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このガイドについて

本書は、HP Integrity Virtual Machines (Integrity VM) 製品をインストールして構成する方法、
および仮想マシンとゲスト オペレーティングシステムの作成とインストールを実行する方法
について説明します。

製品マニュアルの最新のアップデートについては、『HP Integrity Virtual Machines リリース
ノート』を参照してください。

 対象読者
本書は、Integrity VM および仮想マシンのインストール、構成、管理を担当するシステム管理
者とネットワーク管理者を対象としています。 管理者は、HP-UX オペレーティングシステム
の概念、コマンド、構成について相当の知識を持っているものと想定しています。 さらに、
管理者には Integrity マシンのコンソール、および仮想マシン上で起動するオペレーティング
システムのインストール方法に関する知識が必要です。

 この版での新規および変更情報
このマニュアルは、HP Integrity Virtual Machines バージョン A.03.00 の同じタイトルのマニュ
アルより優先されます。 この製品の新しいバージョンについての詳細は、『HP Integrity Virtual
Machines リリースノート』を参照してください。

 表記規約
本書では、以下の表記規約を使用します。

『マニュアル名』 マニュアルやその他のドキュメントのタイトルです。

『リンク付きタイト
ル』

マニュアルやその他のドキュメントへのハイパーリンクになっている
タイトルです。

http://www.hp.com サイトへのハイパーリンクになっている Web サイトのアドレスです。
Command コマンド名または修飾子付きコマンド句です。

user input ユーザーが入力するコマンドなどのテキストです。

computer output コンピュータで表示されるテキストです。

Enter キーボード上のキーの名前です。Return キーと Enter キーは同じキー
を指しているので注意してください。たとえば、Ctrl+A は、Ctrl キー
を押しながら A キーを押すことを示します。

用語 定義された、重要な単語や表現です。

variable PATH または errno などの環境変数の名前です。
value 画面上のコマンドや関数、情報内で、とりうる値の一つに置き換えら

れることを示す値です。

find(1) HP-UX のマンページです。 この例では、「find」はマンページ名で、
「1」はマンページセクションです。

注記: ソフトウェアから収集した例は、実際にリリースされる製品と異なるバージョンのソ
フトウェアが表示されていることがあります。
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 製品の命名規則
表 1は、HP-UX オペレーティングシステムのバージョンの命名規則を定義したものです。

表 1 HP-UX のバージョン

バージョン名バージョン番号

HP-UX 11.23HP-UX 11i V2

HP-UX 11i V2 (2005 年 5 月リリース)HP-UX 11i V2 (0505)

HP-UX 11i V2 (2006 年 9 月リリース)HP-UX 11i V2 (0609)

HP-UX 11.31HP-UX 11i V3

表 2は、Integrity VM 製品のバージョンの命名規則を定義したものです。

表 2 Integrity VM のバージョン

バージョン名バージョン番号

HP Integrity Virtual Machines バージョン 1.2Integrity VM A.01.20

HP Integrity Virtual Machines バージョン 2.0Integrity VM A.02.00

HP Integrity Virtual Machines バージョン 3.0Integrity VM A.03.00

HP Integrity Virtual Machines バージョン 3.5Integrity VM A.03.50

 本ガイドの構成
このマニュアルは以下の章で構成されます。

• 第1章 「はじめに」 (17 ページ) では、HP から Integrity サーバーを管理するための
Integrity VM ソフトウェアおよび関連製品について説明します。

• 第2章 「Integrity VM のインストール」 (29 ページ) では、Integrity VM 製品のインストー
ル方法を説明します。

• 第3章 「仮想マシンの作成」 (35 ページ) では、仮想マシンの作成方法を説明します。

• 第4章 「HP-UX のゲストの作成」 (57 ページ) では、HP-UX ゲストの作成方法を説明しま
す。

• 第5章 「Windows ゲストの作成」 (63 ページ) では、Windows® ゲストの作成方法を説
明します。

• 第6章 「Linux ゲストの作成」 (79 ページ) では、Linux ゲストの作成方法を説明します。

• 第7章 「仮想記憶装置の作成」 (93 ページ) では、仮想ストレージデバイスの作成方法を
説明します。

• 第8章 「仮想ネットワークの作成」 (129 ページ) では、仮想ネットワークの作成方法を説
明します。

• 第9章 「ゲストの管理」 (145 ページ) では、仮想マシンおよびリソースの起動、停止、お
よび管理方法を説明します。

14 このガイドについて



• 第10章 「仮想マシンの移行」 (169 ページ) では、ゲストを他の VM ホストシステムに移
行する方法を説明します。

• 第11章 「Integrity VM と組み合わせた HP Serviceguard の使用」 (181 ページ) では、ゲス
トを管理する Serviceguard のセットアップ方法を説明します。

• 第12章 「Integrity VM に関する問題のレポート」 (201 ページ) では、仮想マシンの問題
の解決方法を説明します。

• 付録 A では、HP Integrity VM ソフトウェアに付属する HP-UX マンページを一覧表示しま
す。

• 「用語集」 (297 ページ) では、Integrity VM マニュアルで使用される多くの用語を定義し
ます。

 関連ドキュメント
本書の最新版は、http://docs.hp.com/ja/hpuxhplex (日本語版) または http://docs.hp.com/
en/vse.html (英語版) からダウンロードできます。以下の関連ドキュメントも、同じサイトか
らダウンロードできます。

• 『HP Integrity Virtual Machines リリースノート』

• 『Ignite-UX Reference』(英語)

• 『Ignite-UX Installation Booting』 ホワイトペーパー (英語)

• 『HP-UX 11i バージョン 2 インストール/アップデートガイド』

• 『HP-UX リファレンス』

• 『Serviceguard の管理』

• 『Smart Setup ガイド: Microsoft Windows Server 2003、HP Integrity サーバ』

• 『HP Auto Port Aggregation (APA) サポートガイド』

• 『Using HP-UX VLANs』(英語)

• 『HP Integrity Virtual Machines Manager スタートガイド』

• 『VSE Management Software インストール/アップデートガイド』

• 『HP Integrity Essentials Global Workload Manager 管理者ガイド』

• 『Red Hat Enterprise Linux 4; Installation Guide for x86, Itanium, AMD64, and Intel Extended
Memory Technology 64 (Intel EM64T)』

• 『HP Integrity Essentials Global Workload Manager: Workload Management for HP Integrity
Virtual Machines』(ホワイトペーパー)

Web サイト http://docs.hp.com/ja にも、仮想マシンの使用に関する技術文書があります。
Integrity VM の期限付き評価バージョンは、software.hp.com を検索してください。
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 出版履歴

サポート OS部品番号版数発行年月

HP-UX 11i v2T2767-90004-ja (英語版:
T2767-90004)

1.02005 年 10 月

HP-UX 11i v2T2764-90029 (英語版: T2767-90024)2.02006 年 10 月

HP-UX 11i v2T2767-90072 (英語版: T2767-90067)3.02007 年 4 月

HP-UX 11i v2T2767-90090 (英語版: T2767-90105)3.52007 年 12 月

 ご意見をお寄せください
本書に関するご意見やご質問をお待ちしております。 お客様のご要望に沿ったドキュメント
を提供してまいります。

製品についてのご意見、ご要望は、VSE Management Software の将来バージョンの開発に役
立ちます。 電子メールにて VSE Management Software 開発チームに直接ご意見をお寄せくだ
さい。アドレスは、vse@hpuxweb.fc.hp.com です。

注記: このメールアドレスからは、製品サポートの提供はできません。 製品サポートについ
ては、HP サポート担当者、HP サービス担当者、または HP 認定販売代理店までお問い合わせ
ください。サポートサービスに関する詳細は、サポート Web サイト (http://www.hp.com/
jp/support ) を参照してください。

HP 社へのその他の連絡方法については、Contact HP Web サイト (http://welcome.hp.com/
country/jp/ja/contact_us.html ) を参照してください。
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第1章はじめに
この章では、Integrity VM 製品に関する以下の内容を説明します。

• 「HP Integrity Virtual Machines について」 (17 ページ)

• 「このリリースにおける新機能と機能拡張」 (19 ページ)

• 「AVIO と Integrity VM との併用」 (21 ページ)

• 「Integrity VM 環境でのアプリケーションの実行」 (23 ページ)

• 「関連製品」 (25 ページ)

• 「Integrity VM ドキュメントの使用法」 (26 ページ)

• 「このマニュアルの使用法」 (27 ページ)

1.1 HP Integrity Virtual Machines について
Integrity Virtual Machines はソフトパーティショニングおよび仮想化のテクノロジで、オペレー
ティングシステムの分離 (アイソレーション)、サブ CPU 単位での細分化された CPU 割り当
て、I/O の共有を実現します。Integrity VM は、HP-UX が動作している Integrity サーバーまた
はハードパーティション (nPartition) にインストールできます。 Integrity VM 環境は、次の 2
種類のコンポーネントで構成されています。

• VM ホスト

• 仮想マシン (ゲストとも呼ばれます)

VM ホストはプロセッサ、メモリー、I/O デバイスを仮想化することで、これらを各仮想マシ
ンに仮想リソースとして割り当てることができます。

仮想マシンは、実際の物理マシンの抽象化です。 ゲストのオペレーティングシステムは特別
な変更を行わなくても、物理 Integrity サーバー上で実行するのと同じように仮想マシン上で
動作します。 Integrity VM には小さなゲストソフトウェアパッケージが提供されており、ゲス
トの仮想マシンのローカル管理を支援します。

1.1 HP Integrity Virtual Machines について 17



図 1-1 Integrity VM を使用したハードウェア統合
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ゲストは、完全装備の動作システムで、仮想マシン環境で動作するように設定したオペレー
ティングシステム、システム管理ユーティリティ、アプリケーション、ネットワークのすべ
てが含まれています。 ゲストのブートと管理に使用する記憶媒体と手順は、ゲストが専用の
物理ハードウェアプラットフォーム上で実行されている場合と同じです。 特定の仮想マシン
管理者にシステム管理者権限を割り当てることもできます。

Integrity VM の利点を生かす方法として、1 台の物理マシン上で複数の仮想マシンを動作させ
る方法があります。 構成できる仮想マシンの数に上限は設定されていませんが、1 つの VM
ホストで同時に 256 を越える仮想マシンをブートできません。 各仮想マシンは他のマシンか
ら分離されます。 VM ホストの管理者は、ゲストに仮想リソースを割り当てます。 ゲスト
は、VM ホストの管理者から割り当てられた数の CPU にアクセスします。 CPU の使用は使用
権システムによって管理され、この割り当てを調整して、CPU の使用を最大にし、パフォー
マンスを向上させることができます。 VM ホストシステムに十分な物理 CPU があれば、仮想
マシン上でシンメトリック マルチプロセッシングシステム (SMP) を実行することもできま
す。図 1-1は、HP-UX システムと Windows システムを単一の Integrity サーバーに統合する方
法を示しています。 HP-UX のブートディスクは、VM ホストのブートディスクと Windows
のゲストストレージとを同じ記憶装置に統合します。 Windows のゲストは、必要に応じて再
定義が可能なリムーバブルメディア (CD/DVD) にもアクセスできます。
複数の仮想マシンで同じ物理リソースを共有しているために、I/O デバイスを複数のゲスト
に割り当てることができます。I/O デバイスが最大限に活用されるとともに、データセンター
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のメンテナンスコストを削減できます。 システムを 1 つのプラットフォームに集約すること
で、データセンターに必要なハードウェアリソースと管理リソースが少なくて済みます。

仮想マシンのもう 1 つの利点は、オペレーティング環境を簡単に複製できることです。各仮
想マシンの分離はそのまま保持しつつ、中央の単一のコンソールで仮想マシンを管理できま
す。 Integrity VM では、単純なコマンドインタフェースで仮想マシンの作成およびクローン作
成が行えます。 既存のゲストを変更したり、VM ホストのネットワークインタフェースやゲ
ストローカルネットワーク (localnet) を介した通信に使用するネットワークを調整することも
できます。 すべてのゲストで同じ物理リソースを共有しているため、各ゲストの仮想デバイ
スに対応するハードウェアデバイスをはじめ、すべての構成が同一であることが保証されま
す。 アップブレードされたソフトウェアとシステムの変更をテストする目的では、単純に仮
想マシンを作成し、監視し、削除すればよいことになります。

Integrity VM はデータセンターの可用性と能力を向上させます。 仮想マシンを使用すれば、同
じ物理ハードウェア上で複数のアプリケーションをサポートする分離環境を運用できます。
ある仮想マシン上のアプリケーション障害とシステムイベントが、その他の仮想マシンに影
響を与えることはありません。 複数の仮想マシンに割り当てられた I/O デバイスによって、
デバイスごとにより多くのユーザーに対応できるため、データセンターは少数の高価なハー
ドウェアプラットフォームとデバイスでより多くのユーザーとアプリケーションをサポート
できます。

1.2 このリリースにおける新機能と機能拡張
Integrity VM V3.5 リリースでは、Integrity VM の全体的な I/O パフォーマンスを向上させる
ため、高速化した新しいストレージ製品とネットワーク製品が導入されました。 これらの新
しい Accelerated Virtual I/O (AVIO) 製品を利用することで、サービス需要が最高 60% 減少
し、完全に仮想化された既存のストレージ/ネットワーキング Integrity VM ソリューションの
2 倍のスループットが得られます。 パフォーマンスはアプリケーションワークロードによっ
て決まり、一般にはメッセージサイズが大きいほど高くなります。

以下のリストは、現リリースにおける Integrity VM の機能向上について説明したものです。

• ゲストは、以下に示すどのオペレーティングシステムでも実行できます。

HP-UX 11i v2 (2005 年 5 月 [0505] 以降) (HP-UX 11i v2 0712 を含む)•

• HP-UX 11i v3

• Windows 2003 (Enterprise または Datacenter Edition) SP1 および SP2

• Red Hat Linux Enterprise Edition Advanced Server Release 4 Update 4 および Update
5

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for HP Integrity Servers SLES 10 Update 1

• Integrity VM に、仮想マシンのストレージアクセスとネットワークアクセス双方のパフォー
マンスを向上させる AVIO 機能が搭載されました。 AVIO は、HP-UX 11i v2 ホストおよ
びゲスト上でサポートされます。 この機能には以下のものが含まれます。

• hpvmnet コマンドに対する変更。 この変更には、vswitch に定義された各ポートの
アダプタタイプの表示や、ポート固有の統計情報の取得が含まれます。

• ゲスト作成用の新しい AVIO アダプタ名 avio_lan と avio_stor を含めるために
行われた、hpvmresources およびhpvmstatus マンページに対する変更。
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• AVIO LAN とストレージの値を追加するために行われた hpvmcollect コマンドに
対する変更。

• ゲスト上の AVIO ネットワークアダプタと AVIO ストレージアダプタの指定を追加す
るために行われた、hpvmcreate、hpvmclone、および hpvmmodify コマンドに対
する変更。 ネットワークアダプタ指示子は avio_lan で、ストレージアダプタ指示
子は avio_stor です。詳細は、1.3 項 (21 ページ) を参照してください。

• Integrity VM で階層チェックが行われるようになりました。
hpvmdevmgmt コマンドは、ホストファイルシステム ディレクトリを制限付きデバイス
としてデバイスデータベースに追加することで、階層チェックを行うように変更されま
した。 制限付きディレクトリの下にあるファイル、デバイス、サブディレクトリもすべ
て制限付きになります。 ファイル、デバイス、またはサブディレクトリがゲストによっ
てすでに使用されている場合は、ディレクトリを制限付きにしないこともできます。

• ホストおよびゲスト用として、hpvm_api_public.h に新しい公開 API が定義されまし
た。 Integrity VM に追加された API は以下のとおりです。

• hpvm_api_server_check - Integrity VM サーバーシステム上で実行されているかど
うかをチェックします。

• hpvm_api_virtmach_check - Integrity VM 仮想マシン上で実行されているかどう
かをチェックします。

• hpvm_api_version_get_machine - Integrity VM サーバーまたは仮想マシンのバー
ジョンを示す文字列を取得します。

• hpvm_api_my_uuid_get_machine - 実行中であるこの Integrity VM サーバーまた
は仮想マシンの UUID を取得します。

• hpvm_api_server_uuid_get - この API を実行している仮想マシンの Integrity VM
サーバーの UUID を取得します。

• hpvm_api_server_hostname_get - この API を実行している仮想マシンの Integrity
VM サーバーのホスト名を取得します。

• Integrity VM に EFI ダイレクトテープブート機能が追加されました。 HP-UX ゲスト上で
Ignite の make_tape_recovery ユーティリティを使用してそのゲストシステムのバック
アップテープを作成すれば、そのバックアップテープを使用して EFI からブートし、バッ
クアップテープからの復元や再インストールを行うことができます。

• hpvminfo コマンドは、hpvm_api_public.h に定義されているサポート対象のパブ
リックインタフェースが返す情報を表示するように変更されました。 たとえば、このコ
マンドを VM ホスト上で実行した場合、次のようになります。
# hpvminfo -S
HPVM Server information
VERSION: HPVM A.03.50 clearcase opt Wed Sep 19 2007 12h20m34s EDT
MY UUID: 58d03fSd-79ed-11d9-b720-17c097e9e0d0

同様に、このコマンドをゲスト上で実行した場合、次のようになります。

# hpvminfo -S
HPVM Guest information
VERSION: HPVM A.03.50 clearcase opt Mon Aug 01 2007 13h32m14s EDT
MYUUID: 1C57939a-56b1-11dc-a903-0017a4510fc0
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SERVER UUID: 58d03fSd-79ed-11d9-b720-17c097e9e0d0
SERVER HOSTNAME: test.case.com

• サーバーの追加が、3 ステップから 1 ステップでできるようになりました。 これまで
は、HPVM サーバーを追加するのに 3 つのコマンドを指定する必要がありました。 たと
えば、以下の 3 つのコマンドを使用して、company というホスト名のサーバーを追加
します。

1. 次のエントリーを追加します。

hpvmdevmgmt -a server:company

2. SERVERID 属性を追加します。
hpvmdevmgmt -a server:company:attr:SERVERID=5

3. SERVERADDR 属性を追加します。
hpvmdevmgmt -a server:company:attr:SERVERADDR=16.116.66.159

この 3 ステップの追加方法はこれまでどおり使用できますが、本リリースでは次の例の
ように 1 つのコマンドを入力してサーバーを追加できます。
# hpvmdevmgmt -a server:company:attr:SERVERID=5,SERVERADDR=16.116.66.159

• 本リリースでは、VM ホストシステムで使用されるストレージの保護がさらに強化され
ています。 新しい hpvmhostrdev コマンドは、VM ホストのオペレーティングシステ
ム、ファイルシステム、およびスワップストレージに対し、その VM ホストが使用する
ディスク、LUN、および論理ボリュームを Integrity VM デバイスデータベース内の「制
限付きデバイス」として識別します。 これにより、仮想マシンによってそれらがスト
レージとして使用されることを防ぎ、VM ホスト環境の不注意による破壊を回避できま
す。

Integrity VM は VM ホストシステム上で起動する際に、hpvmhostrdev コマンドを呼び
出し、これらの制限付きデバイスを Integrity VM デバイスデータベースに自動的に追加
します。 hpvmhostrdev コマンドは、System Management Homepage (SMH) などの
Virtual Server Environment (VSE) 管理ツールで使用される同一のストレージ分析ツールを
ベースにしており、HP 管理製品全体の一貫性を保ちます。
hpvmhostrdev コマンドは、Integrity VM デバイスデータベースを更新する目的で VM
ホストシステム上の特権ユーザーでも使用できます。 デフォルトでは、このコマンドは
VM ホストシステム上でフルハードウェアスキャンを実施します。 ストレージとネット
ワークの構成によっては、スキャンが完了するまでに数分かかる場合があります。 新し
いハードウェアが VM ホストシステムに追加されたときにこれを使用する場合は、注意
が必要です。 hpvmhostrdev コマンドには、-u オプションも指定できますが、これを
使用すると新しいハードウェアのスキャンが実行されず、最新のハードウェア構成情報
を使用してデバイスデータベースを更新します。 hpvmhostrdev で使用できるもう 1
つのオプションに-h がありますが、これは使用可能なオプションとその用途についての
概要を示します。

1.3 AVIO と Integrity VM との併用
AVIO は、HPV-UX 11i v2 ゲストでサポートされます。この機能は、適切に構成された VM ホ
ストと、ゲストの構成を変更することで選択的に使用できます。VM ホストシステムとゲスト
システムの両方に、カーネルドライバをインストールして構成する必要があります。 AVIO
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がサポートされるゲストは、HP-UX 11i v2 (0505 以降) です。 ゲスト構成ファイルと
hpvmstatus コマンドは、avio_lan 指示子と avio_stor 指示子を表示します。 次に、
ゲスト avioclone の AVIO アダプタを hpvmstatus コマンドで出力した例を示します。
[Storage Interface Details]
Guest Device type :disk
Guest Adaptor type :avio_stor
Bus :0
Device :0
Function :0
Target :3
Lun :0
Physical Storage type :disk
Physical device :/dev/rdsk/c2t2d0

[Network Interface Details]
Physical Storage type :vswitch
Guest Adaptor type :avio_lan
Backing :swlan1
Vswitch Port :5
Bus :0
Device :1
Function :0
Mac Address :2a-2e-5a-05-0a-ba

Physical Storage type :vswitch
Guest Adaptor type :avio_lan
Backing :swlan2
Vswitch port :9
Bus :0
Device :2
Function :0
Mac Address :2a-2e-5a-05-0a-bc

注記: コマンド行インタフェース (CLI) は、avio_lan または aviolan と、avio_stor
または aviostor を受け付けます。 たとえば、以下の hpvmcreate コマンドは、AVIO ネッ
トワークと AVIO ディスクの両方をゲスト aviotest に追加します。

# hpvmcreate -P aviotest -O hpux -a network:aviolan::vswitch:swlan1 \

-a disk:aviostor::disk/dev/rdsk/clt2d0

# hpvmcreate -P aviotest -O hpux -a network:avio_lan::vswitch:swlan1 \

-a disk:avio_stor::disk/dev/rdsk/clt2d0

AVIO ネットワークホストドライバを使用すると、仮想ネットワークインタフェースカード
(vNIC) の AVIO ゲストドライバで構成されたゲストまたはこのドライバで構成されていない
ゲストから vswitch への同時アクセスが行えます。 既存のゲストは継続して正しく動作し、
その構成は変更されません。 共通の vswitch を使用するように構成されたゲストは、AVIO が
構成されたゲストまたは AVIO が構成されていないゲストが使用している VLAN を共有でき
ます。 AVIO が使用されているかどうかにかかわらず、稼働している各ゲストのポートは認
識できる状態が続きます。 AVIO ネットワークは、サポートされるホスト PPA (Physical Point
Attachment) ネットワークデバイスを使用する必要があります。 サポートされている AVIO
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PPA の一覧は、8.5.2 項 (143 ページ) を参照してください。 localnet のような物理的でない
vswitch は、本リリースではサポートされていません。
AVIO ストレージホストドライバは、共有しているすべてのゲストが AVIO を使用するように
構成されている限り、Integrity VM ホストのバッキングディスクへのアクセスを認めます。 本
リリースでは、AVIO はデバイスタイプとしてディスクと DVD をサポートします。バーナー、
テープ、チェンジャーはサポートされません。 AVIO デバイスの動的な追加と削除はサポー
トされています。 サポートされるバッキングストアオプションは以下のとおりです。

• ディスク (/dev/rdsk/clt2d0 など)

• ヌル (DVD デバイスのみ)

ファイル、ヌル (DVD 以外のデバイス)、アタッチのような他のバッキングストアオプション
はどれもサポートされません。

注記: 一般に、AVIO デバイス (avio_lan、aviolan、avio_stor、または aviostor)
の構成と管理は、VIO デバイス (lan および scsi) と同じように行われます。 ただし、バッ
キングデバイスに適用される追加の Integrity VM コマンドオプションと制限事項がいくつかあ
ります (これらについては本書で説明しています)。

1.4 Integrity VM 環境でのアプリケーションの実行
VM ホストシステムは、プロセッサおよびメモリーのリソースを実行中のゲストに割り当てる
役割を担う Integrity VM ソフトウェアを実行します。 VM ホストシステムでは、物理リソー
ス、パフォーマンス、ソフトウェアの管理および監視のためのツールも実行します。 VM ホ
ストが仮想マシンにリソースを割り当てられるようにするには、データベースソフトウェア
などのエンドユーザー アプリケーションを VM ホストシステムで実行しないでください。 そ
の代わり、これらを仮想マシンで実行してください。

VM ホストシステム上で実行できる一般的なソフトには以下のものが含まれます。

• HP-UX 11i V2 Foundation Operating Environment (FOE)

注記: HP-UX FOE およびライセンスは Integrity VM メディアに付属するため、Integrity
VM を VM ホストシステム上にインストールして実行できます。 HP-UX のゲストである
場合、別の HP-UX FOE ライセンスの購入が必要です。

VM ホストシステムで必要なソフトウェアについての詳細は、第2章 (29 ページ) を参照
してください。

• ソフトウェアインストール ツール (Ignite-UX、Software Distributor-UX)

• ゲストを監視するためのハードウェア診断ツールおよびサポートツール (WBEM、Online
Diagnostics、Instant Support Enterprise Edition (ISEE))

• システムパフォーマンス監視ツール (GlancePlus、Measureware、OpenView Operations
Agent)

• ユーティリティ課金ツール (Instant Capacity、Pay per use)

• ハードウェア管理ツール (nPartition Manager、ストレージおよびネットワーク管理ツー
ル)
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• マルチパス ストレージソリューション

• HP Serviceguard は、VM ホストシステムまたは HP-UX ゲストで実行できます。

Oracle、Workload Manager (WLM) などのアプリケーションを VM ホストシステム上で実行
しないでください。 Integrity VM のインストールでは、カーネルパラメータが変更されるた
め、システムがアプリケーションの実行に適切でなくなります。 ゲストが実行中かどうかに
かかわらず、アプリケーションを VM ホストシステム上で実行しないでください。
仮想マシン上で動作するゲストは、物理システム上のゲストと同様に動作します。 仮想リソー
スを割り当てると、専用システムの一部であるかのように、ゲスト オペレーティングシステ
ムとアプリケーションからメモリー、CPU、ネットワークデバイス、記憶装置にアクセスで
きるようになります。

ゲスト上で動作可能な一般的なソフトウェアには以下のものがあります。

• HP-UX 11i V2 または V3 Foundation Operating Environment (FOE)

• Windows 2003 for Integrity Servers (Enterprise Edition) SP1 および SP2

• Red Hat Linux Enterprise Edition Advanced Server Release 4 Update 4 および Update 5

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for HP Integrity Servers SLES 10 Update 1

• ソフトウェアインストール ツール (Ignite-UX、Software Distributor-UX)

• システムパフォーマンス監視ツール (GlancePlus、Measureware、OpenView Operations
Agent)

アプリケーションは、ゲスト OS 上で実行するために変更する必要はありません。 オペレー
ティングシステムのパッチとハードウェアの制限は、ゲストに適用されます。

以下のタイプのアプリケーションは、ゲスト上で実行しないでください。

• Integrity VM ソフトウェア

• ハードウェア診断ツールおよびサポートツール (VM ホスト上での実行が適切)

• ユーティリティ課金ツール (VM ホスト上で実行)

• キャパシティプランニング ツール (VM ホスト上で実行)

• 物理ハードウェアに直接アクセスする必要があるアプリケーション (例: 耐障害性ソリュー
ション)

• マルチパス ストレージソリューション

• SAN 管理ツールおよびシリアルインタフェースにアクセスする必要があるアプリケー
ション (Integrity VM は SCSI およびイーサーネットデバイスのみを仮想化)

• オートポートアグリゲーション (APA)

仮想マシン上で実行するすべてのソフトウェア (HP-UX オペレーティングシステム、すべての
HP 製または他社製のソフトウェアを含む) のライセンスを購入する必要があります。 HP 製
ソフトウェアのライセンスは、HP の仮想化ライセンスプログラムの下で購入できます。 詳細
は、HP の担当者にお問い合わせください。
ドキュメントに対する変更と追加の最新情報を入手するために、インストール前に製品のリ
リースノートを必ず参照してください。 この後の章では、Integrity VM ソフトウェアのインス
トール方法と VM ホストシステム上で動作するゲストの作成方法について説明します。
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1.5 関連製品
以下の HP 製品は Integrity VM と一緒に使用できます。

• HP-UX オペレーティングシステム - Integrity VM は HP-UX 11i v2 Integrity システム上で実
行します。 詳細は、『HP-UX 11i バージョン 2 インストール/アップデートガイド』を
参照してください。

• HP WBEM Services for HP-UX - VM Manager や gWLM などの多くの関連製品では、VM
ホストシステムが HP WBEM Services A.02.50 以降を実行している必要があります。

• HP Integrity Virtual Server Environment (VSE) - HP Integrity の中央管理システム (CMS) を
管理するためのグラフィカル ユーザーインタフェースです。 HP Systems Insight Manager
の下で実行します。 詳細は、『VSE Management Software スタートガイド』を参照して
ください。 Integrity VM のこのバージョンでは、VSE バージョン A.02.50 以降が必要で
す。

• HP Integrity Essentials Global Workload Manager (gWLM) - このソフトウェア製品を使用
すると、VSE スイートの一部として、複数の Integrity サーバー間で使用できるリソース
共有ポリシーを中央で定義できます。 これらのポリシーにより、システム使用率が上昇
し、システムリソースの共有制御が容易になります。

『HP Integrity Virtual Machines リリースノート』で説明されているように、gWLM のバー
ジョンが Integrity VM のバージョンに対して適切であるかどうかを確認してください。

• HP Integrity Virtual Machines Manager - HP Integrity 仮想マシンを作成および管理するた
めのグラフィカル ユーザーインタフェースです。HP Integrity VSE の一部として、HP
System Management Homepage (SMH) または HP Systems Insight Manager (HP SIM) の下
で実行します。 詳細は、『HP Integrity Virtual Machines Manager スタートガイド』を参
照してください。

• HP Integrity VM プロバイダ - VM Manager、gWLM、またはいずれかの VSE コンポーネ
ントを使用して Integrity VM ゲストを管理するには、適切なプロバイダソフトウェアを
オペレーティングシステムのメディアまたは Integrity VM ゲスト管理ソフトウェアキッ
トからインストールします。

• HP Integrity Support Pack and Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 2 - HP は
64 ビットの Windows Server 2003 が稼動するすべての HP Integrity サーバーに、Support
Pack と SP2 をインストールすることを推奨します (HP Integrity は Service Pack 1 もサ
ポートします)。 詳細は、『HP Integrity Support Pack and Microsoft Windows Server 2003
Service Pack 1 リリースノート』を参照してください。

• VERITAS Volume Manager - VM ホスト上の物理ディスクの管理に使用できるデータスト
レージ ソリューション製品です。 詳細は、『VERITAS Volume Manager 管理者ガイド』
を参照してください。

• HP Auto Port Aggregation (APA) - 複数のネットワークインタフェースの管理が可能なネッ
トワークスイッチで、ゲストへの割り当てが可能です。 詳細は、『HP Auto Port
Aggregation (APA) サポートガイド』を参照してください。

• HP Serviceguard - 高可用性を得るために HP-UX システムのクラスタの構築が可能になる
ソフトウェア製品です。詳細は、『Serviceguard の管理』マニュアルと、本書の第11章
(181 ページ) を参照してください。
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1.6 Integrity VM ドキュメントの使用法
仮想マシンの設定方法、または現在のインストールのアップグレード方法のどちらを検討す
る場合でも、Integrity VM 製品には複数の役立つ情報源があります。

1.6.1 Integrity VM マンページ
Integrity VM の使用方法に関するオンライン情報については、VM ホストシステムの以下のマ
ンページを参照してください。

• hpvm(5) - Integrity VM 環境について説明しています。

• hpvmclone(1M) - 既存の仮想マシンをベースにした仮想マシンの作成方法について説明し
ています。

• hpvmcollect(1M) - 仮想マシンの統計情報の収集方法について説明しています。

• hpvmconsole(1M) - 仮想マシンコンソールの使用方法について説明しています。

• hpvmcreate(1M) - 仮想マシンの作成方法について説明しています。

• hpvmdevmgmt(1M) - 仮想デバイスの処理を変更する方法について説明しています。

• hpvminfo(1M) - VM ホストに関する情報の取得方法について説明しています。

• hpvmmigrate(1M) - VM ホスト間での仮想マシンの移行方法について説明しています。

• hpvmmodify(1M) - 仮想マシンの変更方法について説明しています。

• hpvmnet(1M) - 仮想ネットワークの作成、変更方法について説明しています。

• hpvmpubapi(3) - いくつかの新しい公開 API について説明しています。

• hpvmremove(1M) - 仮想マシンの削除方法について説明しています。

• hpvmresources(5) - 仮想マシンで使用する記憶装置およびネットワークデバイスの指定方
法について説明しています。

• hpvmstart(1M) - 仮想マシンの起動方法について説明しています。

• hpvmstatus(1M) - ゲストに関する統計の取得方法について説明しています。

• hpvmstop(1M) - 仮想マシンの停止方法について説明しています。

• p2vassist(1M) - サーバー間でのアプリケーションの移動方法について説明しています。

HP-UX ゲストでは、以下のマンページが提供されます。

• hpvmcollect(1M) - 仮想マシンの統計情報の収集方法について説明しています。

• hpvminfo(1M) - VM ホストに関する情報の取得方法について説明しています。

• hpvmmgmt(1M) - ゲストから動的メモリーを管理する方法について説明しています。

• hpvmpubapi(3) - いくつかの新しい公開 API について説明しています。

Linux ゲストでは、以下のマンページが提供されます。

• hpvmcollect(1M) - 仮想マシンの統計情報の収集方法について説明しています。

• hpvminfo(1M) - VM ホストに関する情報の取得方法について説明しています。

• hpvmpubapi(3) - いくつかの新しい公開 API について説明しています。
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注記: HP-UX 11i v2 0712 オペレーティングシステムには、AVIO HBA を管理し、ゲストの
使用でバッキングストアが変更されないように保護する replace_dsk 機能を提供する
gvsdmgr ユーティリティが含まれます。 gvsdmgr ユーティリティの詳細は、HP-UX gvsdmgr
マンページを参照してください (『HP Integrity Virtual Machines リリースノート A.03.50』 で
も説明されています)。

1.6.2 ヘルプファイル
仮想マシンコンソールはゲストを管理するための特別なインタフェースです。 ゲストを作成
してから仮想コンソールを起動するには、hpvmconsole コマンドを入力して、ゲスト名を
指定します。 仮想コンソールの使用に関するヘルプを表示するには、HE コマンドを入力しま
す。仮想コンソールについての詳細は、9.4 項 (151 ページ) を参照してください。

1.7 このマニュアルの使用法
このマニュアルには、Integrity VM のインストール、仮想マシンの作成、ゲストのインストー
ルおよび管理、Integrity VM のすべての機能の使用のために必要な情報がすべてあります。
表 1-1はこのマニュアルの各章について説明したものです。

表 1-1 このマニュアルの構成

対象読者章

HP Integrity Virtual Machines を初めて使用するとき。第1章 「はじめに」 (17 ページ)

HP Integrity Virtual Machines 製品をインストールすると
き。

第2章 「Integrity VM のインストール」 (29 ページ)

VM ホストシステムに新しい仮想マシンをセットアップ
するとき。

第3章 「仮想マシンの作成」 (35 ページ)

HP-UX オペレーティングシステムを実行する仮想マシン
を作成するとき。

第4章 「HP-UX のゲストの作成」 (57 ページ)

Windows オペレーティングシステムを実行する仮想マシ
ンを作成するとき。

第5章 「Windows ゲストの作成」 (63 ページ)

Linux オペレーティングシステムを実行する仮想マシンを
作成するとき。

第6章 「Linux ゲストの作成」 (79 ページ)

VM ホストまたは仮想マシンで使用する記憶装置を変更
する必要があるとき。

第7章 「仮想記憶装置の作成」 (93 ページ)

VM ホストシステム上のネットワークデバイス、または
仮想マシンで使用する仮想ネットワークデバイスを変更
する必要があるとき。

第8章 「仮想ネットワークの作成」 (129 ページ)

既存の仮想マシンおよびリソースを管理する必要がある
とき。

第9章 「ゲストの管理」 (145 ページ)

システム間で仮想マシンを移動する必要があるとき。第10章 「仮想マシンの移行」 (169 ページ)

VM ホストシステムまたは仮想マシンを管理するために
Serviceguard をセットアップする必要があるとき。

第11章 「Integrity VM と組み合わせた HP Serviceguard
の使用」 (181 ページ)

仮想マシンの作成または使用中に問題が生じたとき。第12章 「Integrity VM に関する問題のレポート」 (201 ペー
ジ)
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表 1-1 このマニュアルの構成 (続き)

対象読者章

Integrity VM コマンドの使い方を理解する必要があると
き。 このセクションでは、Integrity VM マンページを示
します。man コマンドを使用してオンラインで使用可能
です。 例:

# man hpvminfo

付録 A

Integrity VM 製品ドキュメントで使用される用語の定義
が分からないとき。

用語集  (297 ページ)

28 はじめに



第2章 Integrity VM のインストール
この章では、Integrity VM ソフトウェアのインストール方法と、ゲスト用に VM ホスト環境を
準備する方法について説明します。 この章には以下のセクションが含まれます。

• 「インストール要件」 (29 ページ)

• 「インストール手順」 (31 ページ)

• 「旧バージョンの Integrity VM からのアップグレード」 (33 ページ)

• 「Integrity VM のインストールの確認」 (33 ページ)

• 「Integrity VM の削除」 (33 ページ)

• 「VM ホストデバイスの予約」 (34 ページ)

• 「インストール時の問題のトラブルシューティング」 (34 ページ)

2.1 インストール要件
Integrity VM がインストールできるように VM ホストシステムを準備するには、そのシステム
構成がこのセクションで説明するハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク要件を満たす
ようにする必要があります。

この製品をインストールする前に、製品のメディアから入手できる『 HP Integrity Virtual
Machines リリースノート』をお読みください。 最新のリリースノートは、http://docs.hp.com/
ja にあります。

2.1.1 VM ホストのシステム要件
Integrity VM Version 3.5 ソフトウェアは、2007 年 12 月版 (0712) HP-UX 11i v2 以降が動作
しているシステムにインストールする必要があります。Integrity VM は、HP-UX が稼動してい
るハードパーティション (nPar) にインストールできますが、仮想パーティション (vPar) には
インストールしようとしないでください。 Integrity VM は、仮想パーティション (vPar) には
インストールできません。

VM ホストシステムのリソース (ディスク、ネットワーク帯域幅、メモリー、および処理能力
など) は、VM ホストと実行中のすべてのゲストで共有されます。 同時に実行中のゲストが、
残りのメモリーと処理能力を共有します。 デフォルトでは、ネットワークデバイスもゲスト
間で共有可能です。 VM ホスト オペレーティングシステムのブートディスクなどの一部のリ
ソースは、VM ホスト専用とする必要があります。
表 2-1は、Integrity VM を VM ホストシステムにインストールするための最小構成要件を示し
たものです。
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表 2-1 Integrity VM のインストール要件

説明リソース

Integrity サーバーコンピュータ

Integrity サーバーで動作する 2007 年 12 月版 (0712) HP-UX 11i v2 以降、および適切
なソフトウェアパッチ (『HP Integrity Virtual Machines リリースノート』を参照)。
Integrity VM のライセンスには、VM ホスト上で HP-UX Foundation Operating Environment
を実行するためのライセンスが含まれています。

オペレーティングシステム

ネットワーク接続と構成に必要。LAN(ローカルエリアネッ
トワーク) カード

ソフトウェアをインストールするための適切なメディア (DVD またはネットワーク接
続)

ソースインストールメディ
ア

以下を格納するために十分なディスクスペース:
• VM ホストのオペレーティングシステム (HP-UX 11i バージョン 2 インストー
ル/アップデートガイドを参照)

• VM ホストソフトウェア (50 MB)

• スワップスペースのサイズは、物理メモリーに 4 GB を加えた大きさが最低必要 (た
とえば RAM が 16 GB なら、スワップスペースは 20 GB 必要)

注記: HP-UX はこのスペースを使用してゲストを起動しますが、ゲストはスワッ
プアウトされません。

• 各ゲスト オペレーティングシステムのディスクスペース (スワップスペースを含む)

• 各ゲスト上で動作するアプリケーションのディスクスペース

• 構成ファイルのバックアップの余裕分として、実行中の各ゲストにつき 4.7 MB

ゲストの記憶装置の構成についての詳細は、第7章 「仮想記憶装置の作成」を参照して
ください。

ディスクストレージ

以下を含む、十分な物理メモリー (RAM):
• 750 MB に、1 GB を超えるメモリーの 7.5%(つまり、合計物理メモリーから 1 GB
を引いた大きさの 7.5%) を加算。

• 各ゲストに必要なメモリーの合計 (オペレーティングシステムおよびアプリケーショ
ンの要件)
2005 年 5 月版 HP-UX 11i v2 には最小 1 GB のメモリーが必要なため、HP-UX を実
行するゲストには少なくともこの容量のメモリーを搭載する必要があります。

• 4 GB 以下のゲストに対してはオーバーヘッドのための追加合計ゲストメモリーの
7%、4 GB を超えるゲストに対しては 7～7.3%。

たとえば、16 GB のメモリーを搭載した VM ホストで、それぞれ 3 GB のメモリーを
構成した 2 つの VM がある場合、メモリー要件は次のように計算されます。
• VM ホスト用に 1.86 GB (750 MB+15 GB の 7.5%)

• ゲスト要件の合計は、6.42 GB (6 GB の 107%)

• 必要メモリーの合計 = 8.28 GB
これにより、7.72 GB のメモリーが追加ゲスト用に残されます。

メモリー

構成済みで動作可能なネットワーク。 ゲストにネットワークアクセスを許可するには、
VM ホストに 1 つ以上の機能する NIC (ネットワークインタフェースカード) が必要。
ネットワークデバイスを仮想マシン用に構成することに関する詳細は、第8章 (129 ペー
ジ) を参照してください。

ネットワーク構成
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2.1.2 バンドル名
Integrity VM リリースメディアキットには、以下のソフトウェアが含まれます。

• T2767AC (Integrity VM ソフトウェアバンドル)

• VMProvider (VM ホストの管理に HP Integrity VM Manager が使用可能)

• HP-UX 11i V2 (VM ホストシステムに対して提供される HP-UX 11.23 Foundation
Operating Environment (FOE))

• PRM-Sw Krn (HP-UX FOE の一部としてインストールされ、Integrity VM で必要)

• VMGuestLib (HP-UX FOE の一部としてインストールされ、Integrity VM で必要)

• B8465BA (HP WBEM Services for HP-UX、FOE の一部としてインストールされ、Integrity
VM で必要)

2.1.3 Integrity VM の使用要件 (HP WBEM Services が VM ホストに必要)
HP WBEM Services for HP-UX のバージョンは、A.02.00.10 以降である必要があります。 VM
ホスト上の WBEM Services のバージョンが A.02.00.10 以降でない場合、Integrity VM のイ
ンストールは失敗します。

2.2 インストール手順
製品のリリースノートを参照して、2.1.1 項 (29 ページ) に記載されているシステム要件を満
たしていることを確認したら、このセクションで説明する手順に従って Integrity VM ソフト
ウェアをインストールします。

注記: Integrity VM ソフトウェアをインストールした後に、システムのリブートが必要です。
したがって、swinstall コマンド行インストールには autoreboot=true パラメータを含
めます。

HP Integrity VM ソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従います。
1. インストールメディアがある場合は、それをマウントします。

ネットワークからインストールする場合は、VM ホスト、および T2767AC バンドルが
含まれるソフトウェア配布デポに該当するパス名を確認します (例:
my.server.foo.com:/depot/path)。

2. swinstall コマンドを使って、Integrity VM をインストールし、デポへのパスを指定し
ます。 例:
# swinstall -x autoreboot=true -s my.server.foo.com:/depot/path T2767AC

GUI (swinstall i) を使用する場合は、以下の手順を実行します。
a. 次のコマンドを入力してください。

# export DISPLAY=your display variable
# swinstall

b. GUI に表示されるリストから Integrity VM バンドル (T2767AC) を選択します。
VM ホストおよびゲスト構成ファイルは /var/opt/hpvm に保存されます。 新しい構成
ファイルは、以前のバージョンの Integrity VM のものとは互換性がありません。 したがっ
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て、現在のバージョンにアップグレードした場合、ゲスト構成ファイル (/ISO-Images/
ディレクトリ以外) は、/var/opt/hpvm_backup ディレクトリに保存されます。 以前
のバージョンの Integrity VM に戻す場合、バックアップ構成ファイルを使用して VM ホ
ストおよびゲスト構成を復元することができます。

注記: swinstall セッションの間、AVIO バンドルがインストールされていないとい
う警告メッセージが表示されることがありますが、 インストールは継続し、正常に完了
します。 AVIO バンドルはオプション (任意選択) で、デフォルトでインストールされま
す。 インストールを行わず、Integrity VM バンドル T2767AC でインストールする場合
は、HP-UX 11i v2 0712 メディアにアクセスし、バンドル HostAVIOStor および
HostAvioLan を探して VM ホストにインストールしてください。

3. マウントを解除して、すべてのインストールメディアを取り除きます。 必要に応じて、
VM ホストシステムが自動的にリブートします。

4. Integrity VM ソフトウェアがインストールされ、実行されると、VM ホストが使用可能に
なります。 次のコマンドを入力してゲストのステータスに関する情報を取得します。
# hpvmstatus
hpvmstatus: No guest information is available.
hpvmstatus: Unable to continue.

これでインストールが完了しました。結果は以下のとおりです。

• Integrity VM ゲスト管理ソフトウェアは /opt/hpvm/guest-images ディレクトリにイ
ンストールされています。

• HP Serviceguard for Integrity VM Toolkit は /opt/cmcluster/toolkit/hpvm ディレク
トリにインストールされています。

• Integrity VM ソフトウェアおよびデータファイルは /var/opt/hpvm ディレクトリにイ
ンストールされています。

• Integrity VM コマンドは /opt/hpvm/bin ディレクトリにインストールされています。

この時点で、第3章 (35 ページ) で説明している手順に従って、hpvmcreate コマンドでゲス
トを作成できます。

Integrity VM をインストールすると、カーネルパラメータの一部が変更されます。 このため、
ゲストが実行しているかどうかにかかわらず、Integrity VM 以外のアプリケーションは VM ホ
ストシステムにインストールできません。表 2-2は、Integrity VM をインストールするときに
変更されるカーネルパラメータをリストしたものです。

表 2-2 カーネルパラメータ

変更値デフォルト値パラメータ

150dbc_max_pct

15dbc_min_pct

343597383684294967296maxdsiz_64bit

01swapmem_on
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2.3 旧バージョンの Integrity VM からのアップグレード
Integrity VM を旧バージョンからアップグレードするとき、以下を行う必要があります。
1. 実行中のすべてのゲストをシャットダウンします (hpvmstop コマンドを使用)。 ゲスト

を停止しないと、Integrity VM のインストール手順の一部として停止されます。 自動ブー
トに設定されている場合、Integrity VM が起動するとゲストが再起動されます。

2. swremove コマンドを使用して、古い VMMigrate バンドルを削除します。
3. 新しいバージョンの Integrity VM を確認して、インストールします。
4. VMProvider バンドルの新しいバージョンをインストールします。
5. VM ホストシステムをリブートします。
Integrity VM をアップグレードしても、既存ゲストの構成情報、オペレーティングシステム ソ
フトウェア、およびアプリケーションデータには影響しません。 ただし、Integrity VM をアッ
プグレードする場合、Integrity VM とともに提供されるゲスト管理ソフトウェアは再インス
トールする必要があります。 この操作では、ゲストをリブートする必要があります。詳細は、
9.3 項 (150 ページ) を参照してください。
Integrity VM の評価版 (ソフトウェアバンドル T2801AA) がインストールされている場合、
Integrity VM 製品をインストールする前に評価ソフトウェアを削除する必要があります (2.5 項
(33 ページ) を参照してください)。

2.4 Integrity VM のインストールの確認
Integrity VM が正常にインストールされたことを確認するためには、以下のコマンドを入力し
てください。

# hpvminfo
hpvminfo: Running on an HPVM host.

インストールした特定バンドルの正確なバージョンを参照する場合、swlist コマンドを入
力します (インストールされている特定のバージョン番号が、このマニュアルの例と一致しな
いことがあります)。
# swlist | grep -i "integrity vm"
T2767AC A.03.50.00 Integrity VM
VMGuestLib A.03.50.00.76 Integrity VM Guest Support Libraries
VMKernelSW A.02.00.00 Integrity VM Kernel Software
VMProvider A.03.50.00.76 WBEM Provider for Integrity VM

Integrity VM をインストールすると、製品構成を記録する /etc/rc.config.d/hpvmconf
ファイルが作成されます。

2.5 Integrity VM の削除
Integrity VM 製品を削除するには、以下のソフトウェアバンドルを削除する必要があります。

• VMProvider (インストールしている場合)

• T2767AC

• VMGuestLib

• VMMigrate (インストールしている場合)

• VMKernelSW (削除後システムのリブートが必要)
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• HostAvioLan

• HostAVIOStor

• GuestAvioLan

• GuestAVIOStor

これらのバンドルを削除するには、以下のコマンドを入力してください。

# swremove -x autoreboot=true T2801AA VMProvider VMMigrate
# rm -rf /opt/hpvm
# rm -rf /opt/hpvmprovider

ゲストはこの手順の影響を受けません。ゲストを削除するには、3.7 項 (55 ページ) の手順を
参照してください。

2.6 VM ホストデバイスの予約
VM ホストデバイスを制限付きデバイスとしてマークすることで、 VM ホストが使用する記
憶域およびネットワークリソースを、仮想マシンによる使用および破損から保護することが
できます。 たとえば、VM ホスト オペレーティングシステムおよびスワップスペースがある
ディスクストレージを予約して、同じディスクストレージ装置にゲストがアクセスできない
ようにすることができます。 hpvmdevmgmt コマンドで、制限付きデバイスを設定できます。
たとえば /dev/rscsi/c2t0d0 デバイスを制限付きにするには、以下のコマンドを入力しま
す。

# hpvmdevmgmt -a rdev:/dev/rscsi/c2t0d0

ボリュームを完全に制限付きにするには、ボリュームに含まれる各デバイスも制限付きとす
る必要があります。hpvmdevmgmt コマンドの使用方法の詳細は、9.8 項 (163 ページ) を参照
してください。

2.7 インストール時の問題のトラブルシューティング
インストールの確認に失敗した場合は、第12章 (201 ページ) で説明する手順に従って、問題
を報告してください。 Integrity VM のインストール処理中に発生する問題について、以下のセ
クションで説明します。

2.7.1 インストール中のエラーメッセージ
以下のメッセージのうち 1 つ以上が、Integrity VM のインストール中に表示されることがあり
ます。

could not write monParams: Device is busy

hpvmnet * already exists

/sbin/init.d/hpvm start ran without running /sbin/init.d/hpvm stop

これらのメッセージは無視してかまいません。
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第3章仮想マシンの作成
Integrity VM のインストールが完了したら、ゲストおよびゲストが使用する仮想リソースを作
成できます。 この章には以下のセクションが含まれます。

• 「仮想マシンの特性の指定」 (35 ページ)

• 「hpvmcreate コマンドの使用」 (44 ページ)

• 「仮想マシンの起動」 (46 ページ)

• 「仮想マシンの構成の変更」 (47 ページ)

• 「仮想マシンのクローン作成」 (51 ページ)

• 「仮想マシンの停止」 (54 ページ)

• 「仮想マシンの削除」 (55 ページ)

• 「仮想マシン作成に関する問題のトラブルシューティング」 (56 ページ)

3.1 仮想マシンの特性の指定
新しい仮想マシンを作成したら、その特性を指定します。 仮想マシンの特性は後で変更でき
ます。

仮想マシンの特性は以下のコマンドを使用して設定できます。

• hpvmcreate: 新しい仮想マシンを作成します。

• hpvmclone: 既存の仮想マシンに基づいて新しい仮想マシンを作成します。

• hpvmmodify: 既存の仮想マシンを変更します。

• hpvmmigrate: 仮想マシンをシステム間で移動します。

これらのコマンドはすべて、仮想マシンの特性を指定するための同じオプションを受け付け
ます。表 3-1では、各特性およびコマンドオプションについて説明します。

表 3-1 Integrity Virtual Machine の特性

該当の説明がある箇所コマンドオプションデフォルト設定仮想マシンの特性

「仮想マシンの名前」
(36 ページ)

-P vm-name仮想マシンを作成または変更
するとき、名前を指定する必
要があります。 この特性は
変更できません。

仮想マシンの名前

「ゲストオペレーティングシ
ステムの種類」 (36 ページ)

-O os_typeオペレーティングシステムの
種類を指定しない場合、
UNKNOWN に設定されま
す。

オペレーティングシステムの
種類

「仮想 CPU」 (37 ページ)-c number_vcpus仮想マシンを作成するときに
このオプションを省略した場
合、デフォルトは vCPU が
1 つです。

仮想 CPU (vCPU)
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表 3-1 Integrity Virtual Machine の特性 (続き)

該当の説明がある箇所コマンドオプションデフォルト設定仮想マシンの特性

「使用権」 (37 ページ)-e percent

-E cycles

仮想マシンを作成するときに
このオプションを省略した場
合、デフォルトは 10% で
す。

CPU 使用権

「ゲストのメモリー割り当
て」 (38 ページ)

-r amount仮想マシンを作成するときに
このオプションを省略した場
合、デフォルトは 2GB で
す。

メモリー

「仮想デバイス」 (39 ページ)-a rsrc仮想マシンを作成するときに
このオプションを省略した場
合、アクセスするネットワー
クおよび記憶装置はありませ
ん。

仮想デバイス

「仮想マシンのラベルの作
成」 (42 ページ)

-l vm_labelこのオプションを省略する
と、仮想マシンにはラベルが
ありません。

仮想マシンのラベル

「仮想マシンのブート属性の
指定」 (42 ページ)

-b
start_attribute

このオプションを省略する
と、auto に設定され、仮想
マシンは Integrity VM が起動
されたときに起動されます。

起動時の動作

「動的メモリーパラメータの
指定」 (43 ページ)

-x
keyword=parameter

このオプションを省略する
と、動的メモリーをゲストが
使用できません。

動的メモリー

「ゲスト管理者およびオペ
レータの作成」 (148 ページ)

-g group[:kind]このオプションを省略する
と、admin または oper 権
限を持つグループアカウント
はありません。

管理者またはオペレータ権限
があるグループ

「ゲスト管理者およびオペ
レータの作成」 (148 ページ)

-u user[:kind]このオプションを省略する
と、admin または oper 権
限を持つユーザーアカウント
はありません。

管理者またはオペレータ権限
があるユーザー

3.1.1 仮想マシンの名前
新しい仮想マシンの名前を指定するには、-P vm-nameオプションを使用します。 このオプ
ションは hpvmcreate コマンドでは必須です。 以下の例では、新しい仮想マシンの名前は
compass1 です。 VM ホストで、以下のコマンドを入力します。
# hpvmcreate -P compass1

仮想マシンの名前は最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およ
びピリオド (.) を使用することができます。 仮想マシン名の先頭に、ダッシュは使用できませ
ん。

3.1.2 ゲストオペレーティングシステムの種類
仮想マシン上で実行するオペレーティングシステムの種類を指定するには、-O os_typeオ
プションを使用します。 このオプションは必須ではありません。
os_type として、以下の値から 1 つ指定します (大文字と小文字は区別しません)。
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• hpux

HP-UX ゲストのインストールについての詳細は、第4章 (57 ページ) を参照してくださ
い。

• windows

Windows ゲストのインストールについての詳細は、第5章 (63 ページ) を参照してくだ
さい。

• linux

Linux ゲストのインストールについての詳細は、第6章 (79 ページ) を参照してください。

オペレーティングシステムの種類を指定しない場合、UNKNOWN にデフォルト設定されます。
オペレーティングシステムをインストールしてゲストをブートすると、このゲスト構成パラ
メータは、適切なオペレーティングシステムの種類に自動的に設定されます。

以下の例では、仮想マシン compass1 が Linux ゲストとして指定されます。
# hpvmcreate -P compass1 -O linux

実行中のゲストがマシンコンソール内での実行からオペレーティングシステム内での実行に
移行するときに、オペレーティングシステムの種類が検出されます。 オペレーティングシス
テムの種類がゲストの構成ファイル内の情報と異なる場合、現在のオペレーティングシステ
ムを反映するように自動的に更新されます。

3.1.3 仮想 CPU
仮想マシンが使用できる仮想 CPU (vCPU) の数を指定するには、-c number_vcpus オプショ
ンを使用します。 vCPU の数を指定しない場合、デフォルトは 1 です。 たとえば、新しい仮
想マシン compass1 が 2 つの vCPU を持つよう設定するには、以下のコマンドを入力しま
す。

# hpvmcreate -P compass1 -c 2

それぞれの仮想マシンは、少なくとも vCPU を 1 つ持ちます。 実行中の仮想マシンは、VM
ホストシステム上の物理 CPU の数より多い vCPU は使用できません (この説明では、 「物理
CPU」 という用語はソフトウェアスレッドをスケジュールできる処理実体を指します)。
ただし、Integrity VM では、VM ホストシステム上の物理 CPU の数より多い vCPU を持つ仮
想マシンを作成することができます。 仮想マシンを実行するのに物理 CPU の数が不足する場
合、警告メッセージが表示されます。 この機能によって、将来の構成で使用する仮想マシン
を作成することができます。 ただし、この仮想マシンは物理 CPU の数が不足する VM ホス
トシステム上では起動できません。

3.1.4 使用権
仮想マシンの使用権を指定するには、-e または-E オプションを使用します。
仮想マシンの使用権は、各仮想 CPU が仮想マシンに対して保証する最小限の処理能力のこと
です。 仮想マシンを作成したら、-e オプションを使用して、使用権を 5% から 100% の間
のパーセント値で指定できます。 使用権を指定しない場合、デフォルトの仮想マシンの使用
権は 10% になります。
もう 1 つの方法として、-E オプションを使用して、各 vCPU が仮想マシンに対して保証する
使用権を、CPU クロックサイクル数/秒で指定することもできます。
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たとえば、新しい仮想マシン compass1 に使用権 20% を指定する場合、以下のコマンドを
入力します。

