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ご注意
本書で取り扱っているコンピュータ ソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または
複製には、Hewlett-Packard Companyから使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211および
12.212に従って、商業用コンピュータ ソフトウェア、コンピュータ ソフトウェア ドキュメン
テーション、および商業用製品の技術データ（Commercial Computer Software, Computer Software
Documentation, and Technical Data for Commercial Items）は、ベンダ標準の商業用使用許諾のもと
で、米国政府に使用許諾が付与されます。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保
証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内
容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期してお
りますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご
了承ください。

保証
HP製品に適用される特定保証条項の複写、および交換部品は、最寄の販売保守事務所から入手
できます。

制限つき権利の一覧
米国政府による使用、複製、開示は、DOD機関用のDFARS 252.227-7013に記述されているRights
in Technical Data and Computer Software条項のサブパラグラフ（c）（1）（ii）、およびその他の
機関用のFAR 52.227-19に記述されているCommercial Computer Software Restricted Rights条項のサ
ブパラグラフ（c）（1）と（c）（2）に規定されている制限を受けます。

HEWLETT-PACKARD COMPANY 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 U.S.A.

このパックで提供される、この文書とすべての支援ソフトウェア メディアの使用は、この製品
のみに制限されます。プログラムのコピーは、セキュリティとバックアップのみを目的として
作成できます。現在の形式で、または変更してプログラムを再販売することは、明示的に禁止
されています。

著作権表示
© Copyright 2004-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商標表示
すべてのHP 9000コンピュータのHP-UX Release 10.20以上とHP-UX Release 11.00以上（32ビット
設定と64ビット設定の両方）は、Open Group UNIX 95ブランド製品です。

Javaは、Sun Microsystems, Incの米国における商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国における登録商標です。

Microsoft、Windows、およびWindows NTは、Microsoft Corporationの米国における登録商標で
す。
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UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

改訂履歴
改訂履歴

2006年10月改訂 バージョン1.0
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概要
HP Insight Power Manager（IPM）（HP Systems Insight Managerへのプラグイン）は、サーバ消費
電力と発熱の集中管理された制御を提供する統合された電力監視管理アプリケーションです。
サーバに新しいエネルギー レバーを提供することで、HP SIMの統合インフラストラクチャ フ
レームワークを拡張します。 HPパワー レギュレータ テクノロジのてこ入れにより、ポリシー
ベースのパワーと可能な限りの温度管理を行うことができます。 また、サポートされている
ProLiantサーバに必要な電力と冷却を削減することで、データセンタの能力を拡張します。

IPMには、次の機能があります。

● サポートされるHP ProLiantサーバのすべての電力管理と温度管理機能を監視および管理す
るための中央のユーザ インタフェース

● ネイティブHP SIMの集合やビューを使用して、Rack 42やAll Exchange Serverのような論理グ
ループと物理グループを作成する機能

● HP SIMへのシームレスな統合

IPMには、主に3つの特長があります。

● 自動化された電力管理。 電力管理設定を入力すると、ツールは自動的に適切なシステムに
処理用のコマンドを送信します。 たとえば、同時に複数のサーバを異なるパワー レギュ
レータ状態に設定できます。

● [オペレーティング システムの独立性]。 ハードウェア ベース ソリューションで、IPMは
ProLiantサーバでサポートされるすべてのオペレーティング システムのサポートを提供しま
す。 ProLiantサーバでサポートされるオペレーティング システムのリストは、
http://h10018.www1.hp.com/wwsolutions/index.html（英語）を参照してください。

● [iLO管理プロセッサのてこ入れ]。 iLOで利用可能なコミュニケーション テクノロジの構築
は、IPMはエージェントを追加でセットアップする必要はありません。 これは、エネルギー
管理が別々のマネジメント ネットワークの一部か生産トラフィックと並んで機能的である
ことを可能にします。

IPMを使用すると、以下の機能を実行できます。

● 個別サーバまたはサーバ グループの消費電力をグラフィカルに監視する。

● CPUパフォーマンスの評価 - 省電力技術のパフォーマンスへの影響も含まれます

● 個別サーバまたはサーバ グループの吸気温度をグラフに描画する

● 高度にカスタマイズされたデータ ビューにCSV形式の履歴データをダウンロード

● 個別サーバまたはサーバ グループのHPパワー レギュレータ テクノロジによる省電力量を
含むダッシュボード分析データを表示する

● すばやく容易に複数のサーバのパワー ポリシーを設定する

IPMページにアクセスするには、[レポート]->[Insight Power Manager]を選択します。
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注:

このメニュー項目は、電力履歴データ収集をサポートするシステムだけで使用で
きます。

注:

サーバの[システム]タブにも、[HP Insight Power Manager]セクションが表示され
ます。

注:

HP BladeSystem Integrated Managerは、サーバのパワー レギュレータ設定の変更を
許可していません。 ただし、履歴データの収集はそれでも実行され、別のシス
テム上で使用可能です。

関連手順

● レポート
● オプションの設定

関連項目

● サーバの[システム]タブ

HPパワー レギュレータについて
HPパワー レギュレータは、サーバCPUのプロセッサのパフォーマンス状態（p-state）を制御し
て、新しいProLiantサーバの消費電力とコストを軽減ハードウェア レベルの機能です。

パワー レギュレータは、消費電力に影響する2つの属性を変更するプロセッサp-statesを使用し
ます。

1. [CPU周波数：]低いp-statesへ移動すると、影響を受けるCPUは低い周波数で動作します。
たとえば、低いp-statesでは、3.773GHzプロセッサが3.0GHzで動作する場合があります。

2. [CPU電圧：]低いp-statesへ移動すると、影響を受けるCPUは低い電圧で動作します。たと
えば、最大p-statesでは1.4Vで動作するCPUが、最小p-statesでは1.2Vで動作する場合があり
ます。

パワー レギュレータは、4つのモードで動作します。

● [HPスタティック ロー パワー モード]。このモードでは、パワー レギュレータは、サポート
している最低の電力状態に設定し、強制的に最低の状態に維持します。このモードは、省
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電力量（および削減コスト）が最大になりますが、プロセッサ利用率が75%以上にとどまる
場合、システム パフォーマンスに影響する場合があります。

● [HPスタティック ハイ パフォーマンス モード]。このモードでは、パワー レギュレータは、
サポートされるプロセッサを最高の状態にまで設定して、その状態を維持します。このモー
ドは最大のパフォーマンスを保証しますが、消費電力やコストを軽減しません。このモー
ドは、パワー レギュレータなしに消費電力データの基準を作成する場合に便利です。

● [HPダイナミック パワー セービング モード]。このモードでは、パワー レギュレータは、最
後の1/8秒間の各CPUコアの利用率に基づいて、プロセッサを適切な電力レベルに設定しま
す。CPUは、低速CPU周波数で完了できる利用率で動作している場合、省電力プロセッサ
p-statesに設定されます。CPUは、最高速CPU周波数が必要な利用率で動作している場合、最
大パフォーマンス プロセッサp-statesに設定されます。

パワー レギュレータが最小p-statesから最大p-statesへ移行する地点は、システムに搭載され
ているプロセッサに基づいて変化します。最小p-states周波数が3.0GHzの3.773GHz CPUは、
約75%の利用率でモードを切り替えます。最小p-states周波数が3.0GHzの3.2GHz CPUは、約
88%の利用率でモードを切り替えます。これは、プロセッサが最小p-statesから最大p-statesに
切り替わる最大p-statesと最小p-statesに余裕を加味した比率です。

● [OS制御モード]。このモードでは、パワー レギュレータは、オペレーティング システムが
プロセッサp-statesを制御できるようにサーバを設定します。このモードから他の3つのモー
ドに変更すると、サーバを再起動する必要があります。

パワー レギュレータモード（スタティック ロー、スタティック ハイ、ダイナミック）は、オ
ペレーティング システムに依存せず、任意のオペレーティング システムで動作します。OS制
御モードは、Microsoft Windows Server™ 2003 SP1以降またはRed Hat Linux 4 Update 2以降が必
要です。

Intel Xeon 5000 or 5100シーケンス プロセッサを搭載するHP ProLiantサーバは、4つすべてのパ
ワー レギュレータモードをサポートします。AMD Opteronモデル22xxプロセッサを搭載するHP
ProLiantサーバは、HPスタティック ロー パワー モードとOS制御モードをサポートします。

関連項目

● 概要

HPパワー レギュレータによる省電力について
HPパワー レギュレータによるサーバ省電力

HPパワー レギュレータによる省電力と削減コストは、サーバの構成と利用率によって大きく
変化します。

サーバの消費電力は、利用率の機能です。プロセッサの稼動率が高いサーバは、プロセッサの
稼動率が低いサーバより消費電力が増えます。最新のインテル プロセッサとAMDプロセッサ
は、オペレーティング システムがアイドル状態のとき、停止状態になります。停止状態のCPU
は、最小電力を消費します。言うまでもなく、プロセッサが停止状態にあるアイドル状態の
サーバは、何も実行しません。

パワー レギュレータは、利用率の高いサーバで、より多くの電力とコストを削減します。消費
電力が高負荷で増えるのに伴い、パワー レギュレータは消費電力をより軽減します。
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次の図は、HPパワー レギュレータの各状態におけるさまざまな負荷での消費電力とスループッ
トを示しています。このテストに使用したサーバは、2基のインテルXeon 5080 CPUを搭載する
HP ProLiant DL380 G5です。グラフの右側にあるy軸を使用した線グラフは、消費電力（W）で
す。グラフの左側にあるy軸を使用した棒グラフは、達成される相対負荷です。

消費電力グラフの分析

前の図の赤色の線は、HPスタティック ハイ パフォーマンス モードでの消費電力を示していま
す。HPスタティック ハイ パフォーマンス モードでは、消費電力はアイドル状態の339Wから利
用率が100%の558Wまでの範囲にあります。これは、パワー レギュレータ テクノロジがない場
合と同じ消費電力です。

