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概要

このガイドは、Hewlett-Packard Insight マネジメント エージェント ソフトウェアについて、そのインストールおよび設定
手順に関する情報を提供します。

このガイドは、HP Insight マネジメント エージェントソフトウェアを SmartStart CD からインストールする方法について
説明します。

注記: SmartStart CD は、HP Insight マネジメント エージェントソフトウェアを G7 以前の ProLiant サーバーにインストー
ルする場合にのみ使用できます。一方、HP Service Pack for ProLiant（HP SPP）は、HP Insight マネジメント エージェント
を Gen8 より前の ProLiant サーバーにインストールする場合にも Gen8 サーバーにインストールする場合にも使用できま
す。また新しいサーバー（Gen8 ProLiant サーバー）では、HP Insight マネジメント エージェントソフトウェアはオンボー
ドの HP Intelligent Provisioning ソフトウェアを使用してインストールすることになります。

HP Insight マネジメント エージェントは、障害予測管理のためのすべての主要なシステム管理ツールへのマルチシステム
アクセスおよび重要なシステム情報へのアクセスを提供し、パートナーの管理ソリューションと統合します。

このガイドは、サーバーおよびストレージ システムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象と
し、コンピューター機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。
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1 HP Insight マネジメント エージェントの概要
はじめに

HP Insight マネジメント エージェントは、障害予測管理のためのすべての主要なシステム管理
ツールへのマルチシステム アクセスおよび重要なシステム情報へのアクセスを提供し、パート
ナーの管理ソリューションと統合します。Insight マネジメント エージェントは、システム管
理者に以下の機能を提供します。

• パフォーマンス モニター - IT 管理者は、メモリ、CPU、NIC、および論理ディスク用に事
前定義したしきい値を設定して、HP ProLiant サーバーのパフォーマンスをプロアクティブ
に監視できます。これらのしきい値は、System Management Homepage の [タスク] メ
ニューで設定できます。Web ベース システム マネジメント エージェントは、事前定義
したしきい値を超えた場合に指定した IT 管理者に通知するように設定できます。

• より強力なシステム制御 - エージェントは、システム内の 1,000 を超えるパラメーターを
監視して、障害発生時にはアラートを生成します。あらゆる障害が（場合によっては、こ
れから起きる可能性のある障害も）、指定した管理者に通知されます。

• 簡単な制御と使いやすさ - Insight マネジメント エージェントは、インストールとデプロイ
メントが簡単で、また、Intelligent Provisioning の設定プロセスを使ったシステムの設定中
に自動的にインストールできます。

• 既存のインフラストラクチャのメンテナンス - Insight マネジメント エージェントは、業界
標準を使用して、アラート、設定データおよびパフォーマンス データを配信します。

Insight マネジメント エージェント
Insight マネジメント エージェントは、デバイス上で動作し、パラメーターを収集して測定す
ることによって、デバイスの状態の詳細な監視を行います。これらのパラメーターは、特定の
イベントの発生回数（たとえば、ディスク ドライブ上で実行された読み取り動作の回数）をカ
ウントしたり、重要な機能の状態（たとえば、冷却ファンが動作しているかどうか）を監視す
ることによって、サブシステムの現在の状態を示します。Insight マネジメント エージェント
は、Web ブラウザーを使って、業界標準の HTTP プロトコル経由でデバイスの管理データにア
クセスします。このため、ネットワークにアクセスできる場所であればどこからでもデータに
アクセスできます。

マネジメント エージェントは、次の 2 通りの方法でインストールできます。

• SmartStart の自動実行メニューを使った手動でのインストール

• HP Management CD を使った手動でのインストール

重要: Insight マネジメント エージェント for サーバーは、HP クライアント マネジメント
エージェントと同じではありません。

Insight マネジメント エージェントは、HP Systems Insight Manager などの管理アプリケーショ
ンに情報を提供し、システムの動作に障害またはパフォーマンスに関わる重大な変化が起きた
場合にアラート通知を生成します。Insight マネジメント エージェントとの情報のやり取りは、
業界標準の SNMP 経由で行われます。

HP Systems Insight Manager
HP Systems Insight Manager は、HP のハードウェア製品のインテリジェントな監視とアラート
およびビジュアルな制御機能を提供します。予想外のハードウェア障害が発生した場合にも、
HP Systems Insight Manager は、リモートのメンテナンス機能と制御機能を補完します。

注記: 管理コンソールに HP Systems Insight Manager をインストールするには、Management
CD に収録されている『HP Systems Insight Manager ユーザー ガイド』を参照してください。
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2 Microsoft Windows 用のインストールおよび設定手順
Insight マネジメント エージェントのインストール

Insight マネジメント エージェントのインストール時に、次のサービスがインストールされま
す。

• Insight 基本エージェント

• Insight NIC エージェント

• Insight ストレージ エージェント

• Insight サーバー エージェント

• Web エージェント

• イベント通知

システム要件とインストール前の準備

Insight マネジメント エージェント for Microsoft® Windows® は HP ProLiant サーバー上でサ
ポートされています。エージェントのインストールには、表 1 (6 ページ) のハードウェアと
ソフトウェアが必要です。

表 1 システム要件

オペレーティング システム • Microsoft® Windows Server® 2008（すべてのエディ
ション）

• Microsoft® Windows Server® 2003（すべてのエディ
ション）

ブラウザー • Microsoft® Internet Explorer 5.5 以降

• Netscape 4.79、6.22、または 6.23

ProLiant Support Pack for Windows®（HP 固有のデバイ
ス ドライバーが含まれています）

デバイス ドライバー

すべてのエージェントをインストールするには、30.5MB
以上の空きディスク容量が必要です。

ディスク容量

Insight マネジメント エージェント for サーバーをインス
トールする前に SNMP サービスをインストールする必
要があります。

SNMP

SNMP の事前インストール
Insight マネジメント エージェント for サーバーをインストールする前に、SNMP をインストー
ルする必要があります。

ProLiant サーバーで管理機能を十分に活用するには、SNMP サービスをインストールする必要
があります。SNMP をインストールしていない場合、HP Systems Insight Manager やその他の
エンタープライズ マネジメント アプリケーションでハードウェア障害予測アラートを受信で
きず、Insight Manager の先進的な ProLiant ステータス ポーリング、インベントリ レポート、
およびバージョン コントロールなどの機能が無効になります。
Insight マネジメント エージェントのインストール後に SNMP をインストールした場合、マネ
ジメント エージェントを再インストールする必要があります。エージェントのインストールを
進める前に、このガイドの以下の各項で説明する手順を完了してください。

