ

• イベントの説明

アラーム
vCenter Server に Insight Control for vCenter イベントが転送されると、対応するイベントカテ
ゴリまたはホストステータスに基づいてホストの全体的なステータスが変化します。ホストス
テータスの変化が、管理者によって割り当てられる基準を満たすと、アラームが起動します。

全体的なホストステータスイベントカテゴリ

緑色Informational

黄色Warning

赤色Error

vCenter Server では、Insight Control for vCenter からの次のイベントによりアラームが発生する
可能性があります。

• HP サーバー SNMP トラップに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、SNMP トラップから生成されるイベントによって起動する可能性が
あります。アラームの状態は、イベントカテゴリによって制御されます。

• HP サーバー WBEM イベントに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、WBEM イベントから生成されるイベントによって起動する可能性
があります。アラームの状態は、イベントカテゴリによって制御されます。

• HP BladeSystem のファンゾーンに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、HP BladeSystem のサブシステムイベントによって起動します。ア
ラームの状態は、イベントのタイプ (重要度) によって制御されます。アラームは、影響を
受けたファンゾーン内のすべての HP ProLiant および BladeSystem サーバーで起動します。

• HP BladeSystem の電源サブシステムに関連付けられているアラーム
これらのアラームは、HP BladeSystem の電源サブシステムイベントによって起動します。
アラームの状態は、イベントのタイプ (重要度) によって制御されます。アラームは、影響
を受けたエンクロージャー内のすべての HP ProLiant および BladeSystem サーバーで起動
します。

アラーム 83



アラームアイコン

アラームが発生すると、vSphere Client ウィンドウの右側の vSphere Client の各タブのすぐ上
にあるバーに沿って、またはインベントリツリーのホストアイコン上に、アイコンが表示され
ます。[Alarm] タブにアラームを表示するには、アイコンをクリックします。[Alarm] タブに、
すべてのアラームのリストが表示されます。
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6トラブルシューティング
Insight Control for vCenters で問題をトラブルシューティングする前に、次の手順を実行する必
要があります。

• vCenter Server の正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認します。

• ソフトウェアのインストールと設定が『HP Insight Control for VMware vCenter Server イン
ストールガイド』の説明に従って行われていることを確認します。

• ログファイルを調べます。手順については、「ログファイルの表示」 (85 ページ) を参照
してください。

ログファイルの表示
Insight Control for vCenter の hpserver.log ファイルは install folder\server ディレ
クトリにあり、hpunim.log ファイルは install folder\uim ディレクトリにあります。

注記: このガイドでは、ソフトウェアが C:\Program Files (x86)\HP にインストールさ
れていると仮定しています。32 ビットシステムの場合は、C:\Program Files (x86)\を
C:\Program Files\に置き換えてください。

ログファイルは、vSphere Client で表示することもできます。
1. vSphere Client のホームページに移動します。
2. [Administration] の下にある [System Logs] アイコンをクリックします。
Storage Module for vCenter の各ログは、次のディレクトリにあります。C:\Program Files
(x86)\HP\HP Insight Control Storage Module for vCenter\Storage\Jboss\
standalone\log たとえば、次のログがあります。
hpstoragemodule_February_2010_Log_1.log は、2010 年 2 月以降の Storage Module
for vCenter ログです。
アレイ固有の Storage Module for vCenter ログは、次のディレクトリにあります。C:\Program
Files (x86)\HP\HP Insight Control Storage Module for vCenter\Storage\
Jboss\standalone\log

• P6000 EVA の場合: array_evaemdo_wrapper.log

• P9000/XP アレイの場合: array_xpdo_wrapper.log

Insight Control for vCenter のトラブルシューティング
この項では、Insight Control for vCenter の一般的なトラブルシューティング情報を提供します。
Server Module for vCenter 固有のトラブルシューティング情報については、「Server Module
for vCenter のトラブルシューティング」 (88 ページ) を参照してください。Storage Module for
vCenter 固有のトラブルシューティング情報については、「Storage Module for vCenter のトラ
ブルシューティング」 (91 ページ) を参照してください。

vSphere Client で [HP Insight Management] タブを使用できない
考えられる原因 1: Insight Control for vCenter プラグインが有効になっていません。
対処方法: vSphere Client でプラグインの状態を確認します。
1. vSphere Client を起動します。
2. [Plug-ins]→[Manage Plug-ins]の順に選択します。
3. Insight Control for vCenter モジュールのステータスが「Enabled」になっていることを確認

します。

考えられる原因 2: Insight Control for vCenter、vCenter Server、および vSphere Client を実行す
るそれぞれのシステム間の通信が確立していません。
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対処方法:

• vSphere Client ウィンドウの左ペインでホスト、クラスター、または VM が選択されてい
ることを確認します。

• 矢印を使用して vCenter Server の各タブをスクロー ルし、[HP Insight Management] タブ
を見つけます。[HP Insight Management] タブは、GUI のスペースが足りない場合に vSphere
Client が折り畳んでいる可能性があります。