緑色の線は、HPスタティック ロー パワー モードでの消費電力を示しています。HPスタティッ
ク ロー パワー モードでは、消費電力は、アイドル状態の339Wから利用率80%の475W、利用率
100%の497Wまでの範囲にあります。

青色の線は、HPダイナミック パワー セービング モードでの消費電力を示しています。HPスタ
ティック ロー パワー モードでは、消費電力は、アイドル状態の339Wから利用率80%の475W、
利用率100%の497Wまでの範囲にあります。

アイドル状態のサーバは、パワー レギュレータのモードにかかわらず、正確に同じ電力（339W）
を消費します。

さらに、HPダイナミック パワー セービング モードで消費される電力は、アイドル状態から利
用率80%までのHPスタティック ロー パワー モードで消費される電力と一致します。これは、
システムがHPダイナミック パワー セービング モードにあるとき、アイドル状態から利用率80%
まで低いプロセッサp-stateで動作しているためです。ダイナミック モードでは、使用率が80%
を超えると、システムは最高プロセッサp-state、消費電力90%、および100%負荷に移行し、HP
スタティック ハイ パフォーマンス モードでの消費電力と一致します。

線グラフから、負荷が利用率80%に近づくと、HPダイナミック パワー セービング モードで得
られる省電力量が増加することが分かります。システムをHPスタティック ロー パワー モード
に設定すると、利用率が100%になるまで省電力量が増加します。

赤色の線と青色または緑色の線の距離が大きいほど、消費電力が軽減されます。
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スループット棒グラフの分析

スループットは、1.00のスループットが、パワー レギュレータのモードに関わらず、このサー
バが実現できる最大作業量を表すように正常化されます。他のすべてのスループットは、この
1.00に対する相対値です。

赤色の棒グラフは、HPスタティック ハイ パフォーマンス モードでの正規化されたスループッ
ト（または処理作業量）を表します。HPスタティック ハイ パフォーマンス モードでは、相対
的なスループットはアイドル状態の0.00から利用率が100%の1.00までの範囲にあります。これ
は、パワー レギュレータ テクノロジがない場合と同じ相対的なスループットです。

緑色の線は、HPスタティック ロー パワー モードでの正常化されたスループットを示していま
す。HPスタティック ロー パワー モードでは、スループットはアイドル状態の0.00から、利用
率80%の0.79、利用率100%の0.93までの範囲にあります。

青色の線は、HPダイナミック パワー セービング モードでの正規化されたスループットを示し
ています。HPダイナミック パワー セービングモードでは、スループットはアイドル状態の0.00
から、利用率80%の0.79、利用率100%の1.00までの範囲にあります。

正規化されたスループットは、パワー レギュレータの3つのモードすべてについて、0～80%の
負荷で同一です。これは、負荷が、高いプロセッサp-state（HPスタティック ハイ パフォーマン
ス モード）または低いプロセッサp-state（HPスタティック ロー パワー モード/HPダイナミック
パワー セービング モード）で完了できることを示しています。正常化された負荷が90%～100%
のとき、HPスタティック ロー パワー モードには、低いプロセッサp-stateでは、高いp-stateなら
完了できる正規化された負荷を完了できる十分なCPUサイクルがありません。

結論

前の図から、以下の主な結論が得られます。

1. HPスタティック ロー パワー モードとHPダイナミック パワー セービング モードは、電力
管理がない場合やHPスタティック ハイ パフォーマンス モードと比べて、電力とコストを
軽減します。

2. HPスタティック ロー パワー モードは、100%の利用率で最も電力とコストを軽減します
が、利用率が高くなるとシステムのパフォーマンスに影響する場合があります。

3. HPダイナミック パワー セービング モードは、高いプロセッサp-stateに切り替わる直前に、
最も電力とコストを軽減します。

4. HPダイナミック パワー セービング モードは、電力管理がない場合やHPスタティック ハ
イ パフォーマンス モードと、まったく同じレベルの性能を提供します。

5. パワー レギュレータ テクノロジは、アイドル時よりもビジーなサーバのコストを削減し
ます。

HPパワー レギュレータによる冷却電力の節減
サーバが消費する電力は、データ センタから排出される熱.に変換されます。データ センタは、
サーバが直接消費する電力に加えて、サーバが発生する熱を排出する電力も使用します。前の
図は、データ センタの空調システムがサーバを冷却するために、サーバが直接消費する1Wあ
たり、1.0～1.5Wの電力を使用することを示しています。そのため、サーバの消費電力が減る
と、サーバのための空調の必要性も削減できます。

10

概要



HP Insight Power Managerの消費電力グラフとCPU性能グラフの分析セクションには、節減され
る冷却コストの予測が含まれています。

データ センタの増築や建築を回避することによるコスト削減
HPの調査によると、新しいデータセンタの建築費を1平方フィート当たり平均22,000ドルです。
HP Insight Power Managerアプリケーションを使用すると、既存のデータ センタに追加サーバを
収容できるかどうかを正確に決定できます。HP Insight Power Managerを使用して新しいデータ
センタの建築を回避するか、単に先送りするだけでも、企業にとって巨額の費用の節減になり
ます。

関連項目

● 概要
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開始するには

重要:

以下の手順では、中央管理サーバ（CMS）にHP Systems Insight Manager（HP
SIM）が正常にインストールされ、検出が実行されていることを前提としていま
す。

HP Insight Power Manager（IPM）を使用して起動するには、セットアップのガイドラインとし
て以下の手順を適用し、環境を正しく設定してください。

1. CMSが、電力管理機能を持つ新しいProLiantサーバを検出したことを確認します。サポー
トされるサーバのリストについては、サポートされるハードウェアおよびソフトウェア項
を参照するか、またはhttp://h10018.www1.hp.com/wwsolutions/index.html（英語）にアクセス
してしてください。

2. [オプション]->[Insight Power Managerオプション]を選択して、IPMを有効にします。次に、
[有効]を選択し、[適用]をクリックします。IPMを有効にする方法について詳しくは、オプ
ションの設定を参照してください。

3. セキュリティ アクセスを設定し、セキュリティ証明書を適用します。IPMプラグインは、
管理対象システムのiLOログイン名とパスワードで設定する必要があります。詳しくは、
オプションの設定を参照してください。

4. 管理対象システムに、Integrated Lights-Out（iLO）AdvancedまたはSelectライセンスをイン
ストールします。詳しくは、www.hp.com/servers/ilo（英語）を参照してください。

5. CMSにセキュリティ認証情報でIPMライセンスをインストールして、IPMデータ収集を有
効にします。IPMのライセンスの適用項を参照してください。詳しくは、
http://www.hp.com/products/ipm（英語）を参照してください。

注：IPMを有効にするには、CMSにセキュリティ証明書が必要です。

注：検出を実行してシステムを検出し、iLOを実行して正常にセキュリティ証明書を設定
する必要があります。

6. データを更新します。データの更新について詳しくは、レポートを参照してください。

関連手順

● 開始するには
● オプションの設定

関連項目

● サーバの[システム]タブ
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サポートされるハードウェアおよびソフトウェア
HP Insight Power Manager（IPM）は、iLO2およびパワー メータ サポートを含むターゲットを管
理します。 以下のシステムは、IPMが監視をサポートしている最初のターゲット システムで
す。

サポートされるハードウェア

以下のHP Systems Insight Manager（HP SIM）中央管理サーバ（CMS）がサポートされていま
す。

注:

サポートされるシステムの最新のリストについては、
http://h10018.www1.hp.com/wwsolutions/index.html（英語）を参照してください。

● ProLiant ML350 G5

● ProLiant ML370 G5

● ProLiant DL360 G5

● ProLiant DL380 G5

● ProLiant DL365 G1

● ProLiant DL385 G2

● すべてのc-Classブレード

サポートされるソフトウェア

IPMでサポートするソフトウェアについては、以下の項で説明します。

● サポートされるオペレーティング システム

● サポートされるWebブラウザ

サポートされるオペレーティング システム
IPMは、以下のHP SIM中央管理サーバ（CMS）オペレーティング システムをサポートします。

● Microsoft Windows

● Linux

サポートされるWebブラウザ
HP Systems Insight Manager CMSは、以下のWebブラウザをサポートします。
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● Internet Explorer 6.0以上

● Firefox 1.5以上

関連手順

● レポート
● オプションの設定

関連項目

● サーバの[システム]タブ

IPMのライセンスの適用
HP Insight Power Manager（IPM）は、個々のサーバのIntegrated Lights-Out（iLO）Advancedパ
ワー マネジメント機能にアドオンされます。 iLO AdvancedおよびIPMのライセンスは、HP
Systems Insight Manager（HP SIM）と一緒に正しく動作させるために必要です。 HP SIMには、
5つの無償ライセンス キーが付属しています。

追加IPMライセンスの購入
Insight Control Management DVDと一緒に提供される無償ライセンスに加えて、IPMライセンス
を購入できます。

IPMライセンスは、次のいずれかから購入できます。

● HPの注文仕様生産（CTO）

● HP Software Depot

● HPの中小企業（SMB）ストア

● HP販売店

ライセンスを購入するには、以下の手順に従ってください。

1. http://www.hp.com/products/ipm（英語）にアクセスします。

2. [Buy]をクリックして、SMBストアにアクセスします。ライセンスは、SMBストアから入
手できます。

3. [How to buy]をクリックして、次のいずれかのSKUを通じてHP Insight Power Managerのライ
センスを購入する方法を確認します。

● iLO Power Management Pack Upgrade。iLO Power Management Pack Upgradeは、IPMの1ラ
イセンスだけを提供します。

● iLO Power Management Pack。 iLOPower Management Packは、IPMとiLO Advancedのライ
センスに含まれます。

● Insight Control Environment。Insight Control Environmentには、HP ProLiant Essentials Rapid
Deployment Pack（RDP）、HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack
（Vulnerability and Patch Management Pack）、HP ProLiant Essentials Performance Management
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Pack（PMP）、Integrated Lights-Out（iLO）AdvancedおよびHP Insight Power Manager
（IPM）が含まれています。