注記: Windows Server® 2003 および Windows Server® 2008 の場合、SNMP は基本製品に
含まれていますが、インストールされていません。
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Windows Server® 2003 および Windows Server® 2008 用の SNMP
SNMP サポートは、Windows Server® 2003 および Windows Server® 2008 の基本製品に含
まれていますが、インストールされていません。

Windows Server® 2008 で SNMP サービスをインストールするには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. [スタート]メニューから、[設定] > [コントロール パネル]の順に選択します。
2. [プログラムと機能]をクリックします。
3. [Windows の機能を有効化または無効化]をクリックします。
4. [機能の概要] > [機能の追加]を選択します。
5. [SNMP サービス]をクリックして選択します。
6. [次へ]をクリックします。
7. [インストール]をクリックします。
8. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。
Windows Server® 2003 で SNMP サービスをインストールするには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. [スタート]メニューから、[設定] > [コントロール パネル]の順に選択します。
2. [プログラムの追加と削除] > [Windows コンポーネントの追加と削除]の順にクリックしま
す。

3. Windows コンポーネント ウィザードのウィンドウから [管理とモニター ツール]を選択し
て、[詳細]をクリックします。

4. [管理とモニター ツール] ウィンドウから、[簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）]
を選択します。

5. [OK] をクリックします。[コンポーネント ウィザード] ウィンドウが表示されます。
6. [次へ]をクリックしてインストールを開始します。
詳しくは、Windows Server® 2003 または Windows Server® 2008 のマニュアルを参照してく
ださい。

Windows Server® 2003 および Windows Server® 2008 用の SNMP の
設定

SNMP を設定するには、以下の手順に従ってください。
1. [スタート] > [プログラム] > [管理ツール] > [コンピューターの管理]の順に選択します。
2. [サービスとアプリケーション] > [サービス]の順に選択します。
3. [サービス名]をダブルクリックして、[SNMP サービス] の [プロパティ]を選択します。
4. [セキュリティ]タブをクリックし、[追加]をクリックして、コミュニティ名を追加します。

Insight エージェントが正常に動作するには、1 つ以上のコミュニティ名に読み出し/書き
込みアクセスが設定されている必要があります。このコミュニティ名には、固有ではない
長い文字列を使用することができます。この文字列は、入力後に覚えておく必要はありま
せん（このコミュニティ名はエージェント間の通信以外には使用されません）。

5. ストリングの名前とアクセス権を選択します。

6. [適用] > [OK] の順にクリックします。
7. [セキュリティ]タブをクリックした後、[これらのホストから SNMP パケットを受け付ける]
を選択し、ループバック（127.0.0.1）が含まれていることを確認します。これは、エー
ジェント間の通信に必要です。

SmartStart CD からのエージェントのインストール
1. SmartStart CD を CD-ROM ドライブに挿入します。SmartStart の自動実行メニューが表示
されます。
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注記: 今回がこのバージョンの SmartStart CD の初めてのインストールの場合は、最初に
プログラム使用許諾契約書に同意する必要があります。契約条項に同意するには、[同意]
をクリックしてください。

2. Smart Start CD ウィザード画面が表示されたら、[ソフトウェア]タブをクリックします。
3. [ProLiant Support Pack のインストール]オプションを選択します。
4. [ProLiant Support Pack の高速インストール]または [ProLiant Support Pack のカスタム イン
ストール]をクリックします。

5. HP Smart Update Manager が表示されたら、アップデート ファイルの位置を設定して、
[インベントリの開始]をクリックします。

6. [ローカル ホスト]を選択して、[次へ]をクリックします。
7. サーバー OS（Windows Server® 2003、Windows Server® 2008、x86 または x64）を選
択し、[OK] をクリックします。

8. [インストール]をクリックします。

SNMP エージェントの設定
SNMP エージェントを設定するには、Windows® の [コントロール パネル] から、[HP マネジ
メント エージェント]のアイコンをクリックします。

重要: Insight マネジメント エージェント for サーバー for Windows® の [コントロール パネ
ル] にアクセスするには、管理者権限を持っている必要があります。

注記: 説明されているタブのうち、一部のタブがないサーバーもあります。

[サービス] タブ画面
[サービス] タブを使って、マネジメント エージェントを有効または無効にすることができま
す。エージェントは、エージェントを強調表示して、適切なボタンをクリックすることによっ
て追加または削除できます。

[ストレージ] タブ画面
[ストレージ] タブを使って、ファイバー エージェント テープ サポートを有効または無効にす
ることができます。

図 1 [ストレージ] タブ画面

• [ファイバー エージェント テープ サポート]を無効にするには、チェックボックスをクリッ
クします。
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• [Smart アレイ エージェント テープ サポート]を有効にするには、チェックボックスの選択
を解除します。

• [SAS エージェント テープ サポート]を無効にするには、チェックボックスの選択を解除し
ます。

[SNMP 設定] タブ画面
[SNMP 設定] タブを使って、以下の設定を行うことができます。

図 2 [SNMP 設定] タブ

• [サーバーの役割] - システムの役割または機能の説明が表示されます。Systems Insight
Manager でグループ設定タスクを作成して、複数のデバイスにサーバーの役割テキストを
設定することもできます。サーバーの役割の設定方法について詳しくは、『Systems Insight
Manager テクニカル リファレンス ガイド』を参照してください。