# hpvmcreate -P compass1 -e 20

仮想マシンが起動されると、VM ホストは実行中の各仮想マシンがそれぞれの使用権を付与さ
れるだけの十分な処理能力があるかどうかを確認します。 複数の仮想 CPU を持つ仮想マシン
の場合、使用権は仮想マシン構成上の各 vCPU で保証されます。 たとえば、仮想マシンの
vCPU が 4 つあり、使用権を 12% と設定している場合、物理 CPU1 つの最低 48% 相当がそ
の仮想マシンで使用できることを VM ホストが保証します。
複数の仮想マシンを同時に実行させるには、それぞれの仮想マシンの使用権が、他の仮想マ
シンが十分なプロセッサリソースを取得できないようにしていないか確認してください。 す
べてのアクティブな仮想マシンのすべての使用権の合計は、物理プロセッサの 100% を超え
ることはできません。 プロセッサリソースが十分に使用できない場合、仮想マシンはブート
できず、問題が記載されたエラーメッセージが表示されます。

仮想マシンがビジー状態で、VM ホストシステムに十分な処理リソースがある場合は、仮想マ
シンは使用権を超える処理リソースを得ることができます。 処理リソースに競合がある場合
(ビジー状態の仮想マシンが複数存在する VM ホストシステム上では)、各仮想マシンの処理能
力はその使用権の範囲までに制限されます。

複数の仮想マシン間での CPU 能力の管理に役立てるため、HP Global Workload Manager
(gWLM) を VM ホストシステムにインストールします。 詳細は、『HP Integrity Essentials
Global Workload Manager 管理者ガイド』を参照してください。

3.1.5 ゲストのメモリー割り当て
ゲストに割り当てる仮想メモリーの量を指定するには、-r amount オプションを使用しま
す。 メモリー割り当てを指定しない場合、デフォルトは 2 GB です。 たとえば仮想マシン
compass1 に 3GB を割り当てる場合、以下のコマンドを入力します。
# hpvmcreate -P compass1 -r 3G

割り当てるメモリー容量は以下の合計です。

• ゲストオペレーティングシステムに必要なメモリー容量。 たとえば、HP-UX 11i v2 オペ
レーティングシステムには 1 GB のメモリーが必要です。

• ゲスト上で動作するアプリケーションに必要なメモリー容量。

メモリーの容量は、少なくともこれら 2 つの量の合計であることが必要です。 現在の構成に
十分なメモリーがない場合、Integrity VM は警告を発行しますが、仮想マシンを作成すること
はできます。 したがって、将来の構成で使用する仮想マシンを作成することができます。 仮
想マシンが起動すると、VM ホストは実行中のゲストに割り当てられている分も含めてメモ
リーリソースをチェックして、仮想マシンを動作させるために十分なメモリーがあるかどう
かを確認します。 VM ホストには、仮想マシン用として指定したメモリー量に加えて、ゲス
トオペレーティングシステムをブートするための一定量のオーバーヘッドが必要です。 稼働
中のすべてのゲストに割り当てるメモリー容量は、物理メモリー容量から VM ホストがその
オペレーティングシステムと管理機能に使用する容量を引いた容量の範囲内でなくてはなり
ません。VM ホストのメモリー要件についての詳細は、2.1 項 (29 ページ) を参照してくださ
い。
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ゲストのメモリー割り当ては、9.6 項 (153 ページ) の説明のように、動的メモリーパラメータ
を使用して、動的に表示と割り当てが行えます (つまり、ゲストを停止する必要がありませ
ん)。

3.1.6 仮想デバイス
仮想ネットワークスイッチ、および仮想記憶装置を仮想マシンに割り当てるには、-a オプ
ションを使用します。 VM ホストは「仮想デバイス」として仮想マシンにデバイスを提供し
ます。 テープ、DVD バーナー、オートチェンジャーなどのアタッチ I/O デバイスは、仮想デ
バイスとして表示されず、直接 I/O デバイスとして表示されます。 仮想マシンに割り当てる
物理デバイスと、仮想マシンがデバイスにアクセスするために使用する仮想デバイス名の両
方を指定します。 以下のセクションで、仮想ネットワークデバイスおよび仮想記憶装置の作
成について簡単に説明します。

3.1.6.1 仮想ネットワークデバイスの作成
ゲストの仮想ネットワークは、以下のもので構成されます。

• 仮想ネットワークインタフェースカード (vNIC)

• 仮想スイッチ (vswitch)

仮想マシンが他の仮想マシンと通信するか、VM ホストシステム外と通信するには、各仮想マ
シンの仮想ネットワークが仮想スイッチ (vswitch) と関連付けられている必要があります。 仮
想スイッチなしで仮想マシンを起動すると、仮想マシンにはネットワーク通信チャネルがな
い状態になります。

各ゲストは、VIO と AVIO という 2 種類の LAN ネットワークデバイスを持つことができま
す。各 VIO ゲストネットワークでは、vswitch 機能は物理ネットワークインタフェースカード
(pNIC) と同様に、1 台以上の仮想マシンからネットワークトラフィックを受け入れ、それを
そのすべてのポートに送信します。 ホスト物理ネットワークカードと紐付けがない vswitch
は、同一の vswitch に登録されている VIO ゲストデバイスによって、それらのデバイス間の
通信のために使用できます。このタイプの vswitch は、一般に localnet と呼ばれます。詳
細は、8.2.1.1 項 (132 ページ) を参照してください。
VIO ゲストネットワークと異なり、AVIO ゲスト LAN ネットワークデバイスからのトラフィッ
クは、vswitch によってではなく分離したホストモジュールによって pNIC に直接送信されま
す。 また、AVIO は localnet タイプの vswitch をサポートしません。これは、各 AVIO ゲ
ストデバイスにホスト物理デバイスの対応付けが必要なためです。

vswitch の作成は、vswitch にアクセスするゲストを作成する前または後に実行できます。 仮
想スイッチを作成する前に仮想マシンを作成すると、仮想マシンは作成されますが、警告メッ
セージにその問題が表示されます。 したがって、将来の構成で使用する仮想マシンを作成す
ることができます。

vswitch を作成するには、hpvmnet -c コマンドを入力します。 仮想スイッチの名前を指定
するには、-S オプションを指定します。 例:
# hpvmnet -c -S vswitch-name -n nic-id

それぞれの引き数の意味は以下のとおりです。

• vswitch-name は、vswitch に割り当てる名前です。 vswitch の名前を指定する必要があ
ります。
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• nic-id は VM ホスト上の pNIC ID です。nic-id を省略した場合、vswitch は localnet
用に作成されます。

vswitch を開始するには、hpvmnet -b コマンドを入力します。 例:
# hpvmnet -b -S vswitch-name

hpvmnet コマンドの使用方法については、8.2.1 項 (130 ページ) を参照してください。
仮想マシンを作成して、vswitch を割り当てるには、hpvmcreate コマンドに-a オプション
を使用します。 例:
# hpvmcreate -P vm-name -a network:adapter-type:[hardware-address]:vswitch:vswitch-name

ここで、hardware-address (オプション) は vNIC PCI バス番号、デバイス、および MAC
アドレスです。 ハードウェアアドレスを省略した場合、自動的に生成されます。 HP は、こ
の情報が自動的に生成できるようにすることを推奨します。 この場合、コマンドラインから
hardware-address の値を省略しますが、コロンの区切り記号はそのままにします。 例:
# hpvmcreate -P vm-name -a network:adapter-type:vswitch:vswitch-name

adapter-type は、lan または avio_lan です。
ゲスト上では、標準のオペレーティングコマンドおよびユーティリティを使用して vNIC を
IP アドレスと関連づけるか、または物理的に独立したマシンに対して行うように DHCP を使
用します。

デフォルトでは仮想スイッチは共有可能です。同じ仮想スイッチを複数の仮想マシンに割り
当てることができます。

仮想 LAN によって、仮想マシンは、同じ VM ホストシステムまたは異なる VM ホストシステ
ム上にある同じ VLAN を使用する他の仮想マシンと通信できるようになります。 VLAN ポー
ト番号と仮想スイッチを関連付けて、その仮想スイッチをその VLAN 上で通信する仮想マシ
ンに割り当てます。 HP-UX VLAN についての詳細は、『Using HP-UX VLANs』 マニュアルを
参照してください。

注記: ゲストに多数の VLAN デバイスが構成されているにもかかわらず、そのゲストに十分
なメモリーが確保されていない場合、ゲストのブート後にデバイスの一部が欠落する場合が
あります。 この問題を解決するには、hpvmmodify -r コマンドを使用してゲストメモリー
のサイズを増やします。

仮想スイッチ上の VLAN の作成および管理についての詳細は、8.4 項 (138 ページ) を参照して
ください。

3.1.6.2 仮想記憶装置の作成
仮想マシンの作成時に、仮想マシンが使用する仮想記憶装置を指定できます。 仮想記憶装置
には VM ホストシステム上の物理デバイス (バッキングストア) が対応付けられています。 VM
ホストシステムには、VM ホストおよびすべての仮想マシン用に、十分な物理記憶領域を持つ
必要があります。

仮想デバイスを作成して仮想マシンに割り当てるには、-a オプションを使用します。 例:
# hpvmcreate -a VM-guest-storage-specification:VM-Host-storage-specification

それぞれの引き数の意味は次のとおりです。
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• VM-guest-storage-specification は、仮想マシンで確認できるストレージの種類
とその場所を定義します。 これは以下のフォーマットになります。
device:adapter-type:hardware-address:

device には、以下のいずれかを指定できます。

• disk

• dvd

• tape

• changer

• burner

• HP-UX 11i v2 ゲスト (0505 以降) では、adapter-type は scsi または avio_stor
を指定できます。

• hardware-address または scsi:pcibus、pcislot:、scsitgt (オプション) は、
仮想デバイスの PCI バス番号、PCI スロット番号、および SCSI ターゲット番号を指定し
ます。 この情報を指定しない場合、自動的に生成されます。 HP は、ハードウェアアド
レスが自動的に生成されるようにすることを推奨します。 ハードウェアアドレスを省略
するには、以下の形式を使用します (2 つのコロンを含みます)。
device::VM-Host-storage-specification

• VM-Host-storage-specification は、仮想マシンストレージが VM ホストで提供
される方法と場所を定義します。 以下の形式を使用して指定します。
storage:location

ここで、storage は以下のいずれかになります。

• disk

• lv

• file

• null

• attach

location は VM ホストシステムファイルです。

注記: AVIO は HP-UX ゲストだけが使用でき、バッキングストアはディスクまたはボリュー
ムに限定されます。 アタッチ AVIO デバイスのサポートはなく、ゲストはディスクまたは
DVD に限定されます。

仮想マシン用のストレージ仕様の構築についての詳細は、7.2.2.1 項 (106 ページ) を参照して
ください。

VM ホストのバッキングストアの種類は、仮想マシンのパフォーマンスに影響を与える場合が
あります。 ioscan コマンドを使って VM ホストシステム上の現在のデバイス構成に関する
情報を取得し、仮想マシンのワークロードを物理バッキングストアに分散するようにしてく
ださい。
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仮想マシンに対応付けられている物理記憶装置を仮想マシン間で共有するとき、競合が明確
にはわからない場合があります。 たとえば、/dev/dsk/c8t2d0 上のファイルシステム内の
ファイルをバッキングストアとして使用すると、raw デバイス (/dev/rdsk/c8t2d0) もバッ
キングストアとして使用できなくなります。仮想デバイスの指定についての詳細は、第7章
(93 ページ) を参照してください。
hpvmcreate コマンドを使用して仮想マシンを作成したとき、Integrity VM は現在の物理構成
をチェックします。 仮想マシンが使用できないバッキングストアを使用している場合には、
仮想マシンは作成されますが、警告メッセージに問題の詳細が表示されます。 hpvmstart
コマンドを使用して、VM ホストシステム上に存在しない物理リソースを必要とする仮想マシ
ンを起動すると、仮想マシンは起動できず、問題に関する詳細情報がエラーメッセージに表
示されます。

仮想マシンの作成後、hpvmmodify コマンドを使用して、仮想マシンの記憶装置を追加、削
除、または変更できます。 既存の仮想マシンにデバイスを追加するには、hpvmcreate コマ
ンドの場合と同様に-a オプションを指定します。 たとえば、次のコマンドによって compass1
と呼ばれる仮想マシンは、物理ディスクデバイス/c1t1d2 が対応付けられている仮想 DVD
デバイスを追加して変更されます。 仮想ハードウェアアドレスは省略され、自動的に生成さ
れます。

# hpvmmodify -P compass1 -a dvd:scsi::disk:/dev/rdsk/c1t1d2

仮想マシンの実行中に記憶装置を変更できます。 仮想マシンを再起動する必要はありません
が、仮想マシン上のデバイスの再スキャンが必要になることがあります。

一部のデバイスは、VM ホストと各ゲストのみが使用できるように制限する必要があります
(たとえばブートデバイスおよびスワップデバイス)。 hpvmdevmgmt コマンドを使用して制限
付きデバイスを指定します。デバイスの共有および制限についての詳細は、9.8.2.4 項 (165 ペー
ジ) を参照してください。
代替のブートデバイスも、物理システムについて行うのと同じ注意を払って設定する必要が
あります。 一次ブートデバイスが何らかの理由で失敗した場合、autoboot に設定された仮
想マシンは、指定したブート順序でデバイスからブートを試行し、オプションが正常に実行
されるか、EFI シェルに到達するまで行われます。 指定されたブートオプションとブート順序
が、ゲストにとって適切であるか確認してください。 autoboot 設定についての詳細は、
表 3-3 (44 ページ) を参照してください。

3.1.7 仮想マシンのラベルの作成
-l オプションは、仮想マシンのラベルを指定します。 仮想マシンのラベルは、この仮想マシ
ンに一意の説明ラベルです。 ラベルは、特定の仮想マシンを hpvmstatus -V での表示で識
別するのに役立ちます。 ラベルは、最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、
下線 (_)、およびピリオド (.) を使用することができます。 空白が必要な場合は、ラベルを 2
つの 2 重引用符 ("") で囲む必要があります。

3.1.8 仮想マシンのブート属性の指定
-b オプションは、仮想マシンの起動時の動作を指定します。 start_attr 属性は、以下の
値を取ることができます (大文字と小文字を区別しません)。

• auto: Integrity VM がホスト上で初期化されたときに仮想マシンを自動的に起動します。

• manual: 仮想マシンを手動で起動します。
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start_attr 属性を auto に設定した場合は、仮想マシンは Integrity VM が初期化されたと
きに起動されます。これがデフォルトの設定です。 これは VM ホストシステムがブートした
ときに起こりますが、動作中の VM ホスト上で Integrity VM ソフトウェアが停止して再起動
したときにも起こります。 たとえば、動作中のシステムで Integrity VM を新しいバージョン
にアップグレードしたときに、ソフトウェアは自動的に起動されます。 VM ホストは、属性
が auto に設定されたすべての仮想マシンを起動しようとします。 十分なリソースがない場
合は、一部の仮想マシンが起動に失敗することがあります。

属性を manual に設定した場合、仮想マシンは Integrity VM が VM ホスト上で初期化された
ときに自動的には起動されません。 その場合仮想マシンは、hpvmstart コマンドを使用し
て、またはその仮想コンソールから起動することができます。

このオプションでは、仮想マシンが起動されたときにブートを有効にするようにその仮想マ
シンのコンソールを設定することはありません。 この機能は、仮想マシンのコンソールで設
定する必要があります。

以下のコマンドは、VM oldvm のクローン作成を行い、newvm という名前の新しい VM を作
成します。

# hpvmclone -P oldvm -N newvm -b disk:scsi:0,1,2:file:/hpvm/newvm/diskA

-b オプションは、バスおよびデバイスと、3 つのターゲット 0、1、2 を持つ仮想ディスク
oldvm の内容をファイル /hpvm/newvm/diskA にコピーします。 新しい VM のブートオプ
ションは、指定されたディスクをそのブートディスクとして使用するように自動的に変更さ
れます。 oldvm のデバイスリストを参照する以下のコマンドは、/hpvm/oldvm/disk0 の
内容を /hpvm/newvm/diskA にコピーします。
# hpvmstatus -P oldvm -d
[Virtual Machine Devices]

[Storage Interface Details]
disk:scsi:0,1,2:file:/hpvm/oldvm/disk0
disk:scsi:0,0,1:file:/hpvm/oldvm/disk1

[Network Interface Details]
network:lan:0,1,0xDAA9A3B92227:vswitch:vswB

[Misc Interface Details]
serial:com1::tty:console

3.1.9 動的メモリーパラメータの指定
以下のキーワードを含めることにより、新しい仮想マシンが、動的メモリー、およびそれに
関連付けられた値を使用するかどうかを指定します。

• dynamic_memory_control={0|1}

• ram_dyn_type={none|any|driver}

• ram_dyn_min=amount

• ram_dyn_max=amount

• ram_dyn_target_start=amount
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ゲスト用の動的メモリーの使用方法についての詳細は、9.6 項 (153 ページ) を参照してくださ
い。

3.1.10 構成上の制限
表 3-2は、Integrity VM Version 3.5 の構成上の制限を示しています。

表 3-2 構成上の制限

サポート説明

pCPU の数 または 4 の小さい方VM あたりの vCPU の数 - 最大

20pCPU あたりの vCPU の数 - 最大

20*pCPU または 254 の小さい方VM ホストあたりの VM の数 - 最大

HP-UX の制限VM ホスト内の pCPU の数

1 GBVM あたりのメモリー - 最小 (11i v2 HP-UX)

1.5 GBVM あたりのメモリー - 最小 (11i v3 HP-UX)

64 GBVM あたりのメモリー - 最大 (HP-UX)

512 MBVM あたりのメモリー - 最小 (Windows)

32 GBVM あたりのメモリー - 最大 (Windows)

512 MBVM あたりのメモリー - 最小 (Linux (RH))

64 GBVM あたりのメモリー - 最大 (Linux (RH))

30VM あたりの仮想 SCSI デバイスの数 - 最大

10VM あたりの仮想 NIC の数 - 最大

50仮想スイッチの数 - 最大

64vswitch あたりの仮想 NIC の数

2 TBバッキングストア (ディスク、論理ボリューム、ファイ
ル) の最大サイズ

3.2 hpvmcreate コマンドの使用
仮想マシンを作成するには、hpvmcreate コマンドを入力します。 仮想マシンの名前を指定
するには、-P オプションを指定します (最大 256 文字の英数字)。 その他すべてのオプショ
ンは任意に指定でき、hpvmmodify コマンドを使用して仮想マシン構成に後で追加できます。
表 3-3で、hpvmcreate コマンドで使用できるオプションを説明します。

表 3-3 hpvmcreate コマンドのオプション

説明オプション

仮想マシンの名前。 仮想マシンを作成または変更するとき、名前を指定す
る必要があります。 この特性は変更できません。

-Pvm-name

オペレーティングシステム。 オペレーティングシステムの種類を指定しな
い場合、UNKNOWN に設定されます。

-O os_type
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表 3-3 hpvmcreate コマンドのオプション (続き)

説明オプション

割り当てられる仮想 CPU (vCPU)。 仮想マシンを作成するときにこのオプ
ションを省略した場合、デフォルトは vCPU が 1 つです。

-c number_vcpus

割り当てられる CPU 使用権。仮想マシンを作成するときにこのオプション
を省略した場合、デフォルトは 10% です。

-e percent

-E cycles

割り当てられるメモリー。 仮想マシンを作成するときにこのオプションを
省略した場合、デフォルトは 2GB です。

-r amount

作成される仮想デバイス。 仮想マシンを作成するときにこのオプションを
省略した場合、アクセスするネットワークおよび記憶装置はありません。

-a rsrc

仮想マシンのラベル (仮想マシンに関連付けられたオプションのテキスト文
字列)。

-l vm_label

仮想マシンの起動時の動作 (auto または manual)。-b start_attribute

ゲストに関連付けられた以下の動的メモリー設定の値を指定します。

• dynamic_memory_control

• ram_dyn_type

• ram_dyn_min

• ram_dyn_max

• ram_dyn_target_start

動的メモリーについての詳細は、9.6 項 動的メモリー (153 ページ) を参照
してください。

-x keyword=parameter

すべてのリソース競合チェックと関連する警告メッセージを抑制します (強
制モード)。 このオプションは、主に、スクリプトやその他の非対話型アプ
リケーションによって使用されることを想定しています。 F オプションを
指定して作成された仮想マシンでリソースの問題が発生しても、通知され
ることはありません。

-F

仮想マシン構成が正常であるかどうかを確認し、警告またはエラーを返し
ます。ただし仮想マシンは作成しません。

このオプションは、hpvmcreate コマンドによる、仮想マシンを実際に作
成しない場合の仮想マシン構成のリソースチェックを起動するために使用
します。 -s オプションを指定しない場合は、リソース警告が発生しても
仮想マシンが作成されます。

-s

仮想マシンに対して管理者またはオペレータ権限があるグループ。 group
ではグループ名を入力し、kind では admin または oper のいずれかを
入力します。

-g group[:kind]

仮想マシンに対して管理者またはオペレータ権限があるユーザー。 user
ではユーザー名を入力し、kind では admin または oper のいずれかを
入力します。

-u user[:kind]

3.2.1 仮想マシンの作成例
compass1 という名前の仮想マシンを作成するには、次のコマンドを入力します。
# hpvmcreate -P compass1
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このコマンドによって、ネットワークアクセスも割り当て済み記憶装置も持たない compass1
という名前の仮想マシンが作成されます。 仮想マシンの特性を表示するには、hpvmstatus
コマンドを入力します。 例:
# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX Off 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS On (OS) 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS Off 1 3 1 2 GB 0
compass1 12 UNKNOWN Off 1 0 0 2 GB 0

compass1 仮想マシンには仮想マシン番号 12 が割り当てられ、オペレーティングシステム
の種類は UNKNOWN、vCPU は 1 つ、記憶装置なし、ネットワークデバイスなし、メモリー
2GB で作成されています。 Runsysid 列は、Serviceguard クラスタ内で仮想マシンを実行し
ている VM ホストを示します。 仮想マシンをローカル VM ホストで実行している場合や、
Serviceguard が未構成の場合、Runsysid はゼロです。 仮想マシンを Serviceguard の下で実
行する場合の詳細については、第11章 「Integrity VM と組み合わせた HP Serviceguard の使
用」 (181 ページ) を参照してください。

3.3 仮想マシンの起動
仮想マシンを起動するには、hpvmstart コマンドを入力します。 仮想マシン名または仮想
マシン番号 (hpvmstatus の表示で VM # の下にリスト) のいずれかを指定できます。
hpvmstart コマンドの構文は次のようになります。
# hpvmstart {-P vm-name | -p vm_number} [-F | -s | -Q]

表 1-3 は hpvmstart コマンドのオプションを説明しています。

表 3-4 hpvmstart コマンドのオプション

説明オプション

仮想マシンの名前を指定します。-P オプションまたは
-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-P vm-name

仮想マシンの番号を指定します。仮想マシンの番号を判
別するには、hpvmstatus コマンドを入力します。

-p vm_number

すべてのリソース競合チェックと関連する警告メッセー
ジを抑制します (強制モード)。強制モードはトラブル
シューティング目的のみで使用してください。

-F

仮想マシン構成が正常であるかどうかを確認し、警告ま
たはエラーを返します。ただし仮想マシンは作成しませ
ん。

-s

コマンドをサイレントモードで実行します。 デフォルト
では、コマンドを実行する前に確認のプロンプトが出さ
れます。

-Q

たとえば、compass1 という新しい仮想マシンを起動するには、以下のコマンドを入力しま
す。

# hpvmstart -P compass1
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opening minor device and creating guest machine container
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Creation of VM, minor device 2
Allocating guest memory: 2048MB
allocating low RAM (0-80000000, 2048MB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/8ba249f2-3399-11db-aacc-00306ef392e0
/vmm_config.current): Allocated 2147483648 bytes at 0x6000000100000000

locking memory: 0-80000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/8ba249f2-3399-11db-aacc-00306ef392e0
/vmm_config.current): Allocated 86016 bytes at 0x6000000180000000

locked SAL RAM: 00000000ffaa0000 (4KB)
locked ESI RAM: 00000000ffaa1000 (4KB)
locked PAL RAM: 00000000ffaa4000 (4KB)
locked Min Save State: 00000000ffaa5000 (1KB)

RAM alignment: 40000000
Memory base low : 6000000100000000
Memory base FW : 6000000180000000
Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62C000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'compass1'

hpvmstatus コマンドにより、メモリーとデバイスの割り当てが表示されます。 仮想マシン
の起動後、hpvmstatus コマンドにより仮想マシンのステータスが On (EFI) と表示され
ますが、これは仮想マシンの電源が投入されているが、ゲストオペレーティングシステムは
実行していないためです。 オペレーティングシステムがまだインストールされていないため、
ゲスト OS の種類は UNKNOWN とリストされます。
# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX Off 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS On (OS) 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS Off 1 3 1 2 GB 0
compass1 13 UNKNOWN On (EFI) 1 0 0 2 GB 0

hpvmstatus コマンドの使用方法については、第9章 (145 ページ) を参照してください。

3.4 仮想マシンの構成の変更
仮想マシンの作成時に、VM ホストが提供できない特性を持った仮想マシンを作成することが
できます。 これによって、システム構成の変更後に実行する予定の仮想マシンを作成するこ
とができます。 たとえば次のコマンドで、vCPU が 3 つ、割り当て済みメモリー 4MB の仮
想マシン compass1 が作成されます。
# hpvmcreate -P compass1 -c 3 -r 4GB
HPVM guest compass1 configuration problems:

Warning 1: Guest's vcpus exceeds server's physical cpus.
Warning 2: Insufficient cpu resource for guest.

These problems may prevent HPVM guest compass1 from starting.
hpvmcreate: The creation process is continuing.

VM ホストは現在、新しい仮想マシンをサポートする構成でないため、不適切である具体的な
特性が警告メッセージで示されます。

仮想マシンを起動するとき、VM ホストは現在のシステム構成が仮想マシンの特性をサポート
できるかどうかを判別します。 仮想マシンを実行するシステムの能力は、現在実行中の他の
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仮想マシンに影響されますが、これは仮想マシンが物理プロセッサとメモリーを共有するた
めです。 割り当て済みの仮想スイッチがあれば起動する必要があり、記憶装置は仮想マシン
が利用できるようにしておく必要があります。 仮想マシンが起動できない場合、次の種類の
メッセージが生成されます。

# hpvmstart -P compass1
HPVM guest compass1 configuration problems:
Warning 1: Insufficient free memory for guest.
Warning 2: Insufficient cpu resource for guest.

These problems may prevent HPVM guest compass1 from booting.
hpvmstart: Unable to continue.

システム構成を変更するか、または仮想マシンを変更することができます。 仮想マシンの特
性を変更するには、hpvmmodify コマンドを使用します。表 3-5では、hpvmmodify コマン
ドで使用できるオプションについて説明しています。

表 3-5 hpvmmodify コマンドのオプション

説明オプション

仮想マシンの名前を指定します。-P オプションまたは-p オプションのいず
れかを指定する必要があります。

-P vm-name

仮想マシンの番号を指定します。仮想マシンの番号を判別するには、
hpvmstatus コマンドを入力します。

-p vm_number

すべてのリソース競合チェックと関連する警告メッセージを抑制します (強
制モード)。強制モードはトラブルシューティング目的のみで使用してくださ
い。

-F

仮想マシン構成が正常であるかどうかを確認し、警告またはエラーを返しま
す。ただし仮想マシンは作成しません。

-s

仮想マシンの新しい名前を指定します。 この名前は最長 256 文字の英数字
で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用するこ
とができます。 仮想マシン名の先頭に、ダッシュ (-) は使用できません。

-N new-vm-name

この仮想マシンの説明ラベルを変更します。 ラベルは、最長 256 文字の英
数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用す
ることができます。 スペースを含めるには、ラベルは引用符で囲む (" ") 必
要があります。

-l vm_label

仮想マシンの起動時動作を変更します。start_attr として、以下のいず
れか 1 つを入力します。
auto: Integrity VM が VM ホスト上で初期化されたとき、仮想マシンを自動
的に起動します。

manual: 仮想マシンは自動的には起動しません。 仮想マシンを手動で起動
するには hpvmstart コマンドを使用します。

-B start_attr

仮想マシン上で実行するオペレーティングシステムの種類とバージョンを変
更します。 os-type では、以下の値から 1 つ指定します (大文字と小文字
は区別しません)。
hpux

windows

linux

-O os_type[:version]
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表 3-5 hpvmmodify コマンドのオプション (続き)

説明オプション

この仮想マシンがブート時に検出する仮想 CPU の数を変更します。 指定し
ない場合は、デフォルトは 1 になります。 仮想マシンに割り当て可能な
vCPU の最大数は、VM ホストシステム上の物理プロセッサ数です。

-c number_vcpus

仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイクルで変更します。 CPU 能
力のパーセントで指定するには、以下のオプションを入力します。

-e percent

クロックサイクルを指定するには、以下のオプションを入力します。

-E cyclesM (MHzの場合)
-E cyclesG (GHzの場合)

-e percent | -E cycles

グループ権限を指定します。指定した管理レベル (admin または oper) が、
指定したユーザーグループに適用されます。

-g group[:{admin|oper}]

ユーザー権限を指定します。 指定した管理レベル (admin または oper)
が、指定したユーザーに適用されます。

-u user[:{admin|oper}]

仮想ストレージまたはネットワークデバイスを仮想マシンに追加します。詳
細は、hpvmresources(1M) を参照してください。

-a rsrc

仮想マシンの既存の I/O リソースを変更します。 リソースは次の説明のよ
うに指定されます。 変更するデバイスのハードウェアアドレスを指定する
必要があります。rsrc の物理デバイス部分は、使用中のデバイスを置き換
える新しい物理デバイスを指定します。

-m rsrc

仮想リソースを削除します。-d rsrc

この仮想マシンで使用可能なメモリ容量を変更します。 容量は amountM
(MB の場合) または amountG (GB の場合) のいずれかで指定します。

-r amount

仮想マシンが Serviceguard または gWLM (あるいはその両方) で管理される
かどうかを指定します。 引数については、次のパラメータのうち 1 つまた
は複数を指定します。

• SG は、VM ホストが Serviceguard クラスタノードであることを示しま
す。

• SG_pkgname は、VM ホストが Serviceguard パッケージであることを示
します。

• GWLM は、VM ホストが gWLM で管理されていることを示します。

• NONE は、外部マネージャがないことを示します。
ノードが Serviceguard および gWLM の両方で管理されている場合、パラ
メータはカンマで区切られます。 例: SG_compass1,gWLM。 このオプショ
ンは指定しないでください。 このオプションは Integrity VM の内部で使用さ
れます。

-i package-name
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表 3-5 hpvmmodify コマンドのオプション (続き)

説明オプション

仮想マシンが分散ゲスト (すなわち Serviceguard で管理され、Integrity VM
を実行している別のクラスタメンバーにフェイルオーバー可能) かどうかを
指定します。 このオプションは指定しないでください。 このオプションは
Integrity VM の内部で使用されます。

-j [0|1]

ゲストに関連付けられた以下の動的メモリー設定の値を指定します。

• dynamic_memory_control

• ram_dyn_type

• ram_dyn_min

• ram_dyn_max

• ram_dyn_target_start

動的メモリーについての詳細は、9.6 項 (153 ページ) を参照してください。

-x keyword=parameter

たとえば、vCPU およびメモリーを削除して問題のある仮想マシン compass1 の特性を変更
するには、次のコマンドを入力します。

# hpvmmodify -P compass1 -c 1 -r 2G

このコマンドで compass1 という名前の仮想マシンの次の特性が変更されます。

• -c 1 オプションは vCPU が 1 つであることを指定します。

• -r 2G オプションはメモリー 2GB を指定します。

hpvmmodify コマンドは警告を生成しないため、VM ホストシステムは仮想マシンをいつで
も起動できます。

必要な変更を行った後、hpvmstart コマンドを使用して仮想マシンを起動します。 例:
# hpvmstart -P compass1
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Initializing System Event Log
Initializing Forward Progress Log
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 2
Allocating guest memory: 2048MB
allocating low RAM (0-40000000, 2048MB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/8ba249f2-3399-11db-aacc-00306ef392e0
/vmm_config.next): Allocated 1073741824 bytes at 0x6000000100000000

locking memory: 0-40000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/8ba249f2-3399-11db-aacc-00306ef392e0
/vmm_config.next): Allocated 86016 bytes at 0x6000000140000000

locked SAL RAM: 00000000ffaa0000 (4KB)
locked ESI RAM: 00000000ffaa1000 (4KB)
locked PAL RAM: 00000000ffaa4000 (4KB)
locked Min Save State: 00000000ffaa5000 (1KB)

RAM alignment: 40000000
Memory base low : 6000000100000000
Memory base FW : 6000000140000000
Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62C000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
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Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'compass1'

仮想マシン compass1 が起動しました。 次にゲストオペレーティングシステムをインストー
ルする必要があります。 HP-UX ゲストの作成についての詳細は、第4章 (57 ページ) を参照し
てください。 Windows ゲストの作成についての詳細は、第5章 (63 ページ) を参照してくだ
さい。

3.5 仮想マシンのクローン作成
ゲストを 1 つ作成した後では、hpvmclone コマンドを使用してすばやく簡単に追加ゲスト
を作成することができます。 hpvmcreate コマンド、hpvmmigrate コマンドや hpvmmodify
コマンドと同じように、hpvmclone コマンドで表 3-1 (35 ページ) にリストされるコマンド
オプションを使用して、仮想デバイス、ネットワークインタフェースやその他の仮想マシン
の特性を指定することができます。 これにより、似た特性で異なる仮想リソースを持つゲス
トを新規に作成することができます。

表 3-6で、hpvmclone コマンドで使用できるオプションを説明します。

表 3-6 hpvmclone コマンドのオプション

説明オプション

クローン作成に使用される既存の仮想マシンの名前を指定します。 -P オプ
ションまたは-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-P vm-name

クローン作成に使用される既存の仮想マシンの番号を指定します。 -P オプ
ションまたは-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-p vm-number

新しい仮想マシン (クローン) の名前を指定します。 clone-vm-name は最
大 256 文字までの英数字です。 同一の VM ホストシステムに、仮想マシン
名が重複して存在することはできません。

-N clone-vm-name

仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイクルで指定します。 CPU 能
力のパーセントで指定するには、以下のオプションを入力します。

-e percent

クロックサイクルを指定するには、以下のオプションを入力します。

-E cyclesM (for megahertz)
-E cyclesG (for gigahertz)

-e percent | -E cycles

この仮想マシンの説明ラベルを指定します。 ラベルは、最長 256 文字の英
数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用す
ることができます。 スペースを含めるには、ラベルは引用符で囲む (" ") 必
要があります。

-l vm_label

仮想マシンの起動時動作を指定します。 start_attr として、以下のキー
ワードをいずれか 1 つ入力します。
auto: VM ホストが起動したとき、仮想マシンを自動的に起動します (自動
ブート)。
manual: 仮想マシンは自動的には起動しません。 仮想マシンを手動で起動
するには hpvmstart コマンドを使用します。

-B start_attr
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表 3-6 hpvmclone コマンドのオプション (続き)

説明オプション

仮想マシン上で実行するオペレーティングシステムの種類とバージョンを指
定します。 os_type パラメータでは、以下の値から 1 つ指定します (大文
字と小文字は区別しません)。
hpux

windows

linux

-O os_type[:version]

新しい仮想マシン (クローン) 用の仮想デバイスを作成します。 rsrc の仮想
デバイスおよび物理デバイスの情報を指定します。

仮想記憶装置の仕様の作成に関する詳細は 第7章 (93 ページ) を参照してく
ださい。

仮想ネットワークデバイスの仕様の作成に関する詳細は第8章 (129 ページ)
を参照してください。

-a rsrc

クローン仮想マシン構成内の既存の仮想マシン上で定義される仮想デバイス
を削除します。 rsrc の仮想デバイスおよび物理デバイスの情報を指定しま
す。

仮想記憶装置の仕様の作成に関する詳細は 第7章 (93 ページ) を参照してく
ださい。

仮想ネットワークデバイスの仕様の作成に関する詳細は第8章 (129 ページ)
を参照してください。

-d rsrc

クローン仮想マシン構成内の既存の仮想マシン上で定義される仮想デバイス
を変更します。 rsrc の仮想デバイスおよび物理デバイスの情報を指定しま
す。

仮想記憶装置の仕様の作成に関する詳細は 第7章 (93 ページ) を参照してく
ださい。

仮想ネットワークデバイスの仕様の作成に関する詳細は第8章 (129 ページ)
を参照してください。

-m rsrc

新しい仮想マシンのブートディスクを指定します。-b rsrc

すべてのリソース競合チェックと関連する警告メッセージを抑制します (強
制モード)。 強制モードはトラブルシューティング目的のみで使用してくだ
さい。

-F

この仮想マシンがブート時に検出する vCPU の数を指定します。 指定しない
場合は、デフォルトは 1 になります。 仮想マシンに割り当て可能な vCPU
の最大数は、VM ホストシステム上の物理プロセッサ数です。

-c number_vcpus

この仮想マシンで使用可能なメモリ容量を指定します。 容量は amountM
(MB の場合) または amountG (GB の場合) のいずれかで指定します。

-r amount

クローン作成されたゲストが元のゲストと同じ仮想 LAN(VLAN) ポートを共
有する必要があることを指定します。 デフォルトでは、hpvmclone コマン
ドは、クローン操作のソースであるゲストに割り当てられたものと異なる
VLAN ポートを割り当てます。仮想マシン上での VLAN の使用方法について
の詳細は、8.4 項 (138 ページ) を参照してください。

-S amount

グループ権限を指定します。指定した管理レベル (admin または oper) が、
指定したユーザーグループに適用されます。

-g group[:{admin|oper}]
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表 3-6 hpvmclone コマンドのオプション (続き)

説明オプション

ユーザー権限を指定します。 指定した管理レベル (admin または oper)
が、指定したユーザーグループに適用されます。

-u user[:{admin|oper}]

ゲストに関連付けられた以下の動的メモリー設定の値を指定します。

• dynamic_memory_control

• ram_dyn_type

• ram_dyn_min

• ram_dyn_max

• ram_dyn_target_start

動的メモリーについての詳細は、9.6 項 (153 ページ) を参照してください。
新しい仮想マシンのシリアル番号を指定するには、serial_number={new
| same} と入力します。

新しい仮想マシンのシリアル番号を指定するには、serial_number={new
| same と入力します。

-x keyword=parameter

たとえば、compass1 という名前の仮想マシンをクローン作成して、clone1 という名前の
新しい仮想マシンを作成するには、以下のコマンドを入力します。 最初に VM ホストのゲス
トの現行ステータスを表示します。

# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
compass1 2 HPUX On (OS) 1 1 1 2 GB 0
compass2 3 UNKNOWN Off 1 1 1 1 GB 0
compass3 4 HPUX Off 1 1 1 2 GB 0

以下のコマンドを入力して、compass2 のクローンを作成できます。 新しい仮想マシンの名
前は、clone1 になります。
# hpvmclone -P compass1 -N clone1

コマンドの結果を表示するには、hpvmstatus コマンドをもう 1 度入力します。
# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
compass1 2 HPUX On (OS) 1 1 1 2 GB 0
compass2 3 UNKNOWN Off 1 1 1 1 GB 0
compass3 4 HPUX Off 1 1 1 2 GB 0
clone1 5 UNKNOWN Off 1 1 1 2 GB 0

hpvmclone コマンドは、既存の仮想マシンとその構成情報のコピーを作成します。 このコ
マンドは、既存のゲストの構成ファイルをコピーします。 ゲストに関連付けられている実際
のデータとソフトウェアはコピーしません。 clone_vm_name は、同じ VM ホスト上にすで
に存在しているものではないようにする必要があります。

新しい仮想マシンの構成情報は、コマンドオプションを使用して元の構成ファイルから変更
することができます。 オプションが指定されていない場合は、元のパラメータがすべて保持
されます。 この場合、元の仮想マシンとクローン仮想マシンが同時にブートされた場合に、
リソース競合が発生します。
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リソースを確認して、仮想マシンがサーバーで単独で起動可能かどうかを決定します。 問題
はすべて、WARNINGS として報告されます。 これらの警告により、新しい仮想マシンの作
成が中止されることはありません。 ただし、これらの条件により、ゲストが起動できなくな
ります。

バッキングストレージデバイス (たとえば、ディレクトリやファイルなど) は共有できないた
め、同時に実行している 2 つのゲストからは使用できません。 この場合、異なるバッキング
ストアを入力するか、または 1 度に実行するゲストを 1 つだけにする必要があります。詳細
は、第7章 「仮想記憶装置の作成」を参照してください。
-b オプションを使用して、クローン作成プロセスで物理的に複製される記憶装置を指定しま
す。 この機能により、ユーザーは任意の数の記憶装置を指定でき、またすべての使用可能な
物理デバイスの種類 (disk、lv、および file) がサポートされます。
以下の例は、linux1 という名前の既存のゲストに基づいて、linux2 という名前の新しい
Linux ゲストを作成する hpvmclone コマンドの使用方法を示します。 ブートディスクが指定
されます。

# hpvmclone -P linux1 -N linux2 -b disk:scsi:0,0,0:disk:

新しい仮想マシンの動作中に別の仮想マシンが同時に動作している保証はないので、以下の
コマンドを使用してデバイスの依存関係を確認します。

# hpvmdevmgmt -l entry_name

hpvmdevmgmt コマンド、およびゲストデバイス管理データベースの詳細については、第7章
(93 ページ) を参照してください。

3.6 仮想マシンの停止
実行中の仮想マシンを停止するには、hpvmstop コマンドを使用します。 このコマンドは確
認する必要があります。表 3-7は、hpvmstop コマンドのオプションについて説明したもので
す。

表 3-7 hpvmstop コマンドのオプション

説明オプション

仮想マシンの名前を指定します。-P vm-name

仮想マシンの番号を指定します。 仮想マシンの番号を表示するには、
hpvmstatus コマンドを入力します。

-p vm_number

実行中のすべての仮想マシンを指定します。 -F オプションも指定する必
要があります。

-a

電源異常に似た仮想マシンのハードウェア的な停止を実行します。-h

仮想マシンを正常に停止します。 これがデフォルトの設定です。-g

確認要求をしないで、強制的にコマンドを実行します。-F

コマンドの確認を求めずに操作を実行します。-Q

スクリプトで実行される一部の動作を簡素化します (クワイエットモード)。-q

たとえば、次のコマンドは compass1 という名前の仮想マシンを停止します。 hpvmstatus
コマンドによって、仮想マシンが Off であることが示されます。

54 仮想マシンの作成



# hpvmstop -P compass1
hpvmstop: Stop the virtual machine 'compass1'? [n/y]: y

# hpvmstatus

[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX Off 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS On (OS) 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS Off 1 3 1 2 GB 0
compass1 12 UNKNOWN Off 1 0 0 2 GB 0

このコマンドのデフォルトアクション (Enter キーを押した場合) では、コマンドの操作を実
行しません。 操作を継続するには、y を入力します。
確認を求めずにコマンドを入力する (たとえば、スクリプトなど) には、以下のコマンドを入
力します。

# hpvmstop -P compass1 -Q
#

VM ホスト上で実行中の 3 つの仮想マシンをすべてすみやかにシャットダウンするには、以
下のコマンドを入力します。

# hpvmstop -a -F
Stopping virtual machine compass1
Stopping virtual machine compass2
Stopping virtual machine compass3

また、hpvmconsole コマンドを使用して、仮想マシンを強制停止することもできます。 た
だし、ゲストオペレーティングシステムをインストールした後は、ゲストの標準的なオペレー
ティングシステムのコマンドおよび手順を使用して、停止する必要があります。

注記: Integrity VM を停止する前に、必ず-g オプションを指定して hpvmstop コマンドを
実行し、ゲストを安全に停止してください。差し迫った電源障害の危険があることをゲスト
オペレーティングシステムに通知することで、クリーンアップ作業を実行する時間が得られ
ます。 ゲストのシャットダウンの動作はさまざまであるため、仮想マシンの停止はその仮想
マシンのネイティブオペレーティングシステムのコマンドを使用することをお勧めします。

3.7 仮想マシンの削除
仮想マシンを VM ホストから削除するには、hpvmremove コマンドを使用します。 デフォル
トでは、このアクションは確認する必要があります。表 3-8では、hpvmremove コマンドの
オプションについて説明しています。

表 3-8 hpvmremove コマンドのオプション

説明オプション

仮想マシンの名前を指定します。-P または -p オプショ
ンのいずれかを含める必要があります。

-P vm-name

仮想マシンの番号を指定します。 仮想マシンの番号を表
示するには、hpvmstatus コマンドを入力します。

-p vm_number
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表 3-8 hpvmremove コマンドのオプション (続き)

説明オプション

エラーの有無にかかわらず、強制的にコマンドを実行し
ます。

-F

ユーザーによる入力の確認を求めずにコマンドを実行し
ます。

-Q

たとえば、次のコマンドは compass1 という名前の仮想マシンを削除します。 後続の
hpvmstatus コマンドによって、compass1 がなくなったことが示されます。
# hpvmremove -P compass1
hpvmremove: Remove the virtual machine 'compass1'? [n/y]: y
# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX Off 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS On (OS) 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS Off 1 3 1 2 GB 0

このコマンドのデフォルトアクション (Enter キーを押した場合) では、コマンドのアクショ
ンを実行しません。 アクションを実行するには、y を入力します。
このコマンドによって、compass1 およびそのすべての構成ファイルが削除され、ゲストに
割り当てられていたリソースは VM ホストの使用可能なリソースプールに戻されます (VM ホ
スト記憶装置上のゲストオペレーティングシステムおよびアプリケーションデータは、影響
を受けません)。
ユーザーの確認を求めずにゲストを削除する (たとえば、スクリプトなど) には、以下のコマ
ンドを入力します。

# hpvmremove -P compass1 -Q

3.8 仮想マシン作成に関する問題のトラブルシューティング
仮想マシンの作成に関して問題が発生した場合、サポートチャンネルを通じて問題をレポー
トしてください。 問題をレポートするための情報収集についての詳細は、第12章 (201 ページ)
を参照してください。

次のセクションで、仮想マシンの作成中に発生しうる問題について説明します。

3.8.1 仮想マシンの起動に関する構成エラー
仮想マシンを起動するとき、次のメッセージが表示されます。

Configuration error: Device does not show up in guest

この種類の問題が発生した場合、以下を行います。

1. ファイルのバッキングストアのパス名が正しいこと、および物理記憶装置がマウントさ
れていることを確認してください。

2. 物理記憶装置のサイズが、512 バイト (ディスクデバイスの場合) または 2048 バイト
(DVD デバイスの場合) で割り切れる数であることを確認してください。

3. hpvmmodify コマンドを使用して仮想マシンを変更します。
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第4章 HP-UX のゲストの作成
HP-UX のゲストを作成するには、HP-UX オペレーティングシステムを仮想マシンにインストー
ルします。 HP-UX のゲストオペレーティングシステムをインストールするには、次のセクショ
ンの手順に従います。

• 「HP-UX のゲストオペレーティングシステムのインストール」 (57 ページ)

• 「HP-UX ゲスト管理ソフトウェアのインストール」 (60 ページ)

• 「HP-UX のゲスト作成のトラブルシューティング」 (61 ページ)

4.1 HP-UX のゲストオペレーティングシステムのインストール
以下のバージョンの HP-UX を仮想マシンにインストールできます。

• HP-UX 11i V2 (2005 年 5 月) 以降

• HP-UX 11i V3

HP-UX オペレーティングシステムを仮想マシンにインストールするには、次の手順に従いま
す。

1. hpvmstart コマンドを使用して、VM ホストの管理者アカウントで仮想マシンを起動し
ます。 たとえば、compass1 という仮想マシンを起動するには、次のコマンドを入力し
ます。hpvmstatus コマンドによって、仮想マシンが起動されたことが示されます。
# hpvmstart -P compass1
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Initializing System Event Log
Initializing Forward Progress Log
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 2
Allocating guest memory: 2048MB
allocating low RAM (0-40000000, 2048MB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/8ba249f2-3399-11db-aacc-00306ef392e0
/vmm_config.next): Allocated 1073741824 bytes at 0x6000000100000000

locking memory: 0-40000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/8ba249f2-3399-11db-aacc-00306ef392e0
/vmm_config.next): Allocated 86016 bytes at 0x6000000140000000

locked SAL RAM: 00000000ffaa0000 (4KB)
locked ESI RAM: 00000000ffaa1000 (4KB)
locked PAL RAM: 00000000ffaa4000 (4KB)
locked Min Save State: 00000000ffaa5000 (1KB)

RAM alignment: 40000000
Memory base low : 6000000100000000
Memory base FW : 6000000140000000
Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62C000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'compass1'

# hpvmstatus

[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
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==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX Off 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS On (OS) 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS Off 1 3 1 2 GB 0
compass1 12 UNKNOWN On (EFI) 1 0 0 2 GB 0

2. ゲストを仮想コンソールからブートするには、次のコマンドを入力します。

# hpvmconsole -P compass1
vMP MAIN MENU

CO: Console
CM: Command Menu
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
VM: Virtual Machine Menu
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection

[compass1] vMP>

hpvmconsole コマンドで仮想マシンのコンソールが開きます。 仮想コンソールから
は、仮想マシンをあたかも物理 Integrity サーバーであるかのように制御できます。

3. 仮想マシンのプロンプトに応答して、co コマンドを入力します。
[compass1] vMP> co

EFI Boot Manager ver 1.10 [14.62] [Build: Fri Aug 4 11:37:36 2007]

Please select a boot option

EFI Shell [Built-in]
Boot option maintenance menu

Use ^ and v to change option(s). Use Enter to select an option

4. [Boot option maintenance menu] を選択します。
EFI Boot Maintenance Manager ver 1.10 [14.62]
Main Menu. Select an Operation

Boot from a File
Add a Boot Option
Delete Boot Option(s)
Change Boot Order

Manage BootNext setting
Set Auto Boot TimeOut

Select Active Console Output Devices
Select Active Console Input Devices
Select Active Standard Error Devices
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Cold Reset
Exit

5. [Add a Boot Option] を選択します。
EFI Boot Maintenance Manager ver 1.10 [14.62]

Add a Boot Option. Select a Volume

Removable Media Boot [Acpi(PNP0604,0)]
Load File [Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Mac(763AE48F393F)]
Load File [EFI Shell [Built-in]]
Legacy Boot
Exit

仮想 DVD からインストールするには、Removable Media Boot を選択します。
Ignite-UX サーバーからインストールするには、MAC アドレスとともにエントリーを選
択します。 例:

Device Path Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Mac(763AE48F393F)

Enter New Description: lan0boot
New BootOption Data. ASCII/Unicode strings only, with max of 240 characters
Enter BootOption Data Type [A-Ascii U-Unicode N-No BootOption] : N

Save changes to NVRAM [Y-Yes N-No]: Y

6. [EFI Boot Maintenance Management] 画面を終了し、[EFI Boot Manager] 画面に戻ります。
仮想マシンの MAC アドレスで示す、新しいブートエントリーからブートします。
EFI Boot Maintenance Manager ver 1.10 [14.62]

Add a Boot Option. Select a Volume

Removable Media Boot [Acpi(PNP0604,0)]
Load File [Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Mac(763AE48F393F)]
Load File [EFI Shell [Built-in]]
Legacy Boot
Exit

インストールプロセスは、仮想マシンが Integrity サーバーであるかのように継続します。

基本的なインストールプロセスが完了すると、ソフトウェアが配布媒体からゲストのディス
クへコピーされます。次に、オペレーティングシステムがリブートされます。 このリブート
が失敗したら、以下の手順に従って再起動します。

1. 仮想マシンのコンソールプロンプトで co コマンドを入力して、EFI シェルに入ります。
[compass1] vMP> CO

(Use Ctrl-B to return to vMP main menu.)

- - - - - - - - - - Prior Console Output - - - - - - - - - -
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Shell>

2. fs0:と入力します。

Shell> fs0:

3. hpux と入力します。
fs0\> hpux

ゲストが fs0 からブートされます。
オペレーティングシステムのゲストへのインストールに DVD を使用した場合には、以下の手
順で仮想 DVD を削除します。
1. 次のコマンドを入力して、バス、デバイス、ターゲット ID を確認します。

# hpvmstatus -P compass1

2. 次のコマンドを入力して仮想 DVD を削除します (0,0,0 を正しい PCI バス、スロット、
およびターゲット番号で置換します):
# hpvmmodify -P compass1 -d dvd:scsi:0,0,0

3. 必要に応じて、ゲストを再起動してゲスト構成から DVD を削除します。

注記: ゲストのインストール処理中に、AVIO バンドルがインストールされていないという
警告メッセージが表示されることがありますが、 インストールは継続し、正常に完了します。
AVIO バンドルはオプション (任意選択) で、デフォルトでインストールされます。 インストー
ルを行わず、Integrity VM バンドル T2767AC でインストールする場合は、HP-UX 11i v2 0712
メディアにアクセスし、バンドル GuestAVIOStor および GuestAvioLan を探して HP-UX ゲス
トにインストールしてください。

AVIO バンドルをインストールした後で、AVIO を使用するようにゲスト構成をアップグレー
ドしてください。

4.2 HP-UX ゲスト管理ソフトウェアのインストール
HP-UX オペレーティングシステムを仮想マシンにインストールした後、Integrity VM ゲスト管
理ソフトウェアをインストールします。 ゲスト管理ソフトウェアには以下のものがあります。

• 仮想マシンの動作を最適化するためのオペレーティングシステムのパッチ。

• hpvmcollect および hpvminfo を含む Integrity VM 管理ツール

• VM Manager を使用してゲストを管理することが可能な VM Provider。

ゲスト管理ソフトウェアを HP-UX ゲストにインストールするには、適切なバージョンの HP-UX
を選択します。

• 11iv2 は HP-UX 11.23 を示します。
HP-UX 11.23 ゲストでは、ゲストデポファイルは以下のとおりです。
/opt/hpvm/guest-images/hpux/11iv2/hpvm_guest_depot.11iv2.sd

• 11iv3 は HP-UX 11.31 を示します。
HP-UX 11.31 ゲストでは、ゲストデポファイルは以下のとおりです。
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/opt/hpvm/guest-images/hpux/11iv3/hpvm_guest_depot.11iv3.sd

ゲスト管理ソフトウェアのインストールの完全な手順は、/opt/hpvm/guest-images/hpux
ディレクトリの README.txt を参照してください。
HP-UX ゲストは、ゲスト管理ソフトウェアのインストールプロセスの一部としてリブートし
ます。

4.3 HP-UX のゲスト作成のトラブルシューティング
次のセクションでは、HP-UX のゲストのインストール中に発生することがある問題について
説明します。

4.3.1 EFI シェルでのゲストのハングアップ
ゲスト起動時にゲストが EFI 内でハングアップし、次のメッセージが表示されます。

Shell> \efi\hpux\hpux

'\efi\hpux\hpux' not found
Exit status code: Invalid Parameter

ゲストオペレーティングシステムのインストール時に、EFI のブートパラメータが正しくセッ
トアップされなかった可能性があります。 ブート元の正しい EFI パーティションを選択しま
す。 例:
Shell> fs3:
fs3:\> hpux

指定したパーティションからインストールが続行されます。
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第5章Windows ゲストの作成
HP Integrity Windows 2003 を仮想マシンにインストールできます。 これらの Windows ゲス
トは、VM ホスト管理者または Windows システム管理者によって、個別の Integrity サーバー
または nPartition で実行中の Windows サーバーと同様に管理できます。 この章では、以下に
ついて説明します。

• 「Windows ゲスト要件」 (63 ページ)

• 「Windows ゲストのインストール」 (64 ページ)

• 「Windows ゲストの管理」 (74 ページ)

• 「Windows ゲストインストールのトラブルシューティング」 (78 ページ)

5.1 Windows ゲスト要件
仮想マシンで Windows を実行するには、仮想マシンに次のものをインストールする必要があ
ります。

• HP Integrity Windows 2003 ソフトウェアメディア (Service Pack 1 または Service Pack
2)。 Certificate of Authenticity の下部セクションに、プロダクトキーがあるか確認してく
ださい。

• Integrity VM Windows ゲスト管理ソフトウェア。

• (オプション)HP Integrity Virtual Machines Manager (VM Manager) および HP Virtual Server
Environment (VSE) からの管理の場合、Windows Smart Setup Media (SSM) のプロバイダ
ユーティリティが利用できます。

以下の手順では、HP Integrity Virtual Machines A.02.00 またはそれ以降が VM ホストシステ
ムにインストール済みであると仮定しています。

Windows オペレーティングシステムを仮想マシンにインストールするには、ゲストのブート
ディスクとして使用できる物理バッキング ストレージユニットを選択します。 HP は、ディ
スク全体で最低 34GB のものを使用することをお勧めします。 論理ボリュームおよびファイ
ルバッキングストアでは、ディスク全体ほどの性能が出せません。 デバイスファイル名を確
定するには、次のコマンドを入力します。

# ioscan -funC disk

インストールの準備として、次のことを実行します。

• ホストの物理 CD/DVD からインストールする場合、ioscan 出力で物理 CD/DVD を検
出します。 インストール手順を開始する前に仮想ディスクのデータを消去することをお
勧めします。

• ホスト上の ISO ファイルからインストールする場合、そのファイルへの完全パス名を特
定します。

バッキングストレージ用にファイルを使用する場合、hpvmdevmgmt ユーティリティに
-S オプションをつけてファイルを作成します。 ユーティリティはファイルが作成され
るとき、ファイルを自動的にクリーンアップします。

インストール手順では、仮想ディスクを自動的に再パーティショニングします。
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5.2 Windows ゲストのインストール
Windows ゲストオペレーティングシステムをインストールするには、以下の手順に従いま
す。

1. Windows ゲストを作成します。 以下の例では、仮想マシン名 (ゲスト名) は win1 です。
# hpvmcreate -P win1 -O windows -c 1 -r 2G \
-a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c3t2d0 \
-a dvd:scsi::disk:/dev/rdsk/c0t0d0 \
-a network:lan::vswitch:switch1

hpvmcreate コマンドにより、/var/opt/hpvm/guests/win1/ディレクトリとその
ディレクトリ内にゲスト構成が作成されます。

2. 仮想マシンをブートして EFI メニューを表示し、以下のコマンドを入力して仮想コンソー
ルを操作できるようにします。

# hpvmconsole -P win1 -fi -c "pc -on"
vMP MAIN MENU

CO: Console
CM: Command Menu
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
VM: Virtual Machine Menu
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection

[guest1] vMP> pc -on

System will be powered on.

-> System is being powered on.