IPMライセンス キーの管理

注:

以下の手順では、HP SIMがすでにインストールされていることを仮定していま
す。

ライセンス マネージャを使用してキーを管理するには、以下の手順に従ってください。

1. [展開]->[ライセンス マネージャ] を選択します。ライセンス対象の各製品について、次の
情報が表示されます。

● [製品]。製品名。

● [ライセンス済みシステム]。製品の使用が許可されているシステムの数。

● [ライセンス（詳細は、'ライセンスの管理 'を選択してください）]。ライセンス マネー
ジャ データベースに保存されている、製品のライセンス総数。

2. [新しい製品の追加]を選択します。[ライセンスの管理]セクションが表示されます。

3. [ライセンスの追加]をクリックします。[ライセンス追加]セクションが表示されます。

4. [キー ストリングの指定]フィールドで、購入またはInsight Control Management DVDから取
得したライセンス キーを入力し、[開く]をクリックします。システムにライセンスが適用
され、[キーの詳細]セクションに[製品]、[ライセンス バージョン]、[ライセンス タイプ]、
[ライセンス購入数]、および[最大日数]が表示されます。

5. [今すぐライセンスを追加]をクリックします。キーが追加されたことを示すダイアログ ボッ
クスが表示されます。[OK]をクリックします。[製品ライセンス情報]に、新しいキーが表
示されます。

注：さらにライセンスを追加するには、[今すぐライセンスを追加]をクリックし、この手
順を繰り返します。

注：詳しくは、ライセンス マネージャ
[../../../../../../doc/help/mxhelp/mxportal/ja/useTools_license.html]を参照してください。

IPM管理対象システムへのライセンスの適用
現在サーバにライセンスが適用されていない場合は、[レポート]->Insight Power Managerまたは
[オプション]->[Insight Power Managerオプション]にアクセスすると、ライセンスがインストー
ルされていないことを示すプロンプトが表示されます。IPMを使用するには、ライセンスをイ
ンストールする必要があります。
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IPMのレポート ページまたはオプション ページからIPMライセンスをインストールするには、
次のように操作します。

IPMライセンスを適用するには、以下の手順に従ってください。

1. [システムおよびイベント収集]パネルから、ライセンスを適用するIPMサーバを選択しま
す。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]または[オプション]->[Insight Power Managerオプション]
をクリックします。ライセンスが適用されていないことを示す[ステータス]が付いて、[ス
テップ1]ページが表示されます。

3. ライセンスを適用するサーバを選択し、[ライセンスの適用]をクリックします。残ってい
るライセンス数を示す[ステップ2：ライセンスされていないシステムのライセンス（オプ
ション）]ページが表示されます。

4. [次へ]をクリックします。Insight Power Managerページが表示されます。

関連手順

● レポート
● オプションの設定

関連項目

● サーバの[システム]タブ
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オプションの設定
[Insight Power Managerオプション]メニューを使用すると、HP Insight Power Manager（IPM）設
定を構成し、オプションを表示できます。

[Insight Power Managerオプション]メニューでは、以下の機能を実行できます。

● 管理対象システムでのHP Insight Power Manager機能を有効または無効にする。無効になって
いる場合、電力データ収集に関係するネットワーク アクティビティは実行されません。こ
の設定はグローバル設定であり、すべてのユｰザに影響します。

● 管理対象システムにアクセスするために最大5組のiLO2ユーザ名とパスワードを設定する。
また、代替SSLポート番号も設定できます。この設定はグローバル設定であり、すべてのユｰ
ザに影響します。

注：デフォルト設定は443です。

● 履歴データを維持する期間を設定する。指定した期間が過ぎると、データは自動的に削除
されます。この設定はグローバル設定であり、すべてのユｰザに影響します。

● 温度を摂氏で表示するか、華氏で表示するかを指定する。この設定はユーザ単位であり、
異なるユーザは異なる設定を指定できます。

● 電力をワットで表示するか、BTUで表示するかを指定する。この設定はユーザ単位であり、
異なるユーザは異なる設定を指定できます。

IPMオプションを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. [オプション]->[Insight Power Managerオプション]をクリックします。[Insight Power Manager
オプション]ページが表示されます。

2. HP Insight Power Managerを有効にするには、[HP Insight Power Managerプラグインを有効化]
を選択します。

3. [グラフおよび分析設定]セクションには、以下のオプションがあります。

● [温度測定単位]。ドロップダウン リストから温度の単位を選択します。Fahrenheit（華
氏）またはCelsius（摂氏）を選択します。この設定はユーザ単位であり、異なるユーザ
は異なる設定を持つことができます。

● [電力測定単位]。ドロップダウン リストから電力の単位を選択します。この設定はユー
ザ単位であり、異なるユーザは異なる設定を持つことができます。

● [グラフのすべてのタイムスタンプにGMTを使用する]。データをグラフに表示するとき
にグリニッジ標準時（GMT）を使用したい場合は、このオプションを選択します。こ
の設定はユーザ単位であり、異なるユーザは異なる設定を指定できます。

● [電力/kWhのコスト]。KW時当たりの電力の平均コストを入力します。このフィールド
を使用して、サーバと冷却の運用コストが計算されます。データを入力しやすいよう
に、1つのフィールドのみ提供されます。さらにコスト分析が必要な場合は、グラフの
パワー レギュレータセクションにある[エクスポート]オプションを使用する必要があり
ます。このフィールドを使用して、サーバと冷却の運用コストと年間コストが計算さ
れます。この設定はユーザ単位であり、異なるユーザは異なる設定を指定できます。
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● [通貨タイプ]。通貨の種類を入力します。このフィールドは表示専用であり、コスト情
報を表示する[Analysis]セクションで使用されます。デフォルトの値はUSD（米ドル）
ですが、$、EUR、?、GBP、￡、ITL、￡、JPY、\、または通貨を表す他の任意の印字
可能な文字列に変更ができます。この設定はユーザ単位であり、異なるユーザは異な
る設定を指定できます。

● [冷却マルチプライア]。冷却係数を入力します。この値は、サーバの冷却コストとサー
バの電力コストの比率を表します。デフォルト値の1.5は、サーバの冷却コストがサー
バの電力コストの1.5倍になることを表します。この値とサーバが使用するKW時を掛け
合わせて、消費電力情報を表示するグラフの[分析]セクションに使用される冷却KW時
が計算されます。この設定はユーザ単位であり、異なるユーザは異なる設定を指定で
きます。

● [電源電圧]。ドロップダウン リストから電力線電圧を選択します。このフィールドを使
用して、消費電力情報を表示するグラフの[分析]セクションの消費電流（A）が計算さ
れます。この設定はユーザ単位であり、異なるユーザは異なる設定を指定できます。

4. [デフォルトIntegrated Lights-Out（iLO）設定]セクションを使用すると、Secure Socket Layer
（SSL）ポート番号を設定でき、最大5台の管理対象システムのログイン認証情報を入力で
きます。

次のオプションが利用可能です。

注:

以下の設定はグローバル設定であり、すべてのユｰザに影響します。

● [デフォルトSSLポート]。IPMがiLOと通信するために使用するSSLポート番号を入力し
ます。デフォルトは443です。

● [ユーザ名]。管理対象システム用のiLOに接続するためにに使用するユーザ名を入力し
ます。[Default 1-5]フィールドに、最大5組のユーザ名とパスワードを入力できます。

● [パスワード]。上記の管理対象システムのiLO用のパスワードを入力します。

● [パスワードの確認]。 [パスワード]フィールドに入力した管理対象システムのiLO用の
パスワードを正確に再入力します。

注:

IPMは、正常に電力データにアクセスできるまで、管理対象システムで名前
とパスワードの組み合わせをそれぞれ試します。

5. [デフォルトInsight Power Managerデータ有効期限設定]セクションを使用すると、履歴デー
タを残す期間を設定できます。
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最初の[次より古いデータを削除]ドロップダウン リストで、2番目のドロップダウン リス
トで選択する期間に対応する数値を選択します。たとえば、[次より古いデータを削除] [6]
[ヶ月]を指定できます。6か月以上経過したすべてのデータが削除されます。

6. [適用]をクリックして設定を保存します。

関連項目

● 概要
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レポート

概要
HP Insight Power Manager（IPM）レポートを使用すると、管理対象システムまたはシステムの
集合の消費電力と温度を表示できます。

レポートにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。すでに1台または複数の対象システ
ムを選択した場合は、[Insight Power Manager]ページが表示されるので、手順2～4を省略で
きます。

2. ターゲットを追加するには、ドロップダウン リストからグループを選択します。選択した
グループの内容が表示され、ターゲットとして選択することができます。収集全体を選択
するには、["<収集名>"自体を選択]を選択します。

3. 適用をクリックします。ターゲットが、[ターゲット システムの確認]ページに表示されま
す。

4. [すぐに実行]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表示されます。

HP Insight Power Managerレポートには、以下のグラフ操作機能があります。

● 時間尺度の変更

● グラフ データの更新

● ターゲットの変更

● 前ページのデータの表示

● 次ページのデータの表示

時間尺度の変更

時間尺度を変更するには、次の手順に従ってください。

1. [グラフ]セクションで、[グラフの描画]ドロップダウン リストから時間枠を選択します。
デフォルトでは[24時]が選択されています。

2. [グラフの描画]をクリックします。グラフが表示されます。軸の右側に現在の時刻が表示
され、左側に履歴情報が表示されます。

グラフ データの更新
ネットワークへの影響を減らすために、IPMアプリケーションは、1日に1回、各サーバからデー
タを収集します。[データの更新]ボタンを使用すると、最新のデータを収集できます。

データを更新するには、次の手順に従ってください。

1. ライセンスを適用したサーバを選択します。[レポート]->[Insight Power Manager]をクリッ
クします。
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2. [データの更新]をクリックして、サーバから最新の情報を収集します。データを更新する
プロセスには、数分かかる場合があります。