• [データ収集間隔] - Insight マネジメント エージェント for サーバーが  データを収集する間
隔を制御します。ドロップダウン メニューから時間間隔を選択して、データ収集の間隔を
設定します。

• [SNMP 設定の有効] - 管理コンソールによって、特定の数のハードウェア関連のパラメー
ターを変更できるようにします。Insight MIB は、管理コンソールによって変更できる監視
対象項目を定義します。このシステムが UPS  グループのメンバーである場合は、商用電
源の障害発生時にシャットダウンできるように、この項目をマークします。

• [リモート リブートの有効] - リモート管理  コンソールからこのシステムを再起動できるよ
うにします。リモート マシンにシステムを再起動する権限を与えたい場合は、このオプ
ションを選択します。

• [アプリケーション例外トラップの有効] - アプリケーションが例外を生成した場合に、管
理対象システムで SNMP トラップを送信して、Windows® のイベントをログに記録でき
るようにします。その後、デフォルトのシステム例外ハンドラが呼び出されて、例外を処
理します。トラップおよび Windows® のイベントには、例外を発生させたプロセスにつ
いての詳細な説明があります。この機能を無効にしている場合、アプリケーション例外が
発生してもトラップやイベントは生成されません。ただし、デフォルトのデバッガが起動
されて、例外を管理します。

注記: HP Systems Insight Manager で例外トラップを参照するには、SNMP トラップの宛
先をご使用の管理コンソールに設定します。

• [TELNET の検出を無効] - Telnet を検出しないようにします。このボックスをチェックする
と、Telnet が利用できないことと、このデバイスでは HP Systems Insight Manager のリモー
ト コンソール機能が無効になることを、サーバー エージェントが報告します。
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• [ラック インフラストラクチャ トラップの無効化] - ラック インフラストラクチャ SNMP
アラートを防止します。

• [テスト トラップの送信] - 管理コンソールにテスト用の SNMP トラップを送信できるよう
にします。これは、Insight マネジメント エージェント for サーバーと SNMP の設定をテ
ストするのに便利な機能です。

• [全しきい値のクリア]—- マネジメント エージェント for サーバーが動作するデバイス用に
定義されたすべてのしきい値を消去できるようにします。

[非同期管理] タブ画面

注記: [非同期管理] タブ画面にアクセスするには、リモート アクセス サービス（RAS）をイ
ンストールしておく必要があります

[非同期管理] タブを使って、以下の設定を行うことができます。

• [非同期管理トラップの有効] - RAS を使用して、モデム経由で、リモートの管理コンソー
ルにトラップを送信できるようにします。非同期管理のトラップを送信させるには、以下
のデータも入力する必要があります。

◦ [通知先電話番号] - この番号にダイヤルします。

◦ [ユーザー名およびパスワード] - リモートのマシンにログオンします。使用する特定
のログオン ドメインを選択できますが、特定のドメインを選択しない場合は、リモー
ト マシンのドメインが使用されます。リモートのユーザー名とドメインについて詳し
くは、Microsoft® 社から提供されているリモート アクセスに関する資料を参照して
ください。

◦ [ビジー リトライ回数] - ビジー信号を受け取った場合に再ダイヤルします。

注記: Windows のエージェント用の管理コンソール上での Insight 非同期管理の設定につい
ては、『HP Insight Asynchronous Management User Guide』を参照してください。

[プロセス モニター] タブ
[プロセス モニター] タブ画面を使って、プロセス（Windows® サービス）の開始、終了、ま
たはその両方が発生したときに SNMP トラップを生成するように設定できます。現在動作中
のプロセスの一覧が表示されます。以下の [プロセス モニター] のオプションが利用できます。

• [プロセスの監視] - リストからプロセスを選択して、そのプロセスの監視オプションを設
定します。以下のオプションが利用できます。

◦ [なし] - このプロセスに対して SNMP トラップは生成されません。

◦ [開始] - このプロセスが開始すると SNMP トラップが生成されます。

◦ [停止] - このプロセスが停止すると SNMP トラップが生成されます。

◦ [開始 & 停止] - このプロセスが開始または停止すると、SNMP トラップが生成されま
す。

• [新しいプロセスの追加] - [追加]をクリックして、監視する新しいプロセスを追加します。
新しいプロセス名を入力し、[OK] をクリックしてそのプロセスを追加します。

• [プロセスの削除] - リスト内のプロセスを強調表示し、[削除]をクリックして、そのプロセ
スを削除します。

注記: 削除できるのは、ユーザーが作成したプロセスだけです。システムのデフォルトのプ
ロセスに対しては、[削除] ボタンは無効になっています。
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OpenView Network Node Manager 用の SNMP の設定
OpenView Network Node Manager（NNM）をインストールしている場合は、SNMP を SNMP
EMANATE エージェントで設定する必要があります。これは、NNM インストール ディレクト
リの \HP Openview\NNM\conf\SNMP Agent に格納されている snmpd.conf ファイルで
設定します。

設定の例を以下に示します。snmpd.conf ファイルでは他の例も提供されています。
get-community-name:public

set-community-name: PUBLIC

contact: Lab Administrator

location: Integration Test Lab

trap-dest: 170.20.1.10

trap-dest: 170.20.1.11

cp00xxxx.exe ファイルからのエージェントのインストール
エージェントをインストールする前に、サーバーがインストール要件に適合していることを確
認します。詳しくは、それぞれのサーバーのユーザー ガイドおよびリリース ノートを参照し
てください。

1. インストールする Smart コンポーネントの cp00xxxx.exe ファイルを HP の Web サイト
http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/jp/index.html からダウンロードしま
す。

2. 管理者権限を持つユーザーとして、Windows® にログインします。
3. HP Insight マネジメント エージェントが含まれている cp00xxxx.exe ファイルを実行し
ます。[hp ProLiant パッケージ セットアップ] ウィンドウが表示されます。

4. [インストール]をクリックします。解凍が始まります。
5. [HP ProLiant セットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。セットアップ プログラ
ムのインストールの準備ができました。[インストール]をクリックします。

コマンド ライン構文
単一コンポーネント  のインストールで使用する一般的なコマンド ライン構文は、次のとおり
です。

cpxxxxxx [/s[ilent]] [/f[orce]] [/r[eboot]] [/h[elp]] [/?]