Please wait for the guest start sequence to complete. Use of the attention
character can prevent the guest from running.
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 1
Allocating guest memory: 2048MB
allocating low RAM (0-80000000, 2048MB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/682da886-06b2-11db-a3aa-00306e4a931c
/vmm_config.current):
Allocated 2147483648 bytes at 0x6000000100000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/682da886-06b2-11db-a3aa-00306e4a931c
/vmm_config.current):
Allocated 86016 bytes at 0x6000000180000000

Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62A000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'win1'

-> Command successful.
[guest1] vMP> CO

(Use Ctrl-B to return to vMP main menu.)
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Loading device drivers

EFI Boot Manager ver 1.10 [14.62] [Build: Thu Jun 8 12:30:44 2007]

Please select a boot option
EFI Shell [Built-in]
Boot option maintenance menu
Use ^ and v to change option(s). Use Enter to select an option
Boot option maintenance menu

3. スタートアップ時点では通常、EFI シェルが自動的に選択されています。 選択されてい
ない場合、メニューから [EFI Shell [Built-in]] を選択します。
Loading.: EFI Shell [Built-in]
EFI Shell version 1.10 [14.62]
Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)
blk2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)

Shell>

4. ファイルシステムの名前を入力して、CDROM ファイルシステム (EFI 出力にリストされ
ている) に接続します。 例:
EFI Shell> fs0:

5. ls コマンドを入力して、正しいデバイスに接続されていることを確認します
(setupldr.efi ファイルを探します)。
Fs0: ls

EFI の準備が完了したため、Windows® オペレーティングシステムをインストールできます。
オペレーティングシステムのインストール手順は、インストール元となるメディアの種類に
依存します。

• Windows オペレーティングシステムを再インストールキット (OPK) からインストールす
る場合、5.2.1 項 (65 ページ) の説明に従ってください。

• Microsoft のメディアからインストールする場合、5.2.2 項 (69 ページ) の指示に従って
ください。

5.2.1 HP の再インストール (OPK) メディアからのインストール
1. 次のコマンドを入力して、オペレーティングシステムローダーを起動します。

fs0:\> setupldr

インストールスクリプトを実行します。 SAC> プロンプトが表示されます。 EVENT メッ
セージで cmd コマンドが利用できることが表示されたら、cmd と入力して Enter キーを
押します。

Starting BUILD ENT20K.US HP Re-install Environment. Please wait...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...
.
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.

.
SAC>
EVENT: The CMD command is now available.
SAC>cmd
The Command Prompt session was successfully launched.
SAC>

2. 以下のプロンプトに応答して、Esc キーと Tab キーを同時に押します。 次に Enter キー
を押して新しいコマンドチャネルに変更します。

Press <esc> <tab> for next channel.
Press 0 to return to the SAC channel.
Use any other key to view this channel.

X:\ia64\system32>

3. コマンドプロンプトに txtrestore と入力して Enter キーを押します。
X:\ia64\system32> txtrestore
This is txtrestore.cmd Batch file

Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
You are about to install Windows Server on the following drive:
Drive 0: HP Virtual Disk SCSI Disk Device (36GB) Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0 H
Attached to SCSI Controller In Embedded Slot (PCI bus 0, device 0, function 0)
Drive Layout: Partition table style is MBR
Signature = 0C9C0C9C
WARNING: If you continue with the installation, all data, including
partition table information, on the above drive will be erased
and permanently lost.

Continue with installation (Y/N)? y

指定したデバイスを使用して続行するには、y を入力します。 異なるデバイスを使用す
るには、n を入力します。

4. 続行すると、以下の情報が表示されます。

Target drives set to default.

TARGETHDD=0
TARGETPQI=1
ImageDrive=X:
ImagePath=\Images
ScriptDrive=X:
ScriptPath=\IA64\ADDINS
Support=X:\Supp
IVPQET2373ALABA.PQI

=================================================================
Note: <Ctrl/C> Will always exit.
========================== TASK MENU ============================

A - 16GB Drive Partition Size.
B - 33GB Drive Partition size.
C - Full Drive size.
Q - Exit to console.

=================================================================
Select a task by typing a letter A, B, C or Q and then press enter:
WARNING, SELECTING A, B OR C WILL ERASE THE DATA ON BOOT DRIVE.
Input : c
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リストで選択した項目を入力して、Enter キーを押します。 HP は C を指定することを
推奨します。

以下のプロンプトに応答して、y を入力します。
WARNING, This could potentially wipe out important data!
Recommended: Only the boot controller and hard drive be installed.
Target Drive selected: Drive0
Target Partition Size Selected: Full Drive size
Input [Y/N] : y

5. ファイルをハードドライブにコピーしている間は、システムの電源をオフにしないでく
ださい。 復元プロセスでは、99% 完了の表示が長く出ます。 プロセスが正常に終了し
たら、次のメッセージが表示されます。 Exit と入力してシステムをリブートしてくだ
さい。

Re-install Total Time: 23 minutes
Re-Install Finished [OK].

To restart the system...
Type [exit] to exit from command console.
At the SAC console, type [restart].

X:\IMAGES> exit
The Command Console session is exiting.

エラーメッセージが表示された場合、エラーの原因となる問題を解決して、プロセスを
再起動してください。

以下のプロンプトで Esc+ Tab キーを押して、SAC プロンプトを表示します。
SAC プロンプトに応答して Enter キーを押して、システムを再起動してください。
Press <esc> <tab> for next channel.
Press 0 to return to the SAC channel.
Use any other key to view this channel.

SAC> Enter

6. 仮想マシンが再起動します。 ブートオプションを求められたら、Enter キーを押して
[Windows Server 2003] オプションを確定します。
The SAC will become unavailable soon. The computer is shutting down.

SAC>

*** VM restarting ***

Scsi(Pun1,Lun0) HP Virtual FileDVD 0.04
Scsi(Pun1,Lun0) HP Virtual FileDVD 0.04 ( 80 MBytes/sec)

EFI version 1.10 [14.62] Build flags: Running on Intel(R) Itanium Processor EFI_DEBUG
EFI IA-64 SDV/FDK (BIOS CallBacks) [Thu Jun 8 12:30:44 2007] - HP
Cache Enabled. This image MainEntry is at address 0000000000102000
FPSWA.EFI preload successful.
FPSWA.EFI start successful.

Loading device drivers

EFI Boot Manager ver 1.10 [14.62] [Build: Thu Jun 8 12:30:44 2007]

Please select a boot option
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Windows Server 2003, Enterprise
EFI Shell [Built-in]
Boot option maintenance menu
Use ^ and v to change option(s). Use Enter to select an option
Default boot selection will be booted in 30 seconds

Starting: Windows Server 2003, Enterprise
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Starting Windows...

7. Windows SAC> プロンプトに EVENT:と表示されたら、CMD コマンドが利用できます。
Esc キーと Tab キーを同時に押してから Enter キーを押すと、以下のコマンドプロンプ
トが表示されます。

Computer is booting,
SAC started and initialized.
Use the "ch -?" command for information about using channels.
Use the "?" command for general help.
SAC>...
EVENT: A new channel has been created. Use "ch -?" for channel help.
Channel: Unattended Setup Channel
SAC>
EVENT: The CMD command is now available.
SAC>
SAC>
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, STANDARD EDITION WITH SERVICE PACK 2

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, ENTERPRISE EDITION WITH SERVICE PACK 2

IMPORTANT-READ CAREFULLY: This end user license agreement ('EULA') is a legal

agreement between you (either an individual or a single legal entity) and the

manufacturer ('Manufacturer') of the computer system ('Server') with which you
acquired the Press F8 to accept or ESC to decline the EULA.
Press PAGE DOWN for next page.

EULA を受諾するには、Esc キーを押してから 8 を押します。これによって、F8 ファン
クションキーがエミュレートされます。

8. 以下のプロンプトに応答して、プロダクトキー (ダッシュも含む) を入力します。
Type the Product Key below in the form
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Product ID: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

(25 文字のプロダクトキーは、Certificate of Authenticity の下部セクションに表示されま
す。)

9. 次のプロンプトで、管理者パスワードを入力して Enter キーを押します。
Enter the password that will be used for the Administrator
Account on this machine. This password must not be blank.
Administrator Password:*******

Please re-enter the Administrator password.
Password Confirmation:*******

Setup will now proceed in an automated fashion.
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10. Esc+Tab キーを使用すると、インストールスクリプトを実行する画面が表示されるまで
画面が順次切り替わります。 システムはブートによって Windows オペレーティングシ
ステムになります。

SAC> プロンプトに戻るには、Esc+Tab キーを使用します。

11. i コマンドを SAC> プロンプトに入力して、ゲストの IP アドレスを取得します。
PC でリモートデスクトップ接続を使用してその IP アドレスに接続し、管理者としてロ
グインします。 Support Pack のインストールが完了します。
Computer is booting, SAC started and initialized.
Use the "ch -?" command for information about using channels.
Use the "?" command for general help.
SAC>...
EVENT: The CMD command is now available.
SAC>i
Net: 2, Ip=1.2.3.4 Subnet=255.255.248.0 Gateway=16.116.0.1
SAC>

注記: システムで System model could not be verified と表示された場合、
このダイアログを黙認します。 確認を要求されたら、No を選択して、仮想マシンをリ
ブートします。

12. Windows コントロール パネルで、プラットフォームのユーザーガイドにある初期シス
テムセットアップの指示に従ってください。 例:
a. [コントロール パネル]-> [システム](コンピュータ名の設定)
b. [コントロール パネル]-> [システム]-> [詳細設定]-> [仮想メモリ]

13. 仮想マシンをリブートします。

5.2.2 Windows メディアからのインストール
Windows Enterprise オペレーティングシステムを Windows メディアからインストールするに
は、以下の手順に従います。

1. 第3章 (35 ページ) で説明したように、仮想 DVD を仮想マシンに割り当てます。
2. 仮想マシンをブートして EFI メニューを表示し、以下のコマンドを入力して仮想コンソー

ルを操作できるようにします。

# hpvmconsole -P win1 -i -c "pc -on"
vMP MAIN MENU

CO: Console
CM: Command Menu
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
VM: Virtual Machine Menu
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection

[compass1] vMP> pc -on
Please wait for the guest start sequence to complete. Use of the attention
character can prevent the guest from running.
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 1
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Allocating guest memory: 2048MB
allocating low RAM (0-80000000, 2048MB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/682da886-06b2-11db-a3aa-00306e4a931c
/vmm_config.current):
Allocated 2147483648 bytes at 0x6000000100000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids/682da886-06b2-11db-a3aa-00306e4a931c
/vmm_config.current):
Allocated 86016 bytes at 0x6000000180000000

Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62A000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'win1'

-> Command successful.
[guest1] vMP>

3. EFI シェルで map コマンドを入力します。
Shell> map

Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)
blk2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)

Shell>

4. DVD のファイルシステムエントリーを入力します。 例:
Shell> fs0:

Fs0:

5. setupldr コマンドを入力します。

Fs0:> setupldr

[Windows Setup Begins...] 画面が表示されます。 ステータスバーに以下が表示されま
す。

Setup is loading files (Windows Executive)...

6. 次のページで Enter を押して続行します。
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7. Express Setup または Custom Setup のいずれを使用するか選択を要求された場合、Express
Setup を選択します。 Custom Setup は機能が仮想マシンで未対応のため、選択しないで
ください。

8. 管理者パスワードを入力および確認します。

9. Esc+8 キーを押して F8 をエミュレートして、Windows ライセンスを承諾します。
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10. Windows をインストールするパーティションを選択します。

インストール先のディスクが5.2 項 (64 ページ) での説明のようにクリーンアップされた
場合、2 つのパーティション (EFI および Reserved) が自動的に作成されます。 ディスク
の残りの部分は非パーティションスペースです。 下向きの矢印を使用して、非パーティ
ションスペースを選択します。 C を入力して、新しいパーティションを作成します。
この手順の準備段階でディスクがクリーンアップされていなかった場合、現在のパーティ
ションの一覧が表示されます。下向きの矢印を使用して、既存の NTFS パーティション
を選択してください。 D を入力して削除、L を入力して確認し Enter キーを押してくだ
さい。 C を入力して、新しいパーティションを作成します。

11. Windows のインストール先となる新規 (raw) パーティションを選択します。
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NTFS パーティションを選択します。 NTFS パーティションがないときは、フォーマット
してこれを 1 つ作成します。 パーティションがフォーマットされてファイルがコピーさ
れると、システムはリブートします。

12. Windows のインストールを開始します。SAC> プロンプトに応答して、Esc+Tab キー
を押します。

SAC>...ESC-Tab
Setup is being restarted.................
EVENT: A new channel has been created.
Use "ch -?" for channel help.
Channel: Unattended Setup Channel
SAC> EVENT: The CMD command is now available

次のメッセージが表示されます。

Name: Unattended Setup Channel Description:
.
.
.
Press ESC-Tab for next channel.
Press 0 to return to the SAC channel.
Use any other key to view this channel.

Enter キーを押すと、Unattended Setup Channel を確定します。

13. 以下のプロンプトに応答して、25 文字のプロダクトキーを入力します。
Product ID:
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

セットアップは自動的に進行します。 インストールをモニターするには、Esc+Tab キー
を入力します。

セットアッププロセスは完了するまで数分かかることがあります。

14. Windows オペレーティングシステムがインストールされると、Windows はリブートし
て、SAC> プロンプトを表示します。
SAC> EVENT: The CMD command is now available.

15. デフォルトでは、マシン名が一時的な名前にセットされ、ネットワークは DHCP にデ
フォルト設定されます。 この情報を確認するには、SAC> プロンプトに応答して id お
よび i コマンドを入力します。
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5.3 Windows ゲストの管理
Windows リモートデスクトップを使用して Windows ゲストを管理します。

管理者としてログインして、以前 SAC> プロンプトに入力したのと同じネットワーキング情
報を使用して Windows TCP/IP を構成します。 Windows の [管理とモニタ ツール] で SNMP
をインストールして、これを構成します。 SNMP は HP Systems Insight Manager (SIM) に必要
なもので、Virtual Server Environment (VSE) を提供します。
HP Integrity Support Pack for Windows は、VSE を使用して Windows ゲストを管理するのに
必要なコンポーネントを提供します。コンポーネントとしては次のものがあります。

• HP SIM 用エージェント

• VSE 用プロバイダ

• Integrity VM 用の基本 Windows アップデート

• System Management Homepage (SMH)

SSM メディアをインストールするには、最初にこれを仮想 DVD に挿入する必要があります。
仮想 DVD が物理 DVD にマッピングされたら、SSM メディアディスクを VM ホスト上の物理
DVD ドライブに物理的に挿入する必要があります。
仮想 DVD を ISO ファイル (たとえば Windows インストールメディアなど) にマッピングした
場合、現在のメディアを仮想的に取り出して、SSM を仮想的に挿入します。 これを行うに
は、SSM を含む ISO ファイルにマッピングされるよう仮想 DVD を変更します。
たとえば、次の hpvmstatus コマンドにより、Windows ゲスト vmwin0 上の仮想 DVD が
表示されます。
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# hpvmstatus -P vmwin0 |grep scsi
disk scsi 0 0 0 0 0 file /hpvm/VHD/vmwin0/vhd0
dvd scsi 0 0 0 1 0 file /ISO/MS_Ent_Ed_wSP1.iso

仮想 DVD を変更するには、hpvmmodify コマンドを使用して、既存 DVD の仮想バス、デバ
イス、およびターゲット値を使用する必要があります。 たとえば hpvmstatus の例で、仮
想バス、デバイス、およびターゲットはそれぞれ 0、0、および 1 です。 これに対応する
hpvmmodify コマンドは、次のようになります。
# hpvmmodify -P vmwin0 -m dvd:scsi:0,0,1:file:/ISO/SmartSetup.iso

SSM は仮想 DVD 内にあるため、Windows エクスプローラの [マイ コンピュータ] に表示さ
れます。 エクスプローラ ウィンドウで DVD を開き、そこから start.html ファイルを開き
ます。このファイルには、SSM のインストールをガイドする情報があります。 詳細は『 Smart
Setup ガイド: Microsoft Windows Server 2003、HP Integrity サーバ』を参照してください。
Smart Setup をインストールしたら、HP の Smart Update メディアのコンポーネントをインス
トールします。 このメディアは HP から入手できます。 SSM についての説明と同様に、Smart
Update メディアを仮想 DVD に挿入します。 Smart Update のインストールの開始方法は、
SSM の方法と同じです。 仮想 DVD を開き、start.html ファイルを開きます。 Windows
システム展開に使用する OS および Security のコンポーネント、およびその他の Smart Update
のコンポーネントをインストールします。

Virtual Server Environment (VSE) を有効化するには、Windows ファイアウォール設定を次のよ
うに変更します。

1. Windows ゲストの管理者としてコントロール パネルから Windows ファイアウォール
ユーティリティを開き、[Exceptions] タブを選択します。
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2. VSE プロバイダ用の穴をファイアウォールに開けます。 [Add Port...] を選択して、名前
に wbem-https を設定します。 ポート番号を 5989 に設定して、TCP を選択します。
例:
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これで VM Manager および SMH を使用して Windows ゲストのモニターおよび管理を行う
ことができます。 詳細は、『HP Integrity Virtual Machines Manager スタートガイド』マニュ
アルを参照してください。

Windows ゲストをシャットダウンするには、Windows システム管理の手順を使用します。
ゲストを停止する Integrity VM コマンドは Windows ソフトウェアを正しくシャットダウンせ
ず、Windows ゲストをリブートしたときに問題を招く可能性があります。

5.4 Integrity VM Windows ゲスト管理ソフトウェアのインストール
Windows ゲストオペレーティングシステムをインストールした後、Integrity VM Windows ゲ
スト管理キットを VM ホストシステムからインストールする必要があります。 Integrity VM
をインストールするとき、Windows ゲスト管理キットは /opt/hpvm/guest-images/
windows のディレクトリにロードされます。
このディレクトリには、Windows ゲスト管理ソフトウェアを Windows ゲストにインストー
ルするための手順が記載されている README.TXT ファイルがあります。
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5.5 Windows ゲストインストールのトラブルシューティング
SAC プロンプトで次のコマンドが使用できます。

• ID はホスト名とシステムのアップタイムを表示します。

• I はネットワーク情報を表示します。

• S はシステム時間と日付を表示します。

• CMD はコマンドシェルチャネルを作成します。 コマンドシェルで使用できるコマンドと
して、次のものがあります。

• TASKLIST

• NET START "TERMINAL SERVICES"

• IPCONFIG

• SAFEBOOT

5.5.1 リモートデスクトップが接続できない
Windows ゲストがインストール済みで有効であっても、リモートデスクトップに次のエラー
が表示される場合、Windows レジストリーパラメータの設定が必要な場合があります。
Unable to connect

次のレジストリーパラメータを設定します。

• fDenyTSConnections を 0 に設定します。

• TSEnabled を 1 に設定します。
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第6章 Linux ゲストの作成
Linux オペレーティングシステムを仮想マシンにインストールできます。 Linux ゲストは、VM
ホスト管理者または Linux システム管理者によって、個別の Integrity サーバーまたは nPartition
と同様に管理できます。 この章では、以下について説明します。

• 「Linux ゲストのインストール」 (79 ページ)

• 「ISO イメージからの Red Hat Enterprise Linux ゲストのインストール」 (80 ページ)

• 「ブートディスクおよびネットワークサーバーからの Red Hat Enterprise Linux ゲストの
インストール」 (85 ページ)

• 「ISO イメージからの SUSE Linux ゲストのインストール」 (88 ページ)

• 「Integrity VM Linux ゲスト管理ソフトウェアのインストール」 (91 ページ)

• 「Linux ゲストの管理」 (91 ページ)

Linux ゲストを実行するには、Red Hat Enterprise Linux V4 Update 4 または Update 5 をイン
ストールします。

6.1 Linux ゲストのインストール
Linux ゲストオペレーティングシステムをインストールするには、以下の基本的な手順に従い
ます。

1. インストール用具、およびサイト固有の必須情報を取得します。

2. 適切な仮想デバイスを使用して、仮想マシンを作成します。

3. Linux インストール (Boot) プログラムをゲスト上でブートします。
4. ブートプログラムを使用して、ゲストに Linux をインストールおよび構成します。
5. ゲストで実行中の Linux に固有のスクリプトを、インストールした Linux に追加します。
それぞれの手順は、後続のセクションで詳しく説明します。

6.1.1 Linux ゲストのインストールの準備
インストールプロセスを開始する前に、ゲストについて以下の情報を取得していることを確
認します。

• ゲストのネットワーク情報:

ゲストに割り当てられたネットワークホスト名•

• ゲストに割り当てられた IP アドレス (固定の場合)

• ネットマスク

• 1 つ以上の DNS サーバーの IP アドレス

• ゲートウェイマシンの IP アドレス

• ゲストの時間帯

• ゲストのルートパスワード
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• ネットワークサーバーを使用している場合:

サーバーのネットワーク名•

• Linux インストールツリーをエクスポートする方法 (FTP または NFS)

• インストールツリーへのディレクトリパス

• サポート対象 Linux ゲストオペレーティングシステムの ISO イメージファイル。 特定の
Linux ゲストオペレーティングシステムの要件についての詳細は、『HP Integrity Virtual
Machines リリースノート』を参照してください。

6.1.2 この手順の使用法
以下の手順では、固定 IP アドレスを持つ Linux ゲストのインストール方法について説明しま
す。DHCP による IP アドレスを使用した Linux オペレーティングシステムのセットアップに
ついての詳細は、それぞれのオペレーティングシステムの製品マニュアルを参照してくださ
い。

表 6-1は、Linux のテキストユーザーインタフェース (TUI) の移動キーについて説明していま
す。

表 6-1 Linux TUI コントロールキー

次のフィールドに移動Tab キー

前のフィールドに移動Alt キー

リストから項目を選択スペースキー

1 つの画面に収まらないリストをスクロール矢印キー

アクションを使用開始Enter キー

6.1.3 Linux ゲストのインストールメディア
Linux ゲストは、以下の種類のインストールメディアのいずれかを使用してインストールでき
ます。

• Red Hat インストール DVD のイメージ (*.iso ファイル)(推奨)(6.2 項 (80 ページ) を参
照)。

• ブートプログラムを含むブートディスクおよびパッケージを含むネットワークサーバー
(6.3 項 (85 ページ) を参照)。

それぞれの種類のメディアからのインストールの手順は、以下の項で説明します。

6.2 ISO イメージからの Red Hat Enterprise Linux ゲストのインストール
1. VM ホストシステムで、Red Hat Advanced Server 4 Update 4 (または Update 5) の *.iso

ファイルを以下のディレクトリにロードします。

/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/

以下のファイル名を使用します。

• RHEL4-U4-ia64-AS-disc1.iso

• RHEL4-U4-ia64-AS-disc2.iso
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• RHEL4-U4-ia64-AS-disc3.iso

• RHEL4-U4-ia64-AS-disc4.iso

• RHEL4-U4-ia64-AS-disc5.iso

セキュリティ上の理由から、ISO イメージは読み取り専用としてマークする必要があり
ます。

2. 1 つのディスクおよび 5 つの DVD デバイス (ISO ファイルごとに 1 つ) を使用して仮想
マシンを作成します。 オペレーティングシステムの種類を LINUX に指定し、1 つのネッ
トワーク仮想スイッチを指定します。 例:
# hpvmcreate -P linux1 -B manual -O LINUX -c 1 -r 2G \
-a dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc1.iso \
-a dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc2.iso \
-a dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc3.iso \
-a dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc4.iso \
-a dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc5.iso \
-a disk:scsi::lv:/dev/vg00/rguest1 \
-a network:lan::vswitch:switch1

すべての仮想 DVD をゲスト上に作成する場合、インストール手順の間に EJ コマンドお
よび IN コマンドを複数回入力する必要はありません。

3. VM ホストシステム上で、仮想マシンを起動します。
# hpvmstart -P linux1
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 1
Allocating guest memory: 2048MB

allocating low RAM (0-80000000, 2048MB)
/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids
/eaccd6e4-b004-11db-bd1f-00306ef4693e/vmm_config.next):
Allocated 2147483648 bytes at 0x6000000100000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids
/eaccd6e4-b004-11db-bd1f-00306ef4693e/vmm_config.next):
Allocated 86016 bytes at 0x6000000180000000

Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62E000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'linux1'

hpvmconsole コマンドを使用して、ゲストに接続します。

4. ゲストをブートします。

ゲストをブートするには、以下の 2 つの方法があります。

• EFI シェルを使用

• [File] メニューを使用

EFI シェルからブートするには:
a. EFI シェルに移動します。 例:
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fs0 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part1,Sig5D1D1134-C809-11DB-9AEB-000000000000)
fs1 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part2,Sig5DB58D88-C809-11DB-9AEB-000000000000)
fs2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)

EFI は、fs{n} として検出されたファイルシステムのあるデバイスを一覧表示しま
す。 上記の例では、fs0 および fs1 は、ディスクに存在する古いファイルシステム
で、fs2 は、ブート可能な Linux ISO イメージまたは仮想 DVD に対応して、CDROM
から認識できるファイルシステムです。

b. 最初のインストール DVD をブートします。この DVD は、以下のコマンドを入力す
ることによって、/CDROM によりデバイスマッピングテーブルに示されます。
shell > fsn:
fsn > bootia64

ここで、n は仮想 DVD に対応します。

以下の例は、fs0 からのブート方法を示しています。
# hpvmconsole -P linux1
- - - - - - - - - - Prior Console Output - - - - - - - - - -
Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)
blk2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk3 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun2,Lun0)
blk4 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun3,Lun0)
blk5 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun4,Lun0)
blk6 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun5,Lun0)

Shell> fs0:
fs0:>bootia64

[File] メニューからブートするには:
a. EFI シェルを終了します。
b. [Boot from a file] を選択します。
c. [Removable Media Boot] オプションを選択します。 Enter を押します。
ゲストがメディアからブートされます。

5. console=ttyS0 オプションを追加します。 以下のコマンドを入力します。
ELILO boot: linux console=ttyS0

注記: このオプションを追加できないと、ゲストがハングしたようになります。このと
き、ゲストはグラフィカルインストールプログラムを表示しないで実行しようとしてい
ます。この場合には、仮想マシンをリセットします。Ctrl/B キーを押して、仮想コンソー
ルに移動します。RS コマンドを入力すると、仮想マシンが再起動します。インストール
手順を再開します。

インストールプロセスが継続します。

Uncompressing Linux... done
Loading initrd initrd.img...done
Linux version 2.6.9-42.EL (bhcompile@altix2.build.redhat.com) (gcc version 3.4.6 20060404
(Red Hat 3.4.6-2)) #1 SMP Wed Jul 12 23:25:09 EDT 2006
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.
9.
.
Welcome to Red Hat Enterprise Linux

+--------------+ CD Found +--------------+
| |
| To begin testing the CD media before |
| installation press OK. |
| |
| Choose Skip to skip the media test |
| and start the installation. |
| |
| +----+ +------+ |
| | OK | | Skip | |
| +----+ +------+ |
| |
| |
+----------------------------------------+

<Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen

[CD Found] 画面で、[Skip] を選択します。

6. ブートプログラムにより、Linux をカスタマイズできる一連の画面が表示されます。表 6-2
の説明に従い、各画面に応答します (注記: これらのエントリーは一例で、必須ではあり
ません)。

表 6-2 Linux インストール画面

一般的な入力画面のタイトル

OK と入力します。Red Hat Enterprise Linux AS

言語を選択して、OK と入力します。[Language Selection]

自動パーティションを選択します。[Disk Partitioning Setup]

[Remove all partitions] を選択します。 sda ドライブを選択しま
す。 OK と入力します。

[Automatic Partitioning]

Yes と入力します。[Warning (about remove all)]

OK と入力します。[Partitioning]

ゲストの IP アドレスおよびネットマスクを入力します。 OK と入力しま
す。

[Network Configuration for eth0]

ゲートウェイ IP アドレス、および DNS サーバーの IP アドレスを少なく
とも 1 つ入力します。 OK と入力します。

[Miscellaneous Network Settings]

[manually] を選択します。 ゲストの完全ホスト名を入力します (例:
linux1.abc.com)。 OK と入力します。

[Hostname Configuration]

Customize と入力します。[Firewall]

許可するアクセスを選択して、OK と入力します。[Customize Firewall Configuration]

[Disabled] を選択して、OK と入力します。[Security Enhanced Linux]

主要言語および追加言語を選択して、OK と入力します。[Language Support]
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表 6-2 Linux インストール画面 (続き)

一般的な入力画面のタイトル

該当時間帯の都市を広範囲のスクロールリストから選択して、OK と入力
します。

[Time Zone Selection]

ゲストのルートパスワードを各エントリーに入力して、OK と入力しま
す。

[Root Password]

[Customize software selection] を選択して、OK と入力します。[Package Defaults]

下までスクロールして、[Everything] を選択して、OK と入力します。[Package Group Selection]

OK と入力します。[Installation to begin]

Continue と入力します。[Required Install Media]

進捗状況の割合の増分を 100% になるまで確認します。[Processing]

インストールプロセスを確認します。[Install Starting]

進捗状況を確認します。[Package Installation]

Reboot と入力します。[Complete]

注記: ISO イメージをインストールで使用している場合、仮想 CD イメージをマウント
したままにしておくと、後で追加ソフトウェアを簡単にインストールできます。

ゲストがリブートされ、通常の Linux ブートシーケンスがコンソールに表示されます。
EFI Boot Manager ver 1.10 [14.62] [Build: Wed Sep 6 11:13:44 2007]

Please select a boot option

Red Hat Enterprise Linux AS
EFI Shell [Built-in]
Boot option maintenance menu

Use ^ and v to change option(s). Use Enter to select an option
Loading.: Red Hat Enterprise Linux AS
Starting: Red Hat Enterprise Linux AS

ELILO boot:
Uncompressing Linux... done
Loading initrd initrd-2.6.9-42.EL.img...done

<< Lots of lines deleted here >>

Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 4)
Kernel 2.6.9-42.EL on an ia64

guest1.abc.com login:

7. hpvmmodify コマンドを使用して、仮想 DVD デバイスをゲストから削除できます (オプ
ション)。 例: VM ホスト:
# hpvmmodify -P guest1 \
-d dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc1.iso \
-d dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc2.iso \
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-d dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc3.iso \
-d dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc4.iso \
-d dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/RHEL4-U4-ia64-AS-disc5.iso

6.3 ブートディスクおよびネットワークサーバーからの Red Hat Enterprise
Linux ゲストのインストール

この項では、ブートディスクからの Linux インストール (ブート) イメージの取得方法、およ
びネットワークサーバーからインストールする Linux パッケージの取得方法について説明しま
す。

この手順は、Linux インストールディレクトリツリーがネットワークサーバーの ISO イメージ
から作成されていることを前提としています。 詳細は、『Red Hat Enterprise Linux 4; Installation
Guide for x86, Itanium, AMD64, and Intel Extended Memory Technology 64 (Intel EM64T)』 を
参照してください。 NFS を使用してこのディレクトリツリーをエクスポートするか、または
(FTP などを使用して) 他の方法で VM ホストシステムにアクセスできることを確認してくださ
い。

1. boot.iso ファイルをサーバーの Linux インストールツリーから VM ホスト
の/var/opt/hpvm/images/linux/boot.iso にコピーして、ブートディスクを作成
します。 たとえば、VM ホストで、以下のコマンドを入力します。
# cd /var/opt/hpvm/ISO-images/linux
# ftp yourserver.abc.com
ftp> cd /dist/pbfd/ftp/dist/redhat/release/rhel4/as/U4/ia64
ftp> cd images
ftp> get boot.iso
ftp> quit

この手順では、このファイルはゲストの仮想 DVD に対応付けられています。 ゲストは
DVD からブートされ、インストールプログラムがそこからロードされます。 askmethod
オプションを linux コマンドで使用して、インストールツリーの位置を指定します。
インストールプログラムにより、サーバーからネットワークを経由して取得されたパッ
ケージから Linux がゲストにインストールされます。

2. ブートディスクおよび VM ホストの boot.iso が対応付けられている仮想 DVD を使用
して、仮想マシンを作成します。 ネットワークデバイスも必要です。 オペレーティング
システムを linux に指定します。 例:
# hpvmcreate -P linux3 -B manual -O LINUX -c 1 -r 2G \
-a disk:scsi::lv:/dev/vg00/rguest1 \
-a dvd:scsi::file:/ISO-images/Linux/boot.iso \
-a network:lan::vswitch:switch1

3. VM ホストシステム上で、仮想マシンを起動します。
# hpvmstart -P linux3
(C) Copyright 2000 - 2007
Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 1
Allocating guest memory: 2048MB
allocating low RAM (0-80000000, 2048MB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp
(/var/opt/hpvm/uuids/eaccd6e4-b004-11db-bd1f-00306ef4693e/vmm_config.next):
Allocated 2147483648 bytes at 0x6000000100000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)
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/opt/hpvm/lbin/hpvmapp
(/var/opt/hpvm/uuids/eaccd6e4-b004-11db-bd1f-00306ef4693e/vmm_config.next):
Allocated 86016 bytes at 0x6000000180000000

Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62E000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'linux2'

VM ホストで、hpvmconsole コマンドを使用して、ゲストに接続します。
または、EFI シェルを終了して、[Boot from a file] を選択します。 [Removable
Media Boot] オプションを選択します。 Enter を押します。 ゲストが DVD デバイス
からブートされます。

4. ゲストをブートします。

ゲストをブートするには、以下の 2 つの方法があります。

• EFI シェルを使用

• [File] メニューを使用

EFI シェルからブートするには:
a. EFI シェルに移動します。例:

fs0 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part1,Sig5D1D1134-C809-11DB-9AEB-000000000000)
fs1 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part2,Sig5DB58D88-C809-11DB-9AEB-000000000000)
fs2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)

EFI は、fs{n} として検出されたファイルシステムのあるデバイスを一覧表示しま
す。 前述の例で、fs0 と fs1 は、ディスク上に存在する古いファイルシステムで
す。 fs2 ファイルシステムは、その代替となる CD からわかるように、ブート可能
な Linux ISO イメージ/仮想 DVD に相当します。

b. 最初のインストール DVD をブートします。この DVD は、以下のコマンドを入力す
ることによって、/CDROM によりデバイスマッピングテーブルに示されます。
shell > fsn:
fsn > bootia64

ここで、n は仮想 DVD に対応します。

以下の例は、fs0 からのブート方法を示しています。
# hpvmconsole -P linux1
- - - - - - - - - - Prior Console Output - - - - - - - - - -
Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)
blk2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk3 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun2,Lun0)
blk4 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun3,Lun0)
blk5 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun4,Lun0)
blk6 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun5,Lun0)
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Shell> fs0:
fs0:>bootia64

[File] メニューからブートするには:
a. EFI シェルを終了します。
b. [Boot from a file] を選択します。
c. [Removable Media Boot] オプションを選択します。Enter を押します。
ゲストがメディアからブートされます。

5. linux コマンドを使用して、console=ttyS0 オプションおよび askmethod オプショ
ンを指定します。 例:
ELILO boot:linux console=ttyS0 askmethod

注記: askmethod オプションにより、Linux パッケージを取得するネットワークサー
バー、およびネットワークサーバーへのアクセス方法 (FTP または NFS) を指定できる画
面を Linux インストールプログラムが表示します。

インストールプロセスが継続します。

Uncompressing Linux... done
Loading initrd initrd.img...done
Linux version 2.6.9-42.EL (bhcompile@altix2.build.redhat.com)
(gcc version 3.4.6 20060404 (Red Hat 3.4.6-2))
#1 SMP Wed Jul 12 23:25:09 EDT 2007
.
.
.
Welcome to Red Hat Enterprise Linux

6. ブートプログラムによりいくつかの画面が表示され、そこでゲストのネットワークパラ
メータ (IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、DNS)、サーバーのネットワーク名、
およびサーバーのインストールツリーへのディレクトリパスを指定できます。 表 6-3の
説明に従い、画面に応答します。

表 6-3 Linux ゲストのネットワークインストール画面

応答画面のタイトル

言語を選択して、OK と入力します。[Language Selection]

NFS または FTP を選択して、OK と入力します。[Select Installation Method]

ゲストの IP アドレスおよびネットマスクを入力します。 OK と入
力します。

[Network Configuration for eth0]

サーバー名、インストールツリーへのパス、および FTP パラメー
タ (存在する場合) を入力します。

[Request for server parameters]

インストール手順を上記の項で説明されているとおりに実行します。

ネットワークを使用してネットワークサーバーを設定する方法については、Red Hat Web サ
イト http://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/RHEL-4-Manual/en-US/
rhel-ig-x8664-multi-en-4 で該当するマニュアルを参照してください。
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6.4 ISO イメージからの SUSE Linux ゲストのインストール
SUSE Linux ゲストをインストールする前に、以下に注意してください。

• SUSE Linux RPM ゲストキットをインストールする前に、tog-pegasus RPM キットをイン
ストールする必要がありますが、SUSE Linux インストールメディアには tog-pegasus RPM
キットが含まれていません。 この RPM キットは「HP Integrity Essentials Foundation Pack
for Linux」(HPIEFL for Linux とも呼ばれる) から入手できます。
SUSE Linux RPM ゲストキットには、実際にはゲストキットとプロバイダキットの 2 つの
部分があります。 Hpvm.*.rpm キットには以下のものが入っています。

• チューニングスクリプト

• hpvminfo

• hpvmcollect

• ゲストライブラリ

Hpvmprovider.*.rpm キットには、VMprovider と関連ファイルが入っています。 この
RPM では、hpvm と tog-pegasus キットの両方がインストールされている必要がありま
す。

http://h20293.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?
productNumber=T2387AA
必要な情報は、『HP Integrity Essentials Foundation Pack for Linux User's Guide』 の第 5
章にあります。

HPIEFL for Linux キットをダウンロードするには、第 5 章にリストされている
http://www.hp.com/go/integritylinuxessentials のリンクをクリックして、この Web サ
イトの [Download for HP Integrity Essentials Foundation Pack for Linux] リンクをク
リックしてください。

• Linux ゲスト管理ソフトウェアの初回インストール時に、以下のエラーが発生することが
あります。

=== from /var/log/messages file ===
Jan 18 22:45:00 1sn000 kernel: ipmi_si: Error clearing flags: cl

=== from "dmesg" command ===
ipmi_si: Error clearing flags: cl

このエラーメッセージは無視してかまいません。

• SLES 10 では、ゲストに提示される最初の光学ドライブにメディアが装着されている必
要があります。メディアが装着されていない場合、以下のエラーが表示されてインストー
ルが失敗します。

Failed to initialize the catalog. Try again?

以下の手順で、SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) for HP Integrity Servers SLES 10 Update 1
ゲストをインストールします。

1. VM ホストシステムで、SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for HP Integrity Servers SLES
10 Update 1 の *.iso ファイルを次のディレクトリに読み込みます。
/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/
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次のファイル名を使用するか、任意のファイル名を使用します。

• SLES-U1-ia64-AS-disc1.iso

• SLES-U1-ia64-AS-disc2.iso

セキュリティ上の理由から、ISO イメージは読み取り専用としてマークする必要があり
ます。

2. ISO ファイル用のディスクと DVD デバイスを各 1 つと、ネットワーク仮想スイッチ 1
つを使用して仮想マシンを作成します。オペレーティングシステムタイプを LINUX に指
定します。例:
# hpvmcreate -P linux -B manual -O LINUX -c 1 -r 2G \
-a disk:scsi::lv:/dev/vg01/sles10_boot_volume \
-a disk:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/SLES10-SP1-DVD-ia64-DVD1.iso \
-a network:lan::vswitch:switch1

インストール時に DVD2 が必要な場合は、ゲスト管理コンソールから DVD1 を取り出し
て (EJ)、DVD2 を装着して (IN) ください。

3. VM ホストシステム上で、仮想マシンを起動します。
# hpvmstart -P linux1
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opening minor device and creating guest machine container
Creation of VM, minor device 1
Allocating guest memory: 2048MB

allocating low RAM (0-80000000, 2048MB)
/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids
/eaccd6e4-b004-11db-bd1f-00306ef4693e/vmm_config.next):
Allocated 2147483648 bytes at 0x6000000100000000
allocating firmware RAM (ffaa0000-ffab5000, 84KB)

/opt/hpvm/lbin/hpvmapp (/var/opt/hpvm/uuids
/eaccd6e4-b004-11db-bd1f-00306ef4693e/vmm_config.next):
Allocated 86016 bytes at 0x6000000180000000

Loading boot image
Image initial IP=102000 GP=62E000
Initialize guest memory mapping tables
Starting event polling thread
Starting thread initialization
Daemonizing....
hpvmstart: Successful start initiation of guest 'linux1'

hpvmconsole コマンドを使用して、ゲストに接続します。

4. ゲストをブートします。

ゲストをブートするには、以下の 2 つの方法があります。

• EFI シェルを使用

• [File] メニューを使用

EFI シェルからブートするには:
a. EFI シェルに移動します。 例:

fs0 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part1,Sig5D1D1134-C809-11DB-9AEB-000000000000)
fs1 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part2,Sig5DB58D88-C809-11DB-9AEB-000000000000)
fs2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
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EFI は、fs{n} として検出されたファイルシステムが入ったデバイスを一覧表示しま
す。上記の例では、fs0 および fs1 は、ディスクに存在する古いファイルシステム
で、fs2 は、ブート可能な Linux ISO イメージまたは仮想 DVD に対応して、CDROM
から認識できるファイルシステムです。

b. 最初のインストール DVD をブートします。この DVD は、以下のコマンドを入力す
ることによって、/CDROM によりデバイスマッピングテーブルに示されます。
shell > fsn:
fsn > bootia64

ここで、n は仮想 DVD に対応します。

以下の例は、fs0 からのブート方法を示しています。
# hpvmconsole -P linux1
- - - - - - - - - - Prior Console Output - - - - - - - - - -
Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)
blk2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/CDROM(Entry0)
blk3 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun2,Lun0)
blk4 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun3,Lun0)
blk5 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun4,Lun0)
blk6 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun5,Lun0)

Shell>fs0:
fs0:> bootia64

[File] メニューからブートするには:
a. EFI シェルを終了します。
b. [Boot from a file] を選択します。
c. [Removable Media Boot] オプションを選択します。Enter を押します。
ゲストがメディアからブートされます。

5. 「SUSE Linux Itanium Edition」というタイトルの画面が表示されたら、以下を入力しま
す。

console=ttyS0 command in the Boot: box:
Boot: console=ttyS0

注記: このオプションを追加できないと、ゲストがハングしたようになります。このと
き、ゲストはグラフィカルインストールプログラムを表示しないで実行しようとしてい
ます。 この場合には、仮想マシンをリセットします。 Ctrl/B キーを押して、仮想コン
ソールに移動します。 RS コマンドを入力すると、仮想マシンが再起動します。 インス
トール手順を再開します。

インストールプロセスが継続します。

[CD Found] 画面で、[Skip] を選択します。

6. ブートプログラムにより、Linux をカスタマイズできる一連の画面が表示されます。 通
常の SUSE SLES10 インストール手順に従います。
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注記: ISO イメージをインストールで使用している場合、仮想 CD イメージをマウント
したままにしておくと、後で追加ソフトウェアを簡単にインストールできます。

7. hpvmmodify コマンドを使用して、仮想 DVD デバイスをゲストから削除できます (オプ
ション)。 たとえば、VM ホスト上で以下のコマンドを入力します。
# hpvmmodify -P guest1 \
-d dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/SLES-U1-ia64-AS-disc1.iso \
dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/linux/SLES-U1-ia64-AS-disc2.iso

6.5 Integrity VM Linux ゲスト管理ソフトウェアのインストール
Linux ゲストオペレーティングシステムをインストールした後で、Integrity VM Linux ゲスト管
理キットを VM ホストシステムからインストールする必要があります。 Integrity VM をイン
ストールするとき、Linux ゲスト管理キットは /opt/hpvm/guest-images/linux のディレ
クトリにロードされます。

このディレクトリには、Linux ゲスト管理キットを Linux ゲストにインストールするための手
順が記載されている README.txt ファイルがあります。
ゲスト管理ソフトウェアは、Linux ゲスト上で以下の Integrity VM コマンドを提供します。

• hpvmcollect

• hpvminfo

これらのコマンドの使用法に関するオンライン情報を取得するには、ゲスト管理ソフトウェ
アをインストールした後で、man コマンドを入力します。 例:
# man hpvminfo
hpvminfo(1M) hpvminfo(1M)
NAME

hpvminfo - Display information about the Integrity VM environment.
.
.
.

6.6 Linux ゲストの管理
ゲストの日常的な管理は、リモートコンソール接続、および標準の Linux システム管理プロ
シージャを使用して実行する必要があります。 仮想マシンを停止する Integrity VM コマンド
は、ゲスト上で実行中のアプリケーションおよびユーティリティの要件を考慮しません。 こ
のため、ゲストが後で再起動された場合に、問題が発生することがあります。

VM Manager および SMH を使用して Linux ゲストのモニターおよび管理を行うことができま
す。 詳細は、『HP Integrity Virtual Machines Manager スタートガイド』を参照してくださ
い。

Linux ゲストをシャットダウンするには、Linux システム管理プロシージャを使用します。
Integrity VM コマンドでゲストを停止した場合は、オペレーティングシステムおよびアプリ
ケーションを正しくシャットダウンしません。このためゲストをリブートした時に問題が発
生する原因になる場合があります。
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第7章仮想記憶装置の作成
この章では、Integrity VM ストレージの概要と構成方法、および使用方法について、以下の項
目を含めて説明します。

• 「Integrity VM ストレージの概要」 (93 ページ)

• 「Integrity VM ストレージの構成」 (98 ページ)

• 「Integrity VM ストレージの使用」 (120 ページ)

7.1 Integrity VM ストレージの概要
Integrity VM ストレージの構成および管理の方法は、仮想マシンの動作方法に影響を及ぼしま
す。 仮想マシンを使用する利点を最大限に引き出すために、Integrity VM が記憶装置を仮想マ
シンで使用できるようにする方法について学習します。 この後のセクションでは、以下につ
いて説明します。

• 「Integrity VM ストレージの目標」 (93 ページ)

• 「Integrity VM ストレージアーキテクチャ」 (94 ページ)

• 「Integrity VM ストレージの実装」 (96 ページ)

7.1.1 Integrity VM ストレージの目標
仮想ストレージを正しく構成および管理するためには、Integrity VM ストレージサブシステム
の基本的な目標について、以下を含めて理解しておくと役立ちます。

• 「ストレージの使用率」 (93 ページ)

• 「ストレージの可用性」 (93 ページ)

• 「ストレージのパフォーマンス」 (94 ページ)

• 「ストレージのセキュリティ」 (94 ページ)

• 「ストレージの構成可能性」 (94 ページ)

7.1.1.1 ストレージの使用率
Integrity VM の主要な目的は、Integrity サーバーのシステムリソース使用率を大きくすること
です。 Integrity VM ストレージサブシステムはこの目標を達成するために、Integrity サーバー
で利用可能なさまざまな物理的なストレージアダプタおよびデバイスを、複数の仮想マシン
で共有できるようにします。 さらに、Integrity VM ストレージサブシステムは、VM ホストの
単一のストレージ LUN を小さいエンティティに分割して、別個のディスクまたは DVD とし
て仮想プラットフォームで使用できるようにします。

7.1.1.2 ストレージの可用性
HP Integrity サーバーと同様に、仮想マシンではいくつかの異なる種類の記憶装置が使用でき
ると期待されます。 Integrity VM ストレージサブシステムでは、ゲスト OS が使用するディ
スク、DVD、テープおよびメディアチェンジャーが提供されます。 さらに、仮想化によって
物理ハードウェアを抽象化する方法により、ゲスト OS が対話するためのサポートが可能な
共通のインタフェースが提供されます。 ゲスト OS は Integrity VM 仮想ハードウェアにのみ
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アクセスするため、ゲスト OS は HP Integrity サーバーではサポートされない物理ハードウェ
アを使用することができます。

7.1.1.3 ストレージのパフォーマンス
Integrity VM ストレージサブシステムの各リリースでは、パフォーマンス改善の努力が加えら
れています。 パフォーマンスは、仮想化コストの低減、VM ホストの新機能の活用、および
仮想プラットフォームのためのオペレーティングシステムの調整などによって、リリースご
とに改善されています。 同時に、Integrity VM によって VM ホスト管理者の仮想化の選択肢
が増えることで、管理者はニーズを満たすために仮想化とパフォーマンスの間での最適なバ
ランスを見いだすことが可能です。

7.1.1.4 ストレージのセキュリティ
1 つの物理マシン上で複数の仮想マシンをサポートするときの問題を回避するために、Integrity
VM は各仮想マシンを隔離しています。 Integrity VM コマンドを使用すると、VM ホスト管理
者は、各仮想マシンがアクセスできる物理ストレージリソースを判別できます。 このストレー
ジ隔離は、各仮想マシンの I/O 操作での DMA 境界チェックを使用して、Integrity VM スト
レージサブシステムによって維持されるため、ある仮想マシンが別の仮想マシンのメモリー
にアクセスしないことが保証されます。

7.1.1.5 ストレージの構成可能性
VM ホスト管理者は、仮想マシンが HP Integrity サーバーと同じように簡単に構成できること
を期待しています。 Integrity VM ストレージサブシステムでは Integrity VM コマンドによっ
て、記憶装置を簡単に変更できます。 これらのコマンドを使用すると、VM ホスト管理者は
記憶装置を仮想マシンに動的に追加したり、削除および変更することができます。 ゲスト管
理者は仮想コンソールを使用してストレージの一部を変更できますが、ストレージの範囲は
VM ホスト管理者によって制限されます。

7.1.2 Integrity VM ストレージアーキテクチャ
データセンターのさまざまなニーズを満たすために必要となる柔軟性を提供するため、Integrity
VM ストレージサブシステムは、7.1.2.1 項 (94 ページ) および7.1.2.2 項 (95 ページ) という
2 つのストレージアーキテクチャから構成されています。

7.1.2.1 共有 I/O
共有 I/O アーキテクチャとは、Integrity VM によって提供される仮想化されたストレージサブ
システム全体に仮想マシンがアクセスするための手段のことです。 Integrity VM ストレージサ
ブシステムは、仮想マシンに対して現実のハードウェアをエミュレートする一方で、VM ホス
トストレージ全体に対する仮想マシン I/O 操作を実行するために VM ホストと対話します。
この抽象化によって、VM ホスト管理者は物理 VM ホストストレージハードウェアを複数の
仮想マシンで共有でき、そのストレージをサブ LUN レベルで割り当てることもできます。
個々のストレージ LUN の共有は、VM ホスト LUN を論理ボリュームまたはファイルのように
小さいパーツに分割することによって実現されます。 これらのサブ LUN VM ホストエンティ
ティは、別々の仮想記憶装置のメディアとしてそれぞれ使用できます。 仮想マシンは実際の
記憶装置として仮想記憶装置にアクセスし、仮想ストレージメディアが実際はサブ LUN VM
ホストエンティティであるとは認識しません。
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仮想ストレージメディアがこうした方法で Integrity VM ストレージサブシステムからアクセス
されることによって、仮想マシンは物理 VM ホストストレージアダプタを共有できます。 す
べての仮想ストレージメディアは、VM ホスト上のユーザー定義のインタフェースを経由して
アクセスされます。 VM ホストは物理ハードウェアの完全な制御を保持し、他のユーザーア
プリケーション用に処理されるのと同様に仮想マシン I/O 操作を処理します。 したがって、
VM ホスト上で実行中の通常のアプリケーションによってハードウェアが共有されるのと同様
に、仮想マシン I/O も物理ストレージ全体で共有されます。
また、このアーキテクチャは LUN 全体に仮想化を提供します。 これによってストレージの使
用率は上がりせませんが、ストレージの可用性は高くなります。 LUN が仮想化されているた
め、ゲスト OS は物理 VM ホスト LUN をサポートする必要がありません。 その仮想化され
たバージョンをサポートできることが必要なだけです。 したがって、共有 I/O を使用するこ
とによって、仮想マシンは VM ホストでサポートされる物理ハードウェアならどれでも実行
できます。

さらに、共有 I/O 内のすべての仮想マシン I/O 要求は仮想アダプタによって処理されます。
仮想アダプタは、ネイティブのゲスト OS ドライバが実際のハードウェアとしてアクセスす
る実際のアダプタのエミュレーションか、またはゲスト OS にロードされる特殊なドライバ
です。 いずれの場合でも、仮想アダプタは内部の Integrity VM ストレージサブシステム コー
ルを使用して、仮想マシン I/O と仮想デバイスとの通信を処理します。 仮想アダプタと仮想
デバイスの間の接続は、HP Integrity サーバシステム内のものと同じである必要はありません。
これはエミュレートされているため、仮想マシンは違いを認識しません。

7.1.2.2 アタッチ I/O
アタッチ I/O では、仮想マシンは VM ホスト LUN に直接アクセスできます。 このアーキテ
クチャでは、Integrity VM ストレージサブシステムは VM ホスト上の LUN を、仮想化された
ストレージアダプタに接続します。 LUN には、ディスク、DVD、テープ、メディアチェン
ジャー、またはその他の種類の周辺装置を使用できます。 アタッチ I/O はデバイスの仮想化
が不要なため、アタッチ I/O のパフォーマンスは共有 I/O よりも優れている場合がありま
す。

共有 I/O とアタッチ I/O との主な違いは、物理ストレージサブシステムの仮想化の程度にあ
ります。 共有 I/O では、ストレージサブシステム全体が仮想化されています。 したがって、
VM ホストのすべての物理アダプタと、これらのアダプタに接続されたすべてのストレージ
が、仮想マシン間で共有できます。 アタッチ I/O では、ストレージアダプタのみが仮想化さ
れています。 したがって、VM ホスト物理ストレージアダプタのみが共有できます。 少なく
とも 1 つの LUN が、アタッチ LUN であると、共有できません。 これは接続先の仮想マシン
によって所有され、単独で制御されます。

Integrity VM ストレージサブシステムでは、接続デバイスの完全な制御を VM に提供するた
め、ゲストデバイスドライバからの I/O 要求を、ゲストに代わって VM ホスト ストレージサ
ブシステムが実行可能な I/O 要求に解釈します。 このプロセスで、VM ホストストレージサ
ブシステムは実際のデータをすべて送信して、ゲストのデバイスドライバに応答します。 こ
のすべてのデータによって、ゲストのデバイスドライバはデバイスを完全に制御できます。
したがって、ゲスト OS は接続された VM ホスト LUN を使用するために、これに対するビル
トインサポートを持つ必要があります。

アタッチ I/O は仮想アダプタを使用して、ゲスト OS および接続 LUN と通信します。 仮想
アダプタは、実際のアダプタのエミュレーションとするか、ゲスト OS にロードされた特殊
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なドライバによって制御することができます。 いずれのソリューションでも、仮想アダプタ
は仮想デバイスと接続物理デバイスの両方と通信できます。

7.1.3 Integrity VM ストレージの実装
このセクションでは、Integrity VM ストレージ アーキテクチャの実装について説明します。

7.1.3.1 Integrity VM ストレージアダプタ
Integrity VM は、仮想ストレージ I/O 要求を処理するための、仮想 PCI 並列 SCSI MPT アダプ
タを提供しています。 サポートされるすべてのゲストオペレーティングシステムには、この
PCI レジスタエミュレーションと通信するネイティブの MPT SCSI アダプタドライバが付属し
ています。 接続可能な仮想デバイスはすべて、この単一の仮想ストレージアダプタで使用で
きます。

7.1.3.2 Integrity VM 記憶装置
Integrity VM はさまざまな接続可能仮想デバイスをサポートします。ディスクおよび DVD-ROM
デバイスは、いくつかの種類の仮想メディアをサポートします (7.1.3.2.1 項 (96 ページ) を
参照してください)。物理テープ、メディアチェンジャー、および CD/DVD バーナーが接続可
能です。これらは仮想マシンから直接データバックアップを実行するのに使用できます
(7.1.3.2.2 項 (96 ページ) を参照してください)。

7.1.3.2.1 仮想デバイス

Integrity VM は次の種類の仮想ディスクをサポートします。

詳細の参照先バッキング記憶装置仮想ディスクの種類

「Virtual Disk」 (109 ページ)VM ホストディスクVirtual Disk

「Virtual LvDisk」 (110 ページ)VM Host LVM または VxVM 論理ボ
リューム

Virtual LvDisk

「Virtual FileDisk」 (112 ページ)VM ホスト VxFS ファイルVirtual FileDisk

次の種類の仮想 DVD-ROM がサポートされています。

説明箇所バッキング記憶装置仮想 DVD の種類

「Virtual DVD」 (113 ページ)VM ホスト物理 DVD ドライブ内の
ディスク

Virtual DVD

「Virtual NullDVD」 (115 ページ)VM ホスト VxFS ファイルシステム
内の ISO ファイル

Virtual FileDVD

「Virtual FileDisk」 (112 ページ)VM ホスト物理 DVD ドライブまた
は VxFS ディレクトリ

Virtual NullDVD (空)

7.1.3.2.2 接続デバイス

Integrity VM は、仮想マシンからのデータバックアップを完全に行うために、接続可能なデバ
イス一式をサポートしています。 Integrity VM は特殊な Integrity VM パススルードライバを使
用して、これらのデバイスを接続します。 このパススルードライバを使用して、仮想マシン
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の I/O 要求が Integrity VM で解釈され、仮想ストレージサブシステムを経由して物理デバイ
スに送信されます。 仮想ストレージサブシステムはデバイス応答を Integrity VM パススルー
ドライバに送信し、そこから応答を仮想マシンに送信します。 仮想マシンはすべてのデータ
と応答を確認できるため、接続物理デバイスのサポートはゲスト OS によって提供される必
要があります。 接続デバイスは、一度には 1 つの仮想マシンのみに接続可能です。
接続デバイスは、以下のとおりです。

• CD/DVD バーナー

• メディアチェンジャー

• テープデバイス

テープデバイスは、以下のようにゲストの種類に応じて最大ブロックサイズが変わります。

最大ブロックサイズゲストの種類

256KHP-UX

512KWindows

1 MB (CISS アダプタを使用して VM ホストに接続しているテープの場合、最
大ブロックサイズは 512K)

Linux

HP-UX ゲスト上の AVIO では、以下のストレージアダプタがサポートされます。

• Fibre Channel

A6795A•

• A6826A

• AB378A/AB378B

• AB379A/AB379B

• AD300A

• 403619-B21 (FC Mezzanine)

• SCSI

A7173A•

• コア I/O

12760 (SAS RAID コア I/O)•

• 399490

• 435234 (SAS コア I/O)

• AB290A

• Smart アレイ

A9890A•

• A9891A
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• コンボ

A9782A•

• A9784A

• AB465A

• AB290A

• AD193A

• AD194A

注記: AVIO は HP-UX ゲストだけが使用でき、バッキングストアはディスクまたはボリュー
ムに限定されます。 接続 AVIO デバイスのサポートはなく、ゲストはディスクまたは DVD
に限定されます。

7.2 Integrity VM ストレージの構成
このセクションでは、Integrity VM ストレージの計画およびセットアップ方法について、以下
を含めて説明します。

• 「Integrity VM ストレージの留意事項」 (98 ページ)