注： Integrated Lights-Out（iLO）にライセンスを適用して間もない場合は、iLO Advancedラ
イセンスを適用する前のデータが収集されていないため、最小のデータしか使用できませ
ん。データ収集時間枠は、最小が5分、最大が24時間です。

ターゲットの変更

現在グラフに表示されている選択対象を変更できます。

目標を変更するには、次の手順に従ってください。

1. [ターゲットの変更]をクリックします。[ステップ1:ターゲット システムの確認]ページが表
示されます。

2. ターゲットを追加するには、ドロップダウン リストからグループを選択します。選択した
グループの内容が表示され、ターゲットとして選択することができます。収集全体を選択
するには、["<収集名>"自体を選択]を選択します。

3. 適用をクリックします。ターゲットが、[ターゲット システムの確認]ページに表示されま
す。

4. [すぐに実行]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが、新しいサーバからデー
タとともに再表示されます。

前ページのデータの表示

IPMは、選択した時間尺度で前ページのデータを表示できます。時間尺度が[24時]の場合、[前
の24時]リンクが表示されます。時間尺度が[3週]の場合、[前の3週]リンクが表示されます。

前の時間尺度のデータを表示するには、次の手順に従ってください。

注：この例では、時間尺度として24時間を使用します。

グラフの下で、[前の24時]リンクをクリックします。グラフが更新され、選択したシステムの
前の24時間の時間枠が表示されます。

次ページのデータの表示

IPMは、現在、前の履歴データが表示されている場合、選択した時間尺度で次ペｰジのデータを
表示できます。時間尺度が[24時]の場合、[次の24時]リンクが表示されます。時間尺度が[3週]の
場合、[次の3週]リンクが表示されます。現在のデータが表示されている場合、このリンクは使
用できません。

次の時間尺度のデータを表示するには、次の手順に従ってください。

注：この例では、時間尺度として24時間を使用します。

グラフの下で、[次の24時]リンクをクリックします。グラフが更新され、選択したシステムの
次の24時間の時間枠が表示されます。
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単一サーバ用のグラフ オプション
単一のサーバを選択すると、HP Insight Power Managerページで以下のグラフ オプションを使用
できます。

● 消費電力

● CPUパフォーマンス

● 吸気温度

消費電力

[電力消費]グラフは、選択したシステムが選択した時間尺度で消費した電力量を表示します。
グラフは、平均消費電力とピーク消費電力を表示します。

平均消費電力データ点は、グラフの1点が表す期間に消費された電力の平均値を表します。24
時間グラフの場合、グラフの各点は、5分間の消費電力データを表します。平均消費電力デー
タが作る折れ線は、サーバのグループの定常状態の消費電力を表します。

ピーク消費電力データ点は、グラフの1点が表す期間に消費された電力の最大値を表します。
ピーク消費電力データが作る折れ線は、短時間の消費電力の突出を表します。

消費電力情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 収集からシステムを選択します。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

3. グラフタイプのドロップダウン リストから[電力消費]を選択します。[電力消費]情報が表
示されます。

注：消費電力グラフは、各シリーズの凡例を表示します。

消費電力グラフの[分析]セクションは、表形式で主要データと計算値を表示します。[分析]セク
ションのデータは、グラフ用に選択された時間尺度または年間予測です。[分析セクション]の
時間尺度は、データ表の見出しに表示されます。

以下の分析情報が表示されます。

● [平均電力消費量]。現在の時間尺度での選択したシステムの平均消費電力を表示します。

● [最大電力消費量]。現在の時間尺度での選択したシステムのピーク消費電力を表示します。

● [平均アンペア（100V）]。選択したシステムの平均電流を表示します。このフィールドは、
サーバまたはサーバの集合が消費する電流を特定の回路容量と比較するときに便利です。
この計算の電圧値（この例では220V）は、[オプション]->[IPMオプション]、[電源電圧]設定
に基づいています。

● [キロワット時（kWh）]。選択したシステムがグラフの時間尺度で消費する電力（kWh）を
表示します。

● [年間キロワット時（kWh）推定値]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値の電力
を消費すると仮定して、年間消費電力の予測値を表示します。
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● [推定額（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムが消費する電力の予測
コストを表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの
電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]に基
づいています。[電力/kWhのコスト設定]。

● [年間推定額]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値を消費すると仮定して、年間
消費電力コストの予測値を表示します。

● [冷却キロワット時（kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムを冷却するために必要
な電力（kWh）の予測値を表示します。冷却キロワット時（kWh）の値は、サーバの消費電
力（kWh）と[オプション]->[Insight Power Managerオプション]、[冷却マルチプライヤ]設定
から得られる冷却係数を掛け合わせて 計算されます。

● [推定冷却コスト（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムを冷却するた
めに必要な電力コストの予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例
ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power
Managerオプション]設定に基づいています。

● [年間推定冷却コスト]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値の電力を消費すると
仮定して、年間冷却コストの予測値を表示します。

● [キロワット時（kWh）省電力推定値]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフの時
間尺度で選択したシステムについて節減するサーバ電力と冷却電力の省電力量の予測値を
表示します。詳しくは、HPパワー レギュレータのアクションを参照してください。

● [コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフ
の時間尺度で選択したシステムについて節減するサーバ電力と冷却電力の省電力コストの
予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの
電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]設定
に基づいています。

● [年間キロワット時（kWh）省電力推定値]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、1年間を
通じて選択したシステムについて節減するサーバ電力と冷却電力の省電力量の予測値を表
示します。詳しくは、HPパワー レギュレータのアクションを参照してください。

● [年間コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。選択したシステムが1年間を通じてこの平
均値で電力を節減すると仮定して、HPパワー レギュレータ テクノロジによる（サーバ電力
と冷却電力の）年間コスト削減の予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類
（この例ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight
Power Managerオプション]設定に基づいています。

以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。

● [最新データ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

CPUパフォーマンス
CPUパフォーマンスグラフは、選択したシステムに関するCPU使用率の履歴情報を表示します。
グラフは、CPU使用率と平均CPU周波数を表示します。

CPU使用率データ点は、選択した期間での選択したサーバのすべてのプロセッサ コアの平均使
用率を表します。24時間以上のグラフ サンプルの場合、サンプルは見やすくするために縮小さ
れます。CPUパフォーマンス データが作る折れ線は、サーバ活動を表示します。
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平均CPU周波数データ点は、選択した期間での選択したサーバのすべてのプロセッサ コアの平
均速度を表します。サーバのCPUの周波数または速度は、サーバのプロセッサp-statesが変化す
るのに伴い変化します。低いp-stateでは、CPUが低速になり、消費電力が減ります。高いp-state
では、CPUが高速に動作し、消費電力が増えます。p-stateについて詳しくは、HPパワー レギュ
レータについて項を参照してください。

CPUパフォーマンス情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 収集からシステムを選択します。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

3. [データの更新]の隣にあるドロップダウン リストで、[CPUパフォーマンス]を選択します。
CPUパフォーマンス情報が表示されます。

注：CPUパフォーマンス グラフは、各シリーズの凡例を表示します。

指定した時間枠で、以下の分析情報が表示されます。

● [省電力モードの時間（%）]。現在の時間尺度で選択したシステムが省電力モードにあった
時間の比率（%）を表示します。省電力モードにある間、システムは低下したCPU周波数と
低下したCPUコア電圧で動作するので、システムの消費電力と発熱量が減ります。

● [最大パフォーマンス モードの時間（%）]。現在の時間尺度で選択したシステムが最大パ
フォーマンス モードにあった時間の比率（%）を表示します。最大パフォーマンス モード
にある間、システムは、最大CPU周波数と最大コア電圧で動作して、最高度のシステム パ
フォーマンスを実現します。

● [平均利用率]。現在の時間尺度で選択したシステムのすべてのプロセッサ コアの平均CPU使
用率を表示します。

● [最大利用率]。現在の時間尺度で選択したシステムのすべてのプロセッサ コアの最大平均
CPU使用率を表示します。

● [平均CPU速度]。現在の時間尺度で選択したシステムのすべてのプロセッサ コアの平均CPU
速度を表示します。CPU周波数が低下する省電力モードに移行すると、システムの平均CPU
速度が低下します。[HPスタティック ハイ パフォーマンス モード]にあるシステムの平均
CPU速度は、システムのCPUの最大GHzに等しくなります。[HPスタティック ロー パワー
モード]にあるシステムの平均CPU速度は、システムのCPUがサポートする最小GHzに等し
くなります。[HPスタティック ハイ パフォーマンス モード]にあるシステムの平均CPU速度
は、最大GHzと最小GHzの中間にあります。システムがビジーなほど、最大GHzに近づきま
す。OS制御モードにあるシステムについては、平均CPU速度は計算されません。

● [推定額（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムが消費する電力の予測
コストを表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの
電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]設定
に基づいています。

● [年間推定額]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値を消費すると仮定して、年間
消費電力コストの予測値を表示します。

● [冷却キロワット時（kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムを冷却するために必要
な電力（kWh）の予測値を表示します。冷却キロワット時（kWh）の値は、サーバの消費電
力（kWh）と[オプション]->[Insight Power Managerオプション]、[冷却マルチプライヤ]設定
から得られる冷却係数を掛け合わせて 計算されます。
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● [年間冷却キロワット時（kWh）推定値]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値で
電力を節減すると仮定して、HPパワー レギュレータ テクノロジによる（サーバ電力と冷却
電力の）年間コスト削減の予測値を表示します。

● [推定冷却コスト（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムを冷却するた
めに必要な電力コストの予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例
ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power
Managerオプション]設定に基づいています。

● [年間推定冷却コスト]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値の電力を消費すると
仮定して、年間冷却コストの予測値を表示します。

● [キロワット時（kWh）省電力推定値]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフの時
間尺度で選択したシステムについて節減する省電力量（サーバ電力と冷却電力）の予測値
を表示します。詳しくは、HPパワー レギュレータのアクションを参照してください。