• Insight Control for vCenter、vCenter Server、および vSphere Client を実行するシステム間
のネットワーク接続を確認します。これらのシステム間に少なくとも 1 つのネットワーク
パスがあることを確認します。必要に応じて、Ping などのツールを使用してください。

• Insight Control for vCenter、vCenter Server、および vSphere Client を実行するそれぞれの
システムで使用されている DNS 名が正しく解決されることを確認します。DNS 名が正し
く解決されない場合は、IP アドレスを使用して Insight Control for vCenter を設定します。

• すべてのファイアウォールプログラム設定で、そのプログラムがインストールされている
シ ステム上の TCP/IP ポートへの Insight Control for vCenter によるアクセスが許可されて
いることを確認します。

vSphere Client、Insight Control for vCenter、または Storage Module for vCenter が
応答しない

考えられる原因: 必要なサービスが実行されていません。
対処方法: 次のサービスが実行されていることを確認します。

• VMware vCenter Server

• HP Common Services

• HP Insight Control for vCenter Server

• HP Insight Control Storage Module for vCenter

• HP Insight Control for vCenter UI Manager

vSphere Client の応答が緩慢である
考えられる原因: Insight Control for vCenter がインストールされているシステムが、そのサー
バーにインストールされているすべてのソフトウェアのハードウェア要件を満たしていませ
ん。

対処方法: 次の点を確認してください。

• HP SIM と vCenter Server が同じサーバーにインストールされていない。この構成はサポー
ト対象ではありません。

• システムにインストールされているすべてのソフトウェアについて、すべてのハードウェ
ア要件が満たされている。

Insight Control for vCenter のインストール要件についての詳細は、『HP Insight Control for
VMware vCenter Server インストールガイド』を参照してください。

起動時に vCenter サービスが終了する
考えられる原因: vCenter Server は、SQL Server に依存します。vCenter サービスが SQL Server
よりも前に起動すると、vCenter Server はそのデータベースへの接続に失敗します。
対処方法: VMware ナレッジベース の記事 1007669 を参照してください。

インストール直後に、Internet Explorer の「書き込みできません。」スクリプトエ
ラーが発生する

Insight Control for vCenter のインストール後、vSphere Client を起動すると次のメッセージが表
示されます。
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図 49 Internet Explorer スクリプトエラー: 書き込みできません。

対処方法: ウィンドウを閉じ、vCenter ホストを Internet Explorer の信頼済みサイトのリストに
追加して、vSphere Client を再起動します。

キャッシュまたは Cookie の機能が低下するか壊れて GUI に異常が発生する
考えられる原因: Insight Control for vCenter は、VMware のプラグインアーキテクチャーを使用
します。このアーキテクチャーは組み込まれた Internet Explorer コンポーネントを使用して
Insight Control for vCenter の GUI を表示します。Internet Explorer のキャッシュまたは Cookie
の機能が低下するかまたは壊れると、GUI に異常が発生することがあります。
対処方法: Internet Explorer でキャッシュをクリアします。
1. [ツール]→[インターネットオプション]の順に選択します。
2. [全般] タブの [閲覧の履歴] セクションで [削除]をクリックします。

[閲覧の履歴の削除] ダイアログボックスが表示されます。
3. インターネット一時ファイルと Cookie を削除して、[OK] をクリックします。

VM ホストでの iLO との通信エラー
Windows Proxy Server を有効にして、ESX ホストで iLO 3 を使用している場合は、次のエラー
が発生します。

Error Communicating with iLO at " VM hostname " Text object has no
attribute 'ribcl' .
考えられる原因: Windows Proxy Server の設定が、Insight Control for vCenter Server から、ター
ゲットの ESX/ESXi ホストシステム上にある iLO 3 への LAN 通信を許可するように設定されて
いません。

対処方法: Insight Control for vCenter/vSphere クライアントと、ESX/ESXi ホストシステムとし
て動作している ProLiant サーバー上の iLO 3 との間で、Windows Proxy Server を無効化または
バイパスします。Insight Control for vCenter サーバーで Windows オペレーティングシステム
のデフォルトのプロキシ設定を無効にするには、以下の手順に従ってください。

1. Windows のレジストリエディタープログラム、regedit を起動します。
2. 次の場所に移動します。

Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings。

3. ProxyEnable の値を手動で 1 (有効) から 0 (無効) に変更します。
4. [OK] をクリックします。
Microsoft Internet Explorer を使用して Windows Proxy Server をバイパスする、またはプロキシ
サーバー用の TCP IP アドレスが存在しないプロキシサーバーに合わせて設定されているか、既
存のプロキシサーバーに一致しないように設定されていることを確認するには、Windows
Internet Explorer の LAN 設定を使用するために、Microsoft Internet Explorer の [Tools] メニュー
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([ツール]→[インターネットオプション]→[接続]→[ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定])
を使用します。

プロキシサーバーの設定についての詳細は、Microsoft サポート技術情報 819961 (http://
support.microsoft.com/kb/819961 ) を参照してください。