• 「仮想ストレージのセットアップ」 (106 ページ)

7.2.1 Integrity VM ストレージの留意事項
仮想マシンのストレージを構成するとき、以下を考慮します。

• 「VM ストレージのサポート可能性」 (98 ページ)

• 「ストレージのパフォーマンス」 (94 ページ)

• 「VM ストレージ マルチパスソリューション」 (102 ページ)

• 「VM ストレージの管理」 (103 ページ)

• 「VM ストレージの変更」 (104 ページ)

• 「仮想ストレージのセットアップ時間 」 (105 ページ)

以下のセクションでは、これらの留意事項について説明します。

7.2.1.1 VM ストレージのサポート可能性
仮想マシンのストレージを構成する前に、VM ホスト ストレージが仮想マシンでサポートで
きるか確認してください。

• VM で使用できるすべての VM ホスト ストレージは、VM ホストを構成する Integrity サー
バーと OS のバージョンのサポート要件を満たす必要があります。 物理ストレージが
VM ホストによってサポートされない場合、仮想マシンでの使用がサポートされません。

• VM で使用可能なすべての VM ホスト ストレージは、次のいずれかの種類のアダプタお
よびドライバと接続する必要があります。

• TD ドライバでサポートされているファイバチャネル アダプタ

• FCD ドライバでサポートされているファイバチャネル アダプタ
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• C8xx ドライバでサポートされている SCSI アダプタ

• MPT ドライバでサポートされている SCSI アダプタ

• CISS ドライバでサポートされている SCSI アダプタ

• SIDE ドライバでサポートされている IDE アダプタ

• UsbScsiAdaptor ドライバでサポートされている USB アダプタ (仮想デバイスのみ -
7.1.3.2.1 項 (96 ページ) を参照)

• SASD ドライバでサポートされている SAS アダプタ

• ISCSI ドライバでサポートされている iSCSI アダプタ

物理ストレージが上のいずれかの種類のアダプタおよびドライバに接続されていない場
合、仮想マシンで使用できません。 アダプタおよびドライバに接続されている VM ホス
トストレージを表示するには、ioscan コマンドを使用します。

• 仮想マシンで使用できる VM ホストに接続可能なデバイスは、接続されるゲスト OS に
よってサポートされている必要があります。 物理デバイスがゲスト OS によってサポー
トされない場合、デバイスは仮想マシンに接続できません。

7.2.1.2 仮想デバイスのパフォーマンス
ゲストで実行されるアプリケーションのパフォーマンス要件を満たすには、それぞれの種類
の Integrity VM ストレージデバイスが持つ潜在的なパフォーマンスを考慮してください。
仮想メディアの種類が異なれば、仮想デバイスのパフォーマンスに及ぼす影響も異なります。
これは、仮想マシンの I/O 動作を完了するための VM ホストとの通信方法が異なるためで
す。 仮想デバイスの種類が潜在的なパフォーマンスに及ぼす影響を把握には、図 7-1で説明
されている Integrity VM ストレージ I/O スタックを検討してください。
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図 7-1 Integrity VM ストレージ I/O スタック

ディスクドライバ層
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物理アダプタ

物理メディア

HP-UX
インタフェース
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物理アダプタ

物理メディア

Virtual File Disk

Virtual LvDisk

ファイルシステム層

論理ボリュームマネージャ層

仮想 I/O 動作を完了するには、仮想ストレージアダプタと VM ホストの物理記憶装置との間
を往復する必要があります。 パスが長いほど、仮想 I/O の完了に時間がかかります。 図 7-1
で示すように、仮想 I/O 動作は、開始した場所から物理メディアまで、各ソフトウェア層を
順番に横断する必要があります。 たとえば、Virtual FileDisk の仮想 I/O 動作は、ファイルシ
ステムがある論理ボリュームマネージャ、およびディスク全体を制御するディスクドライバ
を横断する必要があります。 したがって、VM ホスト I/O スタック内での仮想メディアの位
置が高いほど、 一般的に動作が遅くなります。
図 7-1で示す I/O スタックの簡略版は、パフォーマンスに影響するすべての選択肢を完全に
は示していません。

• ソフトウェア層が異なると、パフォーマンスは異なります。

• 各ソフトウェア層のインタフェースは異なるため、Integrity VM が各層を経由して I/O
を送信する方法も異なります。 たとえば、ディスク全体では、論理ボリュームとファイ
ルシステムよりも高いスループットレートが実現できます。

100 仮想記憶装置の作成



• I/O 層は、下位層ではできないパフォーマンス向上を支援する機能を持つ場合がありま
す。 たとえば、ファイルシステムのバッファキャッシュによって、そのようなキャッ
シュを持たない他の仮想デバイスの種類よりも、I/O ワークロードによっては Virtual
FileDisk のパフォーマンスがよくなることがあります。

VM ホストの各ソフトウェア層でのパフォーマンス調整に関する詳細については、
http://docs.hp.com の Integrity VM のホワイトペーパーを参照してください。
仮想デバイスを構成するとき、仮想メディアを物理ストレージにマッピングする方法につい
て検討します。 すべての仮想メディアは、データセンター内のどこかの物理メディアの一部
に接続します。 物理ストレージの影響とこれに I/O がアクセスする方法を理解すると、最高
のパフォーマンスを得るのに役立ちます。

物理記憶装置上で仮想メディアがどこに位置するかを正確に把握することは重要なことです。
Integrity VM では、単一の物理ディスクは、論理ボリュームまたはファイルにスライスされま
す。 物理ディスクをスライスすると使用率は向上しますが、物理デバイスのパフォーマンス
に影響する可能性があります。 ゲスト OS は仮想ディスクをディスク全体として扱い、物理
ディスクの一部としては扱いません。 物理ストレージをスライスし過ぎると、ディスク全体
を対象とする仮想 I/O を扱うことで物理デバイスの能力が過負荷状態になることがあります。
図 7-2は、複数のゲスト OS ブートディスクを持つ物理ストレージを過剰使用して、I/O を使
いすぎるという一般的な誤りを示しています。

図 7-2 物理ストレージの過剰使用によるパフォーマンスの低下

ゲストの

ブートディスク

ゲストの

ブートディスク

過負荷の
物理ストレージ

ゲストの

ブートディスク

上の層にある仮想デバイスすべてに対して物理デバイスが処理可能なワークロードを用意し
ます。 物理ストレージが仮想デバイスの要求に対応する方法を理解するには、sar(1M) など
の VM ホスト上のパフォーマンスツールを使用してください。
仮想メディア I/O がそれに対応する物理ストレージに到達する方法も、重要な留意事項です。
図 7-1で示すように、すべての仮想 I/O は、仮想 I/O を VM ホスト インタフェースドライバ
に正しく経路指定する一般的な VM ホスト I/O サービス層を通り抜けます。 次にインタフェー
スドライバは物理 I/O アダプタを制御して、仮想 I/O を物理記憶装置に送出します。 これら
の物理アダプタ間で負荷バランスを取ることで、仮想 I/O のボトルネックは物理ハードウェ
ア層で解消でき、これによってパフォーマンスが向上します。 負荷バランスは、VM ホスト
にマルチパスソリューションをインストールすることで実行できます。 仮想メディアの種類
に対するマルチパスソリューション選択の場合の参考として、「VM ストレージ マルチパス
ソリューション」 (102 ページ) を参照してください。
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接続デバイスのパフォーマンスは、仮想マシンに接続された物理デバイスの種類でほぼ決ま
ります。 テープ、メディアチェンジャー、および CD/DVD バーナーは本質的に遅いデバイス
であり、Integrity VM のソフトウェアオーバーヘッドの影響をそれほど受けません。

7.2.1.3 VM ストレージ マルチパスソリューション
仮想マシンに負荷バランスおよび高可用性を求める場合、VM ホストでマルチパスソリュー
ションの使用を検討してください。 現在、テープ、メディアチェンジャー、および CD/DVD
バーナーという接続可能な種類のデバイスには、マルチパスソリューションがありません。
しかし、仮想デバイス用の VM ホスト マルチパスオプションがいくつかあります。
マルチパスソリューションは VM ホストでのみサポートされており、仮想マシンでは次の理
由によりサポートされません。

• VM ホストは、全体のパフォーマンスを最高にするために、すべての仮想 I/O の負荷バ
ランスを正しく整えることができる唯一の場所です。 単一の仮想マシンでは、VM ホス
ト上で競合する他のすべての仮想マシン I/O について把握できません (図 7-1 (100 ペー
ジ) を参照)。

• 仮想マシンでマルチパスソリューションを実行しても、仮想デバイスの高可用性は提供
されません。 仮想アダプタとデバイスの間の仮想接続は、hpvmmodify コマンドを使用
してそれらを切断しない限り失われません。 失われる接続は、仮想デバイスが VM ホス
ト経由でそれ独自の仮想メディアにアクセスする機能だけです。 仮想メディアへの通信
のエラーは、パスの障害ではなくメディアエラーとして正しくエミュレートされてゲス
ト OS に送信されます。

• VM ホストは、ハードウェアパスの障害について、特定のエラーを Integrity VM に戻し
ません。 Integrity VM はこのようなイベントを検出せず、仮想マシンにも受け渡しませ
ん。

HP-UX 11.23 の各マルチパスソフトウェア ソリューションは、I/O スタックのさまざまな層
と対話します。 Integrity VM も I/O スタックのさまざまな層と対話するため、一部のオプショ
ンのみが各仮想メディアの種類に適用されます。

表 7-1は、各タイプの仮想ストレージメディアについて、VM ホスト上で使用するマルチパス
ソリューションをリストしたものです。

表 7-1 マルチパスソリューション

マルチパスオプション仮想メディアの種類

EMC PowerPath
HP Autopath/Secure Path

ディスク全体

PVLinks
EMC PowerPath
HP Autopath/Secure Path

LVM 論理ボリューム

EMC PowerPath
HP Autopath/Secure Path
Veritas DMP

VxVM 論理ボリューム

PVLinks
EMC PowerPath
HP Autopath/Secure Path
Veritas DMP

VxFS ファイルシステム
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表 7-1は各仮想メディアの種類に対する可能なソリューションをリストしていますが、特定の
VM ホスト構成で何がサポートされるかは判別できません。各マルチパスソリューションは、
特定のハードウェアおよびソフトウェアに対してのみサポートされます。 ソフトウェアベン
ダーは、自社のマルチパス製品についてこの情報を提供しています。 これらの製品を仮想マ
シンで使用する前に、製品のインストールマニュアルやリリースノートをよく読み、妥当な
VM ホスト構成を作成してください。 一部のマルチパスオプションは同時に動作しないこと
があり、これらの負荷バランス機能はすべて異なります。

7.2.1.4 VM ストレージの管理
VM ホストストレージの分割方法を決定する前に、ストレージサブシステムの管理に及ぼす影
響を考慮してください。

VM ホスト管理者は、仮想メディアが安全に割り当てられるよう VM ストレージを管理しま
す。 この作業は、VM ホスト I/O スタックの理解と、仮想メディアの割り当て元を知ること
から始まります。

図 7-3は、単一の LUN に当てはめた場合の VM ホスト I/O スタックの例を示しています。

図 7-3 サブ LUN ストレージ割り当て例

ファイル ファイル

論理ボリューム 論理ボリューム 論理ボリューム 論理ボリューム

ディスク全体

ファイル ファイル ファイル ファイル ファイル ファイル

1

2

2 2

仮想マシンは Virtual LvDisk 用に、LUN から論理ボリュームを割り当てられています。

• 割り当てられた論理ボリュームには、1 のマークが付いています。

• 割り当てられないディスクのパーツには、2 のマークが付いています。

利用できないパーツとしては、論理ボリューム上のファイル、およびボリュームグループの
一部を構成するディスク全体があります。 これらのパーツのどれかが他の仮想デバイスに割
り当てられた場合、Virtual LvDisk でデータ破損が発生する可能性があります。
再割り当てに依然として利用できるパーツとしては、ディスク上の他の論理ボリューム、お
よびディスク上のこれらの他の論理ボリューム上にあるファイルがあります。 これらの部分
は Virtual LvDisk とオーバーラップしないため、割り当て可能でデータ破損の問題はありませ
ん。

サブ LUN の衝突を回避するだけでなく、LUN 全体の衝突も回避する必要があります。 同じ
ストレージリソースは、仮想リソースであっても接続リソースでも、同じ仮想マシンには複
数回指定できません。 HP-UX 11.23 では、ほとんどすべての記憶装置ファイルはパスごとに
定義されます。 所定のデバイスを 2 回指定しないよう注意してください。図 7-4は、2 つの
デバイスファイル/dev/rdsk/c6t2d0 および/dev/rdsk/c11t2d0 が同じ物理ディスクを
指定した例を示しています。 /dev/rdsk/c6t2d0 デバイスファイルを Virtual Disk に指定し
た場合、/dev/rdsk/c11t2d0 デバイスファイルは利用できません。
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図 7-4 マルチパス仮想メディア割り当ての悪い例

物理
アダプタ

物理
アダプタ

物理
ストレージ

/dev/rdsk/c6t2d1 /dev/rdsk/c11t2d1

また、同じストレージリソースは、仮想リソースであっても接続リソースでも、特別に除外
されない限りは仮想マシン間で同時に共有できません。図 7-5は、Virtual LvDisk を仮想マシン
間で共有した例を示していますが、これはサポートされません。

図 7-5 仮想デバイス割り当ての悪い例

ゲストA ゲストB

Virtual
LvDisk

これらの例で示すように、仮想マシンまたは VM ホストでのデータ破損を回避するために、
ストレージの割り当て元を知ることは重要です。 HP System Administration Manager (sam) な
どの管理ユーティリティ、および System Management Homepage (SMH) ユーティリティに
は、ディスクデバイス、ボリュームグループ、論理ボリューム、およびファイルシステムを
追跡する機能があります。 これらのユーティリティを使用すると、デバイスに注釈を付ける
ことができ、これによって VM ホスト管理者は、どの仮想マシンがどの VM ホスト記憶装置
を使用しているかを正確に確認できます。

各ディスクを 1 度のみ表示するために、管理ユーティリティは、マルチパスデバイスを 1 つ
のディスクに統合します。 ディスクを分割するときは、単一の仮想マシン上の単一ディスク
のすべての部分を使用する必要があります。 同じディスクの異なる部分を異なる仮想マシン
に割り当てると、管理および問題の隔離が難しくなります。

7.2.1.5 VM ストレージの変更
ストレージを仮想マシンにセットアップする方法によって、その結果となる構成を変更する
際の難しさが異なります。

仮想メディアを変更する機能は、使用する仮想メディアの種類に依存します。ディスク全体
のサイズは通常は調整できませんが、一部のハイエンドのストレージエンクロージャでは、
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LUN のデータを失わずに LUN を調整できます。 論理ボリュームは、データを失わずに調整
することができます。 さらにファイルの変更は、VM ホストのファイルシステム コマンドを
使用すれば容易に実行できます。

仮想メディアを使用する仮想デバイスがアクティブな VM から除去されない限り、VM ホス
ト上の仮想メディアは変更されません。 I/O がアクティブな仮想デバイスを変更しようとす
ると、hpvmmodify コマンドによって拒否されます。 アクティブな仮想マシンが仮想デバイ
ス用の仮想メディアを割り当てられた場合、その仮想マシンはそのメディアを所有し、いつ
でもこれにアクセスできます。 VM ホスト管理者は VM ゲスト管理者に対して、別々の人が
2 つの役割を分担する場合、アクティブな仮想マシンの変更について調整する必要がありま
す。

この調整は、アタッチ I/O デバイスにも必要です。 VM ホストデバイスが仮想マシンに接続
されると、その仮想マシンによって制御および所有されます。 テープの変更などの接続デバ
イスの変更は、デバイスをゲストから切り離さずに物理的に実行できます。しかしこのよう
な変更は、特に仮想マシンに接続したデバイスへの物理的アクセス手段をゲスト管理者が持
たないとき、VM ホスト管理者と調整する必要があります。
すべての種類の仮想記憶装置は、仮想マシンから動的に追加および削除できます。 つまり、
仮想ディスク、仮想 DVD、テープ、メディアチェンジャー、および CD/DVD バーナーはすべ
てホットスワップ可能です。 ただし、仮想ストレージアダプタは、現在はホットスワップ可
能ではありません。 したがって、仮想ストレージアダプタがすべて一杯の場合、デバイスを
追加するには、仮想マシンをリブートする必要があります。

7.2.1.6 仮想ストレージのセットアップ時間
一部の仮想デバイスは、他のものよりもセットアップが長くかかることがあります。 ディス
ク全体のセットアップは非常に容易ですが、これはキャラクタ型デバイスファイルしか必要
としないからです。 これは通常、VM ホストシステムをブートしたとき自動的に作成されま
す。

論理ボリュームの作成は比較的単純です。 論理ボリュームは HP-UX システムで広く使用され
ています。 論理ボリュームの作成には、sam ユーティリティまたは Veritas Enterprise
Administrator が使用できます。 経験を積めば、論理ボリュームコマンドをより速く使用でき
ます。

仮想デバイスにファイルを作成することは難しくはないものの、時間がかかります。 ファイ
ルは通常、論理ボリュームの上に配置されるため、まず論理ボリュームを作成する必要があ
ります。 sam を使用してこれを実行します。
仮想ディスク用の空ファイルを作成するには、hpvmdevmgmt コマンドを使用します (9.8 項
(163 ページ) を参照)。
仮想 DVD で使用するために物理 CD/DVD メディアで ISO ファイルを作成するには、mkisofs
または dd ユーティリティを使用します。
接続デバイスをセットアップする場合、接続するデバイスを指定する HP-UX パススルー デバ
イスファイルの作成に時間と労力を費やします。 HP-UX パススルー デバイスファイルの作成
は、一度理解すれば時間のかからない簡単なプロセスです。 デバイスのデバイスドライバが
VM ホストにインストールされている場合、hpvmdevmgmt コマンドを使用してデバイスファ
イルをすばやく作成できます。インストールされていない場合は、scsi_ctl を参照し、
mknod を使用してパススルー デバイスファイルを作成する方法を参照してください。
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7.2.2 仮想ストレージのセットアップ
仮想デバイスを追加または変更するとき、リソース文 (rsrc) を入力する必要があります。リ
ソース文は、仮想ネットワークデバイス (第8章 (129 ページ) で説明) または仮想記憶装置のい
ずれかを指定できます。

このセクションでは、リソース文を hpvmcreate コマンド (第3章 (35 ページ) で説明) およ
び hpvmmodify コマンド (第9章 (145 ページ) で説明) で使用するための入力方法について説
明します。 リソース文では、仮想マシンが確認する仮想記憶装置と、これを VM ホスト上の
物理記憶装置にマッピングする方法を指定します。

仮想記憶装置を指定するための完全なリソース文のアウトラインは以下のようになります。

VM guest storage specification:VM Host storage specification

それぞれの引き数の意味は次のとおりです。

• VM guest storage specification は、仮想マシンで確認できるストレージの種類
とその場所を定義します (「VM ゲストストレージ仕様」 (106 ページ) を参照してくださ
い)。

• VM Host storage specification は、仮想マシンストレージが VM ホストで提供
される方法と場所を定義します (7.2.2.2 項 (107 ページ) を参照してください)。

リソース文の作成方法の例については、7.2.2.3 項 (108 ページ) を参照してください。

7.2.2.1 VM ゲストストレージ仕様
仮想ストレージはすべて仮想 PCI バスからアドレス指定されます。 Integrity VM 仮想プラッ
トフォームには 8 つの PCI バスがあります。 各 PCI バスには 8 つのスロットがあり、ここ
に仮想 PCI アダプタを配置できます。 このアダプタの 1 つは単に scsi とも呼ばれますが、
これはエミュレートした単一ポートのパラレル SCSI MPT ストレージアダプタで、15 の SCSI
ターゲットデバイスを仮想マシンに接続するために使用できます。

VM ホスト管理者は以下のコマンドを使用して、この SCSI MPT アダプタを指定します。
device:scsi:pcibus,pcislot,scsitgt

それぞれの引き数の意味は次のとおりです。

• device は、disk、dvd、tape、changer、または burner のいずれかです。

• pcibus は 0 から 6 の整数です。
仮想 MPT アダプタは、PCI バス 0 から 6 まででのみサポートされます。 PCI バス 7 は
他の用途に予約されています。

• pcislot は 0 から 7 の整数です。
PCI 機能番号は指定されません。 仮想 MPT ストレージアダプタが単一チャンネルしかサ
ポートしないため、これは暗黙的にゼロです。

• scsitgt は 0 から 14 の整数です (15 は仮想 SCSI アダプタに予約されています)。
仮想 SCSI バスには実際のパラレル SCSI バスと異なり、アービトレーション機能はあり
ません。 仮想デバイス用の SCSI ターゲット ID は一意である必要があります。仮想 SCSI
MPT アダプタはそれ自身がターゲット ID 15 を取り、0 から 14 を SCSI ターゲット用
に保留します。

106 仮想記憶装置の作成



VM に接続されるすべての SCSI ターゲットは、単一 LUN デバイスです。 つまり、仮想
ディスクと DVD は単一 LUN としてエミュレートされ、接続デバイスはすべて LUN VM
ホストシステムファイルごとに指定されます。 接続デバイスの物理 LUN 番号は意味が
なくなります。 仮想 SCSI LUN 番号と接続 SCSI LUN 番号はすべて暗黙的にゼロである
ため、指定されません。

サポートされる記憶装置は、すべての種類で同じ仮想 SCSI MPT アダプタを共有できま
す。 同じ PCI バスとスロット番号を指定することで、最大で 15 台の記憶装置が同一の
SCSI MPT アダプタに追加できます。

仮想 SCSI MPT アダプタは、それに接続するデバイスがある場合のみ、仮想マシンに追加でき
ます。

すべての種類のデバイスが仮想化されるわけではありません。 ディスクデバイスと DVD デ
バイスは仮想デバイスの種類であり、これらの仮想メディアは VM ホストに由来します。
テープ、チェンジャー、およびバーナーは物理 VM ホストデバイスです。 これらの接続デバ
イスの場合、物理 SCSI ID では仮想バス上でのそれらの場所が判別されません。

7.2.2.2 VM ホストストレージ仕様
各 VM 記憶装置には、それを支える何らかの VM ホストストレージエンティティがあります。
VM ホストエンティティは VM ホスト上のシステムファイルで定義されます。システムファ
イルは、Integrity VM および VM ホスト オペレーティングシステムがそのストレージエンティ
ティとの入出力 I/O を処理するのに使用します。
VM ホスト管理者はこのストレージエンティティを指定する場合に、以下の仕様を使用しま
す。

storage:location

それぞれの引き数の意味は次のとおりです。

• storage は、disk、lv、file、null、または attach のいずれかです。
ストレージの種類の選択によって、どの VM ホストシステムファイルが適用されるかが
決定されます。 たとえば、lv は論理ボリュームキャラクタ型デバイスファイルの使用
を意味します。

仮想デバイスの場合、VM ホストストレージの選択によって、仮想デバイスが使用する
仮想メディアの種類が決定されます。 たとえば仮想ディスクとして lv を選択すると、
それは VM に対しては Virtual LvDisk となります。
VM ホストストレージエンティティは、一度には 1 種類の VM デバイスにしか使用でき
ません。 たとえば VM ホスト CD/DVD ドライブは、仮想 DVD 用と接続バーナー用とに
同時に使用することはできません。

• location は VM ホストシステムファイルです。
VM ホストシステムファイルのファイルパーミッションは、Integrity VM では受け付けで
きません。 書き込み操作をサポートする種類の VM デバイスは、読み取り専用とマーク
された VM ホストシステムファイルを使用しても、書き込み操作をサポートします。
複数の VM ホストシステムファイルが、同じ VM ホストストレージエンティティを指定
しても構いません。 たとえば、VM ホスト上にあるストレージに対して複数のパスがあ
る場合、複数のディスクシステムファイルが同じディスクを指定することができます。
VM ホストシステムファイルが異なれば、VM ストレージリソースへの I/O の経路指定
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方法は変わりますが、システムファイルは同じストレージエンティティを指定します。
したがって、異なるシステムファイルが異なる VM ストレージリソースを構成すること
はできません。 特定の VM ストレージリソースは、特定の仮想マシンに対して一度だけ
指定できます。したがって、VM ホストストレージエンティティあたり 1 つの VM ホス
トシステムファイルのみが、仮想マシンに提供できます (7.2.1.4 項 (103 ページ) を参照)。

すべての種類の仮想デバイスがすべての種類の VM ホストストレージをサポートするという
わけではありません (7.1.3 項 (96 ページ) を参照)。 完全な VM ストレージリソース文につい
ては、次のセクションで扱います。

7.2.2.3 VM ストレージリソース文
このサブセクションは、Integrity VM 記憶装置用に完全かつ有効なリソース文を作成する方法
について説明します。

仮想マシン用の Integrity VM 記憶装置を指定するには、hpvmcreate または hpvmmodify コ
マンドで完全かつ有効なリソース文を使用します。リソース文は、VM ゲストリソース仕様
(7.2.2.1 項 (106 ページ) で説明) と VM ホストストレージ仕様 (7.2.2.2 項 (107 ページ) で説明)
の組み合わせです。 このセクションでは、以下のそれぞれの種類の仮想記憶装置についての
完全なリソース文の例を示します。

• 「Virtual Disk」 (109 ページ)

• 「Virtual LvDisk」 (110 ページ)

• 「Virtual FileDisk」 (112 ページ)

• 「Virtual DVD」 (113 ページ)

• 「Virtual FileDVD」 (114 ページ)

• 「Virtual NullDVD」 (115 ページ)

• 「接続可能デバイス」 (117 ページ)

仮想マシンでは、合計 (仮想デバイスと接続デバイスの数) で最高 30 個の VIO デバイス、ま
たは最高 128 個の AVIO デバイスを持つことができます。
仮想ストレージリソースの最大サイズは 2 TB です。 仮想ストレージリソースの最小サイズ
は、仮想ディスクでは 512 バイト、仮想 DVD では 2048 バイトです。
同じストレージリソースは、仮想リソースであっても接続リソースであっても、同じ仮想マ
シンに複数回指定しないでください (7.2.1.4 項 (103 ページ) を参照)。 別途記載のない限り、
ストレージリソースは、仮想であっても接続でも、複数の仮想マシンによって同時に共有で
きません。

ストレージリソース用のマルチパス製品は、VM ホスト上で実行する必要があります。マルチ
パスソリューションは仮想マシンではサポートされません。VM ホストで使用されるすべての
マルチパスソリューションは、Integrity VM ストレージリソースに使用するには、サポート済
みの有効な構成である必要があります (7.2.1.3 項 (102 ページ) を参照)。
次のサブセクションのリソース文には、VM ハードウェアのアドレッシングは含まれていませ
ん。 PCI バス、PCI スロット、および SCSI ターゲット番号はオプションとなります。
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7.2.2.3.1 Virtual Disk

Virtual Disk はエミュレートされた SCSI ディスクで、この仮想メディアは VM ホストディス
ク LUN に由来します。 VM ホストディスク LUN は、キャラクタ型デバイスファイルを使用
して指定されます。 キャラクタ型デバイスファイルは HP-UX sdisk ドライバによって所有
されます。

Virtual Disk リソースは、アクティブな仮想マシン間で同時に共有できません (ただし、このマ
ニュアルで示すような特定のクラスタ構成を除きます)。 一度には 1 つのアクティブな仮想マ
シンにのみ、特定の Virtual Disk リソースが割り当てられます。 Virtual Disk リソースは、ア
クティブな仮想マシン間で動的に変更できます。

仮想メディアが競合してデータが破損されるのを回避するには、7.2.1.4 項 (103 ページ) で説
明されているように、VM ホストディスク全体を Virtual Disk の使用に割り当てる方法につい
て、適切な配慮をする必要があります。

Virtual Disk にマルチパスソリューションを提供するには、7.2.1.3 項 (102 ページ) を参照して
ください。

マルチパス製品を使用している場合、Virtual Disk リソース文は以下の形式を取ります。
disk:scsi::disk:/dev/rdsk/cXtYdZ

ここで、/dev/rdsk/cXtYdZ は HP-UX キャラクタ型 sdisk デバイスファイルです。
ioscan コマンドを使用して、これらのデバイスファイルを VM ホスト LUN から見つけるこ
とができます。 これらのシステムファイルをインストールおよび削除するには、それぞれ
insf コマンドおよび rmsf コマンドを使用します。 デバイスファイルは、VM ホストがブー
ト中に確認したすべてのストレージについて、VM ホストによって自動的に作成されます。
ブート後に接続または作成された新規デバイスには、ioscan および insf を使用して、新
規の sdisk デバイスファイルを作成する必要があります。 もう存在しないストレージ用の
古いデバイスファイルは、rmsf で削除できます。 例:
# ioscan

# ioscan -funC disk

disk 110 0/5/1/0.11.16.0.0.0.2 sdisk CLAIMED DEVICE HP A6188A
disk 116 0/5/1/0.11.16.0.0.0.3 sdisk CLAIMED DEVICE HP A6188A
/dev/dsk/c19t0d3 /dev/rdsk/c19t0d3

# insf -H 0/5/1/0.11.16.0.0.0.2

# ioscan -funC disk

disk 110 0/5/1/0.11.16.0.0.0.2 sdisk CLAIMED DEVICE HP A6188A
/dev/dsk/c19t0d2 /dev/rdsk/c19t0d2
disk 116 0/5/1/0.11.16.0.0.0.3 sdisk CLAIMED DEVICE HP A6188A
/dev/dsk/c19t0d3 /dev/rdsk/c19t0d3

この例で、Virtual Disk リソース文は disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c19t0d2 です。
HP Securepath/Autopath を Virtual Disk 用に使用する場合、sdisk デバイスファイルまたは
仮想デバイス特殊ファイル (VDSF) のいずれかを使用できます。 デバイスパスは、どちらも仮
想マシンで高可用性を実現し、同じように使用できます。 これらのデバイスパスの有効化に
ついての詳細は、HP Securepath/Autopath のマニュアルを参照してください。
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EMC PowerPath を Virtual Disk 用に使用する場合、Virtual Disk 用に使用する sdisk デバイス
ファイルでマルチパス製品による使用が有効であることを確認してください。 詳細は、マル
チパスベンダーのマニュアルを参照してください。

7.2.2.3.2 Virtual LvDisk

Virtual LvDisk はエミュレートされた SCSI ディスクで、この仮想メディアは raw VM ホスト論
理ボリュームによって提供されます。 VM ホスト論理ボリュームを指定するには、キャラク
タ型デバイスファイルを使用します。 キャラクタ型デバイスファイルは LVM または VxVM
のいずれかにより所有されます。

Virtual LvDisk は、アクティブな仮想マシン間で同時には共有できません。 一度には 1 つのア
クティブな仮想マシンにのみ、特定の Virtual LvDisk リソースが割り当てられます。Virtual
LvDisk リソースは、アクティブな仮想マシン間で動的に変更できます (7.3 項 (120 ページ) を
参照)。
論理ボリュームは、sam ユーティリティまたは Veritas Enterprise Administrator を使用して作
成できます。 別の方法として、論理ボリュームはボリュームマネージャで使用可能なコマン
ドを使用して作成できます。 論理ボリュームはすべて、ディスク全体の上に作成されます。
論理ボリュームのサイズは、それぞれのボリュームグループタイプで使用できる容量を基礎
とします。この論理ボリュームのサイズはボリュームのデータを失うことなく増加させるこ
とができます。 論理ボリュームのキャラクタ型デバイスは、論理ボリュームが作成された時
に、それぞれのボリュームマネージャによって作成されます。 また、VM ホストおよびゲス
トのファイルシステム破壊を回避するには、VM ホストファイルシステムを含まず、現在 VM
ホストにマウントされていない raw 論理ボリュームのみを使用します。
データ破壊を防止するには、Virtual LvDisk 用の論理ボリュームに何らかの配慮が必要です。
この配慮に役立てるため、特定のボリュームグループ内のすべての論理ボリュームを単一の
仮想マシンに使用してください。 この方法で論理ボリュームを構成すると、メディアの競合
を回避するには、ボリュームグループの追跡が必要なだけです。仮想メディアの割り当ての
追跡についての詳細は、7.2.1.4 項 (103 ページ) を参照してください。
LVM を使用している場合、Virtual LvDisk リソース文は次の形式を取ります。
disk:scsi::lv:/dev/vg_name/rlvol_name

ここで、/dev/vg_name/rlvol_name は、vg_name 上の rlvol_name のための LVM キャ
ラクタ型デバイスファイルです。 LVM キャラクタ型デバイスファイルの名前を表示するに
は、次のコマンドを入力します。

# vgdisplay -v
VG Name /dev/lvrackA
VG Write Access read/write
VG Status available
Max LV 255
Cur LV 4
Open LV 4
Max PV 16
Cur PV 1
Act PV 1
Max PE per PV 8683
VGDA 2
PE Size (Mbytes) 4
Total PE 8681
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Alloc PE 8192
Free PE 489
Total PVG 0
Total Spare PVs 0
Total Spare PVs in use 0

--- Logical volumes ---
LV Name /dev/lvrackA/disk1
LV Status available/syncd
LV Size (Mbytes) 8192
Current LE 2048
Allocated PE 2048
Used PV 1

LV Name /dev/lvrackA/disk2
LV Status available/syncd
LV Size (Mbytes) 8192
Current LE 2048
Allocated PE 2048
Used PV 1

LV Name /dev/lvrackA/disk3
LV Status available/syncd
LV Size (Mbytes) 8192
Current LE 2048
Allocated PE 2048
Used PV 1

LV Name /dev/lvrackA/disk4
LV Status available/syncd
LV Size (Mbytes) 8192
Current LE 2048
Allocated PE 2048
Used PV 1

--- Physical volumes ---
PV Name /dev/dsk/c4t1d0
PV Status available
Total PE 8681
Free PE 489
Autoswitch On

この例で、Virtual LvDisk リソース文は disk:scsi::lv:/dev/lvrackA/rdisk2 です。
VxVM を使用すると、Virtual LvDisk リソース文は次の形式を取ります。
disk:scsi::lv:/dev/vx/rdsk/dg_name/v_name

ここで、/dev/vx/rdsk/dg_name/v_name は、ディスクグループ dg_name 上のボリュー
ム v_name 用の VxVM キャラクタ型デバイスファイルです。 VxVM キャラクタ型デバイス
ファイルの名前を表示するには、次のコマンドを入力します。

# vxprint
Disk group: rootdg
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TY NAME ASSOC KSTATE LENGTH PLOFFS STATE TUTIL0
PUTIL0
dg rootdg rootdg - - - - - -

dm disk01 c3t0d0 - 35562538 - - - -

Disk group: VxvmTest1

TY NAME ASSOC KSTATE LENGTH PLOFFS STATE TUTIL0
PUTIL0
dg VxvmTest1 VxvmTest1 - - - - - -

dm disk01 c5t8d0 - 71680564 - - - -

v vxvm_1 fsgen ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
pl vxvm_1-01 vxvm_1 ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
sd disk01-01 vxvm_1-01 ENABLED 2048000 0 - - -

v vxvm_2 fsgen ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
pl vxvm_2-01 vxvm_2 ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
sd disk01-02 vxvm_2-01 ENABLED 2048000 0 - - -

v vxvm_3 fsgen ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
pl vxvm_3-01 vxvm_3 ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
sd disk01-03 vxvm_3-01 ENABLED 2048000 0 - - -

v vxvm_4 fsgen ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
pl vxvm_4-01 vxvm_4 ENABLED 2048000 - ACTIVE - -
sd disk01-04 vxvm_4-01 ENABLED 2048000 0 - - -

VxVM を使用すると、Virtual LvDisk リソース文は
disk:scsi::lv:/dev/vx/rdsk/VxvmTest1/vxvm_2 です。
Virtual LvDisk 用のマルチパスソリューションについての詳細は、7.2.1.3 項 (102 ページ) を参
照してください。

7.2.2.3.3 Virtual FileDisk

Virtual FileDisk はエミュレートされた SCSI ディスクで、この仮想メディアは VM ホストファ
イルに由来します。 VM ホストファイルは、ファイルへの絶対パス名を使用して指定されま
す。 このファイルは VM ホスト上にローカルにマウントされた VxFS ファイルシステムに存
在可能です。 NFS ファイルシステムは Virtual FileDisk 用にはサポートされていません。
Virtual FileDisk は、アクティブな仮想マシン間で同時に共有できません。 一度には 1 つのア
クティブな仮想マシンにのみ、特定の Virtual FileDisk リソースが割り当てられます。Virtual
FileDisk リソースは、アクティブな仮想マシン間で動的に変更できます (7.3 項 (120 ページ) を
参照)。
Virtual FileDisk に使用されるファイルシステムでは、データ破壊を防止するための管理が必要
です。 このような管理を容易にするため、特定ディレクトリのすべてのファイルを単一の仮
想マシンで使用することをお勧めします。さらに、ファイルディレクトリを論理ボリューム
全体またはディスク全体から割り当てると、管理がより簡単になります。詳細は7.2.1.4 項
(103 ページ) を参照してください。
Virtual FileDisk リソース文は次の形式を取ります。
disk:scsi::file:/pathname/file
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ここで、/pathname/file は仮想メディアとして使用される VM ホストファイルを指定しま
す。

VxFS ファイルシステムは、ディスク全体、または論理ボリュームの上に作成できます。 2GB
を超えるファイルの場合、VxFS ではファイルシステムが largefiles オプションでマーク
されていることが必要です。 mkfs コマンドを使用して VxFS ファイルシステムを直接作成す
ることができます。 ファイルシステムを作成したら、mount を使用して VM ホストファイル
システム上にマウントできます。 その代わりとして、ファイルシステムの作成先として論理
ボリュームを使用する場合、論理ボリュームを作成するときに sam などのボリュームマネー
ジャ GUI を使用して、ファイルシステムおよびマウントポイントを作成することができます。
いずれの場合も、ファイルシステムをマウントしたら、hpvmdevmgmt を使用して Virtual
FileDisk 用の空ファイルを作成できます。
# mkfs -F vxfs -o largefiles /dev/dsk/c1t2d0
# mount /dev/dsk/c1t2d0 /fdev/frackA/
# hpvmdevmgmt -S 4G /fdev/frackA/disk1

この例で、Virtual FileDisk リソース文は、disk:scsi::file:/fdev/frackA/disk1 です。
Virtual FileDisk デバイスのマルチパスオプションは7.2.1.3 項 (102 ページ) に説明があります。

7.2.2.3.4 Virtual DVD

Virtual DVD はエミュレートされた SCSI DVD-ROM で、その仮想メディアは VM ホストの
CD/DVD ドライブ内のディスクに由来します。 VM ホスト CD/DVD ドライブは、HP-UX sdisk
キャラクタ型デバイスファイルを使用して指定されます。

Virtual DVD は読み込み専用ですが、VM ホストの物理 CD/DVD ドライブは低速なため、アク
ティブな仮想マシンの間で共有できません。 したがって、一度には 1 つのアクティブな仮想
マシンにのみ、特定の Virtual DVD リソースが割り当てられます。Virtual DVD リソースは、
アクティブな仮想マシン間で動的に変更できます (7.3 項 (120 ページ) を参照)。
Virtual DVD は読み込み専用のため、デバイスへの書き込みの競合を回避するための管理は不
要です。 ただし、機密扱いとなる情報が関係ない仮想マシンからアクセスされることを回避
するため、CD/DVD をロードする前に、デバイスを現在所有している仮想マシンがどれかを
確認しておいてください。 この情報は hpvmstatus コマンドによって VM ホストから見る
ことができます。

Virtual DVD リソース文は次の形式を取ります。
dvd:scsi::disk:/dev/rdsk/cXtYdZ

ここで、/dev/rdsk/cXtYdZ は VM ホスト CD/DVD ドライブを示す HP-UX キャラクタ型デ
バイスファイルです。

通常は、HP-UX sdisk キャラクタ型ファイルは VM ホストのブート前にすでに作成されてい
ます。 作成されていない場合、ioscan、insf、および rmsf ユーティリティを使用して作
成および管理することができます。 例:
# ioscan -funC disk

disk 0 0/0/2/0.0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE HL-DT-STDVD+RW GCA-4040N
/dev/dsk/c0t0d0 /dev/rdsk/c0t0d0

# diskinfo /dev/rdsk/c0t0d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c0t0d0:
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vendor: HL-DT-ST
product id: DVD+RW GCA-4040N

type: CD-ROM
size: 4300800 Kbytes

bytes per sector: 2048

この例で、Virtual DVD リソース文は dvd:scsi::disk:/dev/rdsk/c0t0d0 です。
Virtual DVD が仮想マシンによって認識されるには、物理メディアが VM ホスト CD/DVD ド
ライブ内に存在する必要があります。仮想マシンの起動時にメディアがまだ追加されていな
い場合、仮想マシンの起動後に VM ホストの CD/DVD ドライブに挿入できます。 ゲスト OS
による再スキャンによって新規メディアが検出され、Virtual DVD が仮想マシンに追加されま
す。

VM ホスト管理者が仮想マシンによって要求される VM ホスト CD/DVD ドライブを制御する
必要があっても、何らかの理由で VM ホスト CD/DVD ドライブ用のメディアがないとき、
Virtual NullDVD を指定する必要があります (7.2.2.3.6 項 (115 ページ) を参照)。後で
hpvmmodify または仮想コンソールの挿入コマンド (7.3.1.2 項 (121 ページ) を参照) を使用し
て、物理メディアを VM ホスト CD/DVD ドライブに挿入して Virtual DVD の仮想メディアに
することができます。

Virtual DVD が仮想マシンに追加されると、VM ホスト CD/DVD ドライブはロックされます。
仮想マシンがシャットダウンすると、VM ホスト CD/DVD ドライブは自動的にロック解除さ
れます。 仮想コンソールの eject コマンドを使用すると、仮想マシンが稼動中でも VM ホ
スト CD/DVD は変更できます。 Virtual DVD は取り出すと Virtual NullDVD に変換され、VM
ホスト CD/DVD ドライブがロック解除されます。 物理メディアを VM ホストの CD/DVD ド
ライブに配置した後、仮想コンソールの insert コマンドを使用して Virtual NullDVD を Virtual
DVD に戻し、VM ホスト CD/DVD ドライブを再ロックします。
HP Integrity サーバのほとんどの VM ホスト物理 CD/DVD デバイスは、それ自身へのパスを
1 つしか持っていません。 したがって、マルチパスソフトウェアは VM ホスト上でこれらの
ためには利用できません。

7.2.2.3.5 Virtual FileDVD

Virtual FileDVD はエミュレートされた SCSI DVD-ROM で、この仮想メディアは VM ホスト
ISO ファイルに由来します。 VM ホスト ISO ファイルは、ISO ファイルへの絶対パス名を使
用して指定されます。 このファイルは VM ホスト上にローカルにマウントされた VxFS ファ
イルシステムに存在可能です。 NFS ファイルシステムは Virtual FileDVD 用にはサポートされ
ません。

Virtual FileDVD リソース文は次の形式を取ります。
dvd:scsi::file:/pathname/file.ISO

ここで、/pathname/file.ISO は仮想メディアとして使用される VM ホスト ISO ファイル
を指定します。

VM ホスト ISO ファイルは mkisofs ユーティリティを使用するか、または dd コマンドを使
用して CD/DVD メディアをファイルにコピーすることで作成できます。 ISO ファイルはサイ
ズが 2GB を超えることがあるため、VxFS ファイルシステムでは largefiles のサポート
を有効にする必要があります。ゲスト OS が使用するすべての ISO ファイルは、仮想コンソー
ルを使用した動的変更を活用するためには、同じディレクトリに配置する必要があります
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(7.3.2.3 項 (123 ページ) を参照)。 ISO ファイルには適切な許可権限のマークを付ける必要が
あります。これらは全ユーザーが書き込み可能とはしないでください。 例:
# ls -l /var/opt/hpvm/ISO-images/hpux

total 26409104
-rw-r--r-- 1 root sys 3774611456 Jul 11 16:59 0505-FOE.iso
-rw-r--r-- 1 root sys 4285267968 Jul 11 17:05 0512-FOE.iso
-rw-r--r-- 1 root sys 3149987840 Jul 11 18:42 0603-FOE-D1.iso
-rw-r--r-- 1 root sys 1629978624 Jul 11 18:51 0603-FOE-D2.iso

この例で、Virtual FileDVD リソース文は
dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISOimages/hpux/0603-FOE-D1.iso です。
Virtual FileDVD はすべてのファイルと同様に、ファイルシステムの作成に使用するマルチパス
オプションを活用できます。詳細は7.2.1.3 項 (102 ページ) を参照してください。
Virtual FileDVD は読み込み専用で、アクティブな仮想マシン間で共有できます。 hpvmdevmgmt
コマンドを使用して、それらを共有可能としてマーク付けしてください。

メディアの競合を回避するために、Virtual FileDVD は慎重に管理する必要があります (7.2.1.4 項
(103 ページ) を参照)。 ゲストの仮想コンソールを使用すると、ISO ファイルが存在するファ
イルシステムディレクトリを表示できます。 管理を簡素化するには、論理ボリューム全体ま
たはディスク全体からファイルディレクトリを割り当てます。

7.2.2.3.6 Virtual NullDVD

Virtual NullDVD はエミュレートされた SCSI DVD-ROM で、使用中の仮想メディアはありませ
ん。 Virtual NullDVD の構成方法によって、次に選択するメディアは VM ホスト CD/DVD ド
ライブまたは VM ホスト ISO ファイルに由来したものになります。次のメディアを選択する
と、Virtual NullDVD は Virtual DVD デバイス (7.2.2.3.4 項 (113 ページ) を参照) または Virtual
FileDVD デバイス (7.2.2.3.5 項 (114 ページ) を参照) のいずれかに代わります。 したがって、
Virtual NullDVD は空の仮想 DVD タイプの一時的な状態です。
Virtual NullDVD の構成方法をどう選択するかは、VM ホスト管理者がゲスト管理者に与える
アクセスに依存します。Virtual DVD の変更は仮想コンソールから開始できます (7.3.1.2 項
(121 ページ) を参照)。 ゲスト管理者による仮想 DVD のすべての変更は、VM ホスト管理者の
アクションによって制約されます。

VM ホスト管理者が VM ホスト CD/DVD ドライブ上の物理メディアをロードおよびアンロー
ドするアクセス権をゲスト管理者に付与した場合、Virtual NullDVD は次の形式のリソース仕
様でセットアップされます。

dvd:scsi::null:/dev/rdsk/cXtYdZ

ここで、/dev/rdsk/cXtYdZ は VM ホスト CD/DVD ドライブを指示する HP-UX キャラクタ
型 sdisk ファイルです。
このセットアップは、VM ホスト CD/DVD がメディアを含まないことを除けば、Virtual DVD
のセットアップと同じです (7.2.2.3.4 項 (113 ページ) を参照)。 メディアはゲスト管理者から
届くと見なされます。ゲスト管理者はこのような物理メディアの変更を行うために、VM ホス
トへのアクセス権を持つ必要があります。 例:
# ioscan -funC disk

disk 0 0/0/2/0.0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE HL-DT-STDVD+RW GCA-4040N
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/dev/dsk/c0t0d0 /dev/rdsk/c0t0d0
# diskinfo /dev/rdsk/c0t0d0

SCSI describe of /dev/rdsk/c0t0d0:
vendor: HL-DT-ST

product id: DVD+RW GCA-4040N
type: CD-ROM
size: 0 Kbytes

bytes per sector: 0

この例で、Virtual NullDVD リソース文は dvd:scsi::null:/dev/rdsk/c0t0d0 です。
VM ホスト管理者が VM ホスト CD/DVD ドライブへのアクセス権をゲスト管理者に付与しな
い場合、ゲスト管理者がアクセスする必要のある ISO ファイルが存在するファイルシステム
ディレクトリに、Virtual NullDVD をセットアップすることができます。 このリソース文は次
の形式を取ります。

dvd:scsi::null:/pathname

ここで、/pathname は ISO ファイルがあるファイルシステムディレクトリです。
このセットアップは、ファイルを指定しないことを除けば、Virtual FileDVD のセットアップと
同じです (7.2.2.3.5 項 (114 ページ) を参照)。 ゲスト管理者はファイルディレクトリを指定し
て、仮想コンソールからどの ISO ファイルを使用するかを選択できます。 ファイルディレク
トリは、ローカルにマウントされた VxFS ファイルシステムである必要があります。 NFS ファ
イルシステムはサポートされません。 ISO ファイルが全ユーザーによって書き込み可能な場
合、仮想コンソールからは使用できません。 たとえば、次の ISO ファイルがあるとします。

# ls -l /var/opt/hpvm/ISO-images/hpux

total 26409104
-rw-r--r-- 1 root sys 3774611456 Jul 11 16:59 0505-FOE.iso
-rw-r--r-- 1 root sys 4285267968 Jul 11 17:05 0512-FOE.iso
-rw-r--r-- 1 root sys 3149987840 Jul 11 18:42 0603-FOE-D1.iso
-rw-r--r-- 1 root sys 1629978624 Jul 11 18:51 0603-FOE-D2.iso

Virtual NullDVD リソース文は、dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/
です。

Virtual NullDVD を共有可能にするか、マルチパスオプションを持つよう構成できます。 VM
ホスト CD/DVD デバイスを使用するように Virtual NullDVD デバイスを構成した場合、これ
を共有できずマルチパスオプションも使用できません。ファイルシステムディレクトリを使
用するように Virtual NullDVD を構成した場合、共有可能となりマルチパスオプションを使用
できます (7.2.1.3 項 (102 ページ) を参照)。 ディレクトリを仮想マシン全体で共有できるよう
にマークを付けるには、hpvmdevmgmt コマンドを使用します。 例:
# hpvmdevmgmt -m gdev:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/:attr:SHARE=YES

hpvmdevmgmt コマンドの使用方法の詳細は、9.8 項 (163 ページ) を参照してください。
Virtual NullDVD では、対応する Virtual DVD タイプ (7.2.2.3.4 項 (113 ページ) を参照) または
Virtual FileDVD タイプ (7.2.2.3.5 項 (114 ページ) を参照) に必要な管理以上の管理は、追加す
る必要はありません。
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7.2.2.3.7 接続可能デバイス

Integrity VM では、物理 VM ホストバックアップデバイスのタイプを仮想マシンに接続できま
す。 VM ホストバックアップデバイスの種類は、テープ、メディアチェンジャー、および
CD/DVD バーナーです。 これらのデバイスは、HP-UX sctl デバイスファイルを使用して VM
ホストに指定されます。

仮想マシン上で実行するゲスト OS は、接続物理デバイスを完全に制御できます。 したがっ
て、ゲスト OS は接続されたデバイスをサポートする必要があります。 サポートされるゲス
ト OS ドライバのリストは、デバイスの製品マニュアルを参照してください。
接続デバイスのリソース文は、デバイスタイプによって次の形式を取ります。

• 磁気テープの場合、次を使用します。

tape:scsi::attach:/dev/rscsi/cXtYdZ

• メディアチェンジャーの場合、次を使用します。

changer:scsi::attach:/dev/rscsi/cXtYdZ

• CD/DVD バーナーの場合、次を使用します。
burner:scsi::attach:/dev/rscsi/cXtYdZ

ここで、/dev/rscsi/cXtYdZ は、指定したデバイスタイプに対する HP-UXsctl デバイス
ファイルです。

HP-UX sctl デバイスファイルを作成するには、次の手順に従います。
1. ioscan を実行して、接続したばかりの新規デバイスを検出します。

# ioscan

2. 接続用に指定するデバイスを見つけます。

2a. これらの新規デバイス用のデバイス固有ファイルがあれば、これをインストールし
ます。

# insf -e

2b. 新規デバイスが VM ホストに要求されているかを確認します。
# ioscan -fun

以下は要求されたテープデバイスの例です。

tape 1 0/2/1/0.5.0 stape CLAIMED DEVICE HP C7438A
/dev/rmt/1m /dev/rmt/c6t5d0BESTn

/dev/rmt/1mb /dev/rmt/c6t5d0BESTnb
/dev/rmt/1mn /dev/rmt/c6t5d0DDS
/dev/rmt/1mnb /dev/rmt/c6t5d0DDSb
/dev/rmt/c6t5d0BEST /dev/rmt/c6t5d0DDSn
/dev/rmt/c6t5d0BESTb /dev/rmt/c6t5d0DDSnb

ioscan -fun を行ってもデバイスが表示されない場合、手順 2c に進みます。 それ以
外の場合、手順 3 に進みます。
2c. デバイスが要求されていない場合、以下によってデバイスが表示されるかを確認し
ます。

# ioscan -fk
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以下は要求されていないメディアチェンジャーデバイスの例です。

Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description
==============================================================================

ext_bus 6 0/2/1/0 c8xx CLAIMED INTERFACE SCSI C1010
Ultra160 Wide LVD A6828-60101
target 35 0/2/1/0.0 tgt CLAIMED DEVICE
unknown -1 0/2/1/0.0.0 UNCLAIMED UNKNOWN HP ThinStor
AutoLdr

デバイスが表示されない場合、ハードウェアに問題があるか、SCSI ID の衝突がありま
す。 先に進む前に、特定のデバイスのマニュアルを参照してこの問題を解決してくださ
い。

デバイスが表示されても要求されていない場合、これは VM ホストにドライバがないこ
とが原因です。 Integrity VM では、接続されるデバイス用のドライバを VM ホスト上に
ロードすることは必要としません。 HP-UX テープ (stape) およびチェンジャー (schgr)
のドライバはデフォルトではロードされませんが、これらのデバイスがインストール時
に接続されていれば、この限りではありません。 ドライバをロードするには、kcmodule
コマンドを使用します。コマンドを使用するとドライバは静的にロードされます。 イン
ストールを完了するには、VM ホストのリブートが必要です。 実行中のゲストは、これ
らのドライバをロードする前にシャットダウンする必要があります。

以下はテープドライバをインストールする例です。

# kcmodule stape=static

以下はメディアチェンジャードライバをインストールする例です。

# kcmodule schgr=static

VM ホストドライバをロードしない場合、手順 4 に進みます。
VM ホストドライバをロードする場合、VM ホストのリブート後に ioscan コマンドで、
デバイスファイルとともに表示されます。 この場合、手順 3 に進みます。

3. hpvmdevmgmt コマンドを使用して sctl デバイスファイルを/dev/rscsi/ディレク
トリの下にインストールします。 例:
# hpvmdevmgmt -I

4. 接続予定のデバイスに対応するデバイスファイル/dev/rscsi sctl を見つけます。
4a. デバイスが要求されている場合、/dev/rscsi ファイル末尾の cXtYdZ 番号は同じ
になります。

以下はテープデバイスの例です。

Claimed = /dev/rmt/c6t5d0BEST
SCTL = /dev/rscsi/c6t5d0

以下はメディアチェンジャーデバイスの例です。

Claimed = /dev/rac/c6t0d0
SCTL = /dev/rscsi/c6t0d0

以下は CD/DVD バーナーデバイスの例です。
Claimed = /dev/rdsk/c4t3d2
SCTL = /dev/rscsi/c4t3d2

/dev/rscsi ファイルを見つけたら、手順 5 に進みます。

118 仮想記憶装置の作成



4b. デバイスが要求されていない場合、ハードウェアアドレスに対応する番号を含む
/dev/rscsi ファイルを作成する必要があります。
以下はテープデバイスのハードウェアアドレスを検索する例です。

ext_bus 6 0/2/1/0 c8xx CLAIMED
INTERFACE SCSI C1010 Ultra160 Wide LVD A6828-60101
unknown -1 0/2/1/0.5.0 UNCLAIMED
UNKNOWN HP Ultrium Device Hardware Address = 0/2/1/0.5.0

以下に、ハードウェアアドレスをコントローラ、ターゲット、およびデバイスの番号に
分割する方法を示します。

• c は 0/2/1/0 のインスタンスです

• ext_bus は 6 です

• t は 5 です

• d は 0 です

• 作成する sctl ファイルは/dev/rscsi/c6t5d0 です

sctl デバイスファイルを作成するには、scsi_ctl(1M) を参照してください。
mknod コマンドを使用して、マイナー番号の値を以下のように置換します。
# /usr/sbin/mknod /dev/rscsi/devname c 203 0xCCTL02

ここで、マイナー番号のコンポーネントパーツは、以下のように構成されます。

構成マイナー番号

制御を行うインタフェースカードをインスタンス番号によって識別する、2 つの 16
進数の数字。 インスタンスの値は、ioscan 出力の、インタフェースハードウェア
タイプの列 I の下に表示されます。

CC

ドライブ (ターゲット) アドレスを識別する 1 つの 16 進数の数字T

デバイス内の LUN を識別する 1 つの 16 進数の数字L

16 進数の数字のゼロで、マイナー番号の未使用部分。0

以下はテープデバイスの例です。

# /usr/sbin/mknod /dev/rscsi/c6t5d0 c 203 0x065002

5. 検出または作成した sctl デバイスファイルを使用して、接続デバイスを指定します。

使用するリソース文接続デバイス

tape:scsi::attach:/dev/rscsi/c6t5d0テープ

changer:scsi::attach:/dev/rscsi/c6t0d0メディアチェンジャー

burner:scsi::attach:/dev/rscsi/c4t3d0CD/DVD バーナー

接続デバイスは、アクティブな仮想マシン間で同時には共有できません。 一度には 1 つのア
クティブな仮想マシンにのみ、特定の接続デバイスが割り当てられます。ただし、接続デバ
イスは仮想デバイスと同じように、アクティブな仮想マシン間で動的に取り付けまたは取り
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外しができます (7.3 項 (120 ページ) を参照)。 さらに、デバイスは仮想マシンに接続するの
で、接続中に VM ホストで開くことはできません。
テープ、メディアチェンジャー、および CD/DVD バーナーは仮想化されていないため、これ
らのメディアの変更は物理的に行う必要があります。 したがって、接続デバイスのすべての
メディアの変更は、その物理ストレージにアクセス権を持つ個人が行う必要があります。接
続デバイスを変更するときは、アクティブなゲスト OS からデバイスのロック解除が必要な
場合があります。 デバイスが切り離されたか、仮想マシンがシャットダウンされたとき、接
続デバイスはゲスト OS が最後に設定したロック状態のままになります。 空のデバイスは接
続されてもロックされません。

マルチパスソリューションは、VM ホスト上の接続デバイスでは利用できません。 仮想マシ
ンでサポートされるマルチパス製品はありません。

関係ない仮想マシンによる機密情報の参照を防止するように、接続デバイスを管理してくだ
さい。 hpvmstatus コマンドを使用すると、どの仮想マシンが現在接続デバイスを使用して
いるかを表示できます。