● [コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフ
の時間尺度で選択したシステムについて節減するサーバ電力と冷却電力の省電力コストの
予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの
電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]設定
に基づいています。

● [年間キロワット時（kWh）省電力推定値]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、1年間を
通じて選択したシステムについて節減する省電力量（サーバ電力と冷却電力）の予測値を
表示します。詳しくは、HPパワー レギュレータによる省電力について項を参照してくださ
い。

● [年間コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。選択したシステムが1年間を通じてこの平
均値で電力を節減すると仮定して、HPパワー レギュレータ テクノロジによる（サーバ電力
と冷却電力の）年間コスト削減の予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類
（この例ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight
Power Managerオプション]設定に基づいています。

以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。

● [最新データ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

吸気温度

吸気温度グラフは、選択したシステムの吸気温度の履歴情報を表示します。グラフは、平均温
度と平均温度の動向を表示します。

平均温度データ点は、リクエストされた期間での選択したサーバが吸引する空気の平均温度を
表します。24時間グラフの場合、グラフの各点は、5分間の温度データを表します。

平均温度の動向は、選択したサーバの平均吸気温度が上昇しているか、下降しているかを表し
ます。

吸気温度情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 収集からシステムを選択します。
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2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

3. グラフタイプのドロップダウン リストから[吸気温度]を選択します。[吸気温度]情報が表
示されます。

注：吸気温度グラフは、各シリーズの凡例を表示します。

指定した時間枠で、以下の分析情報が表示されます。

● [平均吸気温度]。現在の時間尺度での選択したシステムの平均吸気温度を表示します。

● [最大吸気温度]。現在の時間尺度での選択したシステムの最大吸気温度を表示します。

● [最小吸気温度]。現在の時間尺度での選択したシステムの最小吸気温度を表示します。

● [温度動向]。選択したシステムの温度の動向を表示します。

以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。

● [最新データ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

複数のサーバ用のグラフ オプション
複数のシステムを選択すると、グループ消費電力、グループ消費電力の詳細（システムごとに
1本の折れ線を含む）、グループ温度、およびグループ温度の詳細グラフを使用できます。複
数のシステムを選択すると、CPUパフォーマンス グラフは適用されません。

複数のサーバを選択すると、HP Insight Power Managerページで以下のグラフ オプションを使用
できます。

● グループの消費電力

● グループの消費電力の詳細

● グループの吸気温度

● グループの吸気温度の詳細

複数のシステムを選択するには、次のいずれかの方法を使用します。

● HP SIMのテーブル ビューで1つまたは複数のシステムを選択し、メニューから[レポー
ト]->[Insight Power Manager]を選択します。
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● サーバが選択されていない状態で、メニューから[レポート]->[Insight Power Manager]を選択
し、[ターゲット システムの選択]ダイアログ ボックスからシステムを選択します。

● すでに定義されているシステムの集合を選択し、メニューから[レポート]->[Insight Power
Manager]を選択します。
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● 現在選択されているシステムのリストから対象を追加または削除するには、[Insight Power
Manager]画面から[ターゲットの変更]をクリックします。

グループの消費電力

[グループ電力消費]グラフは、選択したシステムが選択した時間尺度で消費した電力の合計を
表示します。グラフは、平均消費電力とピーク消費電力を表示します。

平均消費電力データ点は、グラフの1点が表す期間にシステムのグループが消費した平均電力
の詳細を表します。24時間グラフの場合、グラフの各点は、5分間の消費電力データを表しま
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す。平均消費電力データが作る折れ線は、サーバのグループの定常状態の消費電力を表しま
す。

平均消費電力データ点は、グラフの1点が表す期間にサーバのグループが消費した最大電力の
詳細を表します。ピーク消費電力データが作る折れ線は、サーバのグループによる短時間の消
費電力の突出を表します。この方法で計算したピーク消費電力は、グループ内のすべてのサー
バが同時にピーク電力を消費すると仮定しているので注意してください。選択したグループ内
の個々のサーバが、同じ期間内の同じ瞬間にピーク電力を消費しない場合、サーバのグループ
の実際のピーク消費電力は大幅に少なくなります。

グループの消費電力情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 集合から複数のシステムを選択します。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

注：デフォルトで[グループ電力消費]情報が表示されます。

注： [グループ電力消費]グラフは、各シリーズの凡例を表示します。

消費電力グラフの[分析]セクションは、表形式で主要データと計算値を表示します。[分析]セク
ションのデータは、グラフ用に選択された時間尺度または年間予測です。[分析セクション]の
時間尺度は、データ表の見出しに表示されます。

指定した時間枠で、以下の分析情報が表示されます。

● [グループ平均電力消費量]。現在の時間尺度での選択したシステムのグループの平均消費電
力の詳細の合計を表示します。

● [グループ最大電力消費量]。現在の時間尺度での選択したシステムのピーク消費電力の合計
の最大値を表示します。

● [グループ平均アンペア（220V）]。時間尺度での選択したシステムの平均消費電流の合計を
表示します。選択したシステムの消費電力を特定の回路と比較するには、このフィールド
を使用します。この計算の電圧値（この例では220V）は、[オプション]->[Insight Power
Managerオプション]、[電源電圧]設定に基づいています。

● [グループ キロワット時（kWh）]。選択したシステムがグラフの時間尺度で消費する電力
（kWh）を表示します。

● [グループ年間キロワット時（kWh）推定値]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均
値の電力を消費すると仮定して、年間消費電力の予測値を表示します。

● [グループ推定額（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグループが
消費する電力の予測コストを表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例では
USD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power
Managerオプション]設定に基づいています。

● [グループ年間推定額]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値を消費すると仮定し
て、年間消費電力コストの予測値を表示します。

● [グループ年間推定冷却コスト]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値の電力を消
費すると仮定して、年間冷却コストの予測値を表示します。
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● [グループ冷却キロワット時（kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグループを
冷却するために必要な電力（kWh）の予測値を表示します。冷却キロワット時（kWh）の値
は、サーバの消費電力（kWh）と[オプション]->[Insight Power Managerオプション]、[冷却マ
ルチプライヤ]設定から得られる冷却係数を掛け合わせて 計算されます。

● [グループ推定冷却コスト（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグ
ループを冷却するために必要な電力コストの予測値を表示します。この計算に使用される
通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプ
ション]->[Insight Power Managerオプション]設定に基づいています。

● [グループ年間冷却キロワット時（kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグルー
プを冷却するために必要な電力（kWh）の1年間の予測値を表示します。

● [グループ年間推定冷却コスト]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値の電力を消
費すると仮定して、年間冷却コストの予測値を表示します。

● [キロワット時（kWh）省電力推定値]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフの時
間尺度で選択したシステムのグループについて節減する省電力量（サーバ電力と冷却電力）
の予測値を表示します。詳しくは、HPパワー レギュレータによる省電力について項を参照
してください。

● [コスト節減推定値（USD 0.0874/kWh）]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフの
時間尺度で選択したシステムについて節減するサーバ電力と冷却電力の省電力コストの予
測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの電
力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]設定に
基づいています。

● [年間キロワット時（kWh）省電力推定値]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値
の電力を節減すると仮定して、HPパワー レギュレータ テクノロジによる年間コスト削減の
予測値（サーバ電力と冷却電力）を表示します。詳しくは、HPパワー レギュレータによる
省電力について項を参照してください。

● [年間コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。選択したシステムが1年間を通じてこの平
均値で電力を節減すると仮定して、HPパワー レギュレータ テクノロジによる（サーバ電力
と冷却電力の）年間コスト削減の予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類
（この例ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight
Power Managerオプション]設定に基づいています。

● [最も高い平均消費量のサーバ]。選択したシステムのグループの中で、平均消費電力が最大
のサーバの名前を表示します。

● [最も高い最大消費量のサーバ]。選択したシステムのグループの中で、ピーク消費電力が最
大のサーバの名前を表示します。

● [理論上の収集ピーク]。選択したすべてのシステムについて、ピーク消費量の合計を表示し
ます。理論上の収集ピークは、選択したすべてのシステムが同時にピーク消費になったと
きの最大消費電力を表します。実際の集合ピーク値は、個々のサーバが同時にピークにな
らない場合、大幅に小さくなります。

● [理論上の収集ピーク アンペア：（220V）]。選択したシステムについて、理論上の収集ピー
クを電流の値（A）で表示します。このフィールドを使用すると、選択したシステムの理論
最大消費電力と特定の回路サイズを比較できます。この計算の電圧値（この例では220V）
は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]、[電源電圧]設定に基づいています。
実際の集合ピーク値は、個々のサーバが同時にピークにならない場合、大幅に小さくなり
ます。
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以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。

● [最後のデータ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

グループの消費電力の詳細

[グループ電力消費ブレイクダウン]グラフは、選択したシステムが選択した時間尺度で消費し
た電力量を個別の線で表示します。グラフは、平均消費電力とピーク消費電力を表示します。

平均消費電力データ点は、グラフの1点が表す期間にシステムのグループが消費した平均電力
の詳細を表します。24時間グラフの場合、グラフの各点は、5分間の消費電力データを表しま
す。平均消費電力データが作る折れ線は、サーバのグループの定常状態の消費電力を表しま
す。

平均消費電力データ点は、グラフの1点が表す期間にサーバのグループが消費した最大電力の
詳細を表します。ピーク消費電力データが作る折れ線は、サーバのグループによる短時間の消
費電力の突出を表します。

注:

多数のサーバを選択すると、グラフが混雑する場合があります。このグラフは、
少数のサーバを比較する場合に最適です。

グループの消費電力の詳細情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 集合から複数のシステムを選択します。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