ここで、cpxxxxxx は、Smart コンポーネントのファイル名で、xs はコンポーネント番号を
示します。

注記: 角カッコで囲まれた引数および情報はすべてオプションです。Smart コンポーネントで
使用可能な引数について詳しくは、「コマンド ライン引数」 (11 ページ) を参照してくださ
い。

コマンド ラインでコマンド ライン引数を指定しないと、コンポーネントの GUI が表示されま
す。

コマンド ライン引数
次の表に、Smart コンポーネントが認識する引数を示します。

表 2 コマンド ライン引数

説明コマンド ライン引数

コマンド ラインのヘルプ情報を表示します。/h[elp]

/help 引数と同じ意味です。/?
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表 2 コマンド ライン引数 (続き)

説明コマンド ライン引数

GUI の表示、非表示を指定します。Smart コンポーネン
トのスクリプトを作成するため、GUI を表示しない場合

/s[ilent]

は、この引数を使用してください。コマンド ラインでこ
の引数を指定しない場合は、GUI が表示されます。

/silent コマンドと合わせて使用すると、コンポーネ
ントは次のいずれかの方法でインストールされます。

/f[orce]

• コンポーネントがすでにインストールされていて、
最新バージョンである場合、コンポーネントをイン
ストールしなおします。インストールされたコンポー
ネントのバージョン番号は変わりません。

• より新しいバージョンのコンポーネントがすでにイ
ンストールされている場合、コンポーネントをイン
ストールしなおします。コンポーネントは古いバー
ジョン番号にダウングレードされます。

コマンド ラインでこの引数を指定しない場合は、強制的
なインストールは行われません。

/silent コマンドと合わせて使用すると、インストー
ルを完了するために再起動する必要がある場合に、ター

/r[eboot]

ゲット システムを再起動させます。コマンド ラインで
この引数を指定しない場合、インストールを有効にする
には、サーバーを手動で再起動する必要があります。

再起動は、インストール中にエラーが発生しなかった場
合にのみ実行されます。

コマンド ラインの例
次の表に、単一コンポーネントのインストールで使用するコマンド ライン入力の例を示しま
す。

注記: この例では小文字が使用されていますが、大文字も小文字も使用できます。

表 3 単一コンポーネントのインストールの例

結果コマンド ライン入力

CP002575.EXE コンポーネントのインストールが開始
されます。

cp002575

CP002575.EXE コンポーネントが、コンポーネントの
デフォルト値を使用して、ターゲット サーバーにインス
トールされます。GUI は、表示されません。

cp002575 /s

CP002575.EXE コンポーネントがインストールされま
す。既存のバージョンがあった場合はこのコンポーネン

cp002575 /s /f /r

トによって強制的に上書きされます。また、必要に応じ
て、サーバーが自動的に再起動します。GUI は、表示さ
れません。

リターン コード
各 Smart コンポーネントは、その実行が完了したら、オペレーティング システムまたは呼び
出し元アプリケーションにリターン コードを返します。
リターン コードは、コンポーネントのインストール状態を確認するために使用されます。ま
た、リターン コードをスクリプトの中で使用して、スクリプトの実行を制御したり、必要な分
岐方向を決定したりすることができます。表 2-4 に、Smart コンポーネントのリターン コード
を簡単に示します。
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表 4 リターン コード

意味エラー レベル

Smart コンポーネントのインストールが失敗しました。
詳しくは、ログ ファイルを参照してください。

0

Smart コンポーネントは正常にインストールされました。1

Smart コンポーネントは正常にインストールされました
が、システムを再起動する必要があります。

2

必要なハードウェアがなかったかまたはソフトウェアが
最新のものでなかったため、インストールは行われませ
んでした。

3

HP イベント通知の設定
Insight マネジメント エージェント for サーバーをインストールした後でシステムを再起動する
と、インストール プロセスを完了するためにイベント通知設定ウィザードが実行されます。
設定ウィザードを開始するには、[スタート]メニューから、[プログラム]、[HP マネジメント
エージェント]、[イベント通知設定]の順に選択します。設定ウィザードを使って、通知サービ
スの設定を完了します。ウィザードでは、以下の 3 つの画面が表示されて、簡単に設定プロセ
スを進めることができます。

• [イベント通知ウィザードへようこそ]

• [メール（SMTP）サーバー情報]

• [イベント受信情報]
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3 NetWare 用のインストール手順
システム要件とインストール前の準備

Insight マネジメント エージェント for サーバー for NetWare には、 以下のハードウェアとソ
フトウェアが必要です。

表 5 システム要件

最小要件ハードウェアおよびソフトウェア

4 MB の空きディスク容量ディスク容量 - Insight 基本エージェント

2MB の空きディスク容量ディスク容量 - Insight サーバー エージェント

2MB の空きディスク容量ディスク容量 - Insight ストレージ エージェント

1MB の空きディスク容量ディスク容量 - Insight NIC エージェント

32MB の RAM（Web エージェントを使用する場合）サーバー メモリ

NetWare 4.x 以降。最新バージョンの Novell オペレー
ティング システム パッチをインストールしてください。

ソフトウェア

ProLiant Support Pack for Novell NetWare（NWPSP）。
このソフトウェアには、NetWare 用の HP 独自のドライ
バーが含まれています。

デバイス ドライバー

ブラウザー要件

ブラウザーの最小要件としては、表組み、フレーム、Java™、JavaScript、および Java
Development Kit（JDK）1.1 のサポートが挙げられます。
表 3-2 以外のブラウザーを使用する場合、および表 3-2 のブラウザーを別のオペレーティング
システムで使用する場合は、必要なブラウザー技術特有の実装方法によっては、正しく動作し
ないことがあります。