7.3 Integrity VM ストレージの使用
以下のセクションでは、仮想ストレージにアクセスする個人のロール、使用するコマンド、
および Integrity VM ストレージの使用例の一部について説明します。

7.3.1 Integrity VM ストレージのロール
このセクションでは、Integrity VM ストレージで作業する上で、個人が担うロールについて説
明します。 Integrity VM ストレージの使用にあたっては、ロールごとに職責が異なります。
ロールはセキュリティ要件とスキルセットによって、1 人以上の個人が担うことができます。
次の 3 つロールがあります。

• 「VM ホスト管理者」 (120 ページ)

• 「ゲスト管理者」 (121 ページ)

• 「ゲストユーザー」 (121 ページ)

7.3.1.1 VM ホスト管理者
VM ホスト管理者ロールとは、仮想マシンを実行するための VM ホストの適切な構成および
保守に責任を持つ個人のことです。 したがって、この個人にはハードウェアおよびソフトウェ
アをインストールするための VM ホストへの完全なアクセスが必要です。 またこの個人は、
HP-UX システム保守の方法、ハードウェアの正しい構成方法、いろいろなソフトウェアアプ
リケーションおよびツールのセットアップおよび使用方法について理解している必要があり
ます。

VM ホスト管理者は以下のコマンドを使用して、仮想マシン記憶装置を管理します。

Integrity VM のコマンド管理機能

hpvmmodify (「仮想マシンの構成の変更」 (47 ページ)
を参照)

仮想マシン記憶装置の追加、削除、管理、変更

hpvmstatus (「ゲストの監視」 (145 ページ) を参照)仮想マシン用の記憶装置に関する情報の表示。
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リソースを仮想マシンに追加または接続してから仮想マシンの電源をオンにすると、ストレー
ジリソースはゲスト管理者によって所有されます。 つまり、ゲスト OS はいつでもそのスト
レージリソースにアクセスできるということです。 リソースに対していずれかのゲスト I/O
がアクティブな場合、削除、切り離し、または変更は失敗します。 アクティブな仮想マシン
上での動的なストレージ変更は、ゲスト管理者による承認が必要です。

7.3.1.2 ゲスト管理者
VM ゲスト管理者には、ゲスト OS を適切に保守する責任があります。 したがってこの個人
には、仮想マシンを制御するために、VM ホスト管理者の手元にある仮想コンソールへのアク
セスが必要です。 ゲスト管理者は、ゲスト OS の保守、パッチとアプリケーションのインス
トール、およびゲスト OS のゲストユーザーのためにセキュリティをセットアップする方法
について理解する必要があります。 さらに、Integrity VM ストレージでは以下を行う必要があ
ります。

• 仮想プラットフォーム上で OS を正しく動作させるために、Integrity VM で必要な特定の
ゲスト OS のパッチをインストールすること。

• ゲスト OS に固有の Integrity VM ストレージのリリースノートを読んで理解すること。

• VM ホスト管理者と協力して、VM ホストの接続デバイスの管理などの仮想ストレージの
変更を実行すること。

ゲスト管理者は仮想コンソールを使用して仮想ストレージを変更します。 仮想コンソールは、
仮想 DVD デバイスタイプのディスクを変更するために使用されます。 すべての変更は、VM
ホスト管理者が仮想マシンに対して構成した内容によって制限されます。

仮想コンソールのコマンドは、hpvmconsole コマンドまたは Ctrl+B を押すことによって、
vMP Main Menu から使用できます (既に接続済みの場合)。 仮想コンソールの取り出し (ej)
および挿入 (in) コマンドで、DVD デバイスを制御できます。 どちらのコマンドも着脱可能
なデバイスを表示するサブメニューを提供しています。 サブメニューでオプションを選択す
ると、取り出しプロセスまたは挿入プロセスが実行されます。

Integrity VM のコマンド管理機能

vMP> ej仮想 DVD の取り出し

vMP> in仮想 DVD の挿入

7.3.1.3 ゲストユーザー
ゲストユーザーはゲスト OS 上でアプリケーションを実行します。 アクセスはゲスト管理者
によって提供および制限されます。 ゲスト OS のアプリケーションユーザーに対する Integrity
VM ストレージの要件はありません。
ゲスト OS のアプリケーションユーザーに対する Integrity VM ストレージコマンドはありま
せん。 ゲストユーザーがゲスト OS 上の Integrity VM ストレージを使用する方法は、HP
Integrity サーバー上でストレージを通常使用する方法と同じです。 Integrity VM ストレージの
変更が必要な場合、ゲスト管理者または VM ホスト管理者に依頼する必要があります。

7.3.2 Integrity VM ストレージの使用事例
このサブセクションでは、Integrity VM ストレージコマンドの使用方法について説明します。
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7.3.2.1 仮想記憶装置の追加
VM ホスト管理者は hpvmstatus および hpvmmodify コマンドを使用して、Integrity VM ス
トレージを追加または接続します。 仮想記憶装置は、仮想マシンの電源がオンでもオフでも
追加または接続可能です。 新しい仮想ストレージアダプタを追加できるのは、仮想マシンの
電源がオフのときだけです。 仮想ストレージアダプタは最大 15 の記憶装置を、また仮想マ
シンは最大 30 の記憶装置を保持できます。
仮想記憶装置をゲストに追加または接続するプロセスを以下に示します。

1. Integrity VM ストレージのすべての留意事項に基づいて、追加する記憶装置を選択しま
す。

2. デバイスタイプに基づいて、有効なリソース文を作成するために VM ホストをセットアッ
プおよび構成します。 これには、将来ストレージの衝突を回避するための VM ホストリ
ソースに対する配慮も含まれます。

3. hpvmmodify コマンドで有効なリソース文を使用して、Integrity VM 記憶装置を追加ま
たは接続します。

Integrity VM 記憶装置の追加のためのリソース文には、仮想ハードウェアのアドレッシングは
不要です。 PCI バス、スロット、および SCSI のターゲット番号が指定されない場合、Integrity
VM はデバイスで使用可能な最初の場所を自動的に選択します。 例:
# hpvmmodify -P myvmm -a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c3t2d0
# hpvmstatus -P myvmm
..
[Storage Interface Details]
...
disk scsi 0 1 0 0 0 disk /dev/rdsk/c7t0d0
disk scsi 0 1 0 1 0 disk /dev/rdsk/c3t2d0

ディスク全体をバッキングストアにして AVIO ストレージデバイスを追加するには、以下の
ように指定します。

host# hpvmmodify -P guest1 -a disk:avio_stor:0,5,0:disk:/dev/rdsk/c3t0d0

7.3.2.2 Integrity VM 記憶装置の削除
VM ホスト管理者は、hpvmstatus および hpvmmodify コマンドを使用して、Integrity VM
ストレージを削除または切り離します。 Integrity VM 記憶装置は、仮想マシンの電源がオンで
もオフでも削除または切り離し可能です。 Integrity VM ストレージアダプタが削除できるの
は、仮想マシンの電源がオフのときだけです。 Integrity VM ストレージアダプタは、アダプタ
に接続される最後の Integrity VM 記憶装置が削除されると自動的に削除されます。
仮想記憶装置を仮想マシンから削除または切り離すプロセスを以下に示します。

1. hpvmstatus コマンドを使用してリソースを見つけ、仮想マシンの電源がオンかどうか
を確認します。 仮想マシンの電源がオンの場合、ゲスト管理者に問い合わせてリソース
を削除する許可を取得してから作業を進めます。

2. hpvmmodify コマンドを使用して、リソースを削除または切り離します。
3. VM ホストリソースが仮想マシンで使用されなくなったか確認します。
Integrity VM 記憶装置の削除のためのリソース文には、仮想ハードウェアのアドレッシングは
不要です。 例:
# hpvmstatus -P myvmm
...
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[Storage Interface Details]
...
disk scsi 0 1 0 0 0 disk /dev/rdsk/c7t0d0
disk scsi 0 1 0 1 0 disk /dev/rdsk/c3t2d0
disk scsi 0 1 0 2 0 disk /dev/rdsk/c9t0d0
# hpvmmodify -P myvmm -d disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c3t2d0
# hpvmstatus -P myvmm
...
[Storage Interface Details]

disk scsi 0 1 0 0 0 disk /dev/rdsk/c7t0d0
disk scsi 0 1 0 2 0 disk /dev/rdsk/c9t0d0

AVIO ストレージデバイスを削除するには、以下のように指定します。
host# hpvmmodify -P guest1 -d disk:avio_stor:0,5,0

7.3.2.3 Integrity VM 記憶装置の変更
VM ホスト管理者またはゲスト管理者は Integrity VM 記憶装置を変更できます。 VM ホスト管
理者は、hpvmstatus コマンドおよび hpvmmodify コマンドを使用して、仮想デバイスの
仮想メディアを変更することができます。 ゲスト管理者は仮想コンソールを使用して、仮想
DVD の仮想メディアを変更します。 接続デバイスはすべて、VM ホストの物理アクセスを使
用して変更されます。

VM ホスト管理者が hpvmstatus コマンドおよび hpvmmodify コマンドを使用して仮想デ
バイスの仮想メディアを変更するとき、この操作はゲスト OS からは、デバイスタイプによっ
て、ディスク全体の置換か DVD リムーバブルメディアのイベントとして検出されます。
仮想デバイスの仮想メディアを変更するプロセスを以下に示します。

1. hpvmstatus コマンドを使用して変更する仮想デバイスリソースを見つけ、仮想マシン
の電源がオンかどうかを確認します。 仮想マシンの電源がオンの場合、仮想メディアの
置換についてゲスト管理者に問い合わせてから作業を進めます。

2. Integrity VM ストレージの留意事項に基づいて、追加する新しい仮想メディアのタイプを
選択します。

3. 仮想メディアのタイプに基づいて、有効な VM ホストストレージ仕様を作成するために
VM ホストをセットアップおよび構成します。 仮想マシンストレージの衝突を回避する
ための VM ホストリソースに関するその他の要件も考慮に入れます。

4. hpvmmodify コマンドで VM ホストストレージ仕様を使用して、仮想デバイスリソース
を変更します。

5. 以前の VM ホストリソースが仮想マシンで使用されなくなったか確認します。
6. アクティブな仮想マシン上で実行され、avio_stor HBA によって管理されている記憶

装置がある場合、VM ゲストは変更されたバッキングストアを使用する前に replace_dsk
オプションを指定して gvsdmgr コマンドを実行する必要があります。 gvsdmgr ユー
ティリティについての詳細は、HP-UX gvsdmgr マンページを参照してください。

仮想デバイスを変更するリソース文には、仮想ハードウェアのアドレッシングが必要です
(7.2.2.1 項 (106 ページ) を参照)。 例:
# hpvmstatus -P myvmm
...
[Storage Interface Details]
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...
disk scsi 0 1 0 0 0 disk /dev/rdsk/c7t0d0
disk scsi 0 1 0 1 0 disk /dev/rdsk/c3t2d0
disk scsi 0 1 0 2 0 disk /dev/rdsk/c9t0d0
# hpvmmodify -P myvmm -m disk:scsi:0,1,1:lv:/dev/lvrackA/rdisk2
# hpvmstatus -P myvmm
...
[Storage Interface Details]
...
disk scsi 0 1 0 0 0 disk /dev/rdsk/c7t0d0
disk scsi 0 1 0 1 0 lv /dev/lvrackA/rdisk2
disk scsi 0 1 0 2 0 disk /dev/rdsk/c9t0d0

DVD の取り出しおよび挿入を実行するには、仮想コンソールのメニューに従います。ただし、
新しいメディアの選択には VM ホスト管理者の支援が必要になります。 仮想コンソールによ
る変更は、ゲスト OS のリブート後は保存されません。
VM ホスト管理者が仮想マシン用に Virtual DVD をセットアップした場合、仮想コンソールの
取り出しおよび挿入コマンドは、VM ホスト物理 CD/DVD ドライブをロック解除およびロッ
クします。 eject コマンドは Virtual DVD を VM 内の Virtual NullDVD に変更し、VM ホスト
CD/DVD ドライブをプロセス内でロック解除します。 その後、VM ホスト CD/DVD ドライ
ブの物理メディアは、アクセスが許可されていれば VM ホスト管理者またはゲスト管理者に
よって変更できます。 メディアを変更すると、insert コマンドを使用して Virtual NullDVD
を Virtual DVD に戻すように変更して VM ホスト CD/DVD ドライブをロックし、新しくロー
ドしたメディアを仮想マシンでアクセス可能にします。 例:
# diskinfo /dev/rdsk/c1t7d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c1t7d0:

vendor: HP
product id: Virtual DVD

type: CD-ROM
size: 665600 Kbytes

bytes per sector: 2048
vMP> ej

Ejectable Guest Devices
Num Hw-path (Bus,Slot,Tgt) Gdev Pstore Path
-------------------------------------------------------------------------
[1] 0/0/1/0.7.0 (0,1,7) dvd disk /dev/rdsk/c0t0d0

Enter menu item number or [Q] to Quit: 1
Confirm eject action

G - Go
F - Force

Enter menu item or [Q] to Quit: G
vMP> co
# diskinfo /dev/rdsk/c1t7d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c1t7d0:

vendor: HP
product id: Virtual NullDVD

type: CD-ROM
size: 0 Kbytes

bytes per sector: 0

[After inserting a new disc on the VM Host CD/DVD drive]
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vMP> in
Insertable Guest Devices
Num Hw-path (Bus,Slot,Tgt) Gdev
--------------------------------------------
[1] 0/0/1/0.7.0 (0,1,7) dvd

Enter menu item number or [Q] to Quit: 1
Insertable File Backing Stores
Num File
---------------------
[1] /dev/rdsk/c0t0d0

Enter menu item number or [Q] to Quit: 1
Confirm insertion action

G - Go
F - Force

Enter menu item or [Q] to Quit: G
vMP> co
# diskinfo /dev/rdsk/c1t7d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c1t7d0:

vendor: HP
product id: Virtual DVD

type: CD-ROM
size: 4300800 Kbytes

bytes per sector: 2048

既存の AVIO ストレージバッキングストアを変更するには、以下のように指定します。
host# hpvmmodify -P guest1 -m disk:avio_stor:0,5,0:disk/dev/rdsk/c1t1d0

AVIO ストレージデバイスとして機能するように既存の SCSI ストレージデバイスを変更する
には、以下のように指定します。

host# hpvmmodify -P guest1 -m hba:avio_stor:0,5

注記: AVIO は HP-UX ゲストだけが使用でき、バッキングストアはディスクまたはボリュー
ムに限定されます。 アタッチ AVIO デバイスのサポートはなく、ゲストはディスクまたは
DVD に限定されます。

このコマンド文字列は、デバイスターゲットをいくつか持つ既存の SCSI デバイスアダプタ
を、AVIO デバイスアダプタを使用するように変更します。 このコマンドには以下の制限が
あります。

• SCSI HBA 下の各バッキングストアデバイスはサポート対象の AVIO デバイスである必
要があり、またストレージタイプ制限に従う必要があります。

• 変換されるターゲットはすべて、同一のデバイスアダプタタイプにする必要があります。

• このコマンドを実行できるのは、停止中のゲスト上だけです。

• 同一のコマンド行に複数のアダプタエントリーを指定できます。以下に例を示します。

hpvmmodify -P guest1 -m hba:avio_stor:0,5 -m hba:avio_stor:0,6

この変更は、以下のようにコマンドを指定し、元の SCSI アダプタに戻すこともできま
す。

hpvmmodify -P guest1 -m hba:scsi:0,5
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以下の例は、scsi を avio_stor に変換する方法を示しています。
# hpvmstatus -P guest1 -d
...
[Virtual Machine Devices]

[Storage Interface Details]
disk:scsi:0,5,0:disk:/dev/rdsk/c3t0d0
disk:scsi:0,5,1:disk:/dev/rdsk/c3t0d1
disk:scsi:0,5,2:disk:/dev/rdsk/c3t0d2
disk:scsi:0,5,3:disk:/dev/rdsk/c3t0d3
disk:scsi:0,5,4:disk:/dev/rdsk/c3t0d4
...

# hpvmmodify -P guest1 -m hba:avio_stor:0,5 # hpvmstatus -P guest1 -d
...
[Virtual Machine Devices]

[Storage Interface Details]
disk:avio_stor:0,5,0:disk:/dev/rdsk/c3t0d0
disk:avio_stor:0,5,1:disk:/dev/rdsk/c3t0d1
disk:avio_stor:0,5,2:disk:/dev/rdsk/c3t0d2
disk:avio_stor:0,5,3:disk:/dev/rdsk/c3t0d3
disk:avio_stor:0,5,4:disk:/dev/rdsk/c3t0d4
...

AVIO でサポートされないデバイスは、前述の hpvmmodify コマンドを実行する前に、
hpvmmodify を使用して削除、追加処理を行い、新しい HBA に移す必要があります。

注記: デバイスを新しい HBA に移すと、デバイス固有のファイル名と、移動したデバイス
のハードウェアパスが変更されます。 デバイス固有の名前またはハードウェアパスの影響を
受けるアプリケーションや構成ファイルは、移動後修正する必要があります。

VM ホスト管理者が仮想マシン用に Virtual FileDVD をセットアップした場合、仮想コンソー
ルの取り出しコマンドおよび挿入コマンドのオプションを使用して、Virtual FileDVD のファイ
ルディレクトリに提供された ISO ファイルを選択します。 eject コマンドは、 Virtual FileDVD
を Virtual NullDVD デバイスに変更します。 ISO ファイルは、VM ホスト管理者によって Virtual
FileDVD のファイルシステムディレクトリに追加または削除できます。 この ISO ファイルディ
レクトリを更新したら、insert コマンドを使用してディレクトリ内で利用可能な新しい ISO
ファイルを表示し、新しい Virtual FileDVD で使用するファイルを選択します。 取り出しおよ
び挿入の各操作の間で、ファイルディレクトリの変更は不要です。 ゲスト管理者は、VM ホ
スト管理者と何ら相互のやりとりをすることなく、ファイルディレクトリ内に提供された ISO
ファイルを変更できます。 例:
# diskinfo /dev/rdsk/c1t7d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c1t7d0:

vendor: HP
product id: Virtual FileDVD

type: CD-ROM
size: 665600 Kbytes

bytes per sector: 2048
vMP> ej

Ejectable Guest Devices
Num Hw-path (Bus,Slot,Tgt) Gdev Pstore Path
-------------------------------------------------------------------------
[1] 0/0/1/0.7.0 (0,1,7) dvd file /var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/IOTdisc

Enter menu item number or [Q] to Quit: 1
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Confirm eject action
G - Go
F - Force

Enter menu item or [Q] to Quit: G
vMP> co
vm # diskinfo /dev/rdsk/c1t7d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c1t7d0:

vendor: HP
product id: Virtual NullDVD

type: CD-ROM
size: 0 Kbytes

bytes per sector: 0

vMP> in
Insertable Guest Devices

Num Hw-path (Bus,Slot,Tgt) Gdev
--------------------------------------------
[1] 0/0/1/0.7.0 (0,1,7) dvd

Enter menu item number or [Q] to Quit: 1
Insertable File Backing Stores

Num File
---------------------
[1] 0505-FOE.iso
[2] 0512-FOE.iso
[3] 0603-FOE-D1.iso
[4] 0603-FOE-D2.iso
[5] IOTdisc

Enter menu item number or [Q] to Quit: 1
Confirm insertion action

G - Go
F - Force

Enter menu item or [Q] to Quit: G
vMP> co
# diskinfo /dev/rdsk/c1t7d0
SCSI describe of /dev/rdsk/c1t7d0:

vendor: HP
product id: Virtual FileDVD

type: CD-ROM
size: 3686144 Kbytes

bytes per sector: 2048

接続デバイスの場合、変更はデバイスに対して物理的に行われます。 ゲスト OS は、メディ
アチェンジャーを使用してテープをロードおよびアンロードするコマンドを提供します。 た
だし、メディアチェンジャーへの新しいメディアのロード、スタンドアロンドライブ内のテー
プの変更、および CD/DVD バーナーのディスクの変更は、手動で行います。 この作業は VM
ホスト管理者とゲスト管理者との協力が必要になります。
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第8章仮想ネットワークの作成
第3章 (35 ページ) で説明したように、hpvmcreate コマンドでゲストを作成するか、または
hpvmmodify コマンドを使用して既存のゲストを変更するとき、仮想ネットワークデバイス
または仮想ネットワークインタフェースカード (vNIC) をゲストに割り当てることができま
す。 仮想ネットワークインタフェースカードを追加するには、記憶装置の追加に使用するの
と同じオプションを使用しますが、コマンドオプションの引き数のフォーマットは異なりま
す。vNIC をゲストに追加するには、以下のコマンドオプションを使用します。
-a network:adaptertype:bus,device,mac-addr:vswitch:vswitch-name:portid:portnumber

ただし、仮想スイッチ (vswitch) をゲストに割り当てる前に、hpvmnet コマンドを使って仮想
スイッチを作成しておく必要があります。 この章では、仮想スイッチ (vswitch) の作成および
管理方法について、以下を含めて説明します。

• 「仮想ネットワーク構成の概要」 (129 ページ)

• 「vswitch の作成および管理」 (130 ページ)

• 「vNIC の管理」 (136 ページ)

• 「VLAN の構成」 (138 ページ)

• 「ネットワークの問題のトラブルシューティング」 (142 ページ)

8.1 仮想ネットワーク構成の概要
ゲストの仮想ネットワーク構成によって、ネットワーク構成に柔軟性がもたらされ、VM ホス
ト上で実行中のゲストに高水準の可用性、パフォーマンス、およびセキュリティを提供する
ことができます。 基本的な仮想ネットワーク構成を図 8-1に示します。

図 8-1 仮想ネットワーク構成
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仮想ネットワーク構成は、以下のコンポーネントで構成されます。

• VM ホスト物理ネットワークインタフェースカード (pNIC) - Auto Port Aggregation (APA)
で構成可能な物理ネットワークアダプタ (APA についての詳細は、『HP Auto Port
Aggregation (APA) サポートガイド』を参照してください)。

注記: APA のようなトランキングソフトウェアは、VM ホストでのみサポートされ、ゲ
ストではサポートされません。

• ゲストの仮想ネットワークインタフェースカード (vNIC) - ゲストオペレーティングシス
テムで認識される仮想ネットワークアダプタ。

• 仮想スイッチ (vswitch) - VM ホストによって保持される仮想ネットワークスイッチで、
pNIC と関連付けられ、1 つ以上のゲストに割り当てることが可能。

冗長な pNIC と APA を使用することで、ゲストのネットワークの高可用性が実現でき、多く
のゲストがネットワークを多用するアプリケーションを実行する VM ホストシステムについ
て、その能力を増強することができます。

HP-UX VLAN をゲスト向けに構成することができます。 VLAN は、受信する宛先を判別する
ことでブロードキャストトラフィックとマルチキャストトラフィックを隔離しますが、これ
によってスイッチとエンドステーションリソースをより有効に使用できます。 VLAN によっ
て、ブロードキャストとマルチキャストは VLAN 上の意図したノードのみに到達します。

8.2 vswitch の作成および管理
以下のセクションでは、vswitch の作成、変更、削除、および管理方法について説明します。

8.2.1 vswitch の作成
ゲストがネットワークデバイスにアクセスできるようにするには、VM ホスト上に仮想スイッ
チを作成する必要があります。 このセクションでは、仮想スイッチの作成方法とそれが機能
していることを確認する方法について説明します。

vswitch を作成するには、hpvmnet コマンドを使用します。 vswitch を作成する hpvmnet コ
マンドの基本フォーマットは、以下のとおりです。

hpvmnet -c -S vswitch-name -n nic-id

このコマンドフォーマットには以下のオプションがあります。

• -c は、vswitch の作成を意味します。

• -S vswitch-name は、vswitch の名前を指定します。

• -n nic-id は新しい vswitch が使用する VM ホスト上のネットワークインタフェースを
指定します。 たとえば、-n 0 は lan0 を示します。ネットワークインタフェースは、
lanscan コマンドによって表示されます。-n オプションを含めない場合、8.2.1.1 項
(132 ページ) で説明されているように、ローカルの vswitch が作成されます。

また hpvmnet コマンドでは、VM ホスト上の vswitch の表示および管理を行うことができま
す。表 8-1では、hpvmnet コマンドのオプションについて説明しています。
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表 8-1 hpvmnet コマンドのオプション

説明オプション

vswitch をブートします。 ネットワークトラフィックを
受け入れるには、まず vswitch をブートする必要があり
ます。 Integrity VM が起動すると、すべての vswitch が
自動的にブートされます。

-b

新しい vswitch を作成します。-c

1 つまたはすべてのスイッチを停止します。 このアク
ションには確認が求められます。

-h

仮想スイッチを削除します。 このアクションには確認が
求められます。

-d

新しい仮想スイッチが使用する VM ホスト上のネット
ワークインタフェースを指定します。 たとえば、vswitch
を lan0 と関連付けるには、-n 0 を入力します。

-n nic-id

ポート番号を指定します。 すべてのポートについて情報
を表示するには、-p all と入力します。

-p n

コマンド機能が確認を求めずに処理するように指定しま
す。 デフォルトでは、コマンドは確認を求め、確認がな
いと処理を行いません。

-Q

統計を取得します。-s

仮想スイッチの名前を指定します。 スイッチ名は最大 8
文字までで、VM ホスト上で一意でなければなりません。

-S vswitch_name

ポート portnum を仮想スイッチ上に構成して、vlanid
で指定される VLAN に隔離します。 詳細は「VLAN の構
成」 (138 ページ) を参照してください。

-u portid:portnum:vlanid:[vlanid | none]

詳細表示モードを有効にして、1 台またはすべてのスイッ
チの詳細情報を表示します。

-V

vswitch の情報に加え、hpvmnet コマンドのバージョン
番号も表示します。

-v

指定された vswitch を変更します。 -N オプションを指
定して使用する場合、クローン作成された vswitch が変
更されます。 -S または-s オプションのいずれかを含め
る必要があります。

-C

既存の vswitch に基づいて、新しい vswitch を作成しま
す。 new_vswitch_name には、新しい仮想スイッチの
一意の名前を指定します。 vswitch の名前は最大 8 文字
です。 -S または-s オプションのいずれかを含める必要
があります。

-N new-vswitch-name

以下のコマンドは、clan1 と呼ばれる仮想スイッチを lan1 と関連付けて作成します。 2 番
目の hpvmnet コマンドでは、clan1 vswitch に関する情報を表示します。
# hpvmnet -c -S clan1 -n 1
# hpvmnet

Name Number State Mode PPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ====== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
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myswitch 2 Up Shared N/A N/A
clan1 5 Down Shared lan1

clan1 の物理接続ポイント (PPA) は 1 です。 2 つの vswitch (localnet および lan0) は、
localnet を介して通信します。
vswitch をブートするには、-b オプション付きで hpvmnet コマンドを入力します。 たとえ
ば、clan1 という名前の vswitch をブートするには、以下のコマンドを入力します。
# hpvmnet -S clan1 -b
# hpvmnet -v

Name Number State Mode PPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ====== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
myswitch 2 Up Shared N/A N/A
clan1 5 Up Shared lan1 0x00306e3977ab

clan1 は、MAC アドレス 0x00306e3977ab を持つ VM ホスト上のネットワークインタ
フェースに関連付けられています (これはこの vswitch に接続されている仮想マシンの MAC
アドレスではありません)。
仮想スイッチをゲストに接続する場合の詳細は、第3章 (35 ページ) を参照してください。仮
想ネットワークの変更についての詳細は、8.2.1.2 項 「ゲストの仮想ネットワークの構成」
(132 ページ) を参照してください。
複数の仮想スイッチを同一のホストの物理 NIC に関連付けて作成することができます。 ただ
し、これらを同時に複数ブートする (hpvmnet -b) ことはできません。

8.2.1.1 ローカルネットワーク
仮想ネットワーク通信は、物理 NIC に接続されていない仮想スイッチを使用することによっ
て VM ホストシステム上の仮想マシンに限定することができます。 このような仮想ネット
ワークは、ローカル仮想ネットワーク、または単にローカルネットワーク (localnet) と呼
ばれます。 ローカルネットワークを作成するには、hpvmnet を-n オプションなしで使用し
て vswitch をまず作成しますが、これによって vswitch は物理ネットワークに接続されませ
ん。 たとえば、clan0 という名前のローカルネットワーク vswitch を作成するには、以下の
コマンドを入力します。

# hpvmnet -c -S clan0
# hpvmnet -b -S clan0

この vswitch に接続されているすべての vNIC は、同じローカルネットワーク上にあります。
VM ホストはローカルネットワーク上では通信しません。
vswitch を作成するとき-n オプションを省略した場合、デフォルトは localnet を使用しま
す。localnet vswitch はローカルネットワークとして使用でき、vNIC はゲスト用に指定で
きます。 例:
# hpvmmodify -P compass1 -a network:lan::vswitch:clan0

このコマンドでは、localnet vswitch に接続されたすべての仮想マシンとの通信に使用でき
るゲスト compass に対して vNIC を追加します。

8.2.1.2 ゲストの仮想ネットワークの構成
ゲストの vNIC を定義するには、hpvmmodify コマンドを使用します。たとえば、以下のコ
マンドは vNIC を compass1 という名前のゲストに追加します。
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# hpvmmodify -P compass1 -a network:lan:0,0,0x00306E39F70B:vswitch:clan1

ゲスト構成ファイル (/var/opt/hpvm/guests/guestname/vmm_config.current) に
は、各ゲストの仮想ネットワークデバイスへのエントリーが含まれています。 ゲストがブー
トされると (hpvmstart または hpvmconsole コマンドによる)、ゲスト LAN はゲスト構成
ファイルの LAN 項目で指定されるように構成されます。 例:

.

.

.
# Virtual Network Devices
#
lan(0,0).0x00306E39F70B = switch(clan1).4
.
.
.

注記: ゲスト構成ファイルは直接変更しないでください。 仮想デバイスおよび仮想マシンの
変更には、常に Integrity VM コマンドを使用してください。 この手順の実行に失敗すると、
ゲストの起動時に予期しない問題が発生する場合があります。

ゲスト構成ファイルの仮想ネットワーク項目には、等号 (=) の左側にゲスト情報が、右側に
VM ホスト情報があります。 ゲスト LAN の例に関するデータには、以下の情報が含まれてい
ます。

バス「0」とデバイス番号「0」が、ゲストの LAN のハードウェアパス
を示します。

lan(0.0)

ゲストの仮想 MAC アドレス0x00306E39F70B

vswitch の名前は clan1 です。switch(clan1)

VLAN のポート番号は 4 です。4

ゲスト compass1 で lanscan コマンドを入力すると、次のような結果が表示されます。
# lanscan

Hardware Station Crd Hdw Net-Interface NM MAC HP-DLPI DLPI
Path Address In# State NamePPA ID Type Support Mjr#
0/0/3/0 0x00306E39F70B 0 UP lan0 snap0 1 ETHER Yes 119
0/1/2/0 0x00306E3977AB 1 UP lan1 snap1 2 ETHER Yes 119
0/4/1/0 0x00306E4CE96E 2 UP lan2 snap2 3 ETHER Yes 119

ゲスト上の lanscan コマンドによって出力されたハードウェアパスが、ゲスト構成ファイル
でのパスと一致します。 lanscan の表示結果にある Station Address も、ゲスト構成
ファイルにあるゲストの仮想 MAC アドレスと一致しています。

8.2.2 vswitch の変更
-C オプションを使用すると、ゲストが使用するために持っている物理ネットワークインタ
フェースカード (pNIC) を変更できます。 たとえば、以下のように lanscan コマンドを入力
します。
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# lanscan
Hardware Station Crd Hdw Net-Interface NM MAC HP-DLPI DLPI
Path Address In# State NamePPA ID Type Support Mjr#
0/0/3/0 0x00306E4A93E6 0 UP lan0 snap0 1 ETHER Yes 119
0/1/2/0 0x00306E4A92EF 1 UP lan1 snap1 2 ETHER Yes 119

# hpvmnet
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
hostnet 296 Up Shared lan0 0x00306e4a93e6

lan0 が停止した場合、lan1 をスワップして使用するために以下のコマンドを入力します。
# hpvmnet -C -S hostnet -n 1
# hpvmnet
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
hostnet 296 Up Shared lan1 0x00306E4A92EF

8.2.3 vswitch のクローン作成
-C オプションとともに-N オプションを使用することにより、変更された vswitch 情報に基づ
いて新しい vswitch を作成します。 たとえば、以下のコマンドシーケンスでは、現在の vswitch
(vmvlan) が表示され、vswitch が lan1 への接続を指定するよう変更され、clnvlan という
名前の新しい vswitch が作成されます。 最後のコマンドでは、新しい vswitch についての情報
が表示されます。

# hpvmnet -S vmvlan
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
vmvlan 13 Up Shared lan900 0x00306e4bc7bf

[Port Configuration Details]
Port Port Untagged Number of Active VM
Number state VLANID Reserved VMs
======= ============ ======== ============ ============
1 Reserved none 1
2 Reserved 20 1
3 Reserved none 1
# hpvmnet -C -S vmvlan -n 1 -N clnvlan
# hpvmnet -S clnvlan
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
clnvlan 320 Down Shared lan1

[Port Configuration Details]
Port Port Untagged Number of Active VM
Number state VLANID Reserved VMs
======= ============ ======== ============ ============
2 Available 20 0

構成済みの VLAN ポートの識別データのみが新しい vswitch にコピーされることに注意してく
ださい。 多数の VLAN ポートのある vswitch を有する場合に、この hpvmnet コマンドオプ
ションを使用します。 このプロセスにより、新しい各 vswitch にすべてのポートデータを再
入力する必要がなくなります。
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8.2.4 vswitch の削除
vswitch を削除するには、-h オプション付きで hpvmnet コマンドを使用して vswitch をまず
停止します。 次に、-d オプション付きで hpvmnet コマンドを使用して vswitch を削除しま
す。 たとえば、以下のコマンドではエラーが表示され、アクティブな vswitch (clan1) の削
除はできません。

# hpvmnet -S clan1 -d

hpvmnet: The vswitch is currently active
hpvmnet: Unable to continue

以下の例では hpvmnet コマンドを使用して vswitch を停止し、その後これを削除します。 ど
ちらのコマンドも実行する際には、確認が求められます。 3 番目のコマンドは現在の vswitch
を表示します (clan1 はありません)。
# hpvmnet -S clan1 -h

hpvmnet: Halt the vswitch 'clan1'? [n/y]: y

# hpvmnet -S clan1 -d

hpvmnet: Remove the vswitch 'clan1'? [n/y] y

# hpvmnet -v

Name Number State Mode PPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ====== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
myswitch 2 Up Shared N/A N/A

コマンドのデフォルト機能 (Enter キーを押した場合) では、コマンドの操作を実行しません。
コマンド機能を実行するには、y を入力します。
hpvmnet -h コマンドなど、確認が必要なコマンドの場合、-Q オプションを指定して確認プ
ロセスを無効にできます。 このオプションは、対話型でないスクリプトやプロセスで有用で
す。 たとえば、ユーザーからの確認を求めずに vswitch (clan1) を停止するには、以下のコ
マンドを入力します。

# hpvmnet
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
clan1 2 Up Shared lan0 0x00306e39f70b
# hpvmnet -Sclan1 -h -Q
# hpvmnet
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
clan1 2 Down Shared lan0

アクティブな仮想スイッチを削除すると、VM ホストは仮想スイッチがなくなったことを自動
的に判別します。 vswitch を再度作成すると、ゲストネットワークは自動的に再び機能するよ
うになります。
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8.2.5 vswitch の再作成
VM ホスト上の別の pNIC を使用するように vswitch を変更する場合 (例: lan0 から lan1 へ
の変更)、以下の手順に従います。
1. lan0 に関連付けられた vswitch を削除します。 例:

# hpvmnet -S myswitch -d

2. lan1 に関連づけられた新しい vswitch を作成します。 例:
# hpvmnet -S myswitch -c -n 1

3. 新しい vswitch を使用して、ゲストに新しい vNIC を追加します。 例:
# hpvmmodify -P guestname -a network:lan:,,:vswitch:myswitch

8.2.6 vswitch の起動
仮想スイッチ (vswitch) は、VM ホストシステムが起動すると、自動的に起動します。 vswitch
を手動で起動するには、-b オプション付きで hpvmnet コマンドを使用します。 たとえば、
以下のコマンドで clan1 という名前の vswitch がブートします。
# hpvmnet -S clan1 -b

次のイベントの後では、仮想スイッチを再起動する必要があります。

• 仮想スイッチによって使用される LAN 番号に対応する MAC アドレスの、VM ホスト上
での変更 (仮想スイッチに関連付けられているネットワークアダプタの交換、または仮想
スイッチを別のネットワークアダプタへ関連付けることによる)。

• ネットワークアダプタでの、ネットワーク層間でのパケットのやり取り方法の変更。
ifconfig または lanadmin を使用して CKO/NOCKO のオン/オフを切り替えると、
この変更が発生することがあります。

• hpvmmodify コマンドを使用して仮想 NIC (vswitch ポート) のアダプタタイプを変更す
る場合。

8.2.7 vswitch の停止
vswitch を停止するには、hpvmnet -h コマンドを使用します。 例:
# hpvmnet -S clan1 -h
hpvmnet: Halt the vswitch 'clan1'? [n]: y

VM ホスト上で Auto Port Aggregation (APA) を構成して vswitch(アクティブ/パッシブモード
の APA) 用に可用性の高い LAN を提供したり、vswitch LAN (APA アクティブ/アクティブモー
ド) の帯域幅を増加したりできます。 APA を停止する前に、これに関連する仮想スイッチを
停止してください。 先に vswitch を停止しなかった場合、hpvmnet コマンドは vswitch の
MAC アドレスが不正であることを報告します。

8.3 vNIC の管理
仮想スイッチの作成後、仮想スイッチを 1 つ以上の仮想マシンに割り当てて、ゲストのオペ
レーティングシステムおよびアプリケーションで使用するようにできます。仮想マシン用に
vNIC を作成するには、以下のいずれかのコマンドを入力します。

• 新しい仮想マシンと仮想スイッチを 1 つ作成するには、以下を入力します。
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# hpvmcreate -P vm-name -a network:adapter-type:[hardware-address]:vswitch:vswitch-name

• 既存の仮想マシンの構成に基づいて新しい仮想マシンを作成するには、以下を入力しま
す。

# hpvmclone -P vm-name -a network:adapter-type:[hardware-address]:vswitch:vswitch-name

このコマンドで指定された vNIC が新しい仮想マシンに追加されます。

• 既存の仮想マシンを変更するには、以下を入力します。

# hpvmmodify -P vm-name -a network:adapter-type:[hardware-address]:vswitch:vswitch-name

-a オプションは、指定した vNIC を仮想マシンに追加します。

注記: vNIC を lan から avio_lan、または avio_lan から lan に変更する場合は、そ
の vswitch を再起動する必要があります。

仮想記憶装置と同じように、-a rsrcオプションを使用して、ゲストの仮想ネットワークデ
バイスを vswitch に関連付けます。 このオプションを使用して仮想ネットワークデバイスを
vswitch に関連付ける前に、hpvmnet コマンドを使用して vswitch を作成しておく必要があり
ます。 ネットワークデバイス用の rsrc パラメータのフォーマットは、以下のとおりです。
network:adapter-type:[hardware-address]:vswitch:vswitch-name

ゲストの仮想ネットワークデバイス情報は、コロンで区切られた以下のフィールドから構成
されています。

• network

• adapter-type は、lan または avio_lan です。

• [hardware-address] (オプション)、bus,device,mac-addr の形式にフォーマット
されます。 ハードウェアアドレス、またはその一部の指定がない場合には、情報は自動
的に生成されます。 HP は、Integrity VM によるハードウェアアドレスの生成を許可する
ことをお勧めします。 ハードウェアアドレスは以下の情報から構成されます。

• bus (仮想ネットワークデバイスの PCI バス番号)

• device (仮想ネットワークデバイスの PCI スロット番号)

• mac-addr (仮想ネットワークデバイスの MAC アドレス) は、0xaabbcc001122 ま
たは aa-bb-cc-00-11-22 のいずれかの形式です。 入力する MAC アドレスが
チェックされ、VM ホスト物理ネットワークアダプタの MAC アドレスと競合しない
ことが確認されます。

• vswitch

仮想スイッチ情報は、vswitch:vswitch-name のようにフォーマットされます
(vswitch-name とは、hpvmnet コマンドを使用して仮想ネットワークスイッチを作成
する際に、仮想ネットワークスイッチに割り当てられる名前です)。

8.3.1 vNIC の削除
仮想マシンの構成から vNIC を削除するには、まず hpvmstop コマンドを使用してゲストを
停止します。次に hpvmmodify コマンドの-d オプションを使用します。-d オプションで

8.3 vNIC の管理 137



は、vswitch と vNIC 情報を指定できます。以下に、hpvmmodify -d コマンドの構文を示し
ます。

hpvmmodify -P vm-name -d network:adapter-type:[hardware-address]:vswitch:vswitch-name

この変更後に、hpvmstart コマンドを使用してゲストを起動します。

8.4 VLAN の構成
ローカルエリアネットワーク (LAN) ではブロードキャストドメインを定義しており、その内
部のブリッジおよびスイッチがすべてのエンドノードを接続します。 ブロードキャストは
LAN 上のどのノードでも受信されますが、LAN の外側のノードでは受信されません。
仮想 LAN (VLAN) では、LAN で定義される物理的な接続の代わりに、論理的な接続を定義し
ます。 VLAN は LAN を論理的に分割する手段を提供するもので、これによって VLAN のブ
ロードキャストドメインは、VLAN のメンバーであるノードおよびスイッチに限定されます。
VLAN には次の利点があります。

• VLAN メンバーのノードにトラフィックを隔離することによるセキュリティの強化

• ブロードキャストドメインを LAN 全体でなく VLAN に制限することによる帯域幅の確保

• ノードの移行およびネットワークトポロジの変更に備えた管理容易性の強化

図 8-2は、異なる VM ホストシステム上のゲストが通信できるようにする基本的な仮想マシン
VLAN を示しています。

図 8-2 Integrity VM VLAN の構成例
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VM2
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ゲスト上の vNIC が vswitch のポートに関連付けられて、ゲストとのすべてのネットワーク通
信がこの vswitch ポートを通過します。 大半の物理スイッチと同じように、仮想スイッチの
個別のポートに VLAN の規則を構成できます。 各 VLAN は VLAN 識別子 (VLAN ID) で識別さ
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れます。 VLAN ID は 0 から 4094 までの範囲の数です。vswitch のポートには、ポート (した
がってポートを使用するゲスト vNIC も含む) の所属先の VLAN を識別する VLAN ID を割り
当てることができます。

同じ VLAN ID 用に構成された仮想スイッチ上のポートは、相互通信ができます。 異なる VLAN
ID 用に構成された仮想スイッチ上のポートは、相互に隔離されます。 VLAN ID を割り当てら
れていない仮想スイッチ上のポートは、VLAN ID を割り当て済みのポートと通信できません
が、VLAN ID を割り当てられていない他のポートとは通信できます。
ゲストが VM ホストまたは VM ホストの外部と LAN 経由で通信する必要がある場合、追加の
構成が必要です。 VM ホストと通信するには、VM ホストインタフェース上の VLAN インタ
フェースをその仮想スイッチ用に構成します。 この VLAN インタフェースは、ゲストポート
と同じ VLAN ID を持つ必要があります。 VM ホスト上での VLAN の構成についての詳細は、
『Using HP-UX VLANs』 マニュアルを参照してください。 VM ホスト上の VLAN ポート (つま
り、lanadmin -V で作成された LAN) に関連付けた仮想スイッチを作成するために hpvmnet
コマンドを使用しないでください。 この「ネストした VLAN」 の構成はサポートされませ
ん。

ゲストから仮想スイッチに到着するフレームは、仮想スイッチによって「タグ付け」できま
す。 タグ付けでは、VLAN ID 情報を MAC ヘッダーに挿入してから、フレームをフォワード
します。 ゲスト宛てのタグ付きフレームは、フォワードされる前にフレーム内のタグ情報が
常に除去されます。 Integrity VM の場合、タグを認識しないゲストのみがサポートされます。
VLAN を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. 仮想スイッチを作成して起動します。 たとえば、vswitch vmlan4 を lan1 上に作成し

てブートするには、以下のコマンドを入力します。

# hpvmnet -c -S vmlan4 -n 1
# hpvmnet -b -S vmlan4

2. hpvmnet コマンドを -u オプション付きで使用してポートを作成し、これに VLAN ID を
割り当てます。たとえば、ポート 1 とポート 2 を VLAN 100 用に作成するには、以下
のコマンドを入力します。

# hpvmnet -S vmlan4 -u portid:1:vlanid:100
# hpvmnet -S vmlan4 -u portid:2:vlanid:100

3. hpvmmodify コマンドを使用して、vswitch ポートをゲスト構成に追加します。 たとえ
ば、新しい VLAN ポートをゲスト vm1 と vm2 に追加するには、以下のコマンドを入力
します。

# hpvmmodify -P vm1 -a network:lan::vswitch:vmlan4:portid:1
# hpvmmodify -P vm2 -a network:lan::vswitch:vmlan4:portid:2

以下のコマンドで、その結果の構成が表示されます。

# hpvmnet -S vmlan4
Name Number State Mode PPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ====== ============== ===============
vmlan4 2 Up Shared lan4 0x00127942fce3 192.1.2.205
[Port Configuration Details]
Port Port Untagged Number of Active VM
Number state VLANID Reserved VMs
======= ============ ======== ============ ============
1 Active 100 2 vm1
2 Active 100 1 vm2

8.4 VLAN の構成 139



3 Active none 2 vm1
4 Active none 1 vm2

2 つの仮想マシン vm1 と vm2 は仮想スイッチ vmlan4 へのアクセス権を持ち、VLAN 100
上でアクティブです。 特に、ポート 1(ゲスト vm1) とポート 2(ゲスト vm2) は相互に通信で
きます。 ポート 1(ゲスト vm1) とポート 4(ゲスト vm2) は相互に通信できません。
hpvmnet コマンドは VLAN ポートに関する以下の情報を表示します。

• ポート番号。

• ポートの状態。可能性のある VLAN ポート状態を表 8-2で説明します。

表 8-2 VLAN ポートの状態

説明状態

ポートはアクティブで、実行中のゲストに割り当て済みです。vNIC が同じで、vswitch お
よびポートが同じ他のゲストは、起動できません。

Active

ポートは非アクティブで、実行中のゲストに割り当て済みです。vNIC が同じで、vswitch
およびポートが同じ他のゲストは、起動できません。

Down

少なくとも 1 つのゲストが vNIC 用にポートを予約していますが、そのポートを使用する
ゲストはどれも実行していません。

Reserved

どのゲストも vNIC 用にポートを予約していません。 VLAN をポート上で構成すると、そ
のポートは Available として表示されます。 VLAN が構成されていない場合、ポートは
まったく表示されません。

Available

• タグ付きでない VLAN ID 番号 (ある場合)

• VLAN にアクセスできる仮想マシンの数。

• 稼動中で VLAN にアクセスできる仮想マシンの名前。

8.4.1 VLAN 情報を使用したゲストのクローン作成
hpvmclone コマンドを使用してゲストのクローンを作成する場合、この操作によって新しい
ゲストに新しいポート番号が自動的に割り当てられます。 新しいゲストに同じポート番号を
割り当てるには、以下のように -S オプションを使用します。
# hpvmclone -P vm1 -N vmclone1 -S

このコマンドは、既存のゲスト vm1 に基づいて新しいゲスト (vmclone1) を作成し、vswitch
ポート番号を維持することで、新しいゲストが既存のゲストと同じ VLAN にアクセスするこ
とができます。

8.4.2 VLAN 情報の表示
ゲストによって使用される vswitch と vswitch のポートは、hpvmstatus コマンドを使用して
表示できます。 たとえば、vm1 という名前のゲストに関するネットワーク情報を表示するに
は、以下のコマンドを入力します。

# hpvmstatus -P vm1

.

.

.
[Network Interface Details]
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Interface Adaptor Name/Num PortNum Bus Dev Ftn Mac Address
========= ========== ========== ======= === === === ==============
vswitch lan localnet 1 0 1 0 de-19-57-23-74-bd
vswitch lan localnet 2 0 2 0 7a-fb-4e-68-4f-5f
vswitch lan vmlan4 1 0 4 0 16-e8-c6-fa-b5-bc
vswitch lan vmlan4 2 0 5 0 fa-18-82-9f-1a-95
vswitch lan vmlan900 1 0 6 0 86-81-0b-6d-52-36
vswitch lan vmlan900 2 0 7 0 6a-b9-cf-06-02-94

.

.

.

上の例は、hpvmstatus による表示の [Network Interface Details] 部分を示しています。 ネッ
トワークインタフェースのリストで、それぞれの仮想ネットワーク接続は、複数の仮想スイッ
チのポート 1 またはポート 2 のいずれかと関連していることに注意してください。 vmlan4
という名前の仮想スイッチは、ポート 1 では Bus/Dev/Ftn 0/4/0 に、ポート 2 では 0/5/0
に関連付けられています。

VLAN を使用不能にするには、以下のコマンドを使用します。
# hpvmnet -S vswitch-name -u portid:portnum:vlanid:none

特定の VLAN ポートについての情報を表示するには、-p オプションを hpvmnet コマンドに
含めてください。 たとえば、vmlan4 という名前の vswitch 上のポート 2 に関する VLAN 情
報を表示するには、以下のコマンドを入力します。

# hpvmnet -S vmlan4 -p 2
Vswitch Name : vmlan4
Max Number of Ports : 100
Port Number : 2
Port State : Active
Active VM : vm1
Untagged VlanId : 100
Reserved VMs : vm1

vlan4 という名前の vswitch 上で定義されているすべての VLAN を表示するには、以下のコ
マンドを入力します。

# hpvmnet -S vmlan4 -p all
Vswitch Name : vmlan4
Max Number of Ports : 100
Configured Ports : 4
Port Number : 1
Port State : Active
Active VM : vm1
Untagged VlanId : none
Reserved VMs : vm1
Port Number : 2
Port State : Active
Active VM : vm1
Untagged VlanId : 100
Reserved VMs : vm1
Port Number : 3
Port State : Active
Active VM : vm2
Untagged VlanId : none
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Reserved VMs : vm2
Port Number : 4
Port State : Active
Active VM : vm2
Untagged VlanId : 100
Reserved VMs : vm2

8.4.3 物理スイッチ上での VLAN の構成
ネットワーク上のリモートの VM ホストまたはゲストと通信するとき、物理スイッチ上で
VLAN を構成する必要があります。 使用される物理スイッチポートは、関連する VLAN を許
可するように特別に構成する必要があります。 リモートホストが VLAN を認識している場
合、関連する VLAN についてホスト上で VLAN インタフェースを構成する必要があります。
リモートの HP-UX ホスト上で VLAN を構成するには、lanadmin コマンドを使用します。 た
とえば、lan4 上で VLAN ID が 100 の VLAN インタフェースを構成するには、以下のコマン
ドを入力します。

# lanadmin -V create vlanid 100 4
Successfully configured
lan5000: vlanid 100 name UNNAMED pri 0 tos 0 tos_override IP_HEADER pri_override CONF_PRI ppa 4

8.5 ネットワークの問題のトラブルシューティング
このセクションでは、仮想ネットワークの使用中によく発生する問題について説明します。

• hpvmnetd を抹消しない
kill コマンドを使用して hpvmnetd プロセスを削除しないでください。 削除した場
合、以下のエラーメッセージは、hpvmnet デーモンが抹消されたことを示しています。
hpvmnetd: Switch 0000564d4c414e31 already exists

hpvmnetd プロセスが削除されると、vswitch は適切に動作しません。

8.5.1 HP-UX ゲスト用の pNIC の再定義
仮想スイッチのハードウェアアドレスを変更することは、HP Integrity システム上でネットワー
クアダプタを 1 つのハードウェアスロットから別のスロットへ移動するのと同じ効果を持ち
ます。 HP-UX のネットワークドライバが割り当てた新規の LAN の PPA が、変更後初めてゲ
ストをリブートしたときに INTERFACE_NAME[0] に反映されるように、他の HP-UX システ
ムと同様に、ゲストファイル (/etc/rc.config.d/netconf) を変更する必要があります。
この初回リブートで、LAN インタフェースの構成ファイルは次のように失敗します。

Configure LAN interfaces ............................ . FAIL
*

ゲストが実行中であれば、lanscan コマンドを使って新規の LAN の PPA を調べ、netconf
を変更することができます。 例:
# lanscan
Hardware Station Crd Hdw Net-Interface NM MAC HP-DLPI DLPI
Path Address In# State NamePPA ID Type Support Mjr#
0/0/5/0 0x02636C6E3030 1 UP lan3 snap3 1 ETHER Yes 119

上の例では、変更前の LAN PPA は 0 でした。 変更後の初回ブートでは、新しい LAN PPA は
3 です。 したがって、まずゲストのネットワークを停止し、lan0 から lan3 に
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INTERFACE_NAME[0] を変更する必要があります。 その後で、/sbin/rc2.d/S340net を
使用してゲストのネットワークをリスタートします。 例:
# /sbin/rc2.d/S340net stop
# ch_rc -a -p "INTERFACE_NAME[0] = "lan3"
# /sbin/rc2.d/S340net start

ゲストネットワークは稼動を開始します。

8.5.2 AVIO がサポートされるイーサーネットカード
HP-UX ゲスト上の AVIO では、以下のイーサーネットカードがサポートされます。

• A6794A - コア

• A6825A - コア

• A7109A - コア

• A6847A - アドイン

• AB465A - コンボアドイン

• A9782A - コンボアドイン

• A9784A - コンボアドイン

• AB352 - コア

• AB545A - ネットワークアドイン

• A7011A - ネットワークアドイン

• A7012A - ネットワークアドイン

• AB290A - コンボアドイン

• AB287A - アドイン (10 GbE)

• AD331A - アドイン

• AD332A - アドイン

• AD193A - コンボアドイン

• AD194A - コンボアドイン

• AD221A - アドイン

• AD222A - アドイン

• AD299A - アドイン

• AD337A - アドイン

• AD338A - アドイン

• AD339A - アドイン

• AD385A - アドイン (10 GbE)

注記: 本リリースでは、AVIO がサポートされるのは HP-UX 11iv2 ゲスト上だけです。
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8.5.3 VLAN の問題のトラブルシューティング
仮想スイッチに VLAN を構成したとき、分割済みの LAN は、VLAN のサービス要求に対する
独自のネットワークサーバーのセットを持つ必要があります。 たとえば、VLAN の DNS サー
バーまたは VLAN についてのルーターのセットアップは、VLAN 上でセットアップされる必
要があります。 ゲストの起動が遅いか、起動中にハングアップした場合、ゲストネットワー
クインタフェースが VLAN 上にあるか、および正しいネットワークサービス (DNS など) が
セットアップされて VLAN 上で使用可能であるかを確認します。 VLAN 上で正しいサービス
をセットアップするか、ゲスト上でこれらのネットワークサービスの一部を使用不能にして
から、VLAN 上のゲストをブートすることが必要な場合もあります。
VLAN を仮想スイッチ上で構成して、ゲストが VM ホスト外部のリモートノードと VLAN 経
由で通信する必要があるとき、VLAN 用に物理ネットワークを正しくセットアップする必要が
あります。スイッチに VLAN を構成する場合の詳細は、物理ネットワークアダプタの製品マ
ニュアルを参照してください。

TCP/UDP アプリケーションについて、ゲストとローカル VM ホストとの間の VLAN 経由の通
信に問題がある場合、仮想スイッチ用のホストインタフェースのチェックサムオフロードが
有効になっていることが考えられます。 この問題を解決するには、vswitch によって使用され
るインタフェースを識別し、次のコマンドを VM ホスト上で実行します。ここで、4 とは
hpvmnet コマンドの出力で表示されるホストインタフェースです。
# lanadmin -X send_cko_off 4
Hardware TCP/UDP (IPv4) transmit checksum offload is currently disabled
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第9章ゲストの管理
ゲストを管理するには、リモート接続を使用してゲストを接続し、ゲスト OS に対応するオ
ペレーティングシステム管理手順を使用します。 Integrity VM には、VM ホストから、および
ゲスト内部から仮想マシンを管理するためのユーティリティがあります。 この章では、次の
ような Integrity VM コマンドおよびユーティリティを使用してゲストを管理する方法について
説明します。

• 「ゲストの監視」 (145 ページ)

• 「ゲスト管理者およびオペレータの作成」 (148 ページ)

• 「ゲスト管理ソフトウェアのインストール」 (150 ページ)

• 「仮想コンソールの使用」 (151 ページ)

• 「ゲストの構成ファイル」 (153 ページ)

• 「動的メモリー」 (153 ページ)

• 「Integrity VM ログファイル」 (162 ページ)

• 「デバイスデータベースの管理」 (163 ページ)

9.1 ゲストの監視
VM ホスト上に構成されたすべての仮想マシンについての情報を表示するには、 hpvmstatus
コマンドを入力します。

# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ======== ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX On (OS) 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS Off 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS On (OS) 1 3 1 2 GB 0

仮想マシンの状態は、State 列に表示され、仮想マシンの電源が入っているかどうかを示し
ます。 仮想マシンの電源が入っている場合は、状態には次のいずれかも含まれます。

• EFI は、仮想マシンが EFI で正常に動作していることを示します。

• OS は、仮想マシンがオペレーティング システムで正常に動作していることを示します。

• ATTN! は、ゲストが割り込みに応答していないことを示します。

表 9-1に、hpvmstatus コマンドのオプションを示します。

表 9-1 hpvmstatus コマンドのオプション

説明オプション

VM ホスト上で動作する Integrity VM 製品のバージョン
を表示します。

-v

指定した仮想マシンについての詳細情報、または-p や
-P オプションを使用して指定しない場合はすべての仮
想マシンについての詳細情報を表示します。

-V
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表 9-1 hpvmstatus コマンドのオプション (続き)

説明オプション

機械読取り可能な形式での表示出力を指定します。-M

XML 形式での表示出力を指定します。-X

仮想マシンの名前を指定します。この仮想マシンに対し
て情報が表示されます。

-P vm-name

仮想マシンの番号を指定します。この仮想マシンに対し
て情報が表示されます。

-p vm-number

指定した仮想マシンのリソース割り当てを表示します。
-p オプションまたは-P オプションのいずれかを指定す
る必要があります。

-D

VM ホストまたは指定した仮想マシンのイベントログを
表示します。 イベントログは、仮想マシン構成に対して
行われたすべての変更内容を記録します。

-e

すべての仮想マシン (-p オプションまたは-P オプショ
ンを使用した場合は指定した仮想マシン) に対するメモ
リーおよび仮想 CPU リソース割り当てを表示します。
このオプションは、仮想マシンに対して構成された使用
権および仮想 CPU パラメータ、およびそれらのリソー
スの現在の利用状況を表示します。

-r

-p オプションまたは-P オプションのいずれかを使用し
て指定する仮想マシンに割り当てられたデバイスを表示
します。

-d

VM ホストに対するスケジューラモードを表示します。
CAPPED は、gWLM がノードを管理していることを示し
ます。 NORMAL は、ノードが gWLM によって管理され
ていないことを示します。

-S

現在の VM ホストリソースを表示します。-s

Serviceguard がインストールされている場合に、複数
サーバ環境についての情報を表示します。

-m

たとえば、compass1 仮想マシンについての詳細情報を表示するには、次のコマンドを入力
します。

# hpvmstatus -V -P compass1
[Virtual Machine Details]
Virtual Machine Name : compass1
Virtual Machine UUID : 43d82eb8-ff27-11d9-a431-00306e39f70b
Virtual Machine ID : 2
Virtual Machine Label :
VM's Model Name : server Integrity Virtual Machine
VM's Serial Number : VM00530001
VM's Config Version : 3.0.0
VM's Config Label : HPVM A.03.00.00 BL02 clearcase opt Wed Dec 06 2007 05h
41m04s PST
Operating System : HPUX
OS Version Number :
State : On (OS)
Start type : Manual
Console type : vt100-plus
Guest's hostname :
Guest's IP address : 16.116.11.135
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EFI location : /opt/hpvm/guest-images/common/efi
Pattern File location : /opt/hpvm/guest-images/common/patterns.vmmpat
Guest revision : 1
Running on serverid : 0
Running on pid : 24447
Application controllers : NONE
Distributed : 0

[Authorized Administrators]
Oper Groups:
Admin Groups:
Oper Users:
Admin Users:

[Virtual CPU Details]
Number Virtual CPUs : 1
Minimum Virtual CPUs : 1
Maximum Virtual CPUs : 4
Percent Entitlement : 10.0%
Maximum Entitlement : 100.0%

[Memory Details]
Total memory : 2 GB
Minimum memory limit : 512 MB
Maximum memory limit : 64 GB
Reserved memory : 64 MB
Minimum reserved limit : 32 MB
Maximum reserved limit : 64 GB
VHPT Size : 1 MB

[Dynamic Memory Information]
Type : driver
Minimum memory : 1024 MB
Target memory : 2039 MB
Maximum memory : 2048 MB
Current memory : 2039 MB
Comfortable minimum : 759 MB
Boot memory : 2039 MB
Free memory : 1148 MB
Available memory : 215 MB
Memory pressure : 0
Memory chunksize : 65536 KB
Driver Mode(s) : STARTED ENABLED GUESTCTL

[Storage Interface Details]
Guest Device type : disk
Guest Adaptor type : scsi
Ioscan format : 0/0/1/0.0.0
Bus : 0
Device : 1
Function : 0
Target : 0
Lun : 0
Physical Storage type : disk
Physical Device : /dev/rdsk/c3t2d0

[Network Interface Details]
Physical Storage type : vswitch
Guest Adaptor type : lan
Backing : vswitch1
Vswitch Port : 1
Ioscan format : 0/0/0/0
Bus : 0
Device : 0
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Function : 0
Mac Address : f6-92-cf-35-86-78

[Misc Interface Details]
Guest Device type : serial
Guest Adaptor type : com1
Physical Storage type : tty
Physical Device : console

VM ホストシステムリソースを表示するには、-s オプションを hpvmstatus コマンドに対
して使用します。 例:
# hpvmstatus -s

[HPVM Server System Resources]

Processor speed = 1400 Mhz
Total physical memory = 12276 Mbytes
Total number of processors = 2
Available memory = 7367 Mbytes
Available swap space = 4707 Mbytes
Maximum vcpus for an HP-UX virtual machine = 2
Maximum vcpus for a Windows virtual machine = 2
Available entitlement for a 1 way virtual machine = 1400 Mhz
Available entitlement for a 2 way virtual machine = 1260 Mhz

9.2 ゲスト管理者およびオペレータの作成
Integrity VM はゲストマシンのコンソールへのセキュアなアクセスを提供します。 仮想マシン
の作成時に、そのゲストに対して管理権限またはオペレータ権限を持たせるためのグループ
アカウントまたはユーザーアカウントを指定できます。 これらのユーザーは、ユーザー自身
のユーザーアカウントで VM ホストにログインでき、hpvmconsole コマンドでゲストの仮
想マシン上でシステム管理タスクを実行することができます。

内部用仮想コンソールアカウントとは、各ゲストの管理者またはオペレータに対して VM ホ
ストで作成される特殊な用途のユーザーアカウントのことです。 これらの種類のユーザーア
カウントは、シェルに /opt/hpvm/bin/hpvmconsole を使用し、ホームディレクトリに目
的のゲストのゲストごとのディレクトリを使用します。 仮想コンソールアクセスでは、アカ
ウントはパスワード、および関連付けられたゲストへのアクセス権も必要です。

仮想マシンを作成する前に、useradd コマンドを使用して、仮想コンソールアクセスに対す
るユーザーアカウントを作成します。 たとえば、以下のコマンドではユーザーアカウント
testme を追加します。
# useradd -r no -g users -s /opt/hpvm/bin/hpvmconsole \
-c "Console access to guest 'testme'" \
-d /var/opt/hpvm/guests/testme \
testme1

hpvmsys グループは、ユーザーアカウントには使用しないでください。 このグループは、
Integrity VM のコンポーネントのセキュリティの隔離のために使用します。
これらのコンソールユーザーの種類は、admin (ゲスト管理者) または oper (ゲストオペレー
タ) のいずれかに指定されます。 ゲストオペレータは、仮想マシンコンソールへのアクセス、
ゲストのシャットダウンとリブート、システムステータスの表示、別のゲストオペレータま
たは管理者への転送制御、およびシステム ID の設定を実行できます。 ゲスト管理者は、上記
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のすべての機能のほか、仮想コンソールの say コマンド (HP フィールドサポートスペシャリ
ストによる使用に制限) の使用が可能です。
hpvmcreate、hpvmmodify、hpvmmigrate、および hpvmclone の各コマンドを使用し
て、ゲスト管理者およびゲストオペレータを指定できます。 -g オプションを指定して、管理
者権限およびオペレータ権限をユーザーグループに割り当てます。 -u オプションを指定し
て、管理者権限およびオペレータ権限を特定のユーザーに割り当てます。

注記: コンソールユーザーは、su コマンドを使用して一方の権限レベルをもう一方の権限
レベルに変更することはできません。 ユーザー別のチェックは UUID ではなく、ログインア
カウント ID に基づいて実行されます。

以下のコマンドでは、testme1 という名前の管理者がいる testme という名前の仮想マシ
ンを作成します。

# hpvmcreate -P testme -u testme1:admin

ゲストオペレータおよび管理者は、仮想マシンを制御するために hpvmconsole コマンドに
アクセスする必要があります。 同一ユーザーが VM ホストにアクセスしないようにしたい場
合は、hpvmconsole コマンドの使用をゲストコンソールでのアクセスのみに制限できます。
こうするためには、制限付きアカウントを作成します。 手順は以下のとおりです。
1. useradd コマンドを使用して、VM ホスト上の各ゲストの /etc/passwd のエントリー

を設定します。 アカウントのユーザー名はゲスト名と同じでなければなりません。ま
た、8 文字以内でなければなりません。 例:
# useradd -d /var/opt/hpvm/guests/compass1 \
-c 'compass1 console' -s /opt/hpvm/bin/hpvmconsole guest1

この例では、次のオプションを使用しています。

• -d オプションは、guest1 アカウントのホームディレクトリを指定します。

• -c オプションは、アカウントを説明するコメントテキスト文字列を指定します。

• -s オプションは、新しいアカウントのシェルのパスを指定します。

2. passwd コマンドを使用して、アカウントのパスワードを設定します。 例:
# passwd guest1

3. hpvmmodify コマンドを使用して、ゲスト管理権限あるユーザーを指定します。
#hpvmmodify -P winguest1 -u compass1:admin

これで、ゲスト管理者は VM ホストで ssh コマンドまたは telnet コマンドを使用して
compass1 仮想コンソールにアクセスし、compass1 アカウントにログインできるようにな
りました。 ゲスト管理者は、su コマンドを使用することはできません。

注記: セキュリティの観点から、できる限り /etc/shells に仮想コンソールイメージ
/opt/hpvm/bin/hpvmconsole を含めないようにしてください。 このイメージを含める
と、2 つのセキュリティの脆弱点を開くことになります。

• アカウントから ftp アクセスが可能になります。

• 一般ユーザーが chsh コマンドでこのイメージを選択できるようになります。
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VM ホスト myhost 上で compass1 仮想コンソールにリモートアクセスするセッションの例
を以下に示します。

# telnet compass1

Trying 16.xx.yy.zz...
Connected to compass1.rose.com.
Escape character is '^]'.