Server Module for vCenter のトラブルシューティング
この項では、Server Module for vCenter 固有のトラブルシューティング情報を提供します。
Insight Control for vCenter の一般的なトラブルシューティングについては、「Insight Control for
vCenter のトラブルシューティング」 (85 ページ) を参照してください。Storage Module for
vCenter 固有のトラブルシューティング情報については、「Storage Module for vCenter のトラ
ブルシューティング」 (91 ページ) を参照してください。

ホストのサーバー概要データが表示されない

考えられる原因 1: iLO がホストシステムに関連付けられていません。
対処方法: iLO がホストシステムに関連付けられているかどうか確認します。
次のいずれかの方法で iLO をホストに関連付けます。

• vCenter で iLO を設定する。
VMware クラスターを電力管理と組み合わせて使用している場合はこの方法を使用しま
す。vSphere Client で、ホストを選択して [Configuration] タブをクリックします。[Software]
セクションで [Power Management] リンクをクリックし、右上隅の [Properties] をクリック
します。iLO の設定を入力して、[OK] をクリックします。

• [HP Insight Management] タブから iLO を設定する。
ホストを選択して、[HP Insight Managment] タブをクリックします。カーソルを [Settings]
アイコンに合わせ、[Host Properties] を選択します。iLO の設定を入力して、[Save] をク
リックします。

• 自動での関連付けを使用する。

HP SNMP エージェント/HP CIM プロバイダーがホストにインストールされていることと、
認証情報が正しいことを確認します。

◦ Insight Control for vCenter バージョン 6.3 以降では、ESX または ESXi ホストとの直接
通信により、ホストから iLO への関連付けを作成できます。自動的な関連付けが実行
されるようにするには、HP Management Agents for VMware ESX または HP ESXi Offline
Bundle for VMware ESXi をホストにインストールする必要があります。

◦ Insight Control for vCenter Versions 6.2.2 以前では、環境の中に HP SIM が存在してい
る場合は、VMware ホストから iLO への関連付けが HP SIM から自動的に誘導されま
す。HP SIM では、HP Management Agents for VMware ESX または HP ESXi Offline
Bundle for VMware ESXi がホストにインストールされていることが要求される可能性
があります。

考えられる原因 2: ホストが iLO と接続されていません。
対処方法: ホストをエンクロージャーに固定し直します。

特定のホストまたはクラスターについて稼働状況ステータスや情報が表示されな
い

考えられる原因: vCenter Server、Insight Control for vCenter、HP SNMP エージェント/HP CIM
プロバイダー、HP Management Agents for VMware ESX /HP ESXi Offline Bundle for VMware
ESXi、Virtual Connect Manager (ブレードのみ)、および管理対象ノード間で、それぞれの管理
プロセッサーを使用した、アクティブで正しく認証された通信が確立していません。

88 トラブルシューティング

http://support.microsoft.com/kb/819961
http://support.microsoft.com/kb/819961


対処方法: 正しく認証された通信が確立していることを確認します。

• iLO 情報が、「VMware ホストから iLO への関連付け」 (8 ページ) の説明に従って、対
応するホストシステムに正しく関連付け られていることを確認します。

• HP Management Agents for VMware ESX または HP ESXi Offline Bundle for VMware ESXi
がインストールされ、Insight Control for vCenter で認証情報が正しく設定されていること
を確認します。

• グローバル認証情報または各 iLO、Onboard Administrator、および VMware ホストに固有
の認証情報が、正しく設定されていることを確認します。

• 最初のポーリングサイクルが完了していることを確認します。これは、設定によって異な
りますが、少し時間がかかる場合があります。

Insight Control for vCenter が管理対象ノード用に用意した URL に対する自動ログ
インが機能しない

考えられる原因: 有効なユーザー名とパスワードが設定されていないか、または SSO の証明書
(Onboard Administrator に対する SSO の場合) がインストールされていません。
対処方法: ユーザー認証情報または SSO 設定を確認します。

• 用意されている認証情報が、vCenter Server の管理者を対象にしたものかどうかを確認し
ます。自動ログインを使用できるのは、vCenter Server の管理者だけです。詳細は、「HP
ツールの起動」 (33 ページ) を参照してください。

• iLO、Onboard Administrator、および HP SIM について、認証情報が正しく入力されてい
るかどうかを確認します。この情報は、グローバル認証情報設定を使用するかまたはネッ
トワーク上の各 iLO、Onboard Administrator、または HP SIM の個別の設定値を入力する
ことで、入力できます。パスワードの管理およびその他のシステム管理タスクについての
詳細は、「Insight Control for vCenter の設定」 (7 ページ) を参照してください。

• Onboard Administrator への SSO が可能になるように、「Onboard Administrator シング
ルサインオン」 (8 ページ) の説明に従い、SSO 証明書の設定手順を実行します。

Insight Control for vCenter からの Virtual Connect Manager 起動リンクで、ログイ
ン認証情報の入力を要求される

原因: Virtual Connect Manager は自動ログインをサポートしていません。

Insight Control for vCenter から HP SIM への自動ログインが失敗する
考えられる原因: HP SIM は、自動ログインで Cookie を使用します。ブラウザーがすべての
Cookie をブロックするように設定されている場合、Insight Control for vCenter の HP SIM 自動
ログイン機能は機能しません。