3. グラフタイプのドロップダウン リストから[グループ電力消費ブレイクダウン]を選択しま
す。[グループ電力消費ブレイクダウン]情報が表示されます。

注： [グループ電力消費ブレイクダウン]グラフは、各シリーズの凡例を表示します。

各システムに指定した時間枠で、以下の分析情報が表示されます。

● [グループ平均電力消費ブレイクダウン]。現在の時間尺度での選択した各システムの平均消
費電力を表示します。

● [グループ平均電力消費量]。現在の時間尺度での選択したシステムのグループの平均消費電
力の合計を表示します。

● [グループ最大電力消費量]。現在の時間尺度での選択したシステムのピーク消費電力の合計
の最大値を表示します。

● [グループ平均アンペア（220V）]。現在の時間尺度での選択したシステムの平均消費電流の
合計を表示します。選択したシステムの消費電力を特定の回路と比較するには、このフィー
ルドを使用します。この計算の電圧値（この例では220V）は、[オプション]->[Insight Power
Managerオプション]、[電源電圧]設定に基づいています。
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● [グループ キロワット時（kWh）]。時間尺度での選択したシステムのグループが消費する電
力（kWh）を表示します。

● [グループ年間キロワット時（kWh）推定値]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均
値の電力を消費すると仮定して、年間消費電力の予測値を表示します。

● [グループ推定額（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグループが
消費する電力の予測コストを表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例では
USD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power
Managerオプション]設定に基づいています。

● [グループ年間推定額]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値を消費すると仮定し
て、年間消費電力コストの予測値を表示します。

● [グループ冷却キロワット時（kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグループを
冷却するために必要な電力（kWh）の予測値を表示します。冷却キロワット時（kWh）の値
は、サーバの消費電力（kWh）と[オプション]->[Insight Power Managerオプション]、[冷却マ
ルチプライヤ]設定から得られる冷却係数を掛け合わせて 計算されます。

● [グループ推定冷却コスト（USD 0.0874/kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグ
ループを冷却するために必要な電力コストの予測値を表示します。この計算に使用される
通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプ
ション]->[Insight Power Managerオプション]設定に基づいています。

● [グループ年間冷却キロワット時（kWh）]。グラフの時間尺度で選択したシステムのグルー
プを冷却するために必要な電力（kWh）の1年間の予測値を表示します。

● [グループ年間推定冷却コスト]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値の電力を消
費すると仮定して、年間冷却コストの予測値を表示します。

● [キロワット時（kWh）省電力推定値]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフの時
間尺度で選択したシステムのグループについて節減する省電力量（サーバ電力と冷却電力）
の予測値を表示します。詳しくは、HPパワー レギュレータによる省電力について項を参照
してください。

● [コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。HPパワー レギュレータ テクノロジが、グラフ
の時間尺度で選択したシステムについて節減するサーバ電力と冷却電力の省電力コストの
予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類（この例ではUSD）とkWh当たりの
電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]設定
に基づいています。

● [年間キロワット時（kWh）省電力推定値]。選択したシステムが1年間を通じてこの平均値
の電力を消費すると仮定して、年間消費電力の予測値を表示します。詳しくは、HPパワー
レギュレータによる省電力について項を参照してください。

● [年間コスト節減推定値：（USD 0.0874/kWh）]。選択したシステムが1年間を通じてこの平
均値で電力を節減すると仮定して、HPパワー レギュレータ テクノロジによる（サーバ電力
と冷却電力の）年間コスト削減の予測値を表示します。この計算に使用される通貨の種類
（この例ではUSD）とkWh当たりの電力コスト（この例では0.0874）は、[オプション]->[Insight
Power Managerオプション]設定に基づいています。

● [最も高い平均消費量のサーバ]。選択したシステムのグループの中で、平均消費電力が最大
のサーバの名前を表示します。

● [最も高い最大消費量のサーバ]。選択したシステムのグループの中で、ピーク消費電力が最
大のサーバの名前を表示します。
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● [理論上の収集ピーク]。選択したすべてのシステムについて、ピーク消費量の合計を表示し
ます。理論上の収集ピークは、選択したすべてのシステムが同時にピーク消費になったと
きの最大消費電力を表します。実際の集合ピーク値は、個々のサーバが同時にピークにな
らない場合、大幅に小さくなります。

● [理論上の収集ピーク アンペア：（220V）]。選択したシステムについて、理論上の収集ピー
クを電流の値（A）で表示します。このフィールドを使用すると、選択したシステムの理論
最大消費電力と特定の回路サイズを比較できます。この計算の電圧値（この例では220V）
は、[オプション]->[Insight Power Managerオプション]、[電源電圧]設定に基づいています。
実際の集合ピーク値は、個々のサーバが同時にピークにならない場合、大幅に小さくなり
ます。

以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。

● [最後のデータ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

グループの吸気温度

[グループ吸気温度]オプションは、選択したシステムの平均吸気温度を表示します。

グループの吸気温度の情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 集合から複数のシステムを選択します。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

3. グラフタイプのドロップダウン リストから[グループ吸気温度]を選択します。[グループ吸
気温度]情報が表示されます。

注：[グループ吸気温度]オプションは、各シリーズの凡例を表示します。

各システムに指定した時間枠で、以下の分析情報が表示されます。

● [グループ平均吸気温度]。選択したシステムのグループの平均吸気温度を表示します。

● [標準偏差]。選択したシステムのグループの吸気温度の標準偏差を表示します。標準偏差と
は、平均値からの変動の平方根です。標準偏差が小さいと、すべての吸気温度が平均値の
近くに密集していることを表します。標準偏差を計算するために使用されるデータは、選
択した時間範囲での選択したすべてのサーバのすべての温度サンプルから構成されます。
標準偏差は、個々のサーバの平均値からは計算されません。

● [標準偏差内のサーバの数]。吸気温度が平均吸気温度の1標準偏差以内にあるシステムの数
を表示します。これは、平均吸気温度の近くに密集するシステムです。

● [標準偏差外のサーバの数]。吸気温度が平均吸気温度の1標準偏差以内にないシステムの数
を表示します。これは、平均吸気温度の近くに密集しないシステムです。

● [温度動向]。選択したシステムのグループの平均吸気温度が上昇しているか、下降している
かを表示します。

以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。
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● [最後のデータ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

グループの吸気温度の詳細

[グループ吸気温度ブレイクダウン]は、選択したシステムの吸気温度の履歴データを表示しま
す。

グループの吸気温度の詳細情報を表示するには、次の手順に従ってください。

1. 集合から複数のシステムを選択します。

2. [レポート]->[Insight Power Manager]をクリックします。[Insight Power Manager]ページが表
示されます。

3. グラフタイプのドロップダウン リストから[グループ吸気温度ブレイクダウン]を選択しま
す。[グループ吸気温度ブレイクダウン]情報が表示されます。

注： [グループ吸気温度ブレイクダウン]オプションは、各シリーズの凡例を表示します。

各システムに指定した時間枠で、以下の分析情報が表示されます。

● [グループ吸気温度ブレイクダウン]。現在の時間尺度での選択した各システムの平均吸気温
度を表示します。

● [グループ平均吸気温度]。選択したシステムのグループの平均吸気温度を表示します。

● [標準偏差]。選択したシステムのグループの吸気温度の標準偏差を表示します。標準偏差と
は、平均値からの変動の平方根です。標準偏差が小さいと、すべての吸気温度が平均値の
近くに密集していることを表します。

● [標準偏差内のサーバの数]。吸気温度が平均吸気温度の1標準偏差以内にあるシステムの数
を表示します。これは、平均吸気温度の近くに密集するシステムです。

● [標準偏差外のサーバの数]。吸気温度が平均吸気温度の1標準偏差以内にないシステムの数
を表示します。これは、平均吸気温度の近くに密集しないシステムです。

● [温度動向]。選択したシステムのグループの平均吸気温度が上昇しているか、下降している
かを表示します。

以下のデータ収集情報が表示されます。

● [データ収集ステータス]。データ収集作業が正常終了したかどうかを表示します。

● [最後のデータ収集日付]。データが最後に収集された日時を表示します。

HPパワー レギュレータのアクション
[HPパワー レギュレータアクション]セクションは、選択したシステムのパワー レギュレータ
モードを変更できます。パワー レギュレータモードには、ダイナミック、スタティック ロー
パワー、およびスタティック ハイ パフォーマンスがあります。

表に以下のパワー レギュレータアクションが表示されます。

● [システム名]。管理対象システムの名前またはIPアドレス。
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● [製品名]。管理対象システムの名前。たとえば、ProLiant DL380 G5です。

● [HP Insight Power Managerステータス]。この列は、現在のIPMステータスを表示します。

IPMステータスは次のとおりです。

❍ [HPダイナミック パワー セービング モード]。現在の動作状況に基づいて必要なときに、
プロセッサのパワー レベルを動的に変更することができます。

❍ [HPスタティック ロー パワー モード]。プロセッサがサポートしている最低の状態に設
定し、強制的に最低の状態に維持します。

❍ [HPスタティック ハイ パフォーマンス モード]。プロセッサがサポートしている最高の
状態にプロセッサを設定し、強制的に最高の状態に維持します。

❍ [OS制御モード]。プロセッサがサポートしている最高の状態に設定します。これは、OS
のパワー マネジメントで必要な設定です。

❍ 不明。このステータスは、データ収集量が十分でない場合や、HP SIMを再起動して間も
ない場合に発生します。

次のオプションが利用可能です。

注:

システム ステータス表の右側にあるボタンは、選択したシステムだけに影響し
ます。ボタンを使用するには、表から1台または複数のシステムを選択し、該当
するボタンをクリックする必要があります。

● [変更]。このオプションは、HP Insight Power Managerの状態を変更します。

注： [変更]オプションは、ブレードでは利用できません。

IPMのステータスを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. [HP Insight Power Manager]ページの[HPパワー レギュレータ アクション]セクションか
ら、IPMステータスを変更したいシステムを選択し、[変更]をクリックします。[HP
Insight Power Managerの設定]セクションが表示されます。