HP-UX compass B.11.23 U ia64 (ta)

login: guest1
Password:
Please wait...checking for disk quotas

MP MAIN MENU

CO: Console
CM: Command Menu
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
VM: Virtual Machine Menu
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection

[compass1] vMP>

仮想コンソールインタフェースには、ゲストによるコンソールターミナルへのタイプと特性
の照会の試行を含む、CL コマンドおよび CO コマンドの raw キャラクタが表示されます。
その結果、ターミナルはこれらの照会に応答し、ターミナルセットアップの通信が仮想コン
ソールコマンドの妨げとなる場合があります。 対話操作を実行するユーザーは画面を消去で
きます。ただし、この状況はコンソールを非対話型で、またはスクリプトを実行して使用す
る場合に問題になる場合があります。

9.3 ゲスト管理ソフトウェアのインストール
ゲスト OS のインストール後に、特別な Integrity VM ゲスト管理ソフトウェアをインストー
ルする必要があります。 各ゲストにゲスト管理ソフトウェアをインストールすることで、パ
フォーマンス向上用のパッチが提供され、ゲスト上で Integrity VM コマンドを使用できるよう
になります。 ゲスト管理ソフトウェアがないと、ゲストの動的メモリーを使用できません。
また、最新のゲスト管理ソフトウェアがあると、ゲストを VM Manager および VSE 製品ス
イートから管理できます。

図 9-1では、プロセスについて説明します。 ゲスト管理ソフトウェアは、Integrity VM をイン
ストールするときに、VM ホストシステムにコピーされます。 新しいバージョンの Integrity
VM にアップグレードすると、ゲスト管理ソフトウェアも VM ホストのゲスト管理ソフトウェ
アリポジトリでアップグレードされます。 ゲスト OS ごとに、適切なゲスト管理ソフトウェ
アを各ゲスト上に手動でインストールします。
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図 9-1 ゲスト管理ソフトウェアのインストール
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ゲスト管理ソフトウェアはゲストごとに必要です。 ゲスト管理ソフトウェアにより、パフォー
マンスと管理容易性の最適化に必要なパッチがゲストに提供されます。 また、このソフトウェ
アにより、必要に応じて hpvmmgmt、hpvmcollect、および hpvminfo の各コマンドがゲ
ストで使用できるようになります (一部のコマンドは一部の種類のゲストで実行できません)。
ゲスト管理ソフトウェアは、/opt/hpvm/guest-images ディレクトリの VM ホストシステ
ムに保存されています。 サブディレクトリには、以下の例で示すように、各種類のゲストオ
ペレーティングシステムのためのゲスト管理ソフトウェアが含まれます。

# cd /opt/hpvm/guest-images
# ls
common hpux linux windows

各ゲスト管理ソフトウェアディレクトリには、その種類のゲスト用のゲスト管理ソフトウェ
アのインストール方法を説明した README ファイルが含まれます。ゲストにインストールす
る必要のあるその他のソフトウェアのアップデート情報については、『HP Integrity Virtual
Machines リリースノート』を参照してください。

9.4 仮想コンソールの使用
各仮想マシンには、それぞれの仮想コンソールがあり、そこで、仮想マシンの電源投入や切
断、ゲストオペレーティングシステムのブートとシャットダウンなどを行うことができます。
hpvmconsole コマンドでは、指定した仮想マシンの仮想コンソールに接続します。
compass1 という名前のゲストに対して仮想コンソールを起動するには、次のコマンドを入
力します。

# hpvmconsole -P compass1

vMP MAIN MENU

CO: Console
CM: Command Menu
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
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VM: Virtual Machine Menu
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection

[compass1] vMP>

EFI での表示の場合は、Ctr/B キーを押して仮想コンソールに戻ります。 co コマンドを使用
して仮想コンソールを開きます。 例:
[compass1] vMP> co

-c オプションを hpvmconsole コマンドに対して使用して、仮想マシンコンソールにコマン
ドを渡すことができます。たとえば、compass1 という名前の仮想マシンを起動するには、
次のコマンドを入力します。

# hpvmconsole -P compass1 -c "pc -on"

表 9-2に、hpvmconsole コマンドのオプションを示します。

表 9-2 hpvmconsole コマンドのオプション

説明オプション

開く仮想マシンコンソールの名前を指定します。-P vm-name

開く仮想マシンコンソールの番号を指定します。-p vm-number

仮想マシン上で動作するマシンコンソールコマンドを指
定します。

-c command
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表 9-2 hpvmconsole コマンドのオプション (続き)

説明オプション

代替割り込み文字を指定します。 デフォルトの割り込み
文字は、Ctrl/B です。

-e echar

標準入力で EOF に達した後のコンソール出力に続けま
す。 スクリプティングに使用されます。

-f

コンソールと対話します。 スクリプティングに使用され
ます。

-i

スクリプトで実行される動作の冗長度を小さくします。-q

仮想コンソールの使用に関する情報を入手するには、HE コマンドを入力します。 例:
[compass1] vMP> he
==== vMP Help: Main Menu ================================= (Admin) ============

HPVM A.03.00 clearcase opt Wed Feb 21 2007 07h13m54s PST
(C) Copyright 2000 - 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Virtual Management Processor (vMP) Help System

Enter a command at the help prompt:
OVerview - Launch the help overview
LIst - Show the list of vMP commands
<COMMAND> - Enter the command name for help on an individual command
TOPics - Show all vMP Help topics and commands
HElp - Display this screen
Q - Quit help

hpvmconsole コマンドの使用方法の詳細は、hpvmconsole(1M) を参照してください。

9.5 ゲストの構成ファイル
ゲストが作成されると、VM ホストによってゲストの構成ファイル
(/var/opt/hpvm/guests/guestname) が作成されます。
Integrity VM は、ゲストの構成ファイルを 3 つまで作成します。

• vmm_config.current ファイルには、現在のゲストの現時点での構成が含まれます。

• vmm_config.prev ファイルには、直前のゲストの構成設定が含まれます。

• vmm_config.next ファイルには、ゲストの起動後に変更された構成設定が含まれま
す。 これらの変更を反映させるには、ゲストをリブートする必要があります。

ゲストの構成ファイルを手動で変更しないでください。 常に、適切な Integrity VM コマンド
(hpvmmodify または hpvmdevmgmt) を使用して、ゲスト構成パラメータを変更してくださ
い。 ゲスト構成ファイルを直接変更すると、ゲストに予期せぬ障害が発生することがありま
す。

9.6 動的メモリー
動的メモリーとは、仮想マシンが使用する物理メモリー量を、仮想マシンをリブートせずに
変更できるようにする Integrity VM のオプションの機能のことです。 このリリースの Integrity
VM では、動的メモリーは HP-UX ゲストでのみ使用できます。
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たとえば、この機能により、Servicegard ノードにあるゲストは、複数の Serviceguard パッ
ケージでスタンバイサーバーとして使用できます。 パッケージがゲストにフェイルオーバー
する場合、フェイルオーバープロセスの前、途中、および後で、ゲストのメモリーをパッケー
ジの要件に適合するように変更できます。

動的メモリーを使用するには、4.2 項 (60 ページ) で説明するように、ゲストにゲスト管理ソ
フトウェアがインストールされている必要があります。

9.6.1 VM ホストからの動的メモリーの管理
VM ホストでは、動的メモリーソフトウェアは Integrity VM に含まれます。hpvmcreate、
hpvmmodify、または hpvmclone の各コマンドに-x オプションを指定して、VM ホスト上
で動的メモリーを管理します。-x オプションは、ゲストの動的メモリーやネットワーク管理
を含むさまざまな構成パラメータをゲストに関連付けます。動的メモリーで使用される-x
キーワードの完全なリストについては、表 9-3を参照してください。

表 9-3 動的メモリーコントロールコマンドのオプション

説明キーワードの値の組

ゲスト上の十分な権限が付与されたユーザー (root など) が、ゲストの
実行中に動的メモリーの値を変更できるかどうかを指定します。ゲスト
側の動的メモリーコントロールを無効にするには、0 (ゼロ) を指定しま
す。 ゲストがアクティブでない場合、ゲストの構成ファイルのみ変更
されます。ゲストが実行中の場合、変更はすぐに有効になります。

dynamic_memory_control={1|0}

ゲストの動的メモリーコントロールの種類を指定します。 この構成パ
ラメータが none に設定されている場合、動的メモリーは無効です。
これがデフォルトの設定です。 ゲストが実行中で動的メモリーが有効
であるのに、この値を none に設定した場合、ゲスト構成ファイルは
すべての動的メモリーの範囲および制御情報を削除するよう変更されま
す。

この構成パラメータが any に設定されている場合、ゲストの次のブー
トにより、ゲストの動的メモリーが有効になるかどうかが決定されま
す。 動的メモリードライバがロードされる場合、このパラメータの値
は driver に変更されます。 ドライバがロードされないか見つからな
い場合、値は変更されません。

この構成パラメータが driver に設定されている場合、ゲストの動的
メモリーの制御および範囲が機能します。現在の設定またはデフォルト
の設定に応じて、動的メモリーの範囲の値を現在のメモリーの範囲の設
定に一致するようにリセットすることを示すメッセージが表示される場
合があります。 (-r オプションを使用して) 使用可能なゲストのメモリー
値を変更した場合、動的メモリーの値は、その範囲に対して検証されて
変更されます。

ram_dyn_type={none|any|driver}

ゲストに動的に割り当てることができるメモリーの最小値を指定しま
す。ram_dyn_min の値は、(hpvmstatus コマンドで表示される) 最小
メモリーより大きく、ram_dyn_max の値より小さくする必要がありま
す。

ram_dyn_min=amount

ゲストに動的に割り当てることができるメモリーの最大値を指定しま
す。 ram_dyn_max の値は、ram_dyn_min の値より大きくする必要が
あります。

ram_dyn_max=amount
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表 9-3 動的メモリーコントロールコマンドのオプション (続き)

説明キーワードの値の組

ゲストの起動時に動的メモリードライバがアクセスしようとするメモ
リー量を指定します。 ram_dyn_target_start の値は、ram_dyn_min
パラメータより大きくする必要があり、ram_dyn_max パラメータの値
以下である必要があります。 ゲストの起動時に、まず (-r オプション
で指定される) ゲストのメモリーサイズにアクセスし、次に動的メモリー
ドライバがメモリーを ram_dyn_target_start パラメータの値まで
減らします。

ram_dyn_target_start=amount

ゲストの現在のメモリーサイズを設定します。 ram_target キーワー
ドは、hpvmmodify および hpvmmgmt コマンドでのみ有効です。 0(ゼ
ロ) を指定した場合、動的メモリードライバは、ゲストのメモリーをペー
ジアウトしない快適最小値までゲストのメモリーを減らします。 この
最小値は、ゲストの操作を変更する必要がある場合、それにあわせて変
更されます。start を指定すると、ゲストの動的メモリーのサイズは、
-r オプションを使用して指定された割り当て値まで増加します。 この
パラメータは動的で、アクティブなゲストでのみ使用できます。

ram_target={0|start|amount}

9.6.1.1 動的メモリーを使用するように仮想マシンを構成
デフォルトでは、動的メモリーは無効です。動的メモリーを使用するように仮想マシンを構
成するには、hpvmcreate、hpvmmodify または hpvmclone コマンドを入力します。 初期
値を設定するには、以下の-x オプションを含めます。
-x ram_dyn_type = any | driver
-x ram_dyn_min = minimum size for memory size changes
-x ram_dyn_max = maximum size for memory size changes

ブートプロセスの早い段階でメモリーサイズを減らすように仮想マシンを構成することによ
り、仮想マシンを使用可能状態にしても VM ホストシステム上のメモリーオーバーヘッドを
低く抑えることができます。 この機能を有効にするには、以下の-x オプションを使用しま
す。

-x ram_dyn_target_start - memory size after boot

1 つのコマンド行で、複数の動的メモリーキーワードを指定できます。たとえば、動的メモ
リーを有効にして、compass1 という名前のゲストのサイズをブートプロセスの初期段階で減
らすように構成するには、以下のコマンドを入力します。

# hpvmmodify -P compass1 -r 6G \
-x ram_dyn_type=any \
-x ran_dyn_min=1222M \
-x ram_dyn_max=6G \
-x ram_dyn_targe_start=2G

このコマンドは、以下の値を指定します。

• 仮想マシンメモリーサイズは、6GB に設定されます。

• 動的メモリーは、any パラメータに条件を満たしている場合、有効になります。

• 仮想マシンに設定できる最小メモリーサイズは 1222MB です。

• 仮想マシンに設定できる最大メモリーサイズは 6GB です。

• 仮想マシンの起動後にメモリーサイズは 2GB に減らされます。
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仮想マシンに動的メモリー機能を初めて構成する際にその仮想マシンが稼働している場合、
その構成変更を有効にするためには仮想マシンをリブートする必要があります。

9.6.1.2 VM ホスト上での動的メモリーの表示
動的メモリーパラメータおよびステータスは、標準の Integrity VM コマンドを使用して各ゲス
トで表示されます。 たとえば、compass1 という名前のゲストは、hpvmstatus コマンドに
より以下の動的メモリー情報を表示できます。

# hpvmstatus -V -P compass1
.
.
.
[Dynamic Memory Information]
Type : driver
Minimum memory : 1222 MB
Target memory : 2103 MB
Maximum memory : 6144 MB
Current memory : 2103 MB
Comfortable minimum : 2167 MB
Boot memory : 6135 MB
Free memory : 125 MB
Available memory : 286 MB
Memory pressure : 0
Memory chunksize : 65536 KB
Driver Mode(s) : STARTED ENABLED

.

.

.

表 9-4では、hpvmstatus および hpvmmgmt コマンドによって表示される動的メモリーの特
性について説明しています。

表 9-4 動的メモリーの特性

説明設定特性

動的メモリーのサポートはありません。noneType

動的メモリーはホスト上で構成されますが、ゲスト上の動的
メモリーサブシステムは開始しておらず、実装方法を報告し
ていません。

any

動的メモリーはドライバで実装され、ゲスト OS オンライン
追加/削除機能を使用していません。

driver

動的メモリーはゲスト OS オンライン追加/削除機能を使用
して実装されています。

OLAD

ram_target および ram_dyn_target_start の低い方の
境界値です。

valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Minimum memory
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表 9-4 動的メモリーの特性 (続き)

説明設定特性

ram_target または ram_dyn_target_start を使用して
設定する、ゲストの目標メモリーサイズ。

valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Target memory

ram_target および ram_dyn_target_start の高い方の
境界値です。

valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Maximum memory

ゲストの現在のメモリーサイズ (通常はターゲットメモリー
と同じ)。

valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Current memory

ゲストのメモリーの削減に使用できるが、最小限のワークロー
ドの実行を継続するのに十分なメモリーリソースを許可する
ram_target の値。

valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Comfortable minimum

ゲスト OS に表示される仮想マシンの物理メモリーのサイズ。valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Boot memory

ゲストの空きメモリー量。valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Free memory

ユーザープロセスにより割り当てられているがロックされて
いないゲストのメモリー量。このメモリーはページングに使
用でき、使用可能にできます。

valueM (メガバイ
トの場合) または
valueG (ギガバイ
トの場合)

Available memory

メモリーの不足およびページングのインジケータとして使用
される 0 から 100 の間の値。 値が大きいほど、システムの
メモリー不足の状態が長くなります。 メモリー圧力の値が
100 に近くなると、通常、システムがハングします。

valueMemory pressure

ゲストのメモリーを増加または削減する場合に動的メモリー
により使用される割り当てチャンクサイズ (9.6.3.4 項 (160 ペー
ジ) を参照)。

valueMemory chunksize

動的メモリーで、ゲストのメモリーサイズを変更できます。startedDriver Mode(s)

started を無効にする制御。 オンラインゲスト移行で使用
されます。

enabled

ゲストサイド制御が有効です。guestctl

9.6.1.3 VM ホストでの仮想マシンのメモリーサイズの変更
動的メモリーがいったん構成されると、仮想マシンのメモリーサイズをチャンクサイズ単位
(64 MB) で最小サイズ (ram_dyn_min) から最大サイズ (ram_dyn_max) の範囲で任意の値に
変更できます。 メモリーサイズを変更するには、hpvmmodify コマンドに以下の-x オプショ
ンを指定します。
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# hpvmmodify -P compass1 -x ram_target = new memory size

9.6.2 ゲストからの動的メモリーの管理
ゲストからの動的メモリー管理はデフォルトで無効になっており、VM ホストから有効にする
必要があります。 この機能が有効になっていないと、動的メモリー情報は表示できますが、
メモリーサイズの変更が行えません。

hpvmcreate、hpvmmodify、または hpvmclone コマンドを使用し、-x
dynamic_memory_control オプションを指定します。 オプションの引き数として 1 を指
定します。たとえば、VM ホストシステムでは、compass1 という名前のゲストで動的メモ
リーコントロールを有効にするには、以下のコマンドを入力します。

# hpvmmodify -P compass1 -x dynamic_memory_control=1

9.6.2.1 ゲストからの動的メモリー情報の表示
動的メモリー情報を表示するには、HP-UX ゲスト上で hpvmmgmt コマンドを使用します。
このコマンドは、4.2 項 (60 ページ) で説明しているように、ゲスト管理ソフトウェアをイン
ストールすると利用できます。

表 9-5に、hpvmmgmt コマンドのオプションを示します。

表 9-5 hpvmmgmt コマンドのオプション

詳細情報をリストするデータの種類を指定します。 type
には、ram を入力します。

-l type

動的 RAM の値を継続的に監視して確認できます。
interval には、実データ取得の間隔を秒で指定しま
す。

-l type -t interval

hpvmmgmt コマンドにより、interval パラメータで指
定された値を使用して、要求された種類のデータを継続
的に再取得できます。

-t interval

hpvmmgmt コマンドのバージョン番号を表示します。-v

仮想マシンに関する詳細情報 (詳細表示モード) が表示さ
れます。

-V

詳細な属性およびリソース情報を機械読み取り可能な形
式で表示します。

-M

詳細な属性およびリソース情報を XML 形式で表示しま
す。

-X

ゲスト RAM ターゲットを指定します。ここで、値は以
下のとおりです。

• 0 を指定すると、ゲストの動的メモリーは快適最小値
に減らされます。

• start を指定すると、ゲストの動的メモリーは、ブー
ト時の値に設定されます。

• amount は、ゲストの特定のターゲットメモリーサイ
ズです。

-x ram_target={0 | start | amount}

たとえば、ゲストでは、hpvmmgmt コマンドを使用すると動的メモリー情報がリストされま
す。 以下のコマンドを入力します。

158 ゲストの管理



# hpvmmgmt -l ram

[Dynamic Memory Information]
=======================================
Type : driver
Current memory : 6135 MB
Target memory : 6135 MB
Comfortable minimum : 2167 MB

詳細情報を表示するには、-V オプションを指定します。 例:
# hpvmmgmt -V -l ram
[Dynamic Memory Information]
=======================================
Type : driver
Current memory : 2103 MB
Target memory : 2103 MB
Comfortable minimum : 2423 MB
Minimum memory : 1222 MB
Maximum memory : 6144 MB
Boot memory : 6135 MB
Free memory : 124 MB
Available memory : 286 MB
Memory pressure : 12
Memory chunksize : 65536 KB

Driver Mode(s): STARTED ENABLED GUESTCTL

9.6.2.2 ゲストからの仮想マシンのメモリーサイズの変更
動的メモリー機能がいったん構成されて有効になると、仮想マシンのメモリーサイズをチャ
ンクサイズ単位 (64 MB) で最小サイズ (ram_dyn_min) から最大サイズ (ram_dyn_max) の範囲
で任意の値に変更できます。 hpvmmgmt コマンドに-x オプションを指定します。
# hpvmmgmt -x ram_target = memory size

たとえば、ゲストメモリーのサイズを 4GB に変更するには、以下のコマンドを入力します。
# hpvmmgmt -x ram_target =4096M
Attempting to increase memory from 2103 MB to 4096 MB.
Successfully began to change ram_target to 4096 MB.

9.6.3 動的メモリーの問題のトラブルシューティング
本項では、動的メモリー使用時の問題の解決方法について説明します。

9.6.3.1 動的メモリーの制限条項
動的メモリーの使用では、以下の制限条項があります。

• 仮想マシンのサイズは、元のブートサイズ (-r オプションで指定) を超えて増やすことは
できません。

• 仮想マシンのメモリーが断片化した場合、仮想マシンのサイズを減らそうとしても減ら
すことができないか、非常に長い時間がかかる場合があります。 仮想マシンのサイズを
目的のサイズに減らすことができない場合、新しいターゲットサイズを設定することに
よって、操作を中断します。
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• 仮想マシンのサイズを増やすには、VM ホストの空きメモリーが必要です。VM ホストの
メモリーが十分でない場合、操作を完了するまでに非常に長い時間がかかるか、失敗す
る場合があります。

• ram_target および ram_dyn_target_start の値が ram_dyn_min および
ram_dyn_max の値の内側でない場合、警告が表示されます。

9.6.3.2 VM ホストのリソースの留意事項
HP-UX は、「ラージページ」という、パフォーマンス向上に使用されるメモリー管理機能を
サポートします。 Integrity VM は、仮想マシンの起動時に、使用可能な最大サイズのページを
割り当てることを保証することによって、この機能を利用します。 これらのページが割り当
てられてロックダウンされると、サイズを変更できません。 これにより、ラージページの断
片化を最小限に抑えます。

この機能では、VM ホストシステム上で実行できるソフトウェアの種類が制限されています。
VM ホストシステムが仮想マシンを超える追加ワークロードをサポートする場合、ラージペー
ジは断片化する傾向があり、新しく起動された仮想マシンのパフォーマンスが低下する場合
があります。

動的メモリーにより、VM ホストメモリーが断片化する可能性が上昇します。 動的メモリー
の現在の実装では、仮想マシンに割り当てられたメモリーの一部が解放されます。 これらの
操作は、大きな連続チャンクで実行する必要があります。そうしないと、仮想マシンのサイ
ズを減らそうとした場合に、仮想マシンに割り当てられている VM ホストメモリーが断片化
します。この断片化の可能性は、ソフトウェアにより回避できます。ソフトウェアは、物理
的に連続しているメモリーの最小チャンクサイズの 64MB の倍数でのみ仮想マシンのサイズ
を減らします。詳細は、9.6.3.3 項 (160 ページ) と9.6.3.5 項 (161 ページ) を参照してくださ
い。

9.6.3.3 ゲストリソースの留意事項
ワークロードを実行しているシステムの通常の操作中に、ラージページは時間がたつと断片
化する場合があります。 この断片化は、HP-UX オペレーティングシステムで実行中の VM ホ
ストおよび仮想マシンで発生する可能性があります。仮想マシンのメモリーが断片化した場
合、動的メモリーサブシステムは、ゲストのサイズを減らすことができなくなります。 これ
は、最小チャンクサイズが縮小に使用されるためです。 動的メモリーで物理的に連続したゲ
ストのメモリーの少なくとも 64MB を削除できない場合、サイズの縮小は実行されません。

9.6.3.4 十分なゲストメモリーの指定
ram_dyn_target_start の値の設定が小さすぎると、ゲストオペレーティングシステムが
ブート時にハングまたはクラッシュする可能性があります。 この場合、ゲストは十分な量の
メモリーへのアクセスができません。 一般的に、HP-UX ゲストに割り当てられたメモリーを、
割り当てメモリーサイズの 75% を超えて減らさないでください。 メモリーが 2GB に構成さ
れた仮想マシンのメモリーは、50% を超えて減らさないでください。
ゲストがブート時にクラッシュする場合、VM ホストでは、hpvmmodify コマンドを使用し
て、ram_dyn_target_start パラメータの値を増やします。たとえば、compass1 という
名前のゲストのメモリーサイズを増やすには、VM ホストで以下のコマンドを入力します。
# hpvmmodify -P compass1 -x ram_dyn_target_start = new memory size

このパラメータの設定後、ゲストをリブートします。
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ゲストがハングする場合、VM ホストでは、hpvmstatus コマンドを使用して、ゲストのメ
モリー統計を確認します。 例:
# hpvmstatus -V -P compass1
.
.
.
[Dynamic Memory Information]
Type : driver
Minimum memory : 1222 MB
Target memory : 2103 MB
Maximum memory : 6144 MB
Current memory : 2103 MB
Comfortable minimum : 2167 MB
Boot memory : 6135 MB
Free memory : 0 MB
Available memory : 286 MB
Memory pressure : 100
Memory chunksize : 65536 KB
Driver Mode(s) : STARTED ENABLED

.

.

.

この問題が発生する場合、空きメモリー量が小さいかゼロになっており、メモリー圧力の値
が大きく (100) なっています。これらの兆候が存在する場合、VM ホストで、hpvmmodify
コマンドを使用して、ゲストのメモリーサイズを増やします。 ゲストは通常の方法でブート
する必要があります。

9.6.3.5 実際のメモリー割り当てが異なる場合
ram_target または ram_dyn_target_start の値を指定して、64MB の倍数ではないメ
モリーサイズに変更された場合、ターゲット値がリセットされます。

たとえば、6 GB のメモリーを指定した場合、HP-UX ゲストは実際には 6135MB のメモリー
にアクセスできます。 メモリーサイズを 2048 MB に設定しようとした場合、実際に削除さ
れるメモリー量は 4087 MB です。 これは 64MB の倍数ではないため、ターゲットメモリー
サイズは 2103 MB にリセットされます。

9.6.3.6 ゲストおよび VM ホスト上での動的メモリーの有効化
ゲスト管理ソフトウェアは、VM ホストシステムで動的メモリーパラメータを使用する前に、
ゲストにインストールしておく必要があります。 たとえば、ゲスト管理ソフトウェアがイン
ストールされていない場合、hpvmstatus を実行すると以下のように表示されます。
# hpvmstatus -V -P compass1
.
.
.
[Dynamic Memory Information]

NOTE: Dynamic data unavailable, configured values only
Type : driver
Minimum memory : 1024 MB
Target memory : 2048 MB
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Maximum memory : 3072 MB
.
.
.

ゲストの動的メモリーを VM ホストから変更しようとする場合、以下のエラーが表示されま
す。

# hpvmmodify -x ram_target=2048M -P compass1

hpvmmodify: ERROR (compass1): Query to dynamic memory driver failed: Function is not available.
hpvmmodify: Failed to set ram_target.
hpvmmodify: Unable to modify the guest.

動的メモリーをゲストから変更しようとする場合、以下のエラーが表示されます。

# hpvmmgmt -V -l ram
Dynamic memory driver not found on guest.
hpvmmgmt: Unable to continue.
# hpvmmgmt -x ram_target=2048
Failed to open dynamic memory driver, error: No such device.
Failed to set dynamic value error: No such device
hpvmmgmt: Unable to continue.

ゲスト管理ソフトウェアのインストールについては、4.2 項 (60 ページ) を参照してくださ
い。

9.6.3.7 Integrity VM のアップグレード時のゲストキットのアップグレード
動的メモリーソフトウェアには、VM ホストサポートと HP-UX ゲストサポートの 2 つのコン
ポーネントがあります。 これらの 2 つのコンポーネントは、動的メモリーが動作する同じ
バージョンレベルである必要があります。 Integrity VM をアップグレードする場合、ゲストに
新しいゲストキットもインストールする必要があります。 このアップグレードプロセスの間
に、動的メモリーが機能しない場合があります。

バージョンの不一致があると、ゲストの起動時にメッセージが VM ホストの syslog ファイ
ル (/var/adm/syslog/syslog.log) に書き込まれます。例:
vmunix: (hpvmdvr) Dynamic memory version mismatch Guest 5.
Please update the guest kit

以下の例では、仮想マシン番号 5 のゲスト管理ソフトウェアキットの日付が古くなっていま
す。 ゲスト番号 5 がどれであるかを判別するには、hpvmstatus コマンドを使用します。
以下の例では、ゲスト 5 の名前は dale です。
# hpvmstatus

Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
chip 1 HPUX On (OS) 2 1 1 3 GB 0
dale 5 HPUX On (OS) 2 1 1 3 GB 0

HP-UX ゲスト管理ソフトウェアのインストールについての詳細は、4.2 項 (60 ページ) を参照
してください。

9.7 Integrity VM ログファイル
各ゲストにログファイル (/var/opt/hpvm/guests/guestname/log) があります。
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VM ホストログファイルは、/var/opt/hpvm/common/command.log および hpvm_mon_log
に保存されます。

9.8 デバイスデータベースの管理
Integrity VM は、起こり得るすべてのバッキングストアの競合を検出できるわけではありませ
ん。また、構成に誤りのあるゲストのブートを常に防げるわけではありません。 競合は次の
場合に発生する可能性があります。

• 複数の仮想デバイスに同じバッキングストアが指定されている場合。

ゲスト A に対して disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c0t1d2 を追加した場合、他のゲ
ストまたは VM ホストの制限付きデバイスのリストに同じデバイスを追加しないでくだ
さい。

• 同一の物理ストレージを指す、複数のバッキングストアパラメータが指定された場合。

VM ホストに、/dev/rdsk/c3t2d0 と/dev/rdsk/c4t2d0 のようにストレージデバ
イスへのパスが複数ある場合、ゲスト A の disk:scsi または dvd:scsi に対して 1
つのパスのみを指定する必要があります。もう一方のパスは、ゲスト A、その他のゲス
トまたは VM ホストのいずれにもバッキングストアとして使用しないでください。

• 異なるバッキングストア タイプに対して割り当てられた物理ストレージが重複する場
合。

ゲストが論理ボリューム (例: rlvol1) をバッキングストア デバイスとして使用してい
る場合、論理ボリュームが作成されているボリュームグループ (例: /dev/vg01) によっ
て使用されているディスクまたはディスクパーティションはバッキングストアとして使
用することはできません。

このような競合は ioscan コマンドおよび sam コマンドで検出できます。 このような競合
のある構成のゲストを強制的に起動すると、データが破損する恐れがあります。

9.8.1 デバイスデータベースファイル
Integrity VM デバイス管理は、Integrity VM デバイスマッピング情報をデバイスデータベース
ファイル (/var/opt/hpvm/common/hpvm_mgmtdb) に格納します。 このファイルは、次の
3 つのセクションに分かれます。

• ヘッダー。ファイルを手動で編集してはならないことが記述されています。

• 制限付きデバイスセクション。ゲストがアクセスを許可されていないホストデバイスの
一覧が含まれます。

• ゲストデバイスセクション。ゲストが使用するように構成されたストレージデバイスと
ネットワークデバイスが含まれます。

特別に指示されないかぎり、hpvm_mgmtdb ファイルを直接編集しないでください。 常に、
サポートされている Integrity VM コマンド (hpvmmodify または hpvmdevmgmt など) を使用
して、仮想デバイスの変更を行ってください。

9.8.2 hpvmdevmgmt コマンドの使用
VM ホストと仮想マシンが使用するデバイスを一覧表示したり変更したりするには、
hpvmdevmgmt コマンドを使用します。
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表 9-6に、hpvmdevmgmt コマンドのオプションを示します。

表 9-6 hpvmdevmgmt コマンドのオプション

説明オプション

エントリーを表示します。 すべてのエントリーを
一覧表示するには、次のコマンドを入力します。

# hpvmdevmgmt -l all

-l
{server|rdev|gdev}:entry_name:attr:attr_name=attr_value

hpvmdevmgmt 出力形式のバージョン番号を表示
します。 まず、バージョン番号が表示され、次に
他のオプションで指定されたものが表示されま
す。

-v

表示される情報量を大きくします (詳細表示モー
ド)。

-V

仮想デバイスとして使用するファイルを作成しま
す。 size 引き数は、メガバイトの M またはギガ
バイトの G を最後につける必要があります。

-S size filename

パススルーデバイスファイルを作成します (たと
えば、/dev/rscsi)。 パススルーデバイスは、
接続デバイス (テープデバイス、メディアチェン
ジャ、CD/DVD バーナーなど) によって使用され
ます。

-I

既存の属性を変更し、存在しない場合はその属性
を追加します。

-m
{server|rdev|gdev}:entry_name[:attr:attr_name=attr_value]

エントリーを追加します。-a
{server|rdev|gdev}:entry_name[:attr:attribute_name=attr_value]

エントリーを削除します。-d {server|rdev|gdev}:entry_name[:param:arg]

デバイスを交換します。-n
gdev:oldentry_name:newentry_name0[,newentry_name1]

たとえば、hpvmdevmgmt コマンドを使用して制限付きデバイスの一覧を表示するには、次
のコマンドを入力します。

# hpvmdevmgmt -l rdev
/dev/rdsk/c10t0d4:CONFIG=rdev,EXIST=YES,DEVTYPE=DISK,
SHARE=NO::6005-08b4-0001-15d0-0001-2000-003a-0000

ゲスト間でデバイスを共有可能にするには、以下の種類のコマンドを入力します。

# hpvmdevmgmt -m gdev:/data/file.iso:attr:SHARE=YES

9.8.2.1 デバイスの共有
Integrity VM を使用して、デバイスを共有または非共有のいずれかに指定することができま
す。 デフォルトでは、vswitch は共有されるように構成されています。 ストレージデバイス
は、共有されるようには構成されていません。 管理者は、ストレージデバイスを複数のゲス
トから共有されるように構成することができます。

SHARE 属性は、ゲストをブートするときにのみ確認されます。 あるゲストが非共有デバイス
を使用して動作しており、他のゲストがその同じデバイスを使用してブートしようとした場
合は、ブートはブロックされます。 複数のゲストが共有デバイスを必要とする場合は、それ
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らのデバイスの SHARE 属性は SHARE=YES に変更する必要があります。その場合は、変更オ
プション-m を hpvmdevmgmt コマンドで使用します。
たとえば、HP-UX iso.* イメージを共有可能にし、2 つの仮想マシン (compass1 および
compass2) がそれらのイメージを使用して同時にインストールできるようにするには、以下
のコマンドを入力します。

# hpvmdevmgmt -m gdev:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/:attr:SHARE=YES
# hpvmmodify -p compass1 -a dvd:scsi::null:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/
# hpvmmodify -p compass2 -a dvd:scsi::null:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/

読み取り専用のデバイスはゲスト間で共有することができます。 仮想 DVD や仮想ネットワー
クデバイスを共有することができます。 DVD は別の方法で指定しない限り共有することはで
きません。 仮想デバイスやハードウェアのバッキングストアの共有は、データ破壊を防ぐた
めに慎重に計画する必要があります。

myswitch という名前の vswitch を制限付きにし、共有できないようにするには、次のコマン
ドを入力します。

# hpvmdevmgmt -m gdev:myswitch:attr:SHARE=NO

このコマンドによって、myswitch という名前の vswitch は、1 つのゲストのみが使用できる
ようになります。

9.8.2.2 デバイスの交換
バッキングストレージデバイスに障害が発生した場合は、hpvmdevmgmt -n オプションを使
用して交換します。 -n オプションは、ゲストデバイスに対してのみ機能します。 既存のデ
バイスエントリーを新しいデバイスエントリーと交換します。その際、現在のすべてのゲス
トの依存関係は保持されます。 したがって、各ゲストの依存関係は、古いデバイスを新しい
デバイスと置き換えるように変更されます。 交換されるデバイスが pNIC である場合は、
hpvmnet コマンドを使用してその pNIC を使用する現在の vswitch を停止して削除し、新し
い pNIC を使用する同じ名前の vswitch を再作成してください。 この方法によって、ゲスト
は、ゲストを変更することなく、古い vswitch 名を使用して、新しい pNIC を使用できるよう
になります。

9.8.2.3 デバイスの削除
依存関係のないデバイスエントリーのみを削除することができます。 デバイスに依存関係が
ある場合は、これらの依存関係を削除してからデバイスを削除する必要があります。 デバイ
スを削除する hpvmmodify コマンドは、そのデバイスの依存関係としてそのゲストを削除し
ます。

何らかの理由によって、ゲストが変更できない場合は、hpvmdevmgmt -d コマンドを使用し
てデバイスから依存関係を削除することができます。ただし、このコマンドはそのデバイス
に依存するゲストは変更しません。 この方法は、そのデバイスに依存しているゲスト上で
hpvmmodify コマンドを使用できる場合にのみ、使用することができます。 次の例では、ゲ
ストを依存関係として削除する方法を示します。

# hpvmdevmgmt -d gdev:entry_name:depend:depend_name

9.8.2.4 VM ホストデバイスの制限
制限付きデバイスをセットアップして VM ホストによる使用に予約されているデバイスを使
用するゲストがないことを確認する必要があります。それには、VM ホストがブートと実行の
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ために使用するストレージデバイスも含まれます。 また、ホストが排他的アクセスをする必
要のあるネットワーク LAN デバイスを含めることもできます。
Volume Manager がホスト固有のファイルシステムに使用される場合は、制限付きデバイスに
ボリュームデバイスと下位の特殊デバイスファイルの両方を含め、ゲストアクセスから保護
する必要があります。詳細は、第7章 (93 ページ) を参照してください。
また、ゲストを、これらのファイルを含むデバイスファイルへのアクセスから制限しながら、
一部のファイルにアクセスさせることもできます。 制限付きデバイスエントリーを Integrity
VM デバイスデータベースに追加したり、削除したりすることができます。
たとえば、 /dev/rdsk/c2t0d0 デバイスを制限付きデバイスとして追加するには、以下の
コマンドを入力します。

# hpvmdevmgmt -a rdev:/dev/rdsk/c2t0d0

制限付きデバイス /dev/rscsi/c2t0d0 を削除するには、以下のコマンドを入力します。
# hpvmdevmgmt -d rdev:/dev/rdsk/c2t0d0

ネットワーク lan0 を制限付きデバイスとして追加するには、以下のコマンドを入力します。
# hpvmdevmgmt -a rdev:lan0

ゲストの構成ファイルに制限付きデバイスが含まれている場合は、ゲストは起動しません。

9.9 HP AVIO Stor EFI Driver の列挙ポリシー
「HP AVIO Stor EFI Driver」のデフォルトの列挙ポリシーは、すべての LUN を列挙します。
つまり、AVIO ストレージアダプタの下のすべての LUN を検出して列挙します。 この列挙ポ
リシーは、drvcfg EFI ユーティリティを使用して次のように変更できます。

• ブート LUN だけを列挙する。

• すべての LUN を列挙する。

以下に、ブート LUN だけを列挙するように列挙ポリシーを変更する例を示します。
Shell> drvcfg -s
HP AVIO Stor Driver Configuration
==================================
Enumerate only boot LUNs (Y/N)? [N]:Y

Drv[2F] Ctrl[ALL] Lang[eng] - Options set. Action Required is None
None
None

Shell>

Reset the guest for the change to take effect

vMP MAIN MENU

CO: Console
CM: Command Menu
CL: Console Log
SL: Show Event Logs
VM: Virtual Machine Menu
HE: Main Help Menu
X: Exit Connection

[g1] vMP> CM

(Use Ctrl-B to return to vMP main menu.)

[g1] vMP:CM> RS
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At next boot only boot LUN will be enumerated

Use ^ and v to change option(s). Use Enter to select an option
Loading.: EFI Shell [Built-in]
EFI Shell version 1.10 [14.62]onsole - - - - - - - - - - - -
Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part1,SigBEC59C34-E6C8-11DB-8002-D6217B60E588)

fs1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part3,SigBEC59C70-E6C8-11DB-8004-D6217B60E588)

blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part1,SigBEC59C34-E6C8-11DB-8002-D6217B60E588)

blk2 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part2,SigBEC59C52-E6C8-11DB-8003-D6217B60E588)

blk3 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(0|0)/Scsi(Pun0,Lun0)/HD(Part3,SigBEC59C70-E6C8-11DB-8004-D6217B60E588)
startup.nsh> echo -off

setting hpux path(\EFI\HPUX)...
type 'fs[x]:' where x is your bootdisk (0, 1, 2...)
type 'hpux' to start hpux bootloader
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第10章仮想マシンの移行
hpvmmigrate コマンドを使用すると、ソース VM ホストシステムからあて先 VM ホストシ
ステムに仮想マシンを移行できます。 hpvmmigrate コマンドは、HP Integrity Virtual Machines
A.01.20 以降で提供されています。
この章には以下のセクションが含まれます。

• 「仮想マシン移行の概要」 (169 ページ)

• 「VM ホスト間でのゲストの移行」 (171 ページ)

• 「ネットワークとストレージの移行に関する留意事項」 (173 ページ)

• 「物理マシンから仮想マシンへのゲストの移行」 (175 ページ)

10.1 仮想マシン移行の概要
仮想マシンは、さまざまな方法で VM ホストシステム間で移行できます。 Integrity VM では、
以下の種類の仮想マシンの移行ができます。

• 仮想マシンを VM ホストシステム間で移行するには、hpvmmigrate コマンドを使用し
ます。オプションで、仮想マシンの特性およびリソースを同時に変更できます。 たとえ
ば、新しい VM ホストが古い VM ホストからの異なるリソースを持っている場合に、こ
の方法を使用します。詳細は、10.2 項 (171 ページ) を参照してください。

• システム間で仮想マシンを移行するには、p2vassist ユーティリティを使用します。
たとえば、この方法を使用して、仮想マシンをパーティションまたはシステムから、VM
ホストシステムに移行します。 ゲストはこの手順の前にシャットダウンして、移行の後
で再起動する必要があります。詳細は、10.4 項 (175 ページ) を参照してください。

図 10-1に、ホスト A からホスト B へのゲストの移行プロセスを示します。
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図 10-1 VM ゲストの移行用に構成された対称ホスト

仮想マシンの移行の基本構成となるのは、ソースマシンとターゲットマシンです。 これらの
マシンは、どちらも Integrity VM が稼働し、ゲストを実行できる状態であることが必要です。
また、両マシンとも、それぞれのオペレーティングシステムの要件と制限に適合し、割り当
てられているリソースをゲストに提供できることが前提となります。 ゲストが一方のマシン
で 2 GB のメモリーを使用する場合は、他方のマシンでも同じサイズを使用できる必要があ
ります。 同様に、ソースマシンがゲストに 4 つの vCPU を提供できる場合、ターゲットマシ
ン側にも同じ提供能力が求められます。 ターゲットホスト上の仮想デバイスまたはネットワー
クを変更するには、hpvmmodify コマンドを使用します。
移行をできるようにするためには、ソースホストとあて先ホストを対称に構成する必要があ
ります。 つまり、すべてのネットワークおよびストレージリソースを両ホストで同じように
構成する必要があります。 対称構成には、以下が含まれます。

• 共通のローカルエリアネットワーク (LAN)

• 等しいネットワークインタフェース構成

• ストレージエリアネットワーク (SAN) ベースのブートディスク

• 等しいファイバチャネルポート構成

仮想マシンの移行に伴うストレージ設定のガイドラインについては、10.3 項 (173 ページ) を
参照してください。
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仮想マシンで HP Capacity Advisor が使用されている場合は、その仮想マシンを移行する前に
使用状況に関する情報を収集してください。 Capacity Advisor では、移行作業の最中に仮想
マシンの使用状況情報の収集を継続することはできません。

10.2 VM ホスト間でのゲストの移行
ゲストの移行を実行するには、次の手順を行います。

1. ソースホストとあて先ホストの両方で、「セキュリティに関する留意事項」 (174 ページ)
の記載どおりに SSH キーをセットアップします。

2. hpvmstop または hpvmconsole コマンドを使用して、ソースホストのゲストを停止し
ます。

3. ソースホストで、「hpvmmigrate コマンドの使用」 (171 ページ) の記載どおりに
hpvmmigrate コマンドを入力します。

4. hpvmstart または hpvmconsole コマンドを使用して、あて先ホストでゲストを起動
します。

ゲストの起動と終了については、第9章 (145 ページ) を参照してください。
hpvmmigrate コマンドは、あて先ホストに、ゲストをブートするだけの十分なリソース (メ
モリー、ネットワークスイッチ、ストレージデバイスなど) があるかどうかを検証します。
リソースが不十分であるか存在しない場合、あるいはその他のエラーが発生した場合、ゲス
トはあて先ホストに移行されません。

ゲストの移行が成功した後、hpvmmigrate コマンドは自動的にソースホスト上のゲストを
削除します。

10.2.1 hpvmmigrate コマンドの使用
hpvmmigrate コマンドの入力では、移行するゲストの名前とあて先 VM ホストシステムを
指定する必要があります。

ゲストは次のオプションのいずれかを使用して指定します。

• -P vm-name: ゲスト名を指定します。

• -p vm_number: 仮想マシン番号を指定します。

あて先ホストを指定するには、-h オプションを使用して以下のいずれかを指定します。

• あて先ホスト名

• あて先ホストの IP アドレス

表 10-1に、hpvmmigrate コマンドに指定できるオプションを示します。

表 10-1 hpvmmigrate コマンドのオプション

説明オプション

移行するゲストの名前を指定します。-P source-vm-name

移行するゲストの仮想マシン番号を指定します。 仮想マシンの番号を
表示するには、hpvmstatus コマンドを入力します。

-p source-vm-name

あて先 VM ホストシステム名または IP アドレスを指定します。-hdest-hostname | dest-host-IP
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表 10-1 hpvmmigrate コマンドのオプション (続き)

説明オプション

hpvmmigrate コマンドのバージョンを表示します。-v

hpvmmigrate コマンドの使用方法についての情報を表示します。-H

仮想マシンの新しい名前を指定します。 new-vm-name は最大 256 文
字までの英数字です。 同一の VM ホストシステムに、仮想マシン名が
重複して存在することはできません。

名前の変更は、すぐに有効になります。

-N new-vm-name

仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイクルで指定します。
CPU 能力のパーセントで指定するには、以下のオプションを入力しま
す。

-e percent

クロックサイクルを指定するには、以下のオプションを入力します。

-E cyclesM (MHzの場合)
-E cyclesG (GHzの場合)

-e percent | -E cycles

仮想マシンで定義される仮想デバイスを変更します。 rsrc の仮想デ
バイスおよび物理デバイスの情報を指定します。

仮想記憶装置の仕様の作成に関する詳細は 第7章 (93 ページ) を参照し
てください。

仮想ネットワークデバイスの仕様の作成に関する詳細は第8章 (129 ペー
ジ) を参照してください。

-m rsrc

移行プロセスの間に、-m オプションで指定された記憶装置をターゲッ
トホストに物理的にコピーします。

-C

hpvmmigrate とともに使用することで、移行プロセスの完了後、ター
ゲットゲストを自動的にブートします。

-b rsrc

hpvmmigrate に使用することで、移行プロセスの前、およびターゲッ
トホストでのリソーステストの後に、自動的にターゲットゲストを
シャットダウンします。

-d

移行を強制的に行います。 -F はほとんど使用することはありません
が、使用する場合は注意が必要です。

-F

-F オプションを使用すると、あて先ホストに十分なリソースがあるかどうかにかかわらず、
ゲストの移行を強制的に実行できます。 このオプションを使用した場合、リソース検証中に
生じた問題がすべて無視され、ゲストがあて先ホストに移行されます。

ソースホスト上のゲストは、あて先ホストへの移行が成功した後、自動的に削除されます。

10.2.2 hpvmmigrate コマンドの例
次の例は、ホスト HostA にあるゲスト VM1 を、あて先ホスト HostB に移行する手順を示し
ています。 システム HostA で、次のコマンドを入力します。
# hpvmmigrate -P VM1 -h HostB

この例では以下を指定しています。

• ゲストの名前 (-P VM1)
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• あて先ホストの名前 (-h HostB)

10.3 ネットワークとストレージの移行に関する留意事項
VM ホストシステムを効果的に移行するには、ソースホストとあて先ホストで使用されるネッ
トワークとストレージの正しい構成が必要です。 hpvmmigrate コマンドは、ソースホスト
とあて先ホストがゲストに対して、ネットワークおよびストレージリソースへの対称的なア
クセスを提供しているか検証します。 ゲストの移行の前に両ホストで正しい構成を行えば、
移行タスクはずっと容易で高速になります。

10.3.1 ネットワーク構成に関する留意事項
ソースホストおよびあて先ホストは、同じサブネット上にある必要があります。 hpvmmigrate
コマンドは、移行するゲストの MAC アドレスを保持します。 これによって、両方のホスト
が同一サブネット上に置かれることで、ゲストのホスト名または IP アドレスの変更によって
生じる可能性のある問題が防止されます。 両方のホストが同じサブネット上にあれば、ゲス
トはあて先ホストで正常にブートします。

さらに、すべての pNIC がソースホストとあて先ホストの両方で対称に構成されている必要
があります。 たとえば、HostA 上の lan0 がサブネット A に接続され、lan1 がサブネット
B に接続されている場合、HostB 上で、lan0 がサブネット A に、lan1 がサブネット B に接
続されていることを確認します。

10.3.2 ストレージ構成に関する留意事項
ソースホストとあて先ホストは対称に構成されたストレージデバイスへのアクセスを共有す
る必要があります。 具体的には、両ホストが各ディスクデバイスに対し同じキャラクタ型ディ
スクデバイスファイル名を使用する必要があります。 たとえば、ソースホストとあて先ホス
トが同じディスクデバイスを /dev/rdsk/c0t1d0 として参照するようにします (同じデバイ
スファイル名を使用してソースシステムとあて先システムを構成するには、ioinit コマン
ドを使用して ext_bus クラスにインスタンス番号を割り当て直します)。
また、同じストレージデバイスをソースホストとあて先ホストの両方から参照できるように
する必要があります。 hpvmmigrate コマンドは、ファイバチャネルのワールドワイド識別
子 (WWID) を使用して、ソースホストのゲストに割り当てられたストレージがあて先ホスト
でもアクセス可能であるかどうかを判別します。

hpvmmigrate コマンドは、ディスク全体を使用したバッキングストアとして指定されたス
トレージエリアネットワーク (SAN) リソース (例: /dev/rdsk/c26d5t2) をゲストが使用し
ていることを前提とします。 直接接続型ストレージ (DAS) を使用する仮想マシンを作成する
こともできますが、DAS を使用するゲストを移行することはできません。
ゲストに関連付けられたディスクデバイスを複数のホストで不用意に使用してしまうことを
防ぐため、すべてのホスト上にあるゲストストレージで使用されているディスクデバイスを、
ゲストを含むディスクを除き、すべて制限付きとしてマークしてください。 ディスクを制限
付きとしてマークするには、hpvmdevmgmt コマンドを使用します。 例:
# hpvmdevmgmt -a rdev:entry_name

-a オプションには、制限付きとするデバイスの名前を指定します。 例:
# hpvmdevmgmt -a rdev:/dev/rdsk/c4t1d0

hpvmdevmgmt コマンドの詳細については、第7章 (93 ページ) を参照してください。
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10.3.3 セキュリティに関する留意事項
hpvmmigrate コマンドを使用するには、HP-UX Secure Shell (SSH) がソースホストシステム
とあて先ホストシステムの両方でセットアップされている必要があります。 SSH はホスト間
に保護された通信パスを提供し、HP-UX 11.23 システムにデフォルトでインストールされて
います。 ソースホストとあて先ホストの間で保護された通信を有効にするには、両方のシス
テムで SSH キーを生成する必要があります。
hpvmmigrate コマンドは、ソースホストとあて先ホストの間で SSH 公開鍵に基づく認証を
使用します。 パスワードおよびホストに基づく認証は、サポートされません。
ゲストの移行に必要な SSH キーを生成し、セットアップするには、ルート権限が必要です。

10.3.3.1 SSH キーのセットアップ
HP では、ソースホストとあて先ホストでの SSH キーのセットアップに、HP-UX Distributed
Systems Administration Utilities(DSAU) を使用することをお勧めします。このツールは HP-UX
11.23 (0512 リリース) でデフォルトでインストールされます。 バンドル名は DSAUtilities で
す。

ホスト間の SSH キーをセットアップするには、/opt/dsau/bin/csshsetup コマンドを使
用します。 csshsetup コマンドは、ホスト間に SSH 公開鍵認証による信頼関係をセット
アップするタスクを簡略化します。 双方向の認証をセットアップするには、-r(ラウンドロビ
ン方式) オプションを使用します。 ラウンドロビン方式のキー交換では、「任意のメンバー
対任意のメンバー」の認証が確立されます。詳細は、csshsetup を参照してください。
代わりに SSH キーを個々のシステムで手動で生成し、ssh_keygen コマンドを使用して、リ
モートシステムの $HOME/.ssh/authorized_keys2 ファイルにコピーする方法もありま
す。 ssh_keygen コマンドは、SSH の認証キーを生成、管理、変換します。 また、SSH プ
ロトコルで使用される RSA キーも作成します。
SSH を RSA または DSA 認証で使用するには、ssh_keygen コマンドで次のファイルのいず
れかに、認証キーを作成します。

• $HOME/.ssh/identity

• $HOME/.ssh/id_dsa

• $HOME/.ssh/id_rsa

また、システム管理者は、ssh_keygen コマンドを使用して /etc/rc にあるようなホスト
キーを生成することもできます。SSH キー生成の詳細については、ssh-keygen を参照して
ください。

表 10-2に、RSA キー生成用に変更または作成するファイルの一覧を示します。

表 10-2 RSA キーファイル

ファイル内容ファイル名

デフォルトのユーザー用 RSA 秘密鍵$HOME/.ssh2/id_rsa

デフォルトのユーザー用 RSA 公開鍵$HOME/.ssh2/id_rsa.pub

このアカウントを認証できるホストの RSA 公開鍵の名前$HOME/.ssh/authorized_keys
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10.3.3.2 SSH キーのセットアップに関するトラブルシューティング
ソースシステムとあて先システムの両方に Secure Shell がインストールされていれば、ソー
スホストで ssh コマンドを実行して、あて先ホストとの接続を確立できます。 これにより、
2 つのホスト間で SSH キーを確実にセットアップできます。 SSH キーが正しくセットアップ
されていないと、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

Error: hpvmmigrate: SSH execution error.