対処方法: Microsoft Internet Explorer ブラウザーを設定し、Cookie を受け入れるようにします。
1. [ツール]→[インターネットオプション]の順に選択します。
2. [プライバシー]タブをクリックして、設定を [中]に変更します。
3. [適用]をクリックします。
4. [セキュリティ]タブをクリックします。
5. インターネットおよびローカルイントラネットゾーンのセキュリティレベルを [中]に設定

します。

Microsoft Windows 2008 の Internet Explorer のセキュリティ強化も、Cookie をブロックする
可能性があります。必ず、セキュリティ設定を変更します。サーバーマネージャーの [Internet
Explorer セキュリティ強化の構成 (ESC)] メニューで Cookie を有効にしてください。
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HP Insight 電力管理の起動リンクをクリックしても、希望する HP SIM ページに移
動しない

考えられる原因: HP SIM 用の Insight 電力管理プラグインがインストールされていないのに、
Insight Control for vCenter の下の Insight 電力管理の起動リンクを選択しても、HP SIM は Insight
電力管理関連のページを起動できません。Insight Control for vCenter で、HP Insight 電力管理リ
ンクが正しく機能するには、HP SIM と HP Insight 電力管理プラグインがインストールされて
いなければなりません。

対処方法: HP SIM 用の Insight 電力管理プラグインをインストールして設定します。

[Cost Advantage] フィールドに値が表示されない
考えられる原因: 管理対象の vCenter Server クラスターが、DPM 構成のクラスターではない
か、または電力コスト値が設定されていません。

対処方法: クラスターのタイプと電力コスト設定を確認します。

• クラスターが DRS 対応であることを確認します。この機能は、DPM 構成の DRS 対応クラ
スターだけに対応しています。

• 電力コスト値が正しく設定されていることを確認します。詳細は、「クラスターの電力コ
ストの設定 」 (24 ページ) を参照してください。

Insight Control for vCenter が vCenter Server にイベントを転送しない
考えられる原因: Insight Control for vCenter がイベントを vCenter Server に転送するように設定
されていない可能性があります。

対処方法: システムが、イベントを vCenter Server に転送するように設定されていることを確
認します。

• 「ハードウェアアラート通知の表示」 (80 ページ) の説明に従って、Onboard Administrator
から vCenter Server に転送するイベントのタイプをメモします。メモしたイベントのいず
れかを Insight Control for vCenter が vCenter Server に転送していない場合は、管理対象
ノードが HP ProLiant c-Class サーバーブレードであることと Insight Control for vCenter が
インストールされているシステム上のデフォルトシステムブラウザーから対応する Onboard
Administrator にアクセスできることを確認します。
Insight Control for vCenter が vCenter Server に転送する他のすべてのイベントについては、
HP SNMP エージェントまたは HP CIM プロバイダーがインストールされ、設定されてい
る必要があります。

• Onboard Administrator が、イベントを Insight Control for vCenter に転送するように設定さ
れていることを確認します。

1. Insight Control for vCenter のホーム設定ページにアクセスします。
2. [Configuration] タブをクリックします。
3. [OA Settings Forward Events] が Yes に設定されていることを確認します。No が選択

されている場合は、[Yes] を選択して、[保存]をクリックし ます。

ファームウェアインベントリ情報が表示されない

考えられる原因: Insight Control for VMware vCenter のファームウェア検出でサポートされるの
は、HP ESXi Offline Bundle for VMware がインストールされている ESXi ホストだけです。HP
CIM プロバイダーとの通信には、ESXi のユーザー名およびパスワードが必要です。

• ホストが ESXi を実行していない場合は、次のメッセージが表示されます。
There are no firmware components to display.
Firmware inventory is only supported on hosts running ESXi.

• HP ESXi Offline Bundle for VMware がホストにインストールされていない場合は、次のメッ
セージが表示されます。
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There are no firmware components to display.
The HP ESXi Offline Bundle for VMware is not installed on this host.

• 上記の項目以外のエラーが発生している場合は、次のメッセージが表示されます。

There are no firmware components to display.
An error occurred while discovering firmware.

詳細は、Insight Control for vCenter のログを参照してください。ログへのアクセスについ
ては、「ログファイルの表示」 (85 ページ) を参照してください。

No Virtual Connect information is available for this host エ
ラーが発生する

このエラーの原因として、次の状況が考えられます。

• サーバーがブレードサーバーでない

• Virtual Connect の認証情報が有効でない

• Virtual Connect データの取得中に別エラーが発生している
詳細は、Insight Control for vCenter のログを参照してください。ログへのアクセスについ
ては、「ログファイルの表示」 (85 ページ) を参照してください。

Storage Module for vCenter のトラブルシューティング
この項では、Storage Module for vCenter 固有のトラブルシューティング情報を提供します。
Insight Control for vCenter の一般的なトラブルシューティングについては、「Insight Control for
vCenter のトラブルシューティング」 (85 ページ) を参照してください。Server Module for
vCenter 固有のトラブルシューティング情報については、「Server Module for vCenter のトラブ
ルシューティング」 (88 ページ) を参照してください。