ブラウザー要件は、TCP/IP のサポートおよび表 3-2 に示した要件です。

表 6 ブラウザー要件

ブラウザー要件オペレーティング システム

NetWare 4.x および 5.x • Microsoft® Internet Explorer 4.0 バージョン
4.72.2106.8 以降

• Netscape Navigator 4.05 以降

インストール前の準備

Insight マネジメント エージェント for サーバーをインストールする前に、適切なドライバーを
インストールする必要があります。マネジメント エージェント for サーバー for NetWare に
は、NWPSP に含まれているいくつかのデバイス ドライバーが必要です。README ファイルに
記載されているバージョンの NWPSP をインストールしてください。

重要: 管理コンソールにインストールする Insight Manager は、ご使用のシステムにインス
トールする Insight マネジメント エージェント for サーバーと同じバージョンかまたはそれよ
りも新しいバージョンでなければなりません。

Insight マネジメント エージェント for サーバー
以下の表には、このバージョンの Insight マネジメント エージェント for サーバー for NetWare
で提供される Insight マネジメント エージェント for サーバー（NLM）と、インストレーショ
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ン ユーティリティの一覧が示されています。Insight マネジメント エージェント for サーバー
は、以下の 4 種類のコンポーネントで構成されています。

• Insight 基本エージェント

• Insight サーバー エージェント

• Insight ストレージ エージェント

• Insight NIC エージェント

表 7 Insight 基本エージェント

説明ファイル名（NLM）

HP マネジメント ホスト エージェントCPQHOST.NLM

HP しきい値エージェントCPQTHRSA.NLM

HP サーバー エージェント インストレーションおよびコ
ンフィギュレーション ユーティリティ

CPQAGIN.NLM

HP Web ベース サーバー マネジメント エージェントCPQWEBAG.NLM

表 8 Insight サーバー エージェント

説明ファイル名（NLM）

HP ベース システム エージェントCPQBSSA.NLM

HP サーバー ヘルス エージェントCPQHTHSA.NLM

HP リモート Insight エージェントCPQRISA.NLM

表 9 システム要件

説明ファイル名（NLM）

HP IDE サブシステム エージェントCPQIDESA.NLM

HP SCSI サブシステム エージェントCPQSCSA.NLM

HP アレイ サブシステム エージェントCPQDASA.NLM

HP ファイバー チャネル アレイ エージェントCPQFCASA.NLM

HP ストレージ ボックス サブシステム エージェントCPQSSSA.NLM

表 10 Insight NIC エージェント

説明ファイル名（NLM）

HP NIC マネジメント エージェントCPQNCSA.NLM
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HP Insight マネジメント エージェント for サーバーのインストールまた
はアップグレード

重要: 管理コンソールにインストールする Insight Manager は、ご使用のシステムにインス
トールする Insight マネジメント エージェント for サーバーと同じバージョンかまたはそれよ
りも新しいバージョンでなければなりません。

重要: ソフトウェアをインストールする前にインストール手順を必ず最後まで読んでくださ
い。

重要: 最新バージョンの Insight Manager と Insight マネジメント エージェント for サーバー
は、HP のマネジメント ソフトウェアの Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/manage/
からダウンロードできます。表示されるプログラム使用許諾契約書の内容を承諾すると、HP
Insight マネジメント エージェント for サーバーを追加のデバイスにインストールできます。
Insight Manager と Insight マネジメント エージェント for サーバーは、ネットワーク上の任意
の数のクライアントとサーバーで使用できます。また、SmartStart サブスクリプションを通じ
てより新しいバージョンを入手することもできます。

SmartStart を使用して Insight マネジメント エージェント for サーバー for NetWare をインス
トール済みの場合は、「SNMP システム名とトラップ通知先の設定」 (20 ページ) を参照して
ください。

Management CD からのインストール

注記: Insight マネジメント エージェントは、Novell NetWare 用 ProLiant Support Pack から
インストールすることもできます。これは SmartStart とともに入手可能、または HP の Web
サイト http://www.hp.com/jp/support からダウンロード可能です。インストールについて詳
しくは、Novell NetWare 用 ProLiant Support Pack ヘルプ ファイル（CPQCSP.TXT）を参照して
ください。

ソフトウェアをインストールする前にインストール手順を必ず最後まで読んでください。4 種
類の Insight マネジメント エージェント for サーバーを全部インストールするか、特定のコン
ポーネントだけをアップデートするかによってインストール手順は異なります。

マネジメント エージェント for サーバー for NetWare を Management CD からインストールす
るには、以下の手順に従ってください。

1. Management CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. 挿入した CD を NetWare ボリュームとしてマウントします。
3. 以下のいずれかの方法で Insight マネジメント エージェントをインストールします。

• Insight マネジメント エージェント for サーバーのすべてのコンポーネントをインス
トールするには、NetWare システム コンソールで以下のコマンドを入力します。
LOAD [NetWare ボリューム]:\AGENTS\NETWARE\ENG\ COMPAQ\CPQAGIN

• インストール ユーティリティ CPQAGIN.NLM は、Insight マネジメント エージェン
ト for サーバー for NetWare をインストールして設定します。

• 特定の Insight マネジメント エージェント for サーバーをインストールまたはアップ
デートするには、NetWare システム コンソールの以下のエントリーから選択します。
◦ Insight 基本エージェントだけをアップデートする場合は、以下のコマンドを入力
します。

LOAD[NetWare ボリュー
ム]:\AGENTS\NETWARE\JPN\COMPAQ\CQMGHOST\CPQAGIN
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◦ Insight サーバー エージェントだけをアップデートする場合は、以下のコマンド
を入力します。