Error: hpvmmigrate: Remote execution error on destination-host.

10.4 物理マシンから仮想マシンへのゲストの移行
P2V アシスタントとは、システム間での統合または移行を支援するメニュー駆動型ユーティ
リティのことです。 ソースシステムおよびあて先システムは、機能が汎用ユーティリティと
して実装されているため、実際には仮想システムまたは物理システムのいずれでもかまいま
せん。 P2V アシスタントを使用するには、VM ホストで p2vassist コマンドを入力します。

10.4.1 ワークロードの移行の要件
Integrity VM ソフトウェアをソースシステムにインストールしている必要があります。 ソース
システムおよびターゲットシステムで、SSH 接続が可能である必要があります。 VM ホスト
システムからターゲットサーバーにパスワードなしで (ホストベース認証) 接続できる必要が
あります。

P2V アシスタントは、ソフトウェアデポ (SD) パッケージを持つアプリケーションのみを移行
します。 SD に準拠しないアプリケーションは、P2V アシスタントを使用して移行できませ
ん。

10.4.2 p2vassist ユーティリティの使用
p2vassist ユーティリティは、メニューのツリーとして構成され、それぞれで機能の実行
や、より深いレベルのメニューへのアクセスが可能です。 たとえば、VM ホストシステムで
p2vassist コマンドを入力します。
# p2vassist
P2V Assistant Manager
======================================
1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

1 - General Configurations
======================================
1 ) Set Source Depot
-----
0 ) Return

2 - Manage Applications
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======================================
1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

3 - Manage O.S. Images
======================================
Function not implemented yet

ワークロードを移行するには、以下の手順に従います。

1. アプリケーションのインストールで使用するデポの位置を設定します。 メニュー 1、オ
プション 1 を選択して、SD 製品が受け入れる形式のデポの絶対パスか、またはローカ
ルディレクトリとして入力します。 位置は登録されたデポソースである必要がありま
す。 たとえば、depsrv.hp.com:/release/1123.0706/ic054 を指定するには、画
面で以下の位置を入力します。

P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number: 1

General Configurations
======================================

1 ) Set Source Depot
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 1

In this option you can set the location of the depots
of the application to be installed on the target system.
It can be a hostname or a local directory.

Depots source currently configured: NONE

Depots source (type 'q' to return): depsrv.hp.com:/release/1123.0706/ic054

2. ソースホストで使用可能なアプリケーションをリストします。 メニュー 2、オプション
1([Manage Applications] -> [List Applications]) を選択します。 選択する製品の名前を確
認します。 例:
P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number: 2
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Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 1

ACXX C.06.00 HP aC++
AudioDevKit B.11.23.10 HP-UX Audio Desktop Developer Kit
Auxiliary-Opt B.11.23.11 Auxiliary Optimizer for HP Languages.
BullseyeCoverIA 7.5.61 HP-UX IA
C-ANSI-C C.06.10 HP C/ANSI C Compiler
C-Dev-Tools B.11.23.11 C Language Development Tools
gcc 4.1.0 gcc
gdbm 1.8.3 gdbm
.
.
.
hpuxwsAPACHE B.2.0.55.03 HP-UX Apache-based Web Server
hpuxwsTOMCAT B.5.5.9.04 HP-UX Tomcat-based Servlet Engine
hpuxwsWEBMIN A.1.070.07 HP-UX Webmin-based Admin
hpuxwsXML A.2.00 HP-UX XML Web Server Tools
.
.
.
vim 7.0 vim
xpm 3.4k xpm
zlib 1.2.3 zlib

3. 移行するアプリケーションを入力します。 メニュー 2、オプション 2([Manage
Applications] -> [Select Applications]) を選択します。 前の手順で確認した名前を、スペー
スで区切ったリストの形式で入力します。 以下の例では、次の製品を指定しています。

• hpuxwsAPACHE

• hpuxwsTOMCAT

• hpuxwsWEBMIN

• hpuxwsXML
P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number: 2

Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

10.4 物理マシンから仮想マシンへのゲストの移行 177



Enter Option Number: 2

Select Applications
==============================

Please enter the list of depots to be installed on the target
system, separated by spaces.
You can list the applications using the first option of this menu.

Depots list (type 'q' to return): hpuxwsAPACHE hpuxwsTOMCAT hpuxwsWEBMIN hpuxwsXML

4. アプリケーションのデータ転送を指定します。 ディレクトリまたはファイルを定義する
には、メニュー 2、オプション 3([Manage Applications] -> [Add Data Directories/Files])
を選択します。 または、次の手順に進みます。 p2vassist ユーティリティにより、転
送に設定されるディレクトリが提示されます。 例:
P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number: 2

Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 3

Please enter the list of directories/files to be transferred to the
target system, separated by spaces.

The following directories are obtained by examining the depot
configuration, you may copy them to the prompt below in order to be used:

/opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

List (press <Enter> to return): /opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

5. アプリケーションおよびデータを新しいホストに転送します。 メニュー 2、オプション
4([Manage Applications] -> [Consolidate Applications]) を選択します。 ターゲットホス
ト名または IP アドレスの接続が検証されます。 ディスクスペースが検証されます。
Enter キーを押すと、データがターゲットホストに転送されます。
P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number: 2

Manage Applications
======================================
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1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 4

Consolidate Applications
==============================

This option will consolidate application(s) installed
on the current system and then migrate into another a
suitable target system. The target system is the machine
which will host the consolidated application(s).
This wizard requires that non-interactive Secure Shell
(ssh) access be set up between this system and the
target server.

Depots source currently configured: depsrv.hp.com:/release/1123.0706/ic054
Depots to be installed: hpuxwsAPACHE hpuxwsTOMCAT hpuxwsWEBMIN hpuxwsXML

Dirs/Files to be transferred: /opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

Please enter the hostname/IP
of the target system (type 'q' to return): vmp2v
Querying the system vmp2v for current status, this may take a few moments...
Installing depots...

Press ENTER to continue and begin transferring files.

Transferring Configuration files...
Checking application disk space...
Transferring /opt/hpws/apache directory to vmp2v, please wait...
Transferring /opt/hpws/tomcat directory to vmp2v, please wait...
Transferring /opt/hpws/webmin directory to vmp2v, please wait...
Application Sucessfully consolidated on host: vmp2v

Press <Enter> to return to menu:

10.4.3 P2V の問題のトラブルシューティング
アプリケーションがすでにターゲットホストにインストールされている場合、P2V アシスタ
ントはインストールプロセスを中断し、以下の種類のメッセージを表示します。

---------------------- [ Attention ] ----------------------

One or more of selected application (s) are already
installed on target system garopaba.
The applications are listed below:

Application - Target Version - Repository Version
FIREFOXsrc - 1.5.0.00.01 - 1.5.0.00.01

It's strongly recommended to stop that all applications
listed above (or any other using them) before continuing
with the installation.
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All selected applications already installed on target
host will be removed. Notice that any patchs and/or other
updates may be lost if older versions are installed.

Type below if you would like to continue
----------------------------------------------------------

P2V アシスタントにより、インストールを継続するか、または停止するかを選択するよう入
力が求められます。 継続を選択した場合、P2V アシスタントはまずターゲットホストのアプ
リケーションをアンインストールして、次に選択したアプリケーションをインストールしま
す。

古いバージョンのインストールが他のアプリケーションとの依存関係を壊す場合は、インス
トールを継続しないでください。 古いバージョンのアプリケーションのインストールによっ
て、パッチによりインストールされたアップデート済みのライブラリが上書きされる場合が
あります。
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第11章 Integrity VM と組み合わせた HP Serviceguard の
使用

Integrity VM をインストールしてゲストを作成した後、Serviceguard を VM ホストシステム上
またはゲスト上にインストールできます。ホストシステム上にインストールした場合はゲス
トのフェイルオーバーが提供され、ゲスト上にインストールした場合はゲスト上で稼働する
アプリケーションのフェイルオーバーが提供されます。 この章では、Integrity VM と組み合わ
せて使用する場合の Serviceguard を構成する方法を説明します。内容は次のとおりです。

• 「Integrity VM と組み合わせて使用する HP Serviceguard の概要」 (181 ページ)

• 「「Serviceguard ノードとしての VM」構成」 (183 ページ)

• 「「VM ホスト内 Serviceguard」構成」 (186 ページ)

• 「Integrity VM A.01.20 Toolkit のアップグレード」 (194 ページ)

• 「Integrity VM と組み合わせて Serviceguard を使用する場合のトラブルシューティング」
(196 ページ)

この章では、読者は HP Serviceguard に習熟していることを前提としています。 この章の手
順では、Serviceguard タスクの実行に HP Serviceguard コマンドを使用します。 代わりに、
Serviceguard Manager を使用することもできます。 詳細は、『Serviceguard の管理』マニュ
アルを参照してください。

11.1 Integrity VM と組み合わせて使用する HP Serviceguard の概要
Integrity VM をセットアップした後、HP Serviceguard を VM ホストまたは HP-UX ゲストにイ
ンストールできます。 VM ホスト上とゲスト上の両方で Serviceguard を同時に使用すること
は避けてください。 以下のバージョンの Serviceguard が、VM ホストおよびゲスト上でサ
ポートされています。

表 11-1 Serviceguard のバージョンのサポート

注記以下でサポートServiceguard のバージョン

VM ホストまたは HP-UX ゲストA.11.16

VM ホストまたは HP-UX ゲストA.11.17

HP-UX 11i V3 が必須HP-UX ゲストA.11.18

Serviceguard のバージョンは、HP-UX のバージョンに対して適切なものである必要がありま
す。詳細は、『Serviceguard の管理』マニュアルを参照してください。

• ゲストアプリケーションを保護するには、HP-UX ゲストに Serviceguard をインストール
します。 ゲスト上のアプリケーションは、次のどれにでもフェイルオーバーできます。

• Serviceguard ノードとして構成されて同じ VM ホストシステム上で稼働している他
のゲスト (「ボックス内クラスタ」 (183 ページ) を参照)

• Serviceguard ノードとして構成されて別の VM ホストシステム上で稼働している他
のゲスト (「仮想-仮想 (V2V) クラスタ」 (184 ページ) を参照)
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• Integrity VM が稼動していない他のサーバーまたはパーティション (「仮想-物理 (V2P)
クラスタ」 (185 ページ) を参照)

Windows ゲストは、HP Serviceguard をサポートしません。このため、Windows ゲスト
アプリケーションを Serviceguard パッケージとして構成することはできません。

• ゲストを保護するには、VM ホストシステムに HP Serviceguard をインストールします。
Serviceguard パッケージとして構成されたゲスト (分散ゲスト) の管理は、その後 HP
Serviceguard コマンドを使用して行います。 VM ホストシステムに障害が発生すると、
分散ゲストは Integrity VM マルチサーバー環境内の他のノードに自動的にフェイルオー
バーします。 Integrity VM ホスト間で移動が可能な Integrity VM ゲストは、Serviceguard
クラスタ内と同じサーバーセットが存在する Integrity VM マルチサーバー環境に組み込
まれます (詳細は11.3 項 (186 ページ) を参照)。 Serviceguard パッケージとして構成でき
るのは、HP-UX および Windows のゲストです。

各 Serviceguard 構成は、障害に対処する一定レベルの保護機能を提供します。 次の要件を考
慮し、ニーズに最も適した構成を選択してください。

• ストレージ要件

Serviceguard 構成をうまく稼働させるには、プライマリノードと代替ノードの両方で同
一のバッキングストアを使用します。VM を「Serviceguard ノード」構成として使用す
るには、ディスク全体をバッキングストレージ装置として使用する必要があります。
Integrity VM では、Serviceguard パッケージとして構成されたアプリケーションのプライ
マリノードと代替ノードで他の種類のバッキングストアを使用することをサポートして
いません。

VM ホストシステムストレージ構成は、Integrity VM の製品要件と Serviceguard の製品
要件の両方を満たす必要があります。Integrity VM ストレージサブシステムの詳細は、第
7章 (93 ページ) を参照してください。

• ネットワーク要件

ゲストとのネットワーク通信が常に可能なようにするには、プライマリノードと代替ノー
ドの両方に同一のネットワークデバイスを提供します。 フェイルオーバーの後で仮想
NIC (vNIC) を機能させるためには、元のノードと引き継ぎノードの両方で同一の物理
NIC (pNIC) と vswitch を使用する必要があります。Integrity VM ネットワーキングサブシ
ステムの詳細は、第8章 (129 ページ) を参照してください。
Integrity VM と共に Serviceguard を使用する環境では、次のネットワーク構成を利用で
きます。

• ハートビート LAN
Serviceguard ノードは、ハートビート LAN を使用して相互の通信を維持します。
Serviceguard が VM ホストシステムとゲストのどちらにインストールされているか
にかかわらず、各 LAN をハートビート LAN として構成することをお勧めします。

• プライマリ LAN とスタンバイ LAN
ローカル LAN フェイルオーバーの場合、Serviceguard ノードにプライマリ LAN とス
タンバイ LAN の両方が必要です。「Serviceguard ノードとしての VM」構成、
「Serviceguard パッケージとしての VM」構成とも、vswitch またはハブを使用し、2
つの pNIC を同じネットワーク ブロードキャストドメインに接続します。
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「Serviceguard パッケージとしての VM」構成の場合、Serviceguard が物理的な接続
を監視し、vswitch モニターが vswitch を pNIC 間で自動的に移動させます。
「Serviceguard ノードとしての VM」構成の場合、pNIC はゲスト内で vNIC として
構成されている vswitch に接続されます。 この構成では、ゲストで稼働している
Serviceguard がプライマリ LAN とスタンバイ LAN を割り出し、ゲスト内のフェイル
オーバーを実行します。

• AutoPort Aggregation (APA)
HP-UX APA は、VM ホストシステム上の Serviceguard 構成に使用できます。 VM ホ
ストシステム上で稼働中の場合は、MANUAL モードまたは AUTO-FEC モードで APA
を使用します。 LACP_AUTO モードのリンクアグリゲーション は使用しないでくだ
さい。 APA の詳細は、『HP Auto Port Aggregation (APA) サポートガイド』を参照し
てください。

• 仮想 LAN (VLAN)
VLAN は、vswitch または物理スイッチ上に構成できます。 VLAN は、VM ホストシ
ステムで使用できます (詳細はマニュアル『 Using HP-UX VLANs』 を参照)。VLAN
は、ゲストが使用している vswitch 上に構成できます (詳細は8.4 項 (138 ページ) を参
照)。

以下のセクションでは、各 Serviceguard 構成の構成手順と、それぞれに固有の要件について
説明します。

11.2 「Serviceguard ノードとしての VM」構成
HP-UX ゲスト上に Serviceguard をインストールし、そのゲスト上で稼働しているアプリケー
ションの高可用性を実現できます。 このタイプの構成では、ゲストは Serviceguard クラスタ
内のノードの 1 つとして構成されます。 クラスタの構成に応じて、Serviceguard パッケージ
として構成されたアプリケーションが以下のようにフェイルオーバーできます。

• 同じ VM ホストシステム上のゲスト間

• 別の VM ホストシステム上のゲスト間

• VM ホストシステムのゲストから別の物理サーバーまたは nPar

ユーザー独自の要件に合わせて、「Serviceguard ノードとしての VM」構成を組み合わせるこ
とも可能です。 以下のセクションでは、「Serviceguard ノードとしての VM」構成について
説明します。

11.2.1 ボックス内クラスタ
図 11-1は、同じ VM ホストシステム上の他のゲストにフェイルオーバーできるアプリケー
ションパッケージ構成を示しています。
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図 11-1 同じ VM ホスト上に存在する別のゲストへのゲストアプリケーション フェイルオー
バー

VM ホスト1

Serviceguard クラスタ Serviceguard
パッケージの
フェイルオーバー

ゲストVM2

ゲストVM1

物理ノード 1

この構成では、プライマリノードと引き継ぎノードは同一 VM ホストシステム上で稼働する
ゲストです。 プライマリクラスタメンバーと引き継ぎクラスタメンバーの両方が同じ物理マ
シン上のゲストであるため、このクラスタでは単一点障害 (SPOF) に対処する保護は行われま
せん。 しかし、この構成はテスト環境には便利です。
VM ホストシステムで複数のゲストを稼働させている場合で、それらのゲスト間で同じスト
レージを共有する必要があるときは、次のように hpvmdevmgmt コマンドを使用して、共有
されるディスクの SHARE 属性を「YES」に変更する必要があります。
# hpvmdevmgmt -m gdev:/dev/rdsk/c6t1d4:attr:SHARE=YES

hpvmdevmgmt コマンドの使用方法の詳細は、9.8 項 (163 ページ) を参照してください。

11.2.2 仮想-仮想 (V2V) クラスタ
図 11-2は、別の VM ホストシステム上で稼働するゲストにフェイルオーバーできるアプリ
ケーションパッケージ構成を示しています。

184 Integrity VM と組み合わせた HP Serviceguard の使用



図 11-2 別の VM ホスト上に存在するゲストへのゲストアプリケーション フェイルオーバー

Serviceguard クラスタ

VM ホスト VM ホスト

ゲストVM1
ゲストVM2

Serviceguard
パッケージのフェイルオーバー

物理ノード 1 物理ノード 2

この構成では、Serviceguard ノードは、別々のハードパーティション (nPartitions) または HP
Integrity サーバーで稼働しているゲストです。 Integrity VM は、ソフトパーティション (vPar)
では稼動しないことに注意してください。

11.2.3 仮想-物理 (V2P) クラスタ
図 11-3は、Integrity VM ソフトウェアを実行していない物理ノードまたはパーティションに
フェイルオーバーできるアプリケーションパッケージの構成を示しています。 この場合、物
理ノードは、1 つの物理システム、ハードパーティション (nPar)、またはソフトパーティショ
ン (vPar) である場合があります。

図 11-3 HP Integrity サーバーへのゲストアプリケーション フェイルオーバー
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Serviceguard クラスタは、VM ホストシステム、および Integrity VM を使用していない
Serviceguard ノードから構成されます。 Serviceguard パッケージとして構成されているアプ
リケーションは、物理ノードにフェイルオーバーできます。 あるいは、物理ノードでアプリ
ケーションを実行し、VM ホストシステム上のゲストを引き継ぎノードとして構成することも
可能です。

11.2.4 「Serviceguard ノードとしての VM」の構成
アプリケーションが一方のゲストから他方のゲストにフェイルオーバーするように Serviceguard
クラスタを構成するには、次の手順を実行します。

1. そのアプリケーションを実行する可能性がある HP-UX ゲストに Serviceguard をインス
トールします。

2. 仮想/物理クラスタの場合、物理ノードに Serviceguard をインストールします。
3. Quorum サーバーまたはクラスタロックディスクに対するアクセス権が各ゲストにある

か確認します。

4. hpvmstatus コマンドを使用して、ゲストが稼働していることを確認するとともに、ゲ
スト名を確認します。

5. cmquerycl コマンドを使用して、ノードがクラスタに含まれるように指定するととも
に、クラスタ構成ファイルのテンプレートを生成します。 たとえば、ノード host1 と
host2 をメンバーとする gcluster というクラスタを設定するには、以下のコマンド
を入力します。

# cmquerycl -v -C /etc/cmcluster/gcluster.config -n host1 -n host2 -q quorum-server-host

クラスタで Quorum サーバーを使用する場合は、-q オプションを含めてください。

6. /etc/cmcluster/cluster-name.config ファイルを編集します (cluster-name
は cmquerycl コマンドに指定したクラスタの名前)。 クラスタ構成ファイル内の情報を
変更する方法の詳細は、マニュアル『 Serviceguard の管理』を参照してください。

7. 次のコマンドを使用し、ファイルの内容を確認します。

# cmcheckconf -k -v -C /etc/cmcluster/gcluster.config

このコマンドでは、クラスタが適切に構成されているかどうかを確認します。

8. バイナリ形式の構成ファイルを生成し、次のコマンドを使用して配布します。

# cmapplyconf -k -v -C /etc/cmcluster/gcluster.config

9. 次のコマンドを使用してクラスタを起動します。

# cmruncl

以上の手順は、ゲストアプリケーションパッケージを作成する単純な例です。 Serviceguard
構成をセットアップする方法については、マニュアル『 Serviceguard の管理』を参照してく
ださい。

11.3 「VM ホスト内 Serviceguard」構成
以下のセクションでは、Serviceguard ノードとして VM ホストを構成する方法について説明
します。 この構成では、プライマリ VM ホストシステム上で、ゲストが使用しているリソー
スのどれかに障害が発生すると、図 11-4 に示すように、そのゲストは引き継ぎ VM ホストシ
ステムにフェイルオーバーします。
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図 11-4 他のクラスタメンバーへの仮想マシンフェイルオーバー
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「Serviceguard パッケージとしての VM」を構成するには、以下の手順に従います。
1. 「Integrity VM マルチサーバー環境の構成」 (187 ページ) の説明に従い、Integrity VM マ

ルチサーバー環境を構成します。

2. 「パッケージとしてのゲストの作成」 (189 ページ) の説明に従い、Serviceguard パッケー
ジを作成します。

3. 「パッケージ構成ファイルの変更」 (191 ページ) の説明に従い、ゲスト環境に合わせて
Serviceguard パッケージ構成ファイルを変更します。

4. 「分散ゲストの起動」 (191 ページ) の説明に従い、Serviceguard パッケージを起動しま
す。

注記: 「Serviceguard パッケージ」として構成されたゲストの AVIO ネットワークデバイス
を使用する場合は、すべての Serviceguard スタンバイ lan が AVIO でサポートされている
PPA デバイスを使用して構成されていることを確認してください。

11.3.1 Integrity VM マルチサーバー環境の構成
ゲストを Serviceguard パッケージとして構成すると、Integrity VM マルチサーバー環境で統
合環境を提供できます。 マルチサーバー環境として構成されたクラスタでは、各 VM ホスト
はゲストが Serviceguard パッケージであることを認識し、分散したそれらのゲストの制御権
を ServiceGuard に与えます。
たとえば、2 台の VM ホスト (host1 と host2) を使用して Serviceguard クラスタを構成で
きます。 host1 で稼働しているゲストは、host2 にフェイルオーバーできる Serviceguard
パッケージとして構成されます。 マルチサーバー環境のセットアップが完了すると、各 VM
ホストで hpvmstatus コマンドを実行し、一貫したゲストパッケージステータス情報を表示
できます。 host1 でゲストパッケージを実行している場合は、host2 で hpvmstatus コマ
ンドを使用してゲストの現行ステータスを表示できます。
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ゲストを Serviceguard パッケージとして構成すると、そのゲストの起動と終了は Integrity VM
コマンドでは行えなくなります。 そのパッケージゲストの制御は、Serviceguard コマンドで
しか行えません。 この方法により、一貫したゲスト制御が行われるとともに、共有されてい
るディスク バッキングストア全体が保護されます。 LVM や VxVM などのボリュームマネー
ジャでディスクを構成した場合のみ、Serviceguard は共有ストレージの排他的アクセスを確
立します。 Integrity VM マルチサーバー環境は、この保護をディスク バッキングストア全体
に拡大し、同一時点で同じバッキングストアが複数のゲストからアクセスされないようにし
ます。

マルチサーバー環境では Serviceguard を VM ホストで稼働させる必要があり、ゲストは
Serviceguard パッケージとして構成できます。 マルチサーバー環境は、Serviceguard がゲス
ト上にインストールされた構成には適用されません。

マルチサーバー環境のセットアップは、その一部である VM ホストごとに次の方法で行いま
す。

1. マルチサーバー環境のメンバーとなる各 VM ホストシステムを登録します。 各 VM ホス
トシステムで、次のコマンドを入力します。

# hpvmdevmgmt -a server:host-name
# hpvmdevmgmt -m server:host-name:attr:SERVERID=n
# hpvmdevmgmt -m server:host-name:attr:SERVERADDR=ip-address

それぞれの引き数の意味は次のとおりです。

• host-name は、VM ホストシステムの非修飾名です。

• n は、マルチサーバー環境でこの VM ホストシステムを識別する一意の番号です。
1～255 の範囲で番号を入力します。

• ip-addr は、VM ホストシステムの IP アドレスです。 マルチサーバー環境に利用
するネットワーク接続の IP アドレスを指定します。

これらのコマンドは、マルチサーバー環境内の VM ホストシステムごとに適切な値を指
定して入力してください。 たとえば、マルチサーバー環境で 2 つのノード (host1 と
host2) を設定する場合、host1 で以下のコマンドを入力します。
# hpvmdevmgmt -a server:host1
# hpvmdevmgmt -m server:host1:attr:SERVERID=1
# hpvmdevmgmt -m server:host1:attr:SERVERADDR=1.2.3.4
# hpvmdevmgmt -a server:host2
# hpvmdevmgmt -m server:host2:attr:SERVERID=2
# hpvmdevmgmt -m server:host2:attr:SERVERADDR=1.2.3.5

これらのコマンドを host2 でも入力します。

2. マルチサーバー環境の各メンバー上で次のコマンドを入力し、登録を確認します。

# hpvmdevmgmt -l server
host1:CONFIG=SERVER,SERVERADDR=16.116.9.0,SERVERID=1::WWID_NULL
host2:CONFIG=server,EXIST=NO,DEVTYPE=UNKNOWN,SHARE=NO,SERVERADDR=16.116.8.91,
SERVERID=2::WWID_NULL

マルチサーバー環境内のサーバーの一覧が Serviceguard クラスタ構成内のノードの一覧と一
致する必要があります。
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11.3.2 パッケージとしてのゲストの作成
VM ホスト上で、次の手順により、ゲストのパッケージ構成ファイルと制御スクリプトを作成
します。

1. Integrity VM をインストールし、必要な仮想ストレージデバイスと vswitch をすべて指定
してゲストを作成します。 マルチサーバー環境内のノードごとにこの手順を繰り返しま
す。

2. マルチサーバー環境内のノードごとに、HP Serviceguard のインストール、構成、および
起動を行います。

3. 「Integrity VM マルチサーバー環境の構成」 (187 ページ) の説明に従い、プライマリノー
ドと代替ノードで Integrity VM マルチサーバー環境を構成します。

4. hpvmstart コマンドを使用し、プライマリノード上のゲストを起動します。 hpvmstatus
コマンドを使用して、ゲスト名を確認するとともに、ゲストが稼働していることを確認
します。

5. HP Serviceguard for Integrity VM Toolkit 内の hpvmsg_package スクリプトを実行し、
Serviceguard パッケージを作成します。このキットは、Integrity VM のインストール時に
/opt/cmcluster/toolkit/hpvm/ディレクトリにインストールされます。 次に示す
ように、コマンドの引き数としてゲスト名を指定します。

# /opt/cmcluster/toolkit/hpvm/hpvmsg_package compass1

This is the HP Virtual Machine Serviceguard Toolkit Package Template Creation
script.

This script will assist the user develop and distribute a set of Serviceguard
package configuration template files and associated start, stop and monitor scripts.

The templates generated by these scripts will handle many guest configurations,
but it is only a template and may not be appropriate for your particular
configuration needs. You are encouraged to review and modify these template
files as needed for your particular environment.

Do you wish to continue? (y/n):y

[Virtual Machine Details]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
compass1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
[Storage Interface Details]
Guest Physical
Device Adaptor Bus Dev Ftn Tgt Lun Storage Device
====== ========== === === === === === ========= =========================
disk scsi 0 0 0 0 0 disk /dev/rdsk/c12t0d0
disk scsi 0 0 0 1 0 lv /dev/vgsglvm/rlvol1
disk scsi 0 0 0 2 0 file /hpvm/g1lvm/hpvmnet2
disk scsi 0 0 0 3 0 lv /dev/vx/rdsk/sgvxvm/sgvxvms
disk scsi 0 0 0 4 0 file /hpvm/g1vxvm/hpvmnet2
disk scsi 0 0 0 5 0 disk /dev/rdsk/c12t0d5
[Network Interface Details]
Interface Adaptor Name/Num Bus Dev Ftn Mac Address
========= ========== ========== === === === =================
vswitch lan vswitch2 0 1 0 ea-5c-08-d3-70-f2
vswitch lan vswitch5 0 2 0 f2-c7-0d-09-ac-8f
vswitch lan vswitch6 0 4 0 92-35-ed-1f-6c-67

Would you like to create a failover package for this Virtual Machine summarized above? (y/n):y

Would you like to distribute the package to each cluster member? (y/n):y

The failover package template files for the Virtual Machine were successfully created.

次のアクションを確定するかどうかを訊ねるメッセージが表示されます。
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• フェイルオーバーパッケージの作成

• 全クラスタノードへのパッケージの配布

両方のメッセージに「y」と答えてください。hpvmsg_package スクリプトによって、
etc/cmcluster/guest-name/ディレクトリに以下の仮想マシンパッケージ テンプ
レートファイルが作成されます。

• guest-name.config

• guest-name

• hpvmsg_ctrl

• hpvmsg_mon

• hpvmsg_start

• hpvmsg_stop

hpvmsg_package は、ゲストを Serviceguard パッケージとして構成するために使用で
きるユーティリティです。 このユーティリティは、ユーザーが引き数として指定するゲ
スト名を使用して /etc/cmcluster/guest-name/ディレクトリを作成し、このディ
レクトリに基本的な Serviceguard パラメータ設定が入ったいくつかのテンプレートファ
イルを格納します。 個々のマルチサーバー環境の必要性に応じ、これらのテンプレート
ファイルの確認と変更を行うことをお勧めします。詳細は、11.3.3 項 (191 ページ) とマ
ニュアル『 Serviceguard の管理』を参照してください。

6. 適切なオペレーティングシステム コマンドを使用してゲストを停止するか、あるいは
VM ホストシステムで hpvmstop -F コマンドを使用します (ゲストは Serviceguard パッ
ケージとして構成されたため-F オプションは必須)。 例:
# hpvmstop -P guest-name -F

あるいは、ゲスト上で次のコマンドを入力します。

# /usr/sbin/shutdown -h now

すべてのファイル バッキングストアのマウントを解除し、LVM 論理ボリュームを無効に
するか、あるいはゲスト用のバッキングストアとして使用されている VxVM ボリューム
をデポートします。

7. 次のコマンドを入力し、パッケージが正しく設定されているかを確認します。

# cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/cluster-name.config \
-P /etc/cmcluster/guest-name/guest-name.config

それぞれの引き数の意味は次のとおりです。

• cluster-name は、Serviceguard クラスタの名前です。

• guest-name は、ゲストの名前です。

8. バイナリ構成ファイルを更新し、すべてのクラスタノードの
/etc/cmcluster/guest-name/ディレクトリに再配布します。
# cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/cluster-name.config -P
/etc/cmcluster/guest-name/guest-name.config

クラスタ構成を変更するかどうかを訊ねるメッセージに対し、「y」を入力します。 例:
# cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/cluster1.config \
-P /etc/cmcluster/compass1/compass1.config
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Checking cluster file: /etc/cmcluster/cluster.config
Checking nodes ... Done
Checking existing configuration ... Done
Gathering configuration information ... Done
Gathering configuration information ... Done
Gathering configuration information ..
Gathering storage information ..
Found 10 devices on node host1
Found 10 devices on node host2
Analysis of 20 devices should take approximately 3 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Found 7 volume groups on node charm
Found 7 volume groups on node clowder
Analysis of 14 volume groups should take approximately 1 seconds
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
.....
Gathering Network Configuration ......... Done
Cluster cluster1 is an existing cluster
Parsing package file: /etc/cmcluster/compass1/compass1.config.
Package hpvmnet2 already exists. It will be modified.
Checking for inconsistencies .. Done
Cluster cluster1 is an existing cluster
Maximum configured packages parameter is 10.
Configuring 3 package(s).
7 package(s) can be added to this cluster.
200 access policies can be added to this cluster.
Modifying configuration on node host1
Modifying configuration on node host2

Modify the cluster configuration ([y]/n)? y
Marking/unmarking volume groups for use in the cluster
0%----10%----20%----30%----40%----50%----60%----70%----80%----90%----100%
Modifying the cluster configuration for cluster cluster1.
Modifying node host1 in cluster cluster1.
Modifying node host2 in cluster cluster1.
Modifying the package configuration for package compass1.
Completed the cluster creation.

パッケージ構成ファイルの設定が適切であれば、11.3.4 項 (191 ページ) の説明に従って
Serviceguard サービスを起動します。

11.3.3 パッケージ構成ファイルの変更
Serviceguard for Integrity VM Toolkit では、Serviceguard パラメータに基本的な引き数を指定
するテンプレートを作成します。 使用している Serviceguard クラスタの情報と『 Serviceguard
の管理』内の情報にもとづいて、Serviceguard パラメータの表示と変更を行ってください。
guest-name.config ファイルと guest-name ファイルに適切な変更を加えます。
分散ゲストが使用する LVM ボリュームグループがあれば、パッケージ構成ファイルを編集し
てそれらを追加します。 クラスタを認識するボリュームグループごとに、個別の
VOLUME_GROUP パラメータを含める必要があります。 これらのボリュームグループは、
cmapplyconf コマンドが使用される際にクラスタ ID によって初期化されます。

11.3.4 分散ゲストの起動
分散ゲストを起動するには、次のコマンドを入力します。

# cmrunpkg -v guest-name

たとえば、compass1 という名前のゲストを起動するには、以下のコマンドを入力します。
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# cmrunpkg -v compass1
Running package compass1 on node host1.
cmrunpkg : Successfully started package compass1.
cmrunpkg : Completed successfully on all packages specified.

ゲストが起動し稼働していることを確認します。 ステータスの確認には、Integrity VM
hpvmstatus コマンドと Serviceguard cmviewcl コマンドの両方を使用してください。 例:
# hpvmstatus -P compass1
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
compass1 1 HPUX On 1 5 1 512 MB 0

# cmviewcl -v compass1
CLUSTER STATUS
cluster1 up

NODE STATUS STATE
host1 up running

Network_Parameters:
INTERFACE STATUS PATH NAME
PRIMARY up 0/2/1/0/4/1 lan7
PRIMARY up 0/2/1/0/6/1 lan9
PRIMARY up 0/5/1/0/7/0 lan6
STANDBY up 0/1/2/0 lan1
STANDBY up 0/2/1/0/4/0 lan2
STANDBY up 0/2/1/0/6/0 lan8
STANDBY up LinkAgg0 lan900
STANDBY up 0/0/3/0 lan0

PACKAGE STATUS STATE AUTO_RUN NODE
compass1 up running disabled host1

Policy_Parameters:
POLICY_NAME CONFIGURED_VALUE
Failover configured_node
Failback manual

Script_Parameters:
ITEM STATUS MAX_RESTARTS RESTARTS NAME
Service up 0 0 host1

Node_Switching_Parameters:
NODE_TYPE STATUS SWITCHING NAME
Primary up enabled host1 (current)
Alternate up enabled host2

NODE STATUS STATE
host 2 up running

Network_Parameters:
INTERFACE STATUS PATH NAME
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PRIMARY up 0/2/1/0/4/1 lan7
STANDBY up 0/1/2/0 lan1
STANDBY up 0/2/1/0/4/0 lan2
STANDBY up 0/2/1/0/6/0 lan8
STANDBY up LinkAgg0 lan900
PRIMARY up 0/5/1/0/7/0 lan6
PRIMARY up 0/2/1/0/6/1 lan9
STANDBY up 0/0/3/0 lan0

必要に応じ、cmmodpkg コマンドを入力し、自動実行とフェイルオーバーを有効にしてくだ
さい。

11.3.5 vswitch モニターの起動
vswitch モニターは、Serviceguard ネットワークモニターの活動を監視するとともに、必要に
応じてプライマリ ネットワークインタフェースとスタンバイ ネットワークインタフェース間
で vswitch 構成を移動させる役割を果たします。 vswitch モニターではユーザー構成は不要で
あり、Integrity VM 製品の一部としてインストールされます。 Serviceguard が稼働している
状況で分散ゲストが構成されていると、VM ホストシステムのブート時にこのシステム上で
vswitch モニターが自動的に起動します。 vswitch モニターを手動で起動するには、次のコマ
ンドを使用します。

# /sbin/init.d/vswitchmon start

vswitch モニターが稼働しているか確認するには、次のコマンドを入力します。
# ps -ef | grep vswitchmon

11.3.6 分散ゲストがフェイルオーバーできることの確認
Serviceguard パッケージとして構成されているゲストとマルチサーバー環境が正常に稼働し
ているか確認するには、次のコマンドを使用して手動フェイルオーバーを実行します。

1. プライマリノード (host1) で、パッケージ compass1 が稼働しているか確認します。
host1# cmviewcl -v -p compass1

2. host1 上の compass1 パッケージを停止します。
host1# cmhaltpkg compass1
Halting package compass1.

3. 他方の VM ホストシステム (host2) で、パッケージを起動します。
host2# cmrunpkg -n host2 compass1

4. パッケージを有効にします。

host2# cmmodpkg -e compass1

5. 引き継ぎノードで、compass1 パッケージが起動したかを確認します。
host2# cmviewcl -v -p compass1

6. 引き継ぎノードで、ゲスト compass1 が稼働しているかを確認します。
host2# hpvmstatus -P compass1
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11.3.7 分散ゲストの管理
分散ゲストの起動、停止、および監視には、このセクションで説明している Serviceguard コ
マンドを使用します。 分散ゲストの管理に Integrity VM コマンド (hpvmstart、hpvmstop、
hpvmmigrate) は使用しないでください。

11.3.7.1 分散ゲストの起動
分散ゲストを起動するには、次のコマンドを入力します。

# cmrunpkg guest-name

11.3.7.2 分散ゲストの停止
分散ゲストを停止するには、次のコマンドを入力します。

# cmhaltpkg guest-name

11.3.7.3 分散ゲストの監視
分散ゲストを監視するには、次のコマンドを入力します。

# cmviewcl -v -p guest-name

11.3.7.4 分散ゲストの変更
分散ゲストのリソースは、hpvmmodify コマンドを使用して変更できます。 しかし、一方の
VM ホストサーバー上でゲストの変更を行った場合は、マルチサーバー環境内の他方のノード
に対しても同じ変更を加える必要があります。

分散ゲストによって使用されている vswitch、論理ボリューム、またはファイル バッキングス
トアを変更した後、Serviceguard によるゲスト監視が引き続き可能であることを確認する必
要があります。 hpvmsg_package スクリプトを実行してゲストパッケージを再起動し、
Serviceguard 情報を更新してください。

11.3.8 ネットワーク接続の監視
vswitch モニターはマルチサーバー環境の VM ホスト上で vswitchmon スクリプトを実行し、
syslog.log ファイルを追跡することによって Serviceguard Network Manager を監視しま
す。 Serviceguard がプライマリネットワークからスタンバイネットワークにフェイルオーバー
していることが検出されると、vswitch モニターはプライマリネットワークに対応する vswitch
を停止して削除し、スタンバイネットワーク上に vswitch を作成して起動します。 プライマ
リネットワークが復旧したところで、Serviceguard と vswitch モニターはネットワークと、対
応する vswitch をプライマリネットワークに戻します。

11.4 Integrity VM A.01.20 Toolkit のアップグレード
Integrity VM A.01.20 Serviceguard for Integrity VM Toolkit がインストールされている場合、
Integrity VM A.01.20 Toolkit を削除してから現行バージョンの Integrity VM をインストールし
ます。 Integrity VM をインストールした後、このセクションの説明に従って分散ゲストをパッ
ケージ化し直してください。

現行バージョンの Integrity VM にアップグレードするには、マルチサーバー環境内の各 VM
ホストノード上で以下の手順を実行します。
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1. cmhaltpkg コマンドと cmrunpkg コマンドを使用し、分散ゲストを引き継ぎノードに
移動します。

2. 「Serviceguard for Integrity VM Toolkit の削除」 (195 ページ) の説明に従い、VM ホストシ
ステムからツールキットを削除します。

3. 第2章 「Integrity VM のインストール」 (29 ページ) の説明に従い、Integrity VM 製品を
インストールします。

4. cmhaltpkg コマンドと cmrunpkg コマンドを使用し、分散ゲストを VM ホストシステ
ムに戻します。

5. 「ゲストツールキットの削除」 (195 ページ) の説明に従い、分散ゲストにログインして
ツールキットを削除します。

6. 「ゲストの再パッケージ化」 (196 ページ) に示された手順でゲストをパッケージ化し直し
ます。

11.4.1 Serviceguard for Integrity VM Toolkit の削除
Serviceguard for Integrity VM Toolkit を削除するには、VM ホストシステム上で次の手順を実
行します。

1. ツールキットパッケージのテンプレートファイルとスクリプトを削除します。

ツールキットファイルは、マルチサーバー環境内のすべての VM ホストから削除する必
要があります。 ツールキットを削除することで分散ゲストと必須リソースが影響を受け
ることはありません。 次に示すように、rm コマンドを使用してツールキットのインス
トールディレクトリを削除することによりツールキットを削除します。

# rm -rf /var/opt/hpvm/cluster

2. vswitch モニターのスクリプトとファイルを削除します。
vswitch モニタースクリプトは、3 つのファイル (実際の vswitchmon スクリプトと、
システムのブート時と停止時にスクリプトの起動と停止に使用されるシンボリックリン
ク) から構成されています。 これらのファイルを削除する時に分散ゲストと必須リソー
スが影響を受けることはありません。 vswitchmon スクリプトの削除後 Integrity VM を
インストールするまでにリブートが発生すると、vswitch 監視が一時的に中断されます。
vswitch モニターを削除するには、次の例に示すように rm コマンドを使用して関連ファ
イルを削除します。

# rm /sbin/init.d/vswitchmon /sbin/rc2.d/K004vswitchmon /sbin/rc3.d/S802vswitchmon

3. すべての分散ゲスト構成から調整可能パラメータ sepd を削除します。
オプションで、sepd 調整可能パラメータを削除できます。 調整可能パラメータ sepd
は Integrity VM A.01.20 固有であり、以降のバージョンの Integrity VM では使用されて
いません。 調整可能パラメータ sepd を削除するには、/var/opt/hpvm/guestname/
にあるゲスト構成ファイル内の sepd エントリーを削除します (guestname は Integrity
VM A.01.20 の下にパッケージ化されたゲストの名前です)。

11.4.2 ゲストツールキットの削除
Integrity VM A.01.20 ゲストツールキットを削除するには、ツールキットで作成されたゲスト
から hpvmsgping スクリプトを削除します。 hpvmsgping モニタースクリプトは、
hpvmsgping スクリプト、構成ファイル、およびシステムのブート時とシャットダウン時に
スクリプトの起動と停止に使用されるリンクから構成されています。 これらのファイルを削
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除することで現在稼働しているゲストやシステムの可用性が影響を受けることはありません。
次の例に示すように、rm コマンドを使用して関連ファイルを削除してください。
# rm /sbin/init.d/hpvmsgping /sbin/rc2.d/K003hpvmsgping /sbin/rc3.d/S801hpvmsgping /etc/hpvmsgping.conf

11.4.3 ゲストの再パッケージ化
マルチサーバー環境内のすべてのノードを現行バージョンの Integrity VM にアップグレードし
た後で、ゲストをパッケージ化し直します。 ゲストをパッケージ化し直すには、次の手順を
実行します。

1. ゲストが稼働しているプライマリノードで、hpvmsg_package コマンドを実行します。
2. cmapplyconf コマンドを使用し、パッケージ構成を適用します。
3. Serviceguard による保護をただちに行うには、再パッケージ化の後でゲストパッケージ

を再起動します。

これらのコマンドの使用方法についての詳細は、11.3.2 項 (189 ページ) を参照してください。

11.5 Integrity VM と組み合わせて Serviceguard を使用する場合のトラブ
ルシューティング

このセクションでは、Serviceguard と Integrity VM を使用する場合に発生する可能性がある
問題の一部について解決方法を説明します。

11.5.1 「Serviceguard パッケージとしての VM」のトラブルシューティング
分散ゲストの起動またはフェイルオーバーが失敗する場合は、/var/adm/syslog/
syslog.log ファイルとパッケージログファイル (/etc/cmcluster/guest-name/
guest-name.log) の両方を確認してください。
パッケージが起動に失敗する場合、ServiceGuard はパッケージ停止を実行します。 ログファ
イルには、「Starting package (パッケージ起動)」セクションの後に、実際の起動失敗メッセー
ジが記録される「Halting package (パッケージ中断)」セクションがあります。 パッケージ起
動が失敗した後にパッケージログファイルを表示する場合は、「Starting package」セクショ
ンだけでなく「Halting package」セクションも確認してください。
分散ゲストがフェイルオーバーしない場合は、cmhaltpkg コマンドを使用してパッケージを
停止してください。 cmrunpkg コマンドを使用して同じワークロードを指定し、引き継ぎ
ノードでパッケージを手動起動することにより、引き継ぎノードで稼働するために必要なリ
ソースがゲストにあることを確認してください。

手動制御でパッケージが起動しない場合は、クラスタを停止し、ゲスト compass1 のテスト
を行ってください。

1. hpvmmodify コマンドを使用し、ゲストが分散されないように設定します。 例:
# hpvmmodify -P compass1 -i NONE
# hpvmmodify -P compass1 -j 0

2. hpvmstart コマンドを使用し、同じ VM ホストシステムとワークロードを指定してゲ
ストを起動します。 仮想コンソール (hpvmconsole) を使用し、ゲスト OS がインストー
ルされていることと、アプリケーションが正常に稼働していることを確認します。

ゲストをテストした後、Serviceguard パッケージをもう一度作成してください。
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ゲストが起動せずストレージ問題に関するエラーが表示される場合で、論理ボリュームを使
用しているときは、それらのストレージ装置は VM ホストで使用できない可能性があります。
ストレージ装置を使用可能にするには、次に示す方法で適切なコマンドを入力します。

• LVM 論理ボリュームの場合、次のコマンドを入力します。
# vgchange -c n /dev/vgxx
# vgchange -a y /dev/vgxx

• VxVM 論理ボリュームの場合、次のコマンドを入力します。
# vxdg import diskgroup-name
# vxvol -g diskgroup-name startall

• 論理ボリューム上のファイルを使用している場合は、次のコマンドも入力します。

# mount /dev/vgxx /mount-point

バッキング ストレージデバイスが使用可能な状態であることを確認した後、それらを元の状
態に戻してください。

不適切なストレージ構成が原因で発生する問題に、次のようなものがあります。

• 全ディスク - ディスクに対するアクセス権が VM ホストにあるか確認してください。 こ
れは、ハードウェアまたはストレージサブシステムの問題が原因であることがあります。

• LVM - ServiceGuard を使用する場合、パッケージの起動前に、そのパッケージに関連付
けられているすべてのボリュームグループを非アクティブ状態にする必要があります。
LVM を非アクティブ状態にする方法の詳細は、マニュアル『 Serviceguard の管理』を参
照してください。

• VxVm - ServiceGuard は、パッケージの起動前に、そのパッケージに関連付けられている
すべてのディスクグループがデポートされていることを要求します。 詳細は、マニュア
ル『 Serviceguard の管理』を参照してください。

• ファイル - ServiceGuard は、パッケージの起動前に、パッケージに関連付けられている
ファイル バッキングストアのファイルシステムのマウントが解除されていることを要求
します。

ゲストにネットワークアクセス上の問題がある場合は、VM ホストシステム上でそのネット
ワークデバイスが使用可能であるか確認してください。 パッケージに定義されているサブネッ
トが使用できない場合、そのパッケージは起動しません。 この状況は、使用可能なスタンバ
イ LAN が存在しないかあるいは 1 つ以上のスイッチ、ハブ、インタフェース、またはケーブ
ルに障害が発生すると、多重障害に繋がります。

パッケージの起動時によく起きる問題の 1 つに、使用可能メモリーの不足があります。必要
なメモリーリソースを提供する方法の詳細は、第3章 (35 ページ) を参照してください。

11.5.2 分散ゲストの作成
このマニュアルでは、ゲストを Serviceguard パッケージとして構成するために利用できる
hpvmsg_package スクリプトの使用方法について説明しています。Serviceguard パッケージ
構成と制御スクリプトを手動で作成する場合は、hpvmcreate、hpvmmodify、または
hpvmclone コマンドに以下のオプションを指定し、Serviceguard パッケージ名を特定すると
ともに、ゲストを分散ゲストとしてマークしてください。
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• Serviceguard パッケージを指定するには、-i オプションを使用します (例: -i
SG_package_name)。

• ゲストが分散ゲストであることを指定するには、-j 1 オプションを指定します。

詳細は、hpvmsg_package ファイルを参照してください。

11.5.3 ネットワーキング
フェイルオーバーの後ゲストでネットワーク問題が発生した場合は、次のように対応してく
ださい。

• 引き継ぎノードで vswitches が正しく構成されているか確認します。 Integrity VM vswitch
の VLAN 機能を使用している場合は、各ポートに適切な VLAN ID が割り当てられている
か確認します。

• クラスタ構成ファイル内の次の Serviceguard パラメータ値を調整します。
HEARTBEAT_INTERVAL パラメータと NODE_TIMEOUT パラメータの正しい設定は、
「system-」と「load-dependent」です。 具体的には、次の点に注意してください。

• HEARTBEAT_INTERVAL パラメータは、クラスタ内の 2 つのノード間で行われるハー
トビートメッセージ転送の通常の間隔を指定します。 HEARTBEAT_INTERVAL パラ
メータの値は、マイクロ秒単位で入力します。デフォルトの値は 1,000,000 マイク
ロ秒です。 デフォルトに満たない値をこのパラメータに設定することはお勧めでき
ません。 可能な限り、デフォルトを使用するようにしてください。 推奨最大値は 15
秒、サポートされる最大値は 30 秒です。 この値は、NODE_TIMEOUT パラメータの
値の半分以上であることが必要です。

• NODE_TIMEOUT パラメータには、Serviceguard ノードがタイムアウトを判断する基
準となる時間を指定します。この時間を過ぎると、Serviceguard ノードは他方のノー
ドが使用不可能になったと判断し、クラスタ再編成を開始します。 このパラメータ
は、マイクロ秒単位で入力します。デフォルトの値は 2,000,000 マイクロ秒です。
最小値は、HEARTBEAT_INTERVAL パラメータの値の 2 倍です。 このパラメータの
推奨最大値は 30,000,000 です。 クラスタ再編成が最も速く行われるのはデフォル
ト設定です。 しかし、デフォルト値を使用すると、瞬間的なシステムハングやネッ
トワーク負荷の急上昇などを原因とする不正な再編成が起きる可能性が高まります。
ほとんどのインストールでは、デフォルト値よりも 5,000,000～8,000,000 (5～8
秒) が適切です。 推奨最大値は 30 秒、サポートされる最大値は 60 秒です。

11.5.4 仮想マシン Serviceguard ノードのポーリング間隔
デフォルトのネットワークポーリング間隔 (5 秒) を使用する場合、Integrity VM における
Serviceguard フェイルオーバーは、予想される時間よりも長くかかることがあります。 フェ
イルオーバー時間を短縮するには、調整可能パラメータ HPVMNETINTVL の値を 2 に減らし
ます。

システムに Serviceguard がインストールされており、Serviceguard に使用される vswitch の
フェイルオーバー時間が 5 秒未満になるようにしたい場合は、テキストエディターを使用し
て /etc/rc.config.d/hpvmconf ファイル内に以下の行を追加するか、あるいはこの行を
変更します。

HPVMNETINTVL=n

パラメータ n は、秒数を指定する 1～10 の範囲の整数です。
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デフォルト値は 5 です。 つまり、このファイル内で調整可能パラメータ HPVMNETINTVL を
設定しないと、値は 5 秒になります。 Integrity VM 構成内の Serviceguard の場合、推奨値は
2 です。
詳細は、以下のマニュアルを参照してください。

• 『HP Integrity Virtual Machines インストール/構成/管理ガイド』

• 『Serviceguard の管理』

11.5 Integrity VM と組み合わせて Serviceguard を使用する場合のトラブルシューティング 199



200



第12章 Integrity VM に関する問題のレポート
サポートチャンネルを通して Integrity VM の不具合を報告してください。以下の手順に従っ
て、問題を報告する際に提出するデータを収集します。

1. hpvmcollect コマンドを実行し、修正前のゲストに関する情報を収集します。 VM ホ
ストの障害発生時の環境に最も近い、VM ホストと Integrity VM の状態を保存します。
複数のゲストが実行中の場合は、問題発生時に実行されていたゲストに対して
hpvmcollect コマンドを実行します。

2. hpvmcollect アーカイブが VM ホストに保存されたら、VM ホストをクラッシュさせ
たゲストをリブートします。

3. ゲストで、再度 hpvmcollect コマンドを実行します。 この情報を、VM ホストの
hpvmcollect アーカイブに含めます。

4. サポートチャンネルを通じて問題をレポートします。

以下の項を含めて、この章では、hpvmcollect コマンドの使用方法、および Integrity VM ロ
グファイルでの情報の確認方法について説明します。

• 「Integrity VM データの収集」 (201 ページ)

• 「VMM ドライバログファイルのサイズ管理」 (205 ページ)

12.1 Integrity VM データの収集
hpvmcollect コマンドを VM ホストまたはゲストで使用すると、システムの問題の分析に
役立つ Integrity VM の情報を収集できます。 VM ホストの hpvmcollect コマンドで使用可
能なオプションは、ゲストで使用可能なオプションとは異なります。 hpvmcollect コマン
ドの使用方法については、以下の項のいずれかを参照してください。

• VM ホストでの hpvmcollect コマンドの使用方法については、VM ホストでの
hpvmcollect コマンドの使用方法 (201 ページ) を参照してください。

• ゲストでの hpvmcollect コマンドの使用方法については、ゲストでの hpvmcollect コ
マンドの使用方法 (204 ページ) を参照してください。

12.1.1 VM ホストでの hpvmcollect コマンドの使用方法
表 12-1に、VM ホストでの hpvmcollect コマンドのオプションを示します。

表 12-1 VM ホストでの hpvmcollect コマンドのオプション

説明オプション

仮想マシン名を指定します。vm-name は、仮想マシンの名前です。-P vm-name

仮想マシン番号を指定します。vm-name は、仮想マシンの番号です。-p vm-number

アーカイブ (scp コマンドでコピーされる) を受け取るホスト名を指定し
ます。 パスワードなしでホストにログインできるかどうか確認します。

-s host
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表 12-1 VM ホストでの hpvmcollect コマンドのオプション (続き)

説明オプション

アーカイブにコピーするクラッシュダンプの数を指定します。 デフォル
トでは、hpvmcollect コマンドは (境界ファイルに従って) 最新のクラッ
シュダンプディレクトリをコピーします。 このオプションは、-c オプ
ションとのみ使用することができます。

-n crash-dump

hpvmcollect_archive ディレクトリを作成するターゲットディレクト
リを指定します。

-d dir

アーカイブ名 (指定ラベル付き) を指定します。 同じ名前のアーカイブが
存在する場合は、元の名前にタイムスタンプを追加した名前に変更して
新しいアーカイブを作成します。

-b report-number

アーカイブ内に最新のクラッシュダンプ ディレクトリを含めます。 この
オプションは、ゲストまたは VM ホストに障害またはハングアップが発
生すると使用されます。

-c

アーカイブが存在する場合、タイプスタンプを付け加えて名前を変更す
るのではなく、そのアーカイブを強制的に上書きします。

-f

hpvmcollect コマンドのヘルプメッセージを表示します。-h

収集された情報を、アーカイブファイルではなくディレクトリに残しま
す。 ディレクトリ名は、アーカイブ名と同じ命名規則を使用します。

-l

収集データの一部である古いゲストのメモリーダンプデータを削除しま
す。

-g

VM ホストがハングアップした場合は、VM ホストコンソールで TC コマンドを実行し、ク
ラッシュダンプを生成してください。 VM ホストがクラッシュすると、あらかじめ設定され
たメモリーページをクラッシュダンプ領域にダンプしようとします (Integrity VM のメモリー
ページを含む)。 Integrity VM の問題分析に必要なクラッシュダンプを収集するには、これは
極めて重要です。

hpvmcollect コマンドは、システム情報、ログファイル、Integrity VM ログ、および構成
ファイルを後の分析のために収集する、VM ホストとゲストの両方で実行可能なシェルスクリ
プトです。

hpvmcollect コマンドは Integrity VM および HP-UX の一般的なオペレーティングシステム
情報やシステム情報を収集します。したがって、これだけでは問題原因の分析には不十分な
ことがあります。 関連情報がすべて収集物に含まれていることを確認してください。 たとえ
ば、ゲストが Oracle® アプリケーションを実行している場合には、Oracle アプリケーション
のログファイルと構成を含めます。

デフォルトでは、hpvmcollect コマンドは hpvmcollect_archive という名前のディレ
クトリを現在のディレクトリに作成し、Integrity VM と VM ホストに関するすべての情報をコ
ピーおよび収集します。 たとえば、VM ホストで compass1 という名前のゲストの情報を集
めるには、次のコマンドを入力します。

# hpvmcollect -P compass1

このコマンドは hpvmcollect_archive という名前のディレクトリを現在のディレクトリ
に作成してから (そのディレクトリがまだない場合)、VM ホストのクラッシュダンプに関する
情報を収集します。 次に、その情報は tar ファイルフォーマット (クラッシュダンプがある
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場合)、または tar.gz ファイルフォーマット (クラッシュダンプがない場合) に圧縮されま
す。 hpvmcollect コマンドを実行する前に、ゲスト構成を変更しないでください。
tar.gz に情報を圧縮するのではなく、単純に集めた情報の内容を調べたいのであれば、-l
オプションを指定して内容を元の状態のままにすることができます。

VM ホストに障害が発生した場合は、-c オプションを使用してクラッシュダンプ ファイルも
収集してください。 -c オプションは最新のクラッシュダンプを収集するために使用します。
クラッシュダンプ番号を指定する場合には-n オプションを使います。
hpvmcollect_archive の保存先に別のディレクトリを指定するには、-d オプションを使
用します。

たとえば、compass1 の情報を収集するには、次のコマンドを入力します。
# hpvmcollect -c -n 21 -d /tmp/hpvm_collect_archive compass1

このコマンドはクラッシュダンプ番号 21 を使用して、compass1 というゲストに関する情
報を収集します。 最後のアーカイブは /tmp/hpvm_collect_archive ディレクトリ下に
あります。 VM ホストでの hpvmcollect の出力例を以下に示します。
# hpvmcollect -P compass1

HPVM host crash/log collection tool version 0.8
Gathering info for post-mortem analysis of guest 'test' on host

Collecting I/O configuration info ................................... OK
Collecting filesystem info .......................................... OK
Collecting system info .............................................. OK
Collecting lan info ................................................. OK
Running lanshow ..................................................... NO
Collecting installed sw info ........................................ OK
Collecting command logs ............................................. OK
Collecting messages from vmm ........................................ OK
Collecting lv info .................................................. N/A
Collecting vgdisplay info ........................................... OK
Collecting vxprint info ............................................. OK
Collecting disk info ................................................ N/A
Collecting passthru disk info ....................................... N/A
Collecting file backing store info .................................. N/A
Copying guest's log file ............................................ OK
Copying guest's tombstone file ...................................... N/A
Copying guest's console log file .................................... OK
Copying hpvm configuration .......................................... OK
Copying hpvm control script ......................................... OK
Copying guest's config file ......................................... OK
Getting status of the guest ......................................... OK
Getting detailed status of the guest ................................ OK
Getting guest's entitlement ......................................... OK
Copying guest's config file change log .............................. OK
Copying guest VM crash image ........................................ OK
Copying host vmunix image ........................................... OK
Copying host hpvmmkimage image ...................................... N/A
Copying VMM image ................................................... OK
Copying hpvmdvr image ............................................... OK
Copying hpvmntdvr image ............................................. OK
Copying NVRAM image ................................................. OK
Collecting IPMI logs ................................................ OK
Collecting crash dump ............................................... NO
Running crashinfo ................................................... NO
Collecting tombstone ................................................ NO
Collecting system message buffer .................................... OK
Collecting system syslogs ........................................... OK
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Collecting measureware logs ......................................... OK

Finished with the collection

Tar archiving and compressing ....................................... TGZ
Remote copying the archive ......................................... NO

The collection is
"/tmp/sornson/hpvmcollect/hpvmcollect_archive/test_Sep.28.06_095249EDT.tar.gz"

このコマンドを実行して次のようなエラーメッセージが表示された場合は、現在のディレク
トリまたは -d オプションで指定したディレクトリのディスクスペースが不足しています。
msgcnt 10 vxfs: mesg 001: vx_nospace - /dev/vg00/lvol5 file system full(1 block extent)
Tar: end of tape
Tar: to continue, enter device/file name when ready or null string to quit.

特に -c オプションを指定する際には、アーカイブに十分な空きスペースがあるファイルシス
テムを使用してください。

hpvmcollect コマンドによって収集された追加データには、ログファイル (ゲスト、Integrity
VM、VM ホスト)、および ioscan、lanscan、swlist の各コマンドの出力結果を含む VM
ホストシステム情報が含まれています。 hpvmcollect コマンドはまた、ゲストが使用する
デバイスの情報も収集します。 crashinfo コマンドと lanshow コマンドが使用可能な場合
は、その出力内容も含まれます。

hpvmcollect コマンドによって、次のファイルにデバイス情報が記録されます。
config/

host.diskinfo
host.fsinfo
host.ioscan
host.laninfo
host.sysinfo

12.1.2 ゲストでの hpvmcollect コマンドの使用方法
ゲスト上で hpvmcollect コマンドを使用するには、まず9.3 項 (150 ページ) の説明に従って
ゲスト上にゲスト管理ソフトウェアをインストールする必要があります。

表 12-2に、ゲストでの hpvmcollect コマンドのオプションを示します。

表 12-2 ゲストでの hpvmcollect コマンドのオプション

説明オプション

アーカイブ内に最新のクラッシュダンプ ディレクトリを含めます。この
オプションは、ゲストまたは VM ホストに障害またはハングアップが発
生すると使用されます。

-c

アーカイブが存在する場合、タイプスタンプを付け加えて名前を変更す
るのではなく、そのアーカイブを強制的に上書きします。

-f

収集データの一部である古いゲストのメモリーダンプデータを削除しま
す。

-g

hpvmcollect コマンドのヘルプメッセージを表示します。-h

収集された情報を、アーカイブファイルではなくディレクトリに残しま
す。ディレクトリ名は、アーカイブ名と同じ命名規則を使用します。

-l
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表 12-2 ゲストでの hpvmcollect コマンドのオプション (続き)

説明オプション

アーカイブ名 (指定ラベル付き) を指定します。同じ名前のアーカイブが
存在する場合は、元の名前にタイムスタンプを追加した名前に変更して
新しいアーカイブを作成します。

-b report-number

hpvmcollect_archive ディレクトリを作成するターゲットディレクト
リを指定します。

-d dir

アーカイブにコピーするクラッシュダンプの数を指定します。デフォル
トでは、hpvmcollect コマンドは (境界ファイルに従って) 最新のクラッ
シュダンプディレクトリをコピーします。このオプションは、-c オプ
ションとのみ使用することができます。

-n crash-dump

アーカイブ (scp コマンドでコピーされる) を受け取るホスト名を指定し
ます。パスワードなしでホストにログインできるかどうか確認します。

-s host

ゲスト上で hpvmcollect コマンドを使用する場合は、ゲスト名を指定しないでください。
デフォルトで、ゲスト名がアーカイブディレクトリ名として使用されます。 -d オプションで
アーカイブ名を指定することも可能です。 以下に、ゲスト compass1 で実行した
hpvmcollect コマンドの例を示します。
compass1# hpvmcollect -c

HPVM guest crash/log collection tool version 0.8
Gathering info for post-mortem analysis on guest (hostname 'compass1')

Collecting I/O configuration info ................................... OK
Collecting filesystem info .......................................... OK
Collecting system info .............................................. OK
Collecting lan info ................................................. OK
Running lanshow ..................................................... NO
Collecting installed sw info ........................................ OK
Collecting crash dump 1 ............................................ OK
Running crashinfo ................................................... NO
Collecting tombstone ................................................ N/A
Collecting system message buffer .................................... OK
Collecting system syslogs ........................................... OK
Collecting measureware log .......................................... N/A

Finished with the collection

Tar archiving and compressing ....................................... TAR
Remote copying the archive ......................................... NO

The collection is
"//hpvmcollect_archive/compass1_Sep.29.05_122453PST.tar"

12.2 VMM ドライバログファイルのサイズ管理
モニターログファイル (/var/opt/hpvm/common/hpvm_mon_log) のサイズは、1024KB
に制限されています。 ログファイルがこのサイズより大きくなると、そのログファイルは新
しいファイル (hpvm_mon_log.$time) にコピーされ、新しいログ用に空のファイルが作成
されます。 このログファイルが最高 102400KB まで拡大できるように設定するに
は、/etc/rc.config.d/hpvmconf ファイルに次の行を挿入します。
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VMMLOGSIZE=102400

hpvmconf ファイルにこの変更を加えた後、次のコマンドを入力してモニターログデーモン
の PID を確認し、これを停止してください。
# cat /var/run/hpvmmonlogd.pid
5052
# kill -HUP 5052
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付録A Integrity VM のサポートポリシー
この付録では、HP Integrity Virtual Machines のサポートポリシー、および Integrity VM ホスト
とゲストのオペレーティングシステム環境のソフトウェアのバージョンの要件について説明
します。

A.1 Integrity VM の最短サポート期間
各リリースは、2007 年からは、最短で 3 年間サポートされます。

現在のステータスサポートの終了予定年月リリース年月Integrity VM の
バージョン

サポート対象2007 年 12 月2005 年 12 月A.01.00

サポート対象2008 年 3 月2006 年 3 月A.01.20

サポート対象2008 年 12 月2006 年 12 月A.02.00

サポート対象2010 年 6 月2007 年 6 月A.03.00

サポート対象2010 年 12 月 (予定)2007 年 12 月 (予定)A.03.50

注記: HP-UX 11i V2 VM ホストの Integrity VM は、HP-UX 11i V2 のサポートの終了までサ
ポートされます。

A.2 Integrity VM のアップグレード
• アップグレードの推奨

Integrity VM ソフトウェアの最新バージョンにアップグレードするとともに、仮想マシン
ごとにゲスト管理ソフトウェアをアップグレードすることをお勧めします。

• アップグレードの必要性

修正パッチを受け取るには、最新のリリースにアップグレードする必要があります。

A.2.1 Integrity VM のパッチポリシー
通常、Integrity VM では以前のリリースの GR パッチは提供しません。 修正パッチおよび機能
拡張は、今後のバージョンの Integrity VM で提供されます。
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A.3 VM ホスト OS およびサーバーのサポート

注記バージョン
A.03.50

バージョン
A.03.00

バージョン
A.02.00

バージョン
A.01.20

Integrity VM

新しいバージョン
の Integrity VM で
は、VM ホストの
最新の HP-UX OE
リリースのサポー
トが保証されてい
ます。
新しいバージョン
の Integrity VM
は、VM ホストの
最新の HP-UX OE
リリースをサポー
トします。

特定のバージョン
の HP-UX のサポー
トのについての詳
細は、HP 認定担
当者までお問い合
わせください。

HP-UX 11i v2
2007 年 12 月

HP-UX 11i v2
2006 年 9 月か
ら 2007 年 6 月
まで

HP-UX 11i v2
2005 年 5 月から
2006 年 9 月まで

HP-UX 11i v2
2005 年 5 月から
2006 年 9 月まで

VM ホストの OS
サポート

サポートされるゲ
ストオペレーティ
ングシステムは、
Integirty VM を実
行している物理
サーバ上でサポー
トされているオペ
レーティングシス
テムのみです。

Integrity VM は、すべての Integrity サーバーをサポートします。 新しいサー
バーは、サーバーの出荷と同時期の最新のバージョンの Integrity VM でサ
ポートされます。

VM ホストサー
バーのサポート

Integrity VM のインストールについての詳細は、第2章 (29 ページ) を参照してください。
適切な操作のために HP-UX のパッチが必要な場合があり、必要に応じて HP-UX ゲストオペ
レーティングシステムにインストールする必要があります。 具体的なパッチ情報は、『HP
Integrity Virtual Machines リリースノート』を参照してください。
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A.4 HP-UX ゲストのサポート

注記バージョン
A.03.50

バージョン
A.03.00

バージョン A.02.0バージョン
A.01.20

Integrity VM

新しいバージョン
の Integrity VM
は、ゲスト上の以
前にサポートされ
たリリースの
HP-UX OE をすべ
てサポートします
(そのリリースの
HP-UX が HP によ
りサポートされな
くなるまで)。
特定のバージョン
の HP-UX のサポー
トのについての詳
細は、HP 認定担
当者までお問い合
わせください。

HP-UX 11i v2
2005 年 5 月から
2007 年 12 月ま
で

HP-UX 11i v2
2005 年 5 月か
ら 2007 年 6 月
まで

HP-UX 11i v2
2005 年 5 月から
2006 年 9 月まで
2007 年 6 月

HP-UX 11i v2
2005 年 5 月から
2006 年 9 月まで

HP-UX ゲストの
サポート

HP-UX 11i v3 最初
のリリースから
2007 年 9 月まで

HP-UX 11i v3 最
初のリリースか
ら 2007 年 9 月
まで

適切な操作のために HP-UX のパッチが必要な場合があり、必要に応じて HP-UX ゲストオペ
レーティングシステムにインストールする必要があります。 具体的なパッチ情報は、『HP
Integrity Virtual Machines リリースノート』を参照してください。

A.5 Windows および Linux ゲストのサポート

注記バージョン
A.03.50

バージョン
A.03.00

バージョン
A.02.00

バージョン
A.01.20

Integrity VM

新しいメジャー
バージョンおよび
マイナーバージョ
ンのゲスト OS
は、後続のリリー
スの Integrity VM
によりサポートさ
れます。
新しいバージョン
の Integrity VM
は、以前のバー
ジョンの Integrity
VM によりサポー
トされるすべての
種類およびバー
ジョンのゲスト
OS をサポートし
ます (そのバー
ジョンのゲスト
OS が OS ベン
ダーにサポートさ
れる期間)。

Windows Server
2003 Data Center
および Enterprise
Editions の SP1 と
SP2

Windows Server
2003 Data
Center および
Enterprise
Editions の SP1
と SP2

Windows Server
2003 Data Center
および Enterprise
Editions SP1

サポート対象外Windows ゲスト
のサポート

Red Hat RHEL 4
Update 4
Red Hat RHEL 4
Update 5
SUSE SLES10, SP1

Red Hat RHEL 4
Update 4
Red Hat RHEL 4
Update 5

サポート対象外サポート対象外Linux ゲストのサ
ポート

サポートされるゲストオペレーティングシステムは、Integirty VM を実行している物理サーバ上でサポートされて
いるオペレーティングシステムのみです。
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ゲスト OS のインストール要件の固有情報については、製品マニュアルを参照してください。
適切な操作のためにオペレーティングシステムのパッチが必要な場合があり、必要に応じて
ゲストオペレーティングシステムにインストールする必要があります。 具体的なパッチ情報
は、『HP Integrity Virtual Machines リリースノート』を参照してください。

A.6 Serviceguard のサポート

注記A.03.50バージョン
A.03.00

バージョン
A.02.00

バージョン
A.01.20

Integrity VM

新しいバージョン
の Integrity VM
は、以前のバー
ジョンの Integrity
VM によりサポー
トされるすべての
種類およびバー
ジョンのゲスト
OS をサポートし
ます (そのバー
ジョンのゲスト
OS が OS ベン
ダーにサポートさ
れる期間)。
SMS は CFS とも
呼ばれます。

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

• A.11.18

• SMS A.01.01
を含む
A.11.18

• SMS A.02.00
を含む
A.11.18

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

• A.11.18

• SMS A.01.01
を含む
A.11.18

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

Serviceguard -
パッケージとし
ての仮想マシン
(VM ホスト上で
実行している
Serviceguard)

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

• A.11.17.01
(11i v3)

• A.11.18 (11i
v2、11i v3)

• SMS A.01.01
を含む
A.11.18 (11i
v2)

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

• A.11.17.01
(11i v3)

• A.11.18 (11i
v2、11i v3)

• SMS A.01.01
を含む
A.11.18 (11i
v2)

Serviceguard リ
リース

• A.11.16

• A.11.17

• SMS A.01.00
を含む
A.11.17

サポート対象外Serviceguard -
ノードとしての
HP-UX 仮想マシ
ン (ゲスト上で実
行している
Serviceguard)

Serviceguard リ
リース

• A.11.18

Red Hat Linux
Release 4 Updates
4 および 5 を実行
しているゲスト

SUSE Linux
SLES10 SP1

Serviceguard リ
リース

• A.11.18 (次
回の
Serviceguard
パッチを含
む)

Red Hat Linux
Release 4
Updates 4 およ
び 5 を実行して
いるゲスト

サポート対象外サポート対象外Serviceguard -
ノードとしての
Linux 仮想マシン
(ゲスト上で実行
している
Serviceguard)
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Serviceguard のバージョンは、VM ホストが稼動する HP-UX のバージョンでサポートされて
いる必要があります。 具体的なサポート情報については、Serviceguard のマニュアルを参照
してください。

A.7 ストレージインタフェースのサポート

注記バージョン
A.03.50

バージョン
A.03.00

バージョン
A.02.00

バージョン
A.01.20

Integrity VM

Virtual I/O スト
レージインタ
フェースとは、
scsi アダプタタ
イプを使用して定
義されたものです
(hpvmresources
マンページを参照
してください)。

• FCLP
(FibrChanl-02)、
TD、または
FCD ドライバ
でサポートさ
れているファ
イバチャネル
アダプタ

• C8xx、MPT、
または CISS の
各ドライバで
サポートされ
ている SCSI ア
ダプタ

• SIDE ドライバ
でサポートさ
れている IDE
アダプタ

• UsbScsiAdapter
ドライバの
USB サポート

• iSCSI ドライバ
でサポートさ
れている iSCSI
アダプタ

• SASD ドライ
バでサポート
されている
SAS アダプタ

• TD または
FCD ドライ
バでサポート
されている
ファイバチャ
ネル アダプ
タ

• C8xx、
MPT、または
CISS の各ド
ライバでサ
ポートされて
いる SCSI ア
ダプタ

• SIDE ドライ
バでサポート
されている
IDE アダプタ

• UsbScsiAdapter
ドライバの
USB サポート

• iSCSI ドライ
バでサポート
されている
iSCSI アダプ
タ

• SASD ドライ
バでサポート
されている
SAS アダプタ

• TD または FCD
ドライバでサ
ポートされて
いるファイバ
チャネル アダ
プタ

• C8xx、MPT、
または CISS の
各ドライバで
サポートされ
ている SCSI ア
ダプタ

• SIDE ドライバ
でサポートさ
れている IDE
アダプタ

• UsbScsiAdapter
ドライバの
USB サポート

• TD または FCD
ドライバでサ
ポートされて
いるファイバ
チャネル アダ
プタ

• C8xx、MPT、
または CISS の
各ドライバで
サポートされ
ている SCSI ア
ダプタ

• SIDE ドライバ
でサポートさ
れている IDE
アダプタ

Virtual I/O (VIO)
ストレージイン
タフェース

AVIO ストレージ
インタフェースと
は、avio_stor
アダプタタイプを
使用して定義され
たものです
(hpvmresources
マンページを参照
してください)。

VIO ストレージイ
ンタフェースに示
されているものと
同じです。

サポート対象外Accelerated
Virtual I/O
(AVIO) ストレー
ジインタフェー
ス
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A.7.1 ゲスト接続デバイスのサポート

注記バージョン
A.03.50

バージョン
A.03.00

バージョン
A.02.00

バージョン
A.01.20

Integrity VM

メディアチェン
ジャー、テープデ
バイス、および
CD/DVD バーナー
は AVIO デバイス
(avio_stor アダ
プタタイプを使用
して定義されてい
るデバイス) とし
てサポートされま
せん。

• CD/DVD バー
ナー

• メディアチェ
ンジャー

• テープデバイ
ス

(VM ホストに接続
された物理デバイ
ス用のサポート対
象ドライバを提供
しているあらゆる
種類のゲスト OS
の場合)

• CD/DVD
バーナー

• メディアチェ
ンジャー

• テープデバイ
ス

(VM ホストデバ
イス用のサポー
ト対象ドライバ
を提供している
あらゆる種類の
ゲスト OS の場
合)

• MMC-4 経由の
CD/DVD バー
ナー

• SMC-2 経由の
メディアチェ
ンジャー

• SSC-2 経由の
テープデバイ
ス

(HP-UX ゲストの
み。)

サポート対象外接続デバイス

A.7.2 マルチパスソフトウェアのサポート - Virtual I/O ストレージ
仮想ストレージは、scsi として指定される仮想アダプタタイプで定義されます。マルチパス
ソフトウェアは、Integrity VM でのみサポートされます。 これらの製品に必要なバージョン
は、ソフトウェアベンダーと、VM ホストシステム上にインストールされているオペレーティ
ング環境 (OE) のリリースによって決定されます。

バージョン A.03.50バージョン A.03.00バージョン A.02.00バージョン A.01.20記憶装置

• HP Secure Path A-A / A-PSecurePath A-Pディスク全体

• PVLinks

• EMC PowerPath

• HP Secure Path A-A / A-P

LVM 論理ボ
リューム

• Veritas DMP

• EMC PowerPath

• HP Secure Path A-A / A-P

VxVM 論理ボ
リューム

• PVLinks

• Veritas DMP

• EMC PowerPath

• HP Secure Path A-A / A-P

VxFS ファイル

A.7.3 マルチパスソフトウェアのサポート - Accelerated Virtual I/O (AVIO) ストレー
ジ

AVIO ストレージは、avio_stor として指定される仮想アダプタタイプで定義されます。マ
ルチパスソフトウェアは、VM ホストでのみサポートされます。 これらの製品に必要なバー
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ジョンは、ソフトウェアベンダーと、VM ホストシステム上にインストールされている OE の
リリースによって決定されます。

A.03.50A.03.00A.02.00バージョン A.01.20記憶装置

Secure Path A/Aサポート対象外ディスク全体

PVLinks
Secure Path A/A

サポート対象外LVM 論理ボリューム

サポート対象外VxVM 論理ボリュー
ム

サポート対象外VxFS ファイル

A.7.4 EVA シリーズファームウェアの要件
AVIO Storage Driver は、EVA シリーズ (3000/5000 と 4000/6000/8000) 上の Active-Active
ファームウェアタイプだけをサポートします。 AVIO バッキングストアをこれらのアレイに
構成する場合は、あらかじめ以下に示すファームウェアリビジョンレベル条件が満たされて
いることを確認してください。

• EVA 4000/6000/8000 では、リリース済みのすべてのファームウェアリビジョンが
Active-Active 構成をサポートします。 このため、これらのアレイでは処理の必要はあり
ません。

• EVA 3000/5000 アレイは、ファームウェアリビジョンが VCS v4.004 (Active-Active
ファームウェア) 以降でなければなりません。

EVA ファームウェアのアップグレードの詳細は、Web サイト http://hpswest.corp.hp.com/
VCSUpgradeProgram.asp を参照してください。

A.8 ネットワークインタフェースのサポート
VM ホスト I/O は HP-UX ベースです。特定のネットワークインタフェースが VM ホストシス
テムで使用する HP-UX のバージョンでサポートされている場合、そのネットワークインタ
フェースがサポートされます。 VM ホストの物理ネットワークインタフェースカードは、Auto
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Port Aggregation (APA) を使用して構成できます。この結果、サポートされるポートは以下の
表に示されているようになります。

注記バージョン
A.03.50

バージョン
A.03.00

バージョン
A.02.00

バージョン
A.01.20

Integrity VM

Virtual I/O ネット
ワークインタ
フェースは、lan
アダプタタイプを
使用して定義され
たものです
(hpvmresources
マンページを参照
してください)。

サポートされるすべてのイーサーネットインタフェースVirtual I/O (VIO)
ネットワークイ
ンタフェース

Accelerated Virtual
I/O ネットワーク
インタフェース
は、avio_lan ア
ダプタタイプを使
用して定義された
ものです
(hpvmresources
マンページを参照
してください)。

APA ポートも含
め、以下のイー
サーネットドライ
バがサポートされ
ます。

• iether

• igelan

• ixgbe

A.03.50 より前のバージョンではサポートされません。Accelerated
Virtual I/O
(AVIO) ネット
ワークインタ
フェース
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Integrity VM マンページ
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hpvm(5)
名称

hpvm -- HP Integrity Virtual Machines (Integrity VM)。

構文

Virtualization technology

説明

HP Integrity Virtual Machines を使用すると、HP Integrity サーバー用に設計された変更されて
いないオペレーティングシステムが動作できる、仮想マシンの作成と管理を行うことができ
ます。 Integrity VM は、VM ホストを提供します。これは、物理マシンを管理し、メモリー、
CPU 時間、I/O デバイスなどのシステムリソースを仮想マシンに割り当てます。 VM ホスト
は、物理マシンにインストールされた HP-UX オペレーティングシステムで、Integrity Virtual
Machines 製品を実行します。 仮想マシンは VM ホストと同じ物理マシン上で動作し、通常
の HP-UX プロセスのように見えます。 各仮想マシンは、ファームウェアを含む、実際の
Integrity マシンをエミュレーションします。 仮想マシンは、ゲストと呼ばれることもありま
す。 仮想マシンで動作するオペレーティングシステムは、ゲスト オペレーティング システム
またはゲスト OS といいます。
Integrity VM コマンドは、以下のとおりです。

• hpvmclone: 仮想マシンのクローンコピーを作成します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmcollect: ホストおよびゲストのクラッシュダンプ、ログ、システムステータス、
構成を収集します。 VM ホストおよびゲスト上で動作します。

• hpvmconsole: 仮想マシンのコンソールに接続します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmcreate: 新しい仮想マシンを作成します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmdevmgmt: デバイスデータベースを管理します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmmgmt: ゲストのメモリー割り当てを管理します。 ゲスト上でのみ動作します。

• hpvminfo: Integrity VM 環境についての情報を表示します。 VM ホストおよびゲスト上
で動作します。

• hpvmmigrate: 仮想マシンを VM ホスト間で移動します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmmodify: 仮想マシンの名前変更または属性の変更を行います。 VM ホスト上で動
作します。

• hpvmnet: 仮想ネットワークデバイスを構成します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmremove: 仮想マシンを削除します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmstart: 仮想マシンを起動します。 VM ホスト上で動作します。

• hpvmstatus: 1 つ以上の仮想マシンのステータスを表示します。 VM ホスト上で動作し
ます。

• hpvmstop: 仮想マシンを停止します。 VM ホスト上で動作します。

• p2vassist: システムワークロードを各サーバーから仮想マシンに移動します。 VM ホ
スト上で動作します。
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hpvmconsole を除くすべてのコマンドで、スーパーユーザー権限が必要です。
Integrity VM コマンドをゲスト上で使用するには、『HP Integrity Virtual Machines インストー
ル/構成/管理ガイド』で説明されているように、ゲスト管理ソフトウェアをインストールし
ます。

著者

HP Integrity Virtual Machines は HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、hpvmdevmgmt(1M)、
hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmclone(1M)
名称

hpvmclone -- 既存の仮想マシンのコピーである新しい仮想マシンを作成します。

構文

hpvmclone { -P vm_name | -p vm_number } -N clone_name [ -F | -s ] [-l vm_label]
[-B start_attr] -O os_type:version [-c number_vcpus] [ -e percent | -E cycles
] [-r amount] [-S] [-g -group] [-g [+]group[: { admin | oper }]] [-u -user] [-u
[+]user[: { admin | oper }]] [-a rsrc ] [-m rsrc] [-d rsrc] [-b rsrc] [-x
keyword=value]

説明

hpvmclone コマンドは、既存の仮想マシンとその構成情報のコピーを作成します。 このコ
マンドは、既存のゲストの構成ファイルをコピーします。 ゲストに関連付けられている実際
のデータとソフトウェアはコピーしません。 clone_vm_name は、このホスト上にすでに存
在しないものである必要があります。

新しい仮想マシンの構成情報は、コマンドオプションを使用して元の構成ファイルから変更
することができます。 オプションが指定されていない場合は、元のパラメータがすべて保持
されます。 この場合、元の仮想マシンとクローン仮想マシンが同時にブートされた場合に、
リソース競合が発生します。

リソースを確認して、仮想マシンがサーバーで単独で起動可能かどうかを決定します。問題
はすべて、WARNINGS として報告されます。 これらの警告により、新しい仮想マシンの作
成が中止されることはありません。

hpvmclone コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

新しい仮想マシンを作成せずに警告を出力するには、-s オプションを使用してください。
新しい仮想マシンの動作中に別の仮想マシンが同時に動作している保証はないので、以下の
コマンドを使用してデバイスの依存関係を確認します。

hpvmdevmgmt -l entry_name

ここで、entry_name は、デバイス-管理データベース内のデバイス名です。
オプションを省略すると、関連付けられた属性は変更されません。

-P vm_name クローン作成に使用される既存の仮想マシンの
名前を指定します。

-P または-p オプションのいずれかを指定する
必要があります。

-p vm_number クローン作成に使用される既存の仮想マシンの
番号を指定します。 hpvmstatus コマンドを
使用して vm_number を取得できます。
-P または-p オプションのいずれかを指定する
必要があります。
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-N clone_vm_name 新しい仮想マシンに割り当てられる名前を指定
します。 使用できる文字は最長 256 文字の英
数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線
(_)、およびピリオド (.) を使用することができ
ます。

仮想マシン名の先頭に、ダッシュ (-) は使用で
きません。 -N オプションを指定する必要があ
ります。

-e percent 新しいゲストの仮想 CPU が使用権を持つ CPU
リソースの割合を指定します。 使用権がこの
オプションまたは-E オプションで指定されな
い場合は、新しい仮想マシンの使用権は既存の
仮想マシンの使用権になります。

割合には、0～100 の整数値を設定することが
できます。指定されている値が 5 より小さい
場合は、仮想マシンには最小の割合である 5%
が割り当てられます。 デフォルトは 10% で
す。

サイクルまたは割合で指定された、既存の仮想
マシンから継承された使用権のある CPU リソー
スは、新しい仮想マシンではこの割合で置き換
えられます。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用
することはできません。

-E cycles 仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイ
クル数で指定します。 サイクルがこのオプショ
ンで指定されておらず、かつ-e オプションが
指定されていない場合は、新しい仮想マシンの
CPU リソース使用権は既存の仮想マシンの使
用権になります。

サイクルは、整数に続けて単位を指定する次の
いずれかの文字を付けて表します。

• M: メガヘルツ

• G: ギガヘルツ
文字が指定されない場合は、デフォルト
の単位はメガヘルツになります。

サイクルまたは割合で指定され、既存の仮想マ
シンから継承された使用権の値は、新しい仮想
マシンでは CPU クロックサイクルの新しい値
で置き換えられます。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用
することはできません。
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-l vm_label 新しい仮想マシンの説明テキスト文字列を指定
します。 特定の仮想マシンを hpvmstatus
-V での表示で確認するのに役立ちます。 ラベ
ルは、最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、
0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド
(.) を使用することができます。空白が必要な
場合は、ラベルを 2 つの 2 重引用符 ("") で囲
む必要があります。

-B start_attr 仮想マシンの起動時動作を指定します。
start_attr 属性は、以下の値を取ることが
できます (大文字と小文字を区別しません)。

• auto: Integrity VM がホスト上で初期化さ
れたときに仮想マシンを自動的に起動し
ます。

• manual: 仮想マシンを手動で起動します
(これがデフォルトの設定です)。

start_attr 属性を auto に設定した場合は、
仮想マシンは Integrity VM が初期化されたとき
に起動されます。この動作はデフォルトです。
これは VM ホストシステムがブートしたとき
に起こりますが、動作中の VM ホスト上で
Integrity VM ソフトウェアが停止して再起動し
たときにも起こります。 たとえば、動作中の
システムで Integrity VM を新しいバージョンに
アップグレードしたときに、ソフトウェアは自
動的に起動されます。 VM ホストは、属性が
auto に設定されたすべての仮想マシンを起動
しようとします。 十分なリソースがない場合
は、一部の仮想マシンが起動に失敗することが
あります。

属性を manual に設定した場合、仮想マシン
は Integrity VM が VM ホスト上で初期化された
ときに自動的には起動されません。これがデ
フォルトの設定です。 その場合仮想マシンは、
hpvmstart コマンドを使用して、またはその
仮想コンソールから起動することができます。

このオプションでは、仮想マシンが起動された
ときにブートを有効にするようにその仮想マシ
ンのコンソールを設定することはありません。
この機能は、仮想マシンのコンソールで設定す
る必要があります。

-O os_type[:version] 仮想マシン上で実行するオペレーティングシス
テムの種類とバージョンを指定します。 この
応答は、メモリー量や CPU 能力など、特定の
仮想マシン属性のデフォルトの選択に影響を与
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えます。 os_type は、HP-UX、WINDOWS、ま
たは LINUX のいずれかです。 このパラメータ
は大文字と小文字を区別しません。 version
は、オペレーティングシステムの種類に固有で
す。

version には、オペレーティングシステムのバー
ジョンの説明テキスト文字列を指定します。
version 文字列は最長 256 文字の英数字で、
A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、および
ピリオド (.) を使用することができます。 空白
が必要な場合は、version を引用符で囲む必
要があります。

-a rsrc I/O リソースを新しい仮想マシンに追加しま
す。リソース指定 (rsrc) は、hpvmresources(5)
に説明があります。

このオプションは複数回指定することができま
す。

-d rsrc I/O リソースを新しい仮想マシンから削除しま
す。リソース指定 (rsrc) は、hpvmresources(5)
に説明があります。

このオプションは複数回指定することができま
す。

-m rsrc クローン作成された仮想マシンの I/O リソー
スを変更します。

このオプションは複数回指定することができま
す。

Integrity VM は、次の種類のゲスト仮想デバイ
スを認識します。

• 仮想ディスク。VM ホストファイルシステ
ム内のファイル、論理ボリューム、ディ
スクパーティション、またはディスク全
体に対応付けが可能です。

• 仮想 DVD。VM ホストファイルシステム
内のファイルまたは物理 DVD ドライブに
対応付けが可能です。

• 仮想ネットワークスイッチ (vswitch)。
hpvmnet コマンドを使用して作成され、
物理 LAN カードに対応付けが可能です。
vswitch についての詳細は、hpvmnet マン
ページを参照してください。
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ゲストのストレージおよびネットワークリソー
スの指定についての詳細は、hpvmresources(5)
を参照してください。

-b rsrc クローン作成された仮想マシンのブートデバイ
スを指定します。

rsrc パラメータに-b オプションを指定する
には、仮想デバイス ハードウェア アドレスを
指定する必要があります。 仮想デバイス ハー
ドウェア アドレスには、クローン作成元のブー
トディスクのアドレスを指定します。 物理デ
バイスには、クローン作成先のブートディスク
を指定します。

ゲストのストレージおよびネットワークリソー
スの指定についての詳細はhpvmresources(5) を
参照してください。

-F リソースの混雑を含む、すべての仮想マシン構
成警告を無視します (強制モード)。
このオプションは、主に、スクリプトやその他
の非対話型アプリケーションによって使用され
ることを想定しています。

-c number_vcpus 新しい仮想マシンに認識される仮想 CPU 数を
指定します。 指定しない場合は、既存の仮想
マシンの数字がデフォルトになります。

-r amount ブート時に新しい仮想マシンの使用可能なメモ
リ量を指定します。

サイズは整数で表わし、オプションで、続けて
次のいずれかの文字を付けます。

• M (メガバイト)

• G (ギガバイト)

文字が指定されない場合は、単位の種類はデ
フォルトでメガバイトになります。 -r オプ
ションを省略すると、メモリー量は既存の仮想
マシンのメモリー量になります。

-S クローン作成されたゲストが元のゲストと同じ
仮想 LAN(VLAN) ポートを共有する必要がある
ことを指定します。 デフォルトでは、
hpvmclone コマンドは、クローン操作のソー
スであるゲストに割り当てられたものと異なる
VLAN ポートを割り当てます。

-g [+]group:{ | admin | oper} グループ権限を指定します。 -g [+]group:{
| admin | oper} 構文を使用してグループ
を追加します。ここで、+ はオプションです。
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グループ権限を追加するときの、デフォルトの
権限タイプは oper です。
グループ権限を削除するには、-g -group 構
文を使用します。

このオプションは複数回指定することができま
す。

-u [+]username:{ | admin | oper} ユーザー権限を指定します。 ユーザー権限を
削除するには、-u user 構文を使用します。
ここで指定された仮想マシンユーザーアカウン
トでは、hpvmconsole コマンドを使用して仮
想マシンを管理できます。

-u [+]user:{ | admin | oper} 構文を
使用してユーザー権限を追加します。ここで、
+ はオプションです。 グループ権限を追加す
るときの、デフォルトの権限タイプは oper で
す。

-s 新しい仮想マシン構成が正常であるかどうかを
確認し、警告またはエラーを返します。ただし
仮想マシンは作成しません。

-x 以下のキーワードを含めることにより、新しい
仮想マシンが、動的メモリー、およびそれに関
連付けられた値を使用するかどうかを指定しま
す。

• -x dynamic_memory_control={0|1}

• -x
ram_dyn_type={none|any|driver}

• -x ram_dyn_min=amount

• -x ram_dyn_max=amount

• -x ram_dyn_target_start=amount

新しい仮想マシンの MAC アドレスを指定する
には、-x mac_address={new|same} と入
力します。

新しい仮想マシンのシリアル番号を指定するに
は、-x serial_number={new|same} と入
力します。

戻り値

hpvmclone コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。
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診断

hpvmclone は、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定された。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• -a、-m、-d、-g、-u 以外の少なくとも 1 つのオプションが、複数回指定された。

• clone_vm_name がすでに存在する。

• vm_name または vm_number が、存在しない、アクセスできない、仮想マシンではな
い、壊れている、のいずれかである。

• hpvmclone コマンドおよび Integrity VM が異なったリビジョンレベルである。

• 同じリソースが複数回指定されていた。

• 別の仮想マシンに割り当てられたリソースが指定されていて、強制フラグ (-F) が使用さ
れていなかった。

例

compass2 という名前の仮想マシンをクローン作成に使用して、compass5 という名前の新し
い仮想マシンを作成します。

# hpvmclone -P compass2 -N compass5

以下の警告メッセージの例は、hpvmclone が実行されてゲスト compass5 上でさまざまな
構成の問題が発生したときに返されるものです。

HPVM guest compass5 configuration problems:
Warning 1: Guest needs more vcpus than server supports.
Warning 2: Insufficient free memory for guest.
Warning 3: Insufficient swap resource for guest.
Warning 4: Insufficient cpu resource for guest.
Warning 5 on item /dev/rdsk/c2t1d0: Device file '/dev/rdsk/c2t1d0' in use by another guest.
Warning 6 on item /dev/vg00/rswap: Device file '/dev/vg00/rswap' in use by server.
Warning 7 on item /dev/rdsk/c1t1d3 backing device does not exist.
Warning 8 on item /dev/rdsk/c3t1d0: Device file '/dev/rdsk/c3t1d0' in use by another guest.
Warning 9 on item hostnet: MAC address in use for switch hostnet.
Warning 10 on item offnet: Vswitch offnet is not active.
Warning 11 on item badnet: 'badnet' backing device does not exist.

These problems will prevent HPVM guest compass5 from booting.

以下の例は、既存のゲスト (vm1) と同じポートを使用する vmclone1 という名前のゲストを作
成する hpvmclone コマンドの使用方法を示します。hpvmnet コマンドは、2 つのゲストが
仮想スイッチ vmlan4 上のポート 1 とポート 2 を共有していることを示しています。 アク
ティブな仮想マシン (vm1) のみがポートを使用することができます。
# hpvmclone -P vm1 -N vmclone1 -S

# hpvmnet -S vmlan4
Name Number State Mode PPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ====== ============== ===============
vmlan4 2 Up Shared lan4 0x00127942fce3 192.1.2.205

[Port Configuration Details]
Port Port Port Untagged Number of Active VM
Number state Adaptor VLANID Reserved VMs
======= ============ ======== ============ ============
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1 Active lan none 2 vm1
2 Active lan 100 2 vm1
3 Active avio_lan none 1 vm2
4 Active lan 100 1 vm2

以下の例は、linux1 という名前の既存のゲストに基づいて、linux2 という名前の新しい
Linux ゲストを作成する hpvmclone コマンドの使用方法を示します。 ブートディスクが指定
されます。

# hpvmclone -P linux1 -N linux2 -b disk:scsi:0,0,0:disk:

著者

hpvmclone コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、hpvmdevmgmt(1M)、
hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmcollect(1M)
名称

hpvmcollect -- 事後分析のために、VM ホストおよびゲストのクラッシュダンプ、ログ、シス
テム状態、構成を収集します。

構文

hpvmcollect -P vm_name -p vm_number [-c] [-f] [-g] [-h] [-l] [-b
bug-report-number] [-d directory] [-n crash-dump-number] [-s host] { (VM ホス
ト) }
hpvmcollect [-c] [-f] [-g] [-h] [-l] [-b bug-report-number] [-d directory] [-n
crash-dump-number] [-s host] { (ゲスト) }

説明

hpvmcollect コマンドは、ログファイル、システムステータス、デバイス情報、システム
および Integrity Virtual Machines 構成、ゲスト情報、およびオプションでクラッシュダンプを
収集します。

VM ホスト上で実行するときは、指定したゲストについての情報に加えて、システム全体の情
報も収集します。 この場合は、仮想マシン名または仮想マシン番号を使用してゲストを指定
できます。

ゲストで実行するときは、hpvmcollect コマンドはゲストに関連付けられている情報のみ
を収集します。

hpvmcollect コマンドは、ディレクトリを作成し、収集した情報を含む tar アーカイブま
たは圧縮 tar アーカイブを生成して、カレントディレクトリに置きます。 デフォルトでは、
アーカイブ名は、ゲスト名の後ろにタイムスタンプを付けて作成されます。

hpvmcollect コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmcollect コマンドは、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-b bug-report-number デフォルトのアーカイブ名を bug-report-number と指

定したラベルで置き換えます。 同じ名前のアーカイブが存
在する場合は、元の名前にタイムスタンプを追加した名前
に変更して新しいアーカイブを作成します。 VM ホストお
よびゲスト上の両方で有効です。

-c アーカイブ内に最新のクラッシュダンプ ディレクトリを含
めます。 このオプションは、ゲストまたは VM ホストがク
ラッシュまたはハングアップしたときに使用します。 VM
ホストおよびゲスト上の両方で有効です。

-d directory hpvmcollect_archive ディレクトリを作成するターゲッ
トディレクトリを指定します。 VM ホストおよびゲスト上
の両方で有効です。
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-f アーカイブが存在する場合に、タイムスタンプを付けて名
前を変更するのではなく、強制的に上書きします。 VM ホ
ストおよびゲスト上の両方で有効です。

-g メモリーダンプが hpvmcollect アーカイブに収集された
後で、ゲストのデバッグメモリーダンプディレクトリをク
リーンアップします。 VM ホスト上でのみ有効です。

-n crash-dump-number アーカイブにコピーするクラッシュダンプの数を指定しま
す。 VM ホストおよびゲスト上の両方で有効です。 デフォ
ルトでは、hpvmcollect コマンドは (境界ファイルに従っ
て) 最新のクラッシュダンプディレクトリをコピーします。
このオプションは、-c オプションとのみ使用することが
できます。

-l 収集した情報をアーカイブするのではなくディレクトリに
残します。 VM ホストおよびゲスト上の両方で有効です。

-s hostname アーカイブを受信するホスト名を指定します。これは、scp
を使用してコピーされます。 パスワードなしでホストにロ
グインできることを確認してください。 VM ホストおよび
ゲスト上の両方で有効です。

-h ヘルプメッセージを表示します。 VM ホストおよびゲスト
上の両方で有効です。

-P vm_name アーカイブする仮想マシンの一意の名前を指定します。
VM ホスト上でのみ有効です。
-P オプションと-p オプションを、同時に使用することは
できません。

-p vm_number アーカイブする仮想マシンの一意の番号を指定します。
vm_number は、hpvmstatus コマンドによって表示され
ます。 VM ホスト上でのみ有効です。
-P オプションと-p オプションを、同時に使用することは
できません。

戻り値

hpvmcollect コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmcollect コマンドは、各収集のステータスを 1 行ずつ表示します。

• OK: 項目収集は正常に終了した。
NO: 項目を収集するためにオプションが使用されなかった。
N/A: hpvmcollect は項目を収集するように要求されていたが、失敗した。 考えられる理
由は、以下のとおりです。

このコマンドが利用できない ($PATH にないなど)。
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コマンドがエラーで終了した。したがって、何も収集されなかった。

ログファイル生成の契機となる条件が発生しなかった。

例

VM ホストで、VM ホストとゲストの myguest の情報を収集します。
# hpvmcollect -P myguest
HPVM host crash/log collection tool version 3.0

Gathering info for post-mortem analysis of guest 'myguest' on host

Copying host's device database ...................................... N/A
Collecting I/O configuration info ................................... OK
Collecting filesystem info .......................................... OK
Collecting system info .............................................. OK
Collecting lan info ................................................. OK
Running lanshow ..................................................... NO
Collecting installed sw info ........................................ OK
Collecting command logs ............................................. OK
Collecting messages from vmm ........................................ OK
Collecting lv info .................................................. N/A
Collecting vgdisplay info ........................................... OK
Collecting vxprint info ............................................. OK
Collecting disk info ................................................ OK
Collecting passthru disk info ....................................... N/A
Collecting file backing store info .................................. OK
Copying guest's log file ............................................ OK
Copying guest's tombstone file ...................................... N/A
Copying guest's console log file .................................... OK
Copying hpvm configuration .......................................... OK
Copying hpvm control script ......................................... OK
Copying guest's config file ......................................... OK
Getting status of the guest ......................................... OK
Getting detailed status of the guest ................................ OK
Getting guest's entitlement ......................................... OK
Copying guest's config file change log .............................. OK
Copying guest VM crash image ........................................ N/A
Copying VMM image ................................................... OK
Copying hpvmdvr image ............................................... OK
Copying hpvmntdvr image ............................................. OK
Copying NVRAM image ................................................. OK
Collecting IPMI logs ................................................ OK
Copying guest debug memory file ..................................... N/A
Garbage collect guest debug memory files ............................ N/A
Collecting crash dump ............................................... NO
Running crashinfo ................................................... NO
Collecting tombstone ................................................ NO
Collecting system message buffer .................................... OK
Collecting system syslogs ........................................... OK
Collecting measureware logs ......................................... OK

Finished with the collection

Tar archiving and compressing ....................................... TGZ
Remote copying the archive ......................................... NO
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The collection is
"/tmp/sornson/hpvmcollect_archive/myguest_Dec.08.06_171639EST.tar.gz"

VM ホストで、クラッシュダンプ 23 を含めて、アーカイブディレクトリを /tmp に書き込み
ます。

# hpvmcollect -d /tmp -c -n 23 -P myguest

VM ホストで、tar アーカイブを作成せずに収集した情報をアーカイブディレクトリに残し
ます。

# hpvmcollect -P myguest -l

ゲストで、最新のゲストクラッシュダンプとともにゲスト情報を収集します。

# hpvmcollect -c
HPVM guest crash/log collection tool version 3.0

Gathering info for post-mortem analysis on guest (hostname 'guest1')

Copying host's device database ...................................... N/A
Collecting I/O configuration info ................................... OK
Collecting filesystem info .......................................... OK
Collecting system info .............................................. OK
Collecting lan info ................................................. OK
Running lanshow ..................................................... NO
Collecting installed sw info ........................................ OK
Collecting crash dump ............................................... NO
Running crashinfo ................................................... NO
Collecting tombstone ................................................ NO
Collecting system message buffer .................................... OK
Collecting system syslogs ........................................... OK
Collecting measureware logs ......................................... N/A

Finished with the collection

Tar archiving and compressing ....................................... TGZ
Remote copying the archive ......................................... NO

The collection is
"//hpvmcollect_archive/guest1_Jan.10.07_182804EST.tar.gz"

著者

hpvmcollect コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、hpvmdevmgmt(1M)、
hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmconsole(1M)
名称

hpvmconsole -- 仮想マシンのコンソールに接続します。

構文

hpvmconsole { -P vm-name | -p vm-number } [-c command] [-e echar] [-f] [-i] [-q]

説明

Integrity VM 仮想マシンコンソールは、Integrity システムのメンテナンスプロセッサに外観が
似ています。 仮想マシンにはそれぞれ固有の仮想コンソールがあり、そこから仮想マシンお
よびゲスト オペレーティングシステムを管理できます。 hpvmconsole コマンドでは、指定
した仮想マシンの仮想コンソールに接続します。

VM ホストの物理コンソールにログインして対話的に hpvmconsole を実行した場合:
物理コンソールに戻るには、Ctrl/B を使用します。
仮想コンソールのメインメニューに戻るには、Ctrl/X を使用します。

オプション

hpvmconsole は、以下の標準の Integrity VM オプションと引き数を認識します。
-P vm-name ブートされる仮想マシンの名前を指定します。

-P または-p オプションのいずれかを指定することができます
が、両方を指定することはできません。

-p vm-number ブートされる仮想マシンの番号を指定します。 vm-number は、
hpvmstatus コマンドによって表示されます。
-P または-p オプションのいずれかを指定することができます
が、両方を指定することはできません。

-c command 標準入力から読み込む前に実行するコンソールコマンドを提供
します。 -c オプションは、スクリプティングおよびロギングの
目的で提供されています。 複数の-c オプションを入力すること
ができます。これらは、左から右に処理されます。このモード
では、Ctrl/B 文字を使用してコマンドモードに戻ることはでき
ません。 このモードは、-f オプションと一緒に使用してコン
ソールモードに入り、OS コンソール出力を監視する場合に役立
ちます。 その場合でも、指定されたコンソールコマンドでは、
-i オプションが同時に指定されていないかぎり、標準入力の読
み取りを防止するために-nc オプション (サポートされている場
合) が後に続くことを想定しています。

-e echar 標準の Ctrl/B エスケープ (またはアテンション) 文字を無効にし
ます。 文字は、リテラル制御文字、または脱字符号 (^) の後ろ
に別の文字を続けて指定できます。

-f 標準入力で EOF に達した後に以下のコンソール出力を継続しま
す (このオプションはスクリプティングおよびロギングの目的で
存在します)。
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-i -c および-f オプションを使用する場合でも、コンソール (標準
入力からの読み取り) と対話します。

-q スクリプトで実行される動作の冗長度を小さくします。

戻り値

hpvmconsole コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: プログラムの実行が正常に終了した。
1: 無効なオプションまたはオプションに対する無効な
引き数 (用法エラー)。
2: 他のすべてのプログラム障害 (動作エラー)。

診断

hpvmconsole コマンドは、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表
示します。

• 無効なオプションが指定された。

• hpvmconsole コマンドおよび Integrity VM が異なったリビジョンレベルである。

• 動作エラーが発生しました。

例

コンソールを対話的に使用するには:
# hpvmconsole -p guestname

ゲストコンソールログを正しい順序で収集するには:
# hpvmconsole -P "$GUEST" -q -c cl > $GUEST.conslog

同様に、ゲスト動作ログを収集するには:
# hpvmconsole -P "$GUEST" -q -c 'rec -view' > $GUEST.applog

デフォルトのアテンション文字 (Ctrl/B) を無効にして、代わりに Ctrl/t を使用するには:
# hpvmconsole -e ^t -P guestname

著者

hpvmconsole コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmcreate(1M)、hpvmdevmgmt(1M)、
hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)

231



hpvmcreate(1M)
名称

hpvmcreate -- 新しい Integrity Virtual Machines 仮想マシンを作成します。

構文

hpvmcreate -P vm-name [ -F | -s ] [-l vm-label] [-B start-attr] [-O
os-type[:version]] [-c number-vcpus] [ -e percent | -E cycles ] [-r amount] [-g
group[: { admin | oper }]] [-u user[: { admin | oper }]] [-a rsrc] [-i { SG |
SG-pkgname | GWLM | NONE }] [-j { 0 | 1 }] [-x keyword=value]

説明

hpvmcreate コマンドは、新しい仮想マシン (ゲスト) を作成し、指定した属性とリソースを
それに割り当てます。 このコマンドでは、ゲストから見た仮想デバイスと VM ホストによっ
て管理される物理デバイスとの間に関連付けが作成されます。

hpvmcreate コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。
仮想マシンの作成は柔軟性を実現するように設計されており、また作成された仮想マシンは、
必ずしもすべてが同時に動作したり、または現在の VM ホスト上で動作するものではないこ
とが前提となっています。 したがって、hpvmcreate コマンドでは、現在のシステムでブー
トできない仮想マシンも作成することができます。 ゲスト構成は、現在の VM ホスト上での
起動を不可能にするあらゆる問題に対して、作成時には警告、起動時にはエラーを受信しま
す。 実際にゲストを作成せずに現在の VM ホストの特定の構成を確認するには、-s オプショ
ンを使用します。

オプション

-P vm-name 仮想マシンの名前を指定します。 この名前は、VM ホスト
上で一意である必要があります。 この仮想マシン名は、他
の Integrity VM コマンドで使用してコマンドの対象となる
仮想マシンを指定します。 仮想マシンのコンソールへのリ
モートアクセスを可能にする予定がある場合は、仮想マシ
ン名は正式な UNIX アカウント名を使用する必要がありま
す。

この名前は最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッ
シュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用することがで
きます。 仮想マシン名の先頭に、ダッシュ (-) は使用でき
ません。 -P オプションは必須です。

-e percent ゲストの仮想 CPU のそれぞれが使用権をもつ CPU リソー
スの割合を指定します。 システム CPU 負荷のピーク時に、
使用権によって、この仮想マシンに対する CPU リソース
の最小限の割り当て量が保証されます。

割合には、0～100 の整数値を設定することができます。
指定されている値が 5 より小さい場合は、仮想マシンには
最小の割合である 5% が割り当てられます。 デフォルトの
使用権は 10% です。
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ゲスト計算に加えて、Integrity VM では、ロギング、ネッ
トワーキング、およびファイルシステムデーモンなどの重
要なシステム機能用に処理能力を予約します。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用することは
できません。

-E cycles 仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイクルで指定
します。

サイクルは、整数に続けて単位を指定する次のいずれかの
文字を付けて表します。

• M: メガヘルツ

• G: ギガヘルツ
文字が指定されない場合は、デフォルトの単位はメガ
ヘルツになります。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用することは
できません。

-F すべてのリソース競合チェックと関連する警告メッセージ
を抑制します (強制モード)。 このオプションは、主に、ス
クリプトやその他の非対話型アプリケーションによって使
用されることを想定しています。 -F オプションを指定し
て作成された仮想マシンでリソースの問題が発生しても、
通知されることはありません。

-F オプションと-s オプションを、同時に使用することは
できません。

-a ゲスト仮想デバイスの VM ホスト バッキングストアへの
マッピングを指定します。 仮想デバイスのインスタンス
が、VM ホストの管理する物理エンティティ上で作成され
ます。 これらの物理エンティティ (ネットワークカード、
ファイル、論理ボリューム、ディスクパーティションなど)
を総称して「バッキングストア」といいます。

Integrity VM は、次の種類のゲスト仮想デバイスを認識し
ます。

• 仮想 DVD。VM ホストファイルシステム内のファイル
または物理 DVD ドライブに対応付けが可能です。

• 仮想ディスク。VM ホストファイルシステム内のファ
イル、論理ボリューム、ディスクパーティション、ま
たはディスク全体に対応付けが可能です。

• アタッチ I/O デバイス (DVD、テープ、メディアチェ
ンジャー、またはその他の種類の周辺装置)

• 仮想ネットワークデバイス。hpvmnet コマンドを使
用して作成され、物理 LAN カードに対応付けが可能

233



です。仮想ネットワークデバイスについての詳細は、
hpvmnet マンページを参照してください。

ゲストのストレージおよびネットワークリソースの指定に
ついての詳細は、hpvmresources(5) を参照してください。

-i package-name 仮想マシンが Serviceguard または gWLM (あるいはその両
方) で管理されるかどうかを指定します。 引き数について
は、Serviceguard パッケージ名、gWLM あるいはその両方
を指定します。 このオプションは、Integrity VM ソフトウェ
アによって使用されます。このオプションは、HP から指
示がないかぎり使用しないでください。

-j {0|1} 仮想マシンが分散ゲスト (すなわち Serviceguard で管理さ
れ、別のクラスタメンバーにフェイルオーバー可能) かど
うかを指定します。 このオプションは、Integrity VM ソフ
トウェアによって使用されます。このオプションは、HP
から指示がないかぎり使用しないでください。

-l vm-label この仮想マシンの説明ラベルを指定します。 特定の仮想マ
シンを hpvmstatus -V での表示で識別するのに役立ちま
す。 ラベルは、最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、
ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用すること
ができます。 空白が必要な場合は、ラベルを 2 つの 2 重
引用符 ("") で囲む必要があります。

-B start-attr 仮想マシンの起動時動作を指定します。start_attr 属性
は、以下の値を取ることができます (大文字と小文字を区
別しません)。

• auto: Integrity VM がホスト上で初期化されたときに
仮想マシンを自動的に起動します。

• manual: 仮想マシンを手動で起動します。

start-attr 属性を auto に設定した場合は、仮想マシン
は Integrity VM が初期化されたときに起動されます。この
動作はデフォルトです。これは VM ホストシステムがブー
トしたときに起こりますが、動作中の VM ホスト上で
Integrity VM ソフトウェアが停止して再起動したときにも
起こります。たとえば、動作中のシステムで Integrity VM
を新しいバージョンにアップグレードしたときに、ソフト
ウェアは自動的に起動されます。VM ホストは、属性が
auto に設定されたすべての仮想マシンを起動しようとし
ます。十分なリソースがない場合は、一部の仮想マシンが
起動に失敗することがあります。

属性を manual に設定した場合、仮想マシンは Integrity
VM が VM ホスト上で初期化されたときに自動的には起動
されません。その場合仮想マシンは、hpvmstart コマン
ドを使用して、またはその仮想コンソールから