Storage Administrator Portal のログイン認証情報
Storage Module for vCenter のインストール時に、Storage Administrator Portal で使用するログ
イン認証情報を指定します。これらの認証情報は、Storage Administrator Portal へのログイン
専用であり、HP アレイ上での Storage Module for vCenter のプロビジョニング操作の実行に必
要な VMware の管理者役割を付与するものではありません。Storage Module for vCenter のプ
ロビジョニング機能を使用するには、vSphere セッションで VMware の管理者役割を設定する
必要があります。手順については、『HP Insight Control for VMware vCenter Server インストー
ルガイド』を参照してください。

Storage Module for vCenter の GUI がマウスクリックに応答しない
考えられる原因: インターネット一時ファイルディレクトリに空きがありません。
対処方法: Internet Explorer が作成する一時ファイルを削除します。

更新に時間がかかる

P6000 EVA を含む環境で、データの更新に長い時間がかかります。
考えられる原因: P6000 EVA 上のハードウェアが故障している可能性があります。何らかの
ハードウェア障害が原因となって P6000 Command View の性能が低下し、Storage Module for
vCenter による更新に長い時間がかかることがあります。
対処方法: P6000 EVA 上の故障したドライブを取り外すか交換します。

アレイまたは管理サーバーの設定時に、Unexpected state: The setup
helper has not been created エラーが表示される

考えられる原因: Insight Control for vCenter のホスト名に、サポートされていない文字が含まれ
ています。
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ホスト名でサポートされる文字は、a～z (大文字/小文字の区別なし)、0～9、およびハイフン
だけです。

対処方法: 以下の手順を実行してください。
1. install folder\uim (デフォルトのインストール先ディレクトリが使用されていると

想定します) にある configuration.json ファイルを開きます。
2. Insight Control for vCenter のホスト名を IP アドレスに変えます。
3. ファイルを保存して閉じます。

4. install folder\storage\jboss\standalone\configuration\standalone.xml
ファイルを編集します。

5. <wsdl-host> のホスト名を IP アドレスに変更します。
6. ファイルを保存して閉じます。

7. HP Insight Control Storage Module for vCenter サービスを再開します。
8. vSphere Client を再起動します。

Storage Module for vCenter と組み合わせて使用するために P6000 Command View
および MSA proxy provider の設定を試みると、ポートの競合が発生する

考えられる原因: P6000 Command View と MSA2000 G2 SMI-S proxy provider を同じサーバー
にインストールすることはできません。これは、両方のソフトウェアが通信に同じポートを使
用するからです。

対処方法: P6000 EVA と MSA アレイを同じ vCenter 管理サーバーと Storage Module for vCenter
で管理する場合は、Storage Module for vCenter を P6000 Command View 管理サーバーにイン
ストールしないでください。

MSA2000 G2 または P2000 G3 MSA アレイ情報がストレージモジュールの GUI
に表示されない

考えられる原因: アレイ上の SMI-S サービスが応答していない可能性があります。
この問題を解決するには、次の対処方法を実行します。1 つの対処方法が成功しなければ、次
の対処方法に移ります。

対処方法: MSA2000 G2 または P2000 G3 MSA SMI-S サービスを再起動します。この再起動
は、ディスクアクセスには影響しません。

1. MSA2000 G2 または P2000 G3 MSA アレイの SMU インターフェイスに、管理アクセス
権限を持つユーザーでログインします。使用できる管理 IP アドレスを使用します (たとえ
ば、http://管理 IP アドレス )。

2. [設定]→[サービス]→[マネジメント]の順に選択します。
3. [ストレージ管理標準 (SMI-S)] チェックボックスの選択を解除して、[適用]をクリックしま

す。

4. [ストレージ管理標準 (SMI-S)] チェックボックスを選択して、[適用]をクリックします。
以上の操作で、SMI-S サービスが実行されるようになります。

5. Storage Module for vCenter のデータを更新します。
手順については、「Storage Module for vCenter データの更新 」 (38 ページ) を参照して
ください。

対処方法 2: MSA2000 G2 または P2000 G3 MSA アレイの管理コントローラーを再起動しま
す。
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重要: この手順により、MSA2000 G2 または P2000 G3 のアレイコントローラーが再起動
します。管理コントローラーを再起動すると、正常に再起動されるまで、コントローラーとの
通信が中断されます。この再起動は、ディスクアクセスには影響しません。再起動に失敗した
場合、パートナー管理コントローラーは、動作および構成情報を完全に保持し、アクティブな
ままとなります。管理コントローラーサービスに依存する他のアプリケーション (Microsoft
VSS、VDS など) が影響を受ける可能性があります。

1. MSA2000 G2 または P2000 G3 MSA アレイの SMU インターフェイスに、管理アクセス
権限を持つユーザーでログインします。使用できる管理 IP アドレスを使用します (たとえ
ば、http://管理 IP アドレス )。