2. 以下のステータスから選択します。

❍ [HPダイナミック パワー セービング モード]。現在の動作状況に基づいて必要なと
きに、プロセッサのパワー レベルを動的に変更することができます。

❍ [HPスタティック ロー パワー モード]。プロセッサがサポートしている最低の状態
に設定し、強制的に最低の状態に維持します。

❍ [HPスタティック ハイ パフォーマンス モード]。プロセッサがサポートしている最
高の状態にプロセッサを設定し、強制的に最高の状態に維持します。

❍ [OS制御モード]。プロセッサがサポートしている最高の状態に設定します。これは、
OSのパワー マネジメントで必要な設定です。
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3. [変更]をクリックして、現在のHP Insight Power Managerステータスを選択したステータ
スに変更します。[キャンセル]ボタンをクリックすると、選択を取り消すことができま
す。

注：プロセッサの電力状態および各状態について詳しくは、HPパワー レギュレータについ
て項を参照してください。

● [エクスポート]。このオプションは、電力履歴表をCSV形式で保存します。

CSV形式でファイルをエクスポートするには、次の手順に従ってください。

1. [HP Insight Power Manager]ページの[パワー レギュレータ アクション]セクションから、
情報をエクスポートしたい1台または複数のシステムを選択し、[エクスポート]をクリッ
クします。CSVファイルを保存するかどうかを確認するダイアログ ボックスが表示さ
れます。

2. [保存]クリックし、ファイルを保存するパスを入力します。

CSVファイルには、以下の情報が含まれます。

注：ファイルに含まれるシステムと時間範囲は、現在、ユーザ インタフェースに表示され
ているグラフで定義されます。

CSVファイルには、以下の列があります。

説明列の見出し

DNS名Name
システムの製品名Model
この電力サンプルが収集された日時Time
温度を摂氏で表しますAmbient Temperature（C）
平均電力をワットで表しますAverage Power（Watts）
最大電力をワットで表しますPeak Power（Watts）
効率モード：無効、スタティック
ロー、スタティック ハイ、ダイナ
ミック、不明

Power Regulator Mode

0～100%。常に平均CPU容量上限以
下にある必要があります。

Average CPU Capacity Utilization

0-100%Average CPU Capacity Limit

注：CSVファイルは、カンマで区切ったテキスト ファイルです。Microsoft Excelのような表
計算プログラムで使用するファイルです。表計算プログラムでデータを表示すると、IPMが
提供する以上の分析が可能です。

注：CSVエクスポート ファイルのデータは、IPMの分析で何も変更されていない、iLO2管
理プロセッサからのデータです。ソートはされていません。

● [名前を付けて収集を保存]。 選択したシステムを収集として保存できます。

頻繁にアクセスする電力管理データを持つ1組のサーバがある場合に、この機能を使用しま
す。収集を作成すると、HP SIMホームページの左側にある[システムおよびイベント収集]ツ
リー ビューから収集を選択し、収集に属するシステム用にHP SIMを起動することができま
す。
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集合として選択を保存するには、以下の手順に従ってください。

1. [HP Insight Power Manager]ページの[IPM レギュレータ アクション ]セクションから、収
集に入れたいシステムを選択し、[名前を付けて収集を保存]をクリックします。[名前を
付けて収集を保存]セクションが表示されます。

2. [名前]フィールドに、新しい収集の名前を入力します。

3. [次の中]フィールドで、ドロップダウン リストから収集を保存したい場所を選択しま
す。

4. 設定を保存するには、[OK]をクリックします。収集が正常に保存されたかどうかを示
すメッセージが表示されます。[キャンセル]ボタンをクリックして、操作を中止するこ
ともできます。

関連項目

● 概要
● HPパワー レギュレータについて
● HPパワー レギュレータによる省電力について
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サーバの[システム]タブ
[システム]タブでは、ステータス アイコンにより、データベースに保存されている、全体的な
ヘルス ステータスが表示されます。システムがサスペンド状態になっている場合、ハードウェ
ア ステータス アイコンおよびソフトウェア ステータス アイコンの代わりに、無効アイコンが
表示されます。[ステータス情報]セクションにはシステムステータスに関する詳細情報が表示
されます。

サーバの[システム]タブ ページは、次のセクションに分かれています。

● システム ステータス
● 詳細情報
● 識別
● 製品説明
● HP Insight Power Manager
● 連絡先情報
● 資産情報
● 管理プロセッサ
● ホスト サーバ
● ストレージ サーバ
● 関連情報

システム ステータス
このセクションには、次の情報が含まれています。

● [ヘルス ステータス] システムの全体的なステータスです。この情報は、Webベース エン
タープライズ管理（WBEM）、SNMP、デスクトップ管理インタフェース（DMI）、および
HTTPプロトコルから取得され、最も重大なステータスが表示されます。ping（ICMPまたは
TCP到達可能性テスト）は、常に実行されます。HP System Management Homepage（SMH）
にアクセスするには、[ヘルス ステータス]リンクをクリックします（存在する場合）。SMH
が存在しない場合は、リンクは[プロパティ ページ ステータス]ページにアクセスします。
使用できるオプションがない場合、[ヘルス ステータス]リンクは表示されません。

● [管理プロセッサ ステータス] 管理プロセッサ ステータスは、使用可能な場合、管理プロ
セッサのWebサーバにリンクします。

● [ソフトウェア ステータス] ソフトウェア ステータス アイコンは、使用可能な場合、シス
テム ソフトウェア バージョン コントロール エージェントにリンクします。

● [無効なステータス] サスペンド状態にあるシステムでは、システム テーブル ビュー ペー
ジの[HW]および[SW]列に無効アイコンが表示されます。

● [脆弱性ステータス] システムの脆弱性ステータスは、システムの外部セキュリティ スキャ
ンにより判定された、セキュリティおよび構成上の弱点を示します。

● [Provisioning and Recovery Status] システムの[Provisioning and Recovery Pack]ステータスは、
ユーザのポリシー アップデートあるいは環境の障害または変更に対応する、自動エンジン
による要求に基づく最新の自動操作の状態です。

● 契約と保証ステータス [契約および保証ステータス]は、WindowsCMSが設置されService
Essentials Remote Support Packがインストールされている環境で使用できます。契約と保証
データ収集を有効にしたHPシステムの契約と保証ステータス アップデートを表示すること
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ができます。[契約および保証ステータス]アイコンをクリックして、[契約および保証詳細]
ページを表示してください。

● [全体イベントステータス] [全体イベントステータス]には、システムのすべての未確認イ
ベントの概要が表示されます。イベントの追加、更新、または削除が行われると、このス
テータスは必ず更新されます。システムの[システム ページ イベント]タブを表示するには、
[全体イベントステータス]アイコンをクリックします。

注:

システムが現在、サスペンド モードにある場合、[システム ページ]の[システム
ステータス]には、[次の時間までシステムの監視は保留されます]というメッセー
ジとともに、監視が回復される予定の日付と時刻が表示されます。

パートナー アプリケーションについては、それぞれのステータスを中央管理サーバ（CMS）に
登録しておくことができます。その場合、これらのステータスは[ヘルス ステータス]の下と、
システム テーブル表示ページのステータス列に表示されます。たとえば、[System Security
Vulnerability Status]は、Vulnerability and Patch Management Packに関するシステム ステータスに
ついての詳細情報にリンクします。

詳細情報
このセクションには、システムに関するさらに詳細な情報が表示され、このシステムで使用可
能なすべてのシステム情報ツールが表示されます。リンクには、以下のものがあります。

● [HP System Management Homepage] SMHが使用可能な場合は、これを起動します。

● [プロパティ] [プロパティ]ページが使用可能な場合は、これを起動します。

● [Partition Manager View] Parition Managerが使用可能な場合は、これを起動します。

● [Virtual Manager Host View] Virtual Manager Host Viewが使用可能な場合は、これを起動し
ます。

識別
このセクションは、[システム ページ]に初めてアクセスしたときは必ず展開されます。

注:

このセクションは、 をクリックすると展開され、 をクリックすると折り畳
まれます。
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重要:

DMI識別は、WindowsベースおよびHP-UXベースの中央管理サーバ（CMS）のイ
ンストールでのみサポートされています。また、同種のオペレーティング シス
テムしか識別できません。たとえば、WindowsベースのCMSはWindowsベースの
DMIシステムだけを、HP-UXベースのCMSはHP-UXベースのDMIシステムだけ
を、それぞれ識別できます。

このセクションには次の項目が含まれています。

● [アドレス] そのシステムについて検出されたIPアドレス。

● [優先システム名] システムの名前。デフォルトはDNSからホスト名（使用可能な場合）。
[ツール＆リンク]タブの[システム プロパティの編集]リンクを使用してこの設定を変更する
ことができます。

● [ネットワーク名]  完全に限定したDNS名（使用可能な場合）。IPアドレスによるDNSの
逆引きが有効になっており、正引きと一致する必要があります。

● [UUID]  システム上のエージェントまたはその他の装置からの固有ID。

● [シリアル番号] システムのシリアル番号です。

システム名が「orphan_nnn」になる理由
オーファン システムとして説明されているシステムは、IPアドレスと名前の両方が、別のシス
テムに再割り当てされたことをHP Systems Insight Manager（HP SIM）が検出したシステムです。
この再割り当ては、DHCPアドレス割り当ての変更とシステムの名前変更が同時に行われて発
生することがあります。ただし、最も一般的な原因は、Altirisのようなドライブ イメージ生成
ソフトウェアを使用することです。システムのイメージ生成では、識別するために、Webエー
ジェントとHP SIMで、グローバル ユニーク識別子が使用されます。Windowsシステムでは、イ
メージを作成する前にレジストリから
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Compaq\CIMAgent\GUIDレジストリ キー エントリを削
除すると、この問題を防止できます。イメージが生成済みのシステムの場合は、基本エージェ
ントを停止し、キーを削除してから、エージェントを再起動します。新たに検出することに
よって、問題が訂正されます。古い「ORPHAN」システムをHP SIMシステム リストから削除し
てください。

製品説明

注:

このセクションは、 をクリックすると展開され、 をクリックすると折り畳
まれます。

このセクションには、次の情報が含まれています。
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● 製品ID ID番号です。サーバのシリアル番号に追加すると、HPサポートがHP製システムを
特定できるようになります。