LOAD [NetWare ボリュー
ム]:\AGENTS\NETWARE\JPN\COMPAQ\CQMGSERV\CPQAGIN

◦ Insight ストレージ エージェントだけをアップデートする場合は、以下のコマン
ドを入力します。

LOAD [NetWare ボリュー
ム]:\AGENTS\NETWARE\JPN\COMPAQ\CQMGSTOR\CPQAGIN

◦ Insight NIC エージェントだけをアップデートする場合は、以下のコマンドを入力
します。

LOAD [NetWare ボリュー
ム]:\AGENTS\NETWARE\JPN\COMPAQ\CQMGNICS\CPQAGIN

4. 画面の指示に従います。必要であれば、F1 キーを押して、オンライン ヘルプを参照しま
す。

5. インストールが完了したら、システムを再起動して、Insight マネジメント エージェント
for サーバー for NetWare を有効にします。エージェントは、システムを再起動するたび
に自動的に起動します。

NetWare サーバーから Web ベースのサーバー エージェントを無効にする
Insight マネジメント エージェント for サーバー for NetWare をインストールして、Web ベー
スのマネジメント エージェントを有効にし、後でそれを無効にしたい場合、NetWare のサー
バー コンソールから以下の手順を実行してください。
1. CPQAGIN をロードします。
2. [既存の NetWare エージェントの設定]を選択します。
3. CPQWEBAG のロードを選択する行を選んで、[NO] を選択します。
4. 変更を保存して、CPQAGIN を終了します。
上記の手順を実行することにより、Web ベースのマネジメント エージェントがロードされな
いようにできます。

HP Power Management のインストール
HP Power Manager  は、HP の UPS システムに付属する高度な UPS ソフトウェア管理ツールで
す。このツールは、UPS システムの設定および管理機能を提供します。Power Manager は、
サーバーとコンソールの 2 つの主要なコンポーネントで構成されています。Power Manager
コンポーネントのインストールと設定について詳しくは、HP Power Manager のマニュアルを
参照してください。

サーバー コンポーネント
Power Manager のサーバー コンポーネントは、Management CD からインストールされます。
Power Manager は、Insight マネジメント エージェント for サーバーと下位互換性があります。
既存の Insight Manager コンソールから、Power Manager と Insight マネジメント エージェン
ト for サーバーで同じデータを見ることができます。

重要: Power Manager には、Insight マネジメント エージェント for サーバー v.3.30 以降が
必要です。Power Manager は、Insight マネジメント エージェント for サーバーをインストー
ルした後にインストールしてください。

コンソール コンポーネント
Power Manager のコンソール コンポーネントは、Insight Manager の追加コンポーネントで
す。Power Manager をインストールする前に必ず Insight Manager をインストールしてくださ
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い。Power Manager のサーバー コンポーネントをインストールしたサーバー上で UPS 情報を
参照する場合、Power Manager の画面が表示されます。Power Manager のサーバー コンポー
ネントをインストールしていないサーバー上で UPS 情報を参照する場合、従来どおりの UPS
画面が表示されます。

クライアント マネジメント サポートのインストール
クライアント マネジメント サポートは、Windows NT® ドメイン コントローラーまたは
NetWare サーバーのいずれかから実行できます。このサポートを正しくインストールするに
は、管理しようとするクライアント マシン全部に Insight マネジメント エージェント for サー
バーをインストールしておく必要があります。特定の機能に関する詳細な説明については、オ
ンラインのインテリジェント マネジメント機能インストレーション/コンフィギュレーション
ガイド（IMINST.HLP）およびインテリジェント マネジメント機能ガイド（INTMGT3.HLP）
を参照してください。

クライアントがサーバーにログインすると、ログイン スクリプトが CPQCLNT.EXE を実行し
ます。このプログラムは、クライアントをサーバーに登録して、Insight Manager で管理でき
るようにします。

クライアントは、次の 2 通りの方法のいずれかで登録できます。

• CPQCLNT.INI ファイルに指定されたサーバーに登録する

• 指定されたサーバーと共に登録する

登録方法は、CPQCLNT.EXE のコマンド ライン パラメーターで決めることができます。デフォ
ルトでは、エージェント のインストールには、一番目の方法を使います。

CPQCLNT.INI で指定されたサーバーと共にクライアントを登録する
CPQCLNT.INI に指定されたサーバーを使ってクライアントを登録する方法は、デフォルトの
クライアント管理方法です。これは、Windows NT®  の場合は、コントロール パネルの Insight
マネジメント エージェント for サーバーで、Novell NetWare の場合は、CPQAGIN.NLM のイ
ンストール プログラムで実行できます。この方法は、リスト内の特定のクライアントを簡単に
見つけることができる小規模ネットワークに最適です。複数の Windows NT® ドメイン コン
トローラーを持つ大規模ネットワークの場合は、指定されたサーバーは、クライアントが複数
のサーバー上に現れるのを防ぐために使用してください。

CPQCLNT.INI に指定されたサーバーを使ってクライアントを登録するには、次のコマンドを
入力します。

cpqclnt.exe <cpqclient ini directory>

ここで、<cpqclient ini directory> は、CPQCLNT.INI があるディレクトリへの完全なアクセス
権があるパスです。

この方法を使うと、CPQCLNT.EXE はコマンド ラインで指定された CPQCLNT.INI ファイル
を読み込み、次にクライアントの INI ファイルを CPQCLNT.INI ファイルで指定されたディ
レクトリに書き込みます。

CPQCLNT.INI には、以下の項目が含まれています。
[オプション]
DestinationDirectory=“\\<server>\<directory>”
ここで、

<server> は、デスクトップ管理サーバー名です。Windows NT® の場合、このサーバーは、ド
メイン コントローラー（プライマリまたはバックアップ）でなければなりません。
<directory> は、CPQCLNT.EXE によってクライアントの INI ファイルが書き込まれる共有ディ
レクトリです。
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指定されたサーバーを使用したクライアントの登録

指定されたサーバーを使ってクライアントを登録する場合、既存のコマンド ライン オプショ
ンを削除して、-F パラメーターに置き換える必要があります。さらに、CPQCLNT.INI をサー
バーから削除しなければなりません。この方法は、大規模なグローバル ネットワークに適して
います。この方法を使った場合、ディレクトリを複製した NT ドメイン内の複数のサーバーを
クライアントの検出に使うことができます。たとえば、この方法を使って、ある会社のオース
トラリア支社が、そのクライアントを日本支社から管理することができます。