2. [設定]→[システム設定]→[ネットワークインターフェイス]の順に選択します。
3. ステップ 1で使用した IP アドレスを持つコントローラーを確認します。
4. [ツール]→[コントローラーのシャットダウンまたは再起動]の順に選択します。
5. 次の項目を選択します。

• [動作]: 再起動

• [コントローラータイプ]: マネジメント

• [コントローラー]: ステップ 3での確認に基づき、A または B
6. [すぐに再起動]をクリックします。
7. SMU にログインします。
8. Storage Module for vCenter のデータを更新します。

手順については、「Storage Module for vCenter データの更新 」 (38 ページ) を参照して
ください。

[Storage Overview] ページに P9000 の仮想ディスク情報が表示されない
考えられる原因: アレイ上のポートのホストグループ名の文字数が 16 を超えています。
対処方法: アレイ上のホストグループの名前を変更して、最大 16 文字の名前にしてから、デー
タの手動更新を開始します。更新プロセスが完了すると、P9000 仮想ディスクの情報が表示さ
れます。

複製され連結された LUN が、複製された LUN として認識されない
複製された 2 つの LUN で構成されるデータストアでは、複製情報は使用できません。(「複製
された LUN の連結」 (94 ページ) )。
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図 50 複製された LUN の連結

原因: Storage Module for vCenter では、この構成はサポートされません。

Storage Module for vCenter インターフェイスに LUN が重複して表示される
考えられる原因: マルチパスを使用する環境では、1 つの LUN が複数のパスにまたがって別々
の LUN 番号を使用してホストに提供されると、LUN が重複して表示されることがあります。
対処方法: この問題に対処する方法は 2 つあります。

• LUN を再構成して、すべてのパスで単一の LUN 番号を持つようにします。詳細は、VMware
ナレッジベース の記事 1003973 を参照してください。

• VMware の詳細設定 Scsi.CompareLUNNumber を無効にします。
vSphere Client でホストを選択します。1.

2. [Configuration] タブをクリックします。
3. [Software] ペインで [Advanced Settings] をクリックします。
4. 詳細設定のリストで、[Scsi] をクリックします。
5. [Scsi.CompareLUNNumber] 値を編集して、[OK] をクリックします。

クラスターに含まれる VM またはデータストアで LUN が複数回表示される
考えられる原因: Storage Module for vCenter は、固有の識別子として「ESX Host+LUN 番号」
を使用します。1 つの LUN がクラスターを構成する複数のホストに提供されると、その LUN
は各ホストの [Related VMs] および [Related Datastores] ページにリストされます。
対処方法: 同じディスク名の LUN は重複しており、ストレージアレイ上の 1 つのディスクを意
味します。

Storage Administrator Portal の情報をエクスポートできない
考えられる原因: 必要な ActiveX コントロールが無効になっています。
対処方法: Storage Administrator Portal からデータをエクスポートするには、Internet Explorer
で次の ActiveX コントロールを有効にします。

• 未署名の ActiveX コントロールのダウンロード

• スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とス
クリプトの実行
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• スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの
実行

注記: 一部の他社製セキュリティソフトウェアが、これらの ActiveX コントロール設定の有
効化と保存を禁止する場合があります。これらの ActiveX コントロール設定を変更してもそれ
らの設定がデフォルト値に戻る場合は、ご使用のセキュリティソフトウェアとローカルセキュ
リティポリシーを調べてください。

Internet Explorer のセキュリティ設定についての詳細は、Microsoft 社の資料を参照してくださ
い。

LUN の数が 100 以上の環境で Internet Explorer のスクリプトエラーが表示される
LUN の数が 100 以上の環境で、更新中に次のメッセージが表示されます。
このスクリプトの実行を中止しますか?
このページのスクリプトが、Internet Explorerの実行速度を遅くしています。
スクリプトを実行し続けると、コンピューターが反応しなくなる可能性があります。

考えられる原因: インターネットスクリプトの 1 つが長い間終了していません。
対処方法: [いいえ]をクリックします。
対処方法: レジストリエントリーを追加または変更します。
1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles レジス

トリキーを開きます。キーが存在しない場合は、追加します。

2. ステップ 1で開くかまたは作成したキーの下に MaxScriptStatements DWORD 値を作
成します。

3. 値 0x00FFFFFFFF を割り当てて、スクリプトエラーを防止します。Internet Explorer がこの
メッセージを再度表示しないようにするには、値 0xFFFFFFFF を使用します。

P2000 G3 MSA 仮想ディスクがローカルディスクまたは管理対象外のディスクと
して表示される

P2000 G3 MSA アレイから作成された仮想ディスクがローカルディスクまたは管理対象外の
ディスクとして表示される

原因: Storage Module for vCenter では、MSA SAS ディスクに関する情報が表示されません。

データストアのブロックサイズを設定できない

ESX 5.x 環境でデータストアを作成している場合、VMFS-5 ファイルシステムについては、ブ
ロックサイズを設定できません。

原因: VMFS-5 ファイルシステムを使用してデータストアを作成している場合、VMware は、
1MB 以外のブロックサイズをサポートしません。

ユーザーが作成したアカウントを使用している場合、P2000 G3 アレイを設定で
きない

P2000 G3 MSA アレイを設定していると、Unable to Authenticate エラーが発生する
原因: WBI には、新しいユーザーを作成する際に SMI-S を有効にするオプションがありませ
ん。FTP、CLI、および WBI を有効にするオプションのみがあります。これは WBI による制限
です。