● システム タイプ 識別によって戻される基本的なシステム タイプ。

● システム サブタイプ 識別によって返されるシステムのサブタイプ。

● 製品モデル  メーカが定義した製品のモデル（名前）。

● ハードウェアの説明 [システム プロパティの編集]ページから取得したハードウェアの説
明。

● OS名  システムのオペレーティング システム名。オペレーティング システムベースのシ
ステム収集でフィルタリングに使用されます。

● ツール フィルタリング用OS  短いオペレーティング システム名。ツール フィルタリング
定義ファイルに使用されます。

● OS説明 オペレーティング システムの詳細説明（サービス パック情報など）。

● OSバージョン オペレーティング システムの数値表現。

● 管理プロトコル  システムの識別を試みた際に応答した管理プロトコル。

注記：より多くのプロトコルが予想される場合は、[システム プロトコル設定]ページで設定
されている証明書を検証してください。

● サーバの役割  ユーザが設定可能なProLiantエージェントからのサーバの役割。HP System
Management Homepageから設定できます。

● コメント  SNMPまたはその他のエージェントからユーザが設定可能なコメント。

● 実行されているアプリケーション システム上で稼動しているすべてのアプリケーション
のリスト。

HP Insight Power Manager
HP Insight Power Manager（IPM）は、電源データを集約するHP Systems Insight Manager（HP
SIM）プラグインです。これは、オペレーティング システムに依存しないリモート制御を提供
します。さらに、消費電力および放熱効率の履歴を監視することができ、これらのリソースを
効率的に管理することができます。これは、サーバに新しいレバーを提供し、ポリシーベース
の電源および温度管理を可能にすることによって、統合インフラストラクチャ フレームワーク
を拡張します。

注:

このセクションは、 をクリックすると展開され、 をクリックすると折り畳
まれます。
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注:

HP BladeSystem Integrated Manager c-Classは、IPM設定への変更を許可していませ
ん。しかし、履歴データの収集はそれでも実行され、別のシステム上として使用
可能です。

HP SIM上でIPMがインストールおよび設定され、選択したサーバがIPMをサポートしライセン
スが適用されている場合、このオプションは、単一システムのグラフおよび分析セクションを
表示します。

連絡先情報
このセクションには、次の情報が含まれています。

● 場所 システムの物理位置でエージェントからユーザ設定が可能なフィールド。

● 連絡先  エージェントからユーザ設定が可能なシステムの連絡先。

注記：連絡先および製品説明のセクションにある多くのフィールドは、CMSの[システム プ
ロパティの編集]ページからローカルで上書きすることができます。

サポート資格情報
● 開始日付 契約または保証の開始日。

● 終了日付 契約または保証の終了日。

● タイプ サービス契約が存在する場合の、契約タイプ。

● ステータス 現在の契約または保証ステータス。

● 前回の収集 契約および保証データが最後に収集された日付。

資産情報
このセクションには、[資産管理番号]（システムの資産管理番号）が含まれています。

管理プロセッサ
このセクションは、管理プロセッサが使用可能な場合にのみ表示されます。このセクションに
は、次の情報が含まれています。

● 名前  システムを管理するために使用される管理プロセッサの表示名（優先名）。

● アドレス  システムを管理するために使用される管理プロセッサのIPアドレス。

● モデル  このシステムの管理プロセッサのモデル名。
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ホスト サーバ
このセクションには、次の情報が含まれています。

● 名前 ホスト サーバ システム ページへのリンクのあるホスト サーバ名

● スロット ホスト サーバのスロット番号

● モデル ホスト サーバの製品番号

ストレージ サーバ
以下のセクションには、関連するストレージ サーバを持つサーバについての以下の情報が含ま
れます。

● 名前 ストレージ サーバ システム ページへのリンクのあるストレージ サーバ名

● スロット ストレージ サーバのスロット番号、システム ページ

● モデル ストレージ サーバの製品番号

関連情報
● エンクロージャ名  システムがエンクロージャ内にある場合、エンクロージャの名前。

p-Classサーバ ブレードなどです。

● ラック名  エンクロージャが検出可能なラック内にある場合、ラック名。

● スロット  エンクロージャ内でシステムの位置するスロット番号。

● サーバ寸法  システム寸法のmm単位表記（該当する場合）。

関連項目

● オプションの設定
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用語集
HP Insight Power Manager
(IPM)

データセンタ レベルでのサーバ消費電力と発熱の集中管理さ
れた制御を提供する統合された電力監視管理アプリケーショ
ン。ユーザがProLiantサーバに必要な電力と冷却を制御できる
ようにして、データセンタの能力を拡張する。ProLiant電力調
整技術に基づいて、HP SIMに新しいサーバ電力測定レバーを
組み込んで、統一されたインフラストラクチャ管理を拡大す
る。

HP Systems Insight Manager
(HP SIM)

HPのシステム、クラスタ、デスクトップ、ワークステーショ
ン、ポータブルなど、さまざまなシステムを管理できるシステ
ム マネジメント ソフトウェアです。

HP SIM は、Insightマネージャ7、HP Toptools、HP Servicecontrol
マネージャの長所を組み合わせることにより、Windows、
Linux、HP-UXを実行しているHP ProLiantシステム、Integrityシ
ステム、HP 9000システムを管理する、統一されたツールを提
供する。HP SIMソフトウェアの中核部分では、すべてのHP製
サーバ プラットフォームの管理に不可欠な機能が提供されま
す。 HP製ストレージ、電源、クライアント、およびプリンタ
製品のプラグインを使用してHP SIMを拡張することもでき、
広範なシステム管理に使用できます。Rapid Deployment Pack、
Performance Management Pack、Workload Management Packのプ
ラグインは、ハードウェア資産の完全なライフサイクルの管理
機能を追加したソフトウェアをシステム管理者が選択すること
ができます。

HP Systems Insight Manager
データベース (データベース)

ユーザ、システム、ツールボックスなど、HP SIMに関する、
有効な情報を保存するデータベース。

Integrated Lights-Out (iLO) 基本的なシステム管理機能、診断および不可欠なLights-Out機
能は、内蔵Lights-Out（iLO）をサポートするサーバの中心的な
コンポーネントとして付属しています。このiLOの標準機能
は、「iLOスタンダード」と呼ばれます。iLOアドバンスドと
呼ばれる高度なリモート管理機能は、HP Integrityサーバ用のオ
プションの内蔵Lights-Out Advanced Packによってライセンス供
与されます。

Webベース エンタープライ
ズ管理 (WBEM)

WBEM システム、ネットワーク、ユーザ、およびアプリケー
ションを、複数のベンダ環境にまたがって管理するための業界
イニシアチブ。WBEMは、システム管理を簡素化し、WBEM
準拠アプリケーションで読み出すことのできるソフトウェア
データとハードウェア データへのアクセス性能を向上させる。

Simple Network Management
Protocol (SNMP)

HP SIMによってサポートされる管理プロトコルのうちの1つ。
従来から、ネットワーク システムおよびサーバによって広く
使用されている管理プロトコルです。MIB-2は、すべてのベン
ダに一貫して提供されている標準情報です。

システム TCP/IPを介して通信するネットワーク上のノード。システムを
管理するには、あるタイプの管理プロトコル（SNMP、DMI、
WBEMなど）がシステムに存在する必要があります。システ
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ムの例としては、サーバ、ワークステーション、デスクトッ
プ、ハンドヘルド、ルータ、スイッチ、ハブ、およびゲート
ウェイがあります。

システム ヘルス ステータス ターゲット システムでサポートされるすべてのステータス ソー
ス（SNMP、WBEM、DMI、HTTPなど）の統計ステータスで、
最も深刻なステータスと一緒に表示されます。表示される各種
システム ヘルス ステータスは、以下のとおり。

● クリティカル HP SIMがシステムとやり取りできなくなっ
ています。このシステムは以前検出されていたが、現在は
pingできない。システムが停止しているか、電源が切れて
いるか、ネットワークの問題のためにネットワーク経由で
アクセスできなくなっています。

● メジャー このシステムに、重大な問題が発生している。
このステータスにはすぐに対処する必要がある。HP Insight
マネジメント エージェントを実行しているシステムの場合
は、一部のコンポーネントで障害が発生している。システ
ムが正常に動作しておらず、データが消失している可能性
があります。

● マイナー このシステムに、軽度の問題があります。HP
Insightマネジメント エージェントを実行しているシステム
の場合、一部のコンポーネントが故障していますが、シス
テムはまだ機能しています。

● 警告 システムに潜在的な問題が存在するか、問題が発生
する可能性のある状態になっている。

● 正常 システムは正常に機能しています。
● 無効 監視機能から見るとシステムは無効になっている
が、必ずしも電源が切られているわけではない。

● 不明 HP SIMが、システムに関する管理情報を取得できな
い。

● 情報 システムの状態が変化しているところか、またはエ
ラーではない状態が発生している。

中央管理サーバ (CMS) HP SIMソフトウェアを実行する、管理ドメイン内のシステム。
HP SIM内のすべての集中操作は、このシステムから開始され
ます。

デスクトップ管理インタ
フェース (DMI)

デスクトップ管理タスク フォース（DMTF）により開発された
業界標準プロトコルで、主としてクライアントの管理に使用さ
れます。DMIは、クライアント システムについての問題レポー
トを効率的な方法で提供します。DMI準拠のコンピュータは、
ネットワーク上の中央管理システムにステータス情報を送信で
きます。

ヘルス ステータス すべてのステータス ソース（SNMP、WBEM、DMI、HTTPな
ど）の統計ステータスで、最も深刻なステータスと一緒に表示
されます。
参照 システム ヘルス ステータス

ライセンス キー HPがお客様に与える契約上の許可であり、ライセンスの特定
のインスタンスを示すライセンス コードの形式で具体化され
る。1つのライセンスは、1つのキーで表現されたり、キーの集
合によって表現されたりする。
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