指定されたサーバーを使ってクライアントを登録するには、次のコマンドを入力します。

cpqclnt.exe -F <output directory>

ここで、<output directory> は、共有ディレクトリ CPQDATA への完全なアクセス権がある
UNC パスです。
この登録方法を使って、CPQCLNT.EXE はクライアントの INI ファイルを-F コマンド ライン
オプションで指定された CPQDATA ディレクトリに書き込みます。

複数の NetWare システム上での Web エージェントのインストールと
アップデート

以下の手順は、ソフトウェア ディストリビューション ツールを使って、エージェントの設定
をネットワーク上の 1 つのサーバーから複数のサーバーに配布したいシステム管理者のための
手順です。この手順に従えば、ネットワーク上の全サーバーを 1 つ 1 つアップデートしなく
ても、自動的に簡単にアップデートできます。

すでに Web エージェントをインストールしてあるシステムで既存の設定を上書きする場合は、
「複数の NetWare システム上で既存の Web エージェントをアップデートする」 (19 ページ)
を参照してください。

Web エージェントを初めてインストールする場合は、以下のインストール手順に従ってくだ
さい。

1. Web エージェントを 1 台のシステムにインストールします。
2. Web ブラウザーを使ってパスワードを設定し、パスワード機能を変更します。
3. SYS:SYSTEM\COMPAQ\WBEM ディレクトリにある CPQHMMD.ACL ファイルを検索して、
ソフトウェアの配布中に使用するためにこのファイルを保存します。

4. Web ブラウザーを使って、[オプション] ページで必要なオプションを設定します（Web
エージェントのホームページから [オプション]のリンクをたどります）。

5. SYS:SYSTEM\COMPAQ\WBEM\HOMEPAGE ディレクトリにある CPQHMMD.INI を見つけ、
ソフトウェアの配布中に使用するためにこのファイルを保存します。

6. 任意のソフトウェア配布ツールを使って、ソフトウェアを配布する各システムに
SYS:SYSTEM\COMPAQ\WBEM ディレクトリを作成します。

7. CPQHMMD.ACL ファイルを各システムの SYS:SYSTEM\COMPAQ\WBEM ディレクトリにコ
ピーします。

8. ソフトウェアを配布する各システムに SYS:SYSTEM\COMPAQ\WBEM\HOMEPAGE ディレク
トリを作成します。

9. CPQHMMD.INI ファイルを各システムの SYS:SYSTEM\COMPAQ\WBEM\HOMEPAGE ディレ
クトリにコピーします。

これ以降の手順は、通常のセットアップ手順に従ってください。

複数の NetWare システム上で既存の Web エージェントをアップデートする
すでに Web エージェントをインストールしてあるシステムで既存の設定を上書きする場合は、
以下の手順に従って Web エージェントをアップデートします。
1. 次の手順に進む前に Web エージェント（CPQWEBAG.NLM）をアンロードします。この手
順で HTTP サーバーが停止します。

2. 上記のインストール手順に従います。
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3. ACL ファイルと INI ファイルが対象となるシステムにコピーされたら、Web エージェン
トを再起動します。

これ以降の手順は、通常のセットアップ手順に従ってください。

SNMP システム名とトラップ通知先の設定
マネジメント エージェントのインストールの次の手順は、SNMP システム名とトラップ通知
先を設定することです。この手順は、以下のファイルをご使用のシステムおよびネットワーク
の構成に合うように変更することで実行できます。

SNMP.CFG

TRAPTARG.CFG

SNMP.CFG ファイルの編集
SNMP.CFG は ASCII テキスト ファイルで、サーバー名、設置場所、ハードウェア名、連絡先
情報を SNMP.NLM に提供します。CD に入っている SNMP.CFG はサンプル ファイルなので、
実際のネットワーク環境に合致した内容に変更する必要があります。SNMP NLM は、SNMP.CFG
ファイルを使って MIB-II システム識別ファイルを設定できます。SNMP.NLM が情報を正しく
認識するように設定するためには、SNMP.NLM のロード時に SNMP.CFG が\SYS:\ETC ディレ
クトリに存在していなければなりません。

TRAPTARG.CFG ファイルの編集
TRAPTARG.CFG  ファイルは ASCII テキスト ファイルで、サーバー エージェントが重要なイ
ベントを検知したときにアラートを送る管理コンソールのアドレスが記載されています。この
ファイルは、SNMP NLM にアラームの送信先情報を提供します。\SYS:\ETC ディレクトリの
TRAPTARG.CFG はサンプル ファイルなので、実際のネットワーク環境に合致した内容に変更
する必要があります。次の手順に従って、TRAPTARG.CFG の内容を変更してください。
appropriate protocol セクションにアラート通知先のアドレスを指定する場合、各アドレスの間
に必ず 1 つ以上のスペースを開けるようにしてください。
Insight Manager が動作している管理コンソールが TRAPTARG.CFG に含まれていることを確認
してください。

IPX を使用している場合は、USERLIST プログラム を利用して管理コンソールのネットワーク
アドレスを知ることができます。DOS プロンプトから次のように入力してください。
USERLIST /A
intraNetWare/NetWare 4.11 の場合、次のコマンドを入力します。
NLIST USER /A
ログインしている PC および各 PC のアドレスが表示されます。ユーザー名の頭にアスタリス
ク（*）が付いた PC は、現在使用中の PC です。USERLIST プログラムで表示されるネットワー
ク アドレスとノード アドレスは、いずれも TRAPTARG.CFG ファイルに記載する必要があり
ます。

注記: TRAPTARG.CFG ファイルにトラップ通知先を指定した場合は、その通知先を有効にす
るためにシステムを一度シャットダウンしてから、再起動してください。