対処方法: CLI を使用し、管理オプションによってユーザーを作成します。
例:create user newUser level manage interfaces cli, ftp, smis, wbi
password password
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7サポートと他のリソース
この章では、Insight Control for vCenter で利用できるサポートについて説明します。

ご連絡の前にご用意いただく情報
ご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。

• ソフトウェア製品名

• ハードウェア製品モデル番号

• オペレーティングシステムの種類とバージョン

• 該当するエラーメッセージ

• サードパーティ製のハードウェアまたはソフトウェア

HP へのご連絡方法
次の方法で HP のテクニカルサポートに問い合わせてください。

• 世界各地の HP への問い合わせ方法については、次の Contact HP Worldwide (英語) の Web
サイトを参照してください。

http://www.hp.com/go/assistance

• 米国では、+1 800 334 5144 に電話で問い合わせてください。このサービスは休日なし
で 24 時間ご利用いただけます。品質改善のため、通話は録音またはモニターされること
があります。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスへの登録
Insight Management には、1 年間、24 時間年中無休のソフトウェアテクニカルサポートおよ
びアップデートサービスが含まれています。このサービスは、ソフトウェアの実行の解決また
はオペレーション問題をアシストするために HP テクニカルリソースへのアクセスを提供しま
す。

このサービスはさらにソフトウェアアップデートおよびリファレンスマニュアルへのアクセス
を提供します。

このサービスで、Insight Management のお客様は、ソフトウェアアップデートの通知と入手だ
けでなく効率の良い問題解決も受けることができます。SAID を受け取りましたら、ITRC (IT リ
ソース・センター) で ITRC ユーザー ID に SAID 情報をリンクすることで、ソフトウェアアッ
プデートマネージャー (SUM) の Web ページを利用して、契約内容をオンラインで参照した
り、アップデートの電子配布を選択することが可能です。このサービスについて詳しくは、HP
の Web サイト http://www.hp.com/services/insight (英語) を参照してください。
このサービスの登録は、ライセンス証明/ライセンスキーをオンラインで引き換えた時点で行
われます。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法

ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新バージョンのソフトウェアとドキュメ
ントが入手できるようになります。ソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータルで
は、HP ソフトウェア サポート契約にある製品に対するソフトウェア、ドキュメント、および
ライセンスのアップデートにアクセスできます。

このポータルは、HP サポートセンターからアクセスできます。
http://www.hp.com/go/hpsc
お客様のプロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクしたら、HP の Web サ
イト http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport にあるソフトウェア アップデートおよ
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びライセンスのポータルを参照して、ソフトウェア、ドキュメント、およびライセンスのアッ
プデートを入手してください。

HP 製品販売店
最寄りの HP 製品販売店の名称については、以下で確認してください。

• 米国では次の Web サイトの「HP U.S. service location」を参照してください。
http://www.hp.com/service_locator

• その他の国では、次の Contact HP Worldwide (英語) の Web サイトを参照してください。
http://www.hp.com/go/assistance

関連情報
次のドキュメントと Web サイトに、関連情報が記載されています。

ドキュメント

• 『HP Insight Control for VMware vCenter Server インストールガイド』

• 『HP Insight Control for VMware vCenter Server リリースノート』

• 『HP Insight Control ユーザーガイド』

• 『HP Insight Control お使いになる前に』

• 『HP Systems Insight Manager ユーザーガイド』

• 『HP iLO ユーザーガイド』

• 『HP BladeSystem Onboard Administrator ユーザーガイド』

• 『HP Insight Software サポートマトリックス』

Web サイト
• HP Insight Software マニュアル: http://www.hp.com/jp/insightcontrol

• HP Onboard Administrator: http://www.hp.com/go/oa (英語)

• HP SIM: http://www.hp.com/go/hpsim (英語)

• HP iLO: http://www.hp.com/jp/servers/ilo

• VMware vCenter Server: http://www.vmware.com/products/vcenter-server/ (英語)

• Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK): http://www.hp.com/storage/spock (英語)

• 3PAR アレイ: http://www.hp.com/jp/3par

• P4000 アレイ: www.hp.com/jp/p4000

• P9000/XP アレイ: www.hp.com/jp/P9000

• P6000 EVAs: www.hp.com/jp/eva

• MSA アレイ: www.hp.com/jp/msa
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Aファイアウォールポートの要件
すべての機能を実現できるように、Insight Control for vCenter サーバーでは、Insight Control for
vCenter 7.0 サーバーのインストール時に選択または設定したファイアウォールポートが開い
ている (インバウンド/アウトバウンド) 必要があります。ソフトウェアパッケージのインストー
ル先システムでは、ファイアウォール経由で Onboard Administrator/ Virtual Connect にルー
ティングする必要があります。

Insight Control for vCenter は、エンティティが使用できるかどうかを決定するためにアウトバ
ウンド ping を使用します。したがって、ICMP ping を有効にする必要があります。
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用語集

CIM Common Information Model (共通情報モデル)。
CLI Command-line interface (コマンドラインインターフェイス)。オペレーティングシステムの応

答を制御するために使用されるさまざまなコマンドによって構成されるインターフェイス。

DNS Domain name system (ドメインネームシステム)。
DPM Distributed power management。
DRS Distributed Resource Scheduler。
ESX VMware 社が提供する、エンタープライズレベルの仮想化製品。
EVA Enterprise Virtual Array。
FC Fibre Channel (ファイバーチャネル)。主にストレージネットワーク用のネットワークテクノ

ロジー。

FQDN Fully Qualified Domain Name (完全修飾ドメイン名)。
FTP File Transfer Protocol (ファイル転送プロトコル)。
HBA Host bus adapter (ホストバスアダプター)。
HP SIM HP Systems Insight Manager。
HPICSM HP Insight Control Storage Module for vCenter。
iLO Integrated Lights-Out。
IML Integrated Management Log (インテグレーテッドマネジメントログ)。
IQN iSCSI Qualified Name (iSCSI 修飾名)。
iSCSI Internet small computer system interface。通常の SCSI インターフェイスと同様に、標準ベー

スで、ホストコンピューター (Exchange または SQL Server をホストするサーバーなど) とター
ゲットデバイス (HP All-in-One Storage System など) の間でブロックレベルのデータを効率的
に送信します。SCSI コマンドを IP ネットワーク経由で送信することにより、iSCSI はイント
ラネットでのデータ転送の簡素化や遠く離れた場所にあるストレージの管理に使用されます。

LD、LDEV Logical device (論理デバイス)。LDEV は、選択されたホストエミュレーションモード (OPEN
ｰ 3、OPEN ー  8、OPEN ー  9) に従って RAID グループを分割するときに作成されます。生成さ
れる LDEV の数は、選択するエミュレーションモードによって異なります。LDEV は、ボリュー
ムとも呼ばれます。

LUN Logical unit number (論理ユニット番号)。LUN は、論理ユニット番号、ポート ID、および LDEV
ID を RAID グループにマッピングすることによって得られます。LUN のサイズは、LDEV のエ
ミュレーションモードと、LUN に関連付けられる LDEV の数によって決まります。

MSA Modular Smart Array。
NRAID 単一ディスクへの非ストライプマッピングを使用する RAID レベル。
OA Onboard Administrator。
RAID redundant array of independent disks。
RDM Raw device mapping (Raw デバイスマッピング)。
RDP Rapid Deployment Pack
RMI Remote Method Invocation。Java オブジェクトが、別の Java オブジェクトとリモートでやり

取りできるようにするプロトコルセット。

SAID Service Agreement Identifier。
SAN Storage area network (ストレージエリアネットワーク)。1 つまたは複数のサーバーで使用で

きるストレージデバイスのネットワーク。

SAS Smart Array System (Smart アレイシステム)。
SI Storage Integration (ストレージ統合)。
SMI-S Storage Management Initiative Specification。
SMU Storage Management Utility (ストレージ管理ユーティリティ)。システム管理者が MSA2000

ファミリストレージシステムの設定、監視、および管理に使用できる Web ブラウザーイン
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ターフェース。SMU は、Ethernet のアウトオブバンド接続を通じてシステムにアクセスでき
るすべての管理ホストで利用可能です。

SPOCK Single Point of Connectivity Knowledge website (Single Point of Connectivity Knowledge Web
サイト)。SPOCK は、サポートされる HP ストレージ製品構成に関する詳細情報の入手に使用
されるプライマリポータルです。

SSO Single Sign-On (シングルサインオン)。
SUM Software Update Manager (ソフトウェアアップデートマネージャー)。
UID Unit Identification Light (ユニット識別ライト)。
VASA VMware Aware Storage API。
VDS Microsoft Virtual Disk Service (Microsoft 仮想ディスクサービス)。HWP を使用してストレージ

を管理する Windows サービス。
VM Virtual Machine (仮想マシン)。
VMDK Virtual Machine Disk Format。
VMFS Virtual Machine File System。
VMware vCenter
Server

VMware 環境の中央管理サーバーで、数多くのスタンドアロンハイパーバイザーまたは 1 つ
以上の VMware クラスターを結び付け一元管理のポイントに統合します。

VMware vSphere
Client

仮想環境の表示と管理に使用される VMware GUI。

VSS Microsoft Volume Shadow Copy Service (Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス)。デー
タのコピーを作成する Windows サービス。HP プロバイダーと連携して、ディスクアレイボ
リュームのコピーを作成するサービス。

WBI Web Based Interface (Web ベースのインターフェイス)。
WWN World Wide Name。ファイバーチャネルデバイスに割り当てられる一意の識別子。
WWNN World wide node name。ファイバーチャネルノードの各プロセスに割り当てられる、全世界

で一意の 64 ビット識別子。
データストア VMware 環境で VM のファイルを保管する位置。
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