正確なアドレスが設定されていることを確認するには、CPQAGIN を使います。システム コン
ソールのプロンプトから、次のコマンドを入力します。

LOAD CPQAGIN

次にテスト トラップの発生オプションを選択します。これによって、設定された管理アプリ
ケーションにアラートが送信されます。
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SNMP コミュニティ名の設定
マネジメント エージェントのインストールの最後のステップとして、SNMP コミュニティ名
を設定します。SNMP は、SNMP エージェントと 1 つ以上の SNMP マネージャーを関連付け
るコミュニティを定義します。エージェントとマネージャーは、次の 2 つの部分から構成され
る SNMP メッセージを交換します。

• 送信するメッセージがコミュニティのメンバーであることを証明するコミュニティ名およ
び関連情報

• データ

コミュニティ名は、認証メカニズムを定義するものです。

マネジメント エージェント for サーバー for NetWare を使用して、モニター コミュニティと
コントロール コミュニティの 2 種類のコミュニティ  を設定できます。モニター コミュニティ
は、SNMP のすべての属性にリードオンリーでアクセスできます。コントロール コミュニティ
には、読み出し/書き込み権および設定優先権があります。
コミュニティ名を設定するには、CPQAGIN.NLM または INETCFG を使用します。Insight Manager
で NetWare 上のシステム パラメーターに設定操作を行う場合は、コントロール コミュニティ
を指定しなければなりません。

注記: 読み出し/書き込み権を設定したり、設定優先権を設定したい場合は、public 以外のコ
ントロール コミュニティ名を使用する必要があります。

エージェントの設定

注記: Insight Manager でシステムを管理できるかどうかを確認するには、CPQBSSA をイン
ストールしておく必要があります。

マネジメント エージェント for サーバー for NetWare を設定するには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. NetWare コンソールのプロンプトから、次のコマンドを入力します。LOAD CPQAGIN
2. [既存の NetWare エージェントの設定]オプションを選択して、インストールされている
エージェントの一覧を表示します。次の画面では、設定を行うエージェントを選択するこ
とができます。

3. 設定を行うエージェントにカーソルを合わせて、[Yes] または [No] を選択します。同じ操
作を続けて、必要なすべてのエージェントを選択してください。また、不要なエージェン
トを削除したり、情報を保存して作業を続けることもできます。

4. 以下のパラメーターについて、マネジメント エージェント for サーバーを設定します。
• SNMP 監視および制御サポート（コミュニティ名およびモニター名） - SNMP コミュ
ニティ名およびモニター名の変更には、CPQAGIN.NLM か INETCFG を使用してくだ
さい。

• SNMP 設定サポート - コントロール名が定義されていない場合には、SNMP は受け入
れられません。

• Insight Manager リモート リブート ポーリング間隔
次に表示される画面は、インストールしたマネジメント エージェントによって異なりま
す。

• CPQHOST では、NetWare SAP パケットを発行するかどうかを設定します。

• CPQTHRSA では、しきい値エントリーの最大サポート数を設定します。
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サポートと他のリソース

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およびソフトウェア

HP テクニカル サポートへのご連絡方法
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。

• 米国では、以下の「Customer Service / Contact HP United States」Web サイトを参照して
ください。

http://welcome.hp.com/country/us/en/contact_us.html

• 米国では、1-800-HP-INVENT（1-800-474-6836）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、通話内容が録音
またはモニターされることがあります。

• 他の地域では、「Contact HP Worldwide」の Web サイトで問い合わせ方法を確認してく
ださい。

http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

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
HP 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。登録の具体的な方法について
は、以下の URL をご覧ください。
http://www.hp.com/jp/swsupport_entry

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
登録後、サービスの窓口の電話番号と SAID（Service Agreement Identifier）を含むサービス契
約書がメールで送付されます。テクニカル サポートに連絡する場合は、SAID が必要です。ま
た SAID を使用して、ソフトウェア アップデート マネージャー（SUM）の Web サイトから、
オンラインでの契約内容の確認が可能です。

保証情報

HP は購入日から 90 日以内であれば、問題のあるメディアを交換します。この保証は、すべて
の Insight Management 製品に適用されます。
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この版での新しい内容および変更された内容

• 次世代 ProLiant（Gen8）サーバーのサポート

• integrated Lights Out バージョン 4（iLO4）のサポート

• オンボード HP Intelligent Provisioning ソフトウェアを介した HP Insight マネジメント エー
ジェントのインストールの新たなサポート（ProLiant Gen8 以降のサーバーのみ）

関連情報
HP ProLiant サーバー：
• ProLiant BL BladeSystem サーバー：

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

• ProLiant DL シリーズ ラックマウント型サーバー：
http://www.hp.com/jp/servers/dl-line

• ProLiant ML シリーズ タワー型サーバー：
http://www.hp.com/jp/servers/ml-line

• ProLiant SL シリーズ スケーラブル システム サーバー：
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/sl_lineup.html

表記規約
本書では、次の表記規約を使用します。

『マニュアル名』 マニュアルの名前です。Web では、マニュアルのハイ
パーリンクになる場合があります。

コマンド コマンド名またはコマンド句。たとえば、ls -a。

コンピューター出力 コンピューターが表示する情報です。

Ctrl+x またはCtrl-x Ctrl キーを押しながらx キーを押すことを示します。
環境変数 環境変数名（PATH など）。
キー キーボード上のキーです。Return と Enter は、同じキー

を指しています。

用語 用語集ではなく、文書の文中で定義される用語です。

ユーザー入力 入力するコマンドなどのテキスト文字列を示します。

代入 実際の値を代入するプレースホルダーの名前です。

[ ] コマンド構文では、この中にオプションの内容が含まれ
ます。

{ } コマンド構文では、この中に必須の内容が含まれます。

| 選択肢のリストを区切ります。

... 前の要素を 1 回以上繰り返すことができることを示しま
す。

警告 けがにつながる重要な情報への注意を喚起する注意で
す。

注意 データの消失や破壊、またはハードウェアやソフトウェ
アの損傷につながる重要な情報への注意を喚起する注意
です。

重要 重要な情報への注意を喚起する注意です。

注記 追加情報や補足情報を含む注意です。
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ヒント 有用な情報を提供する注意です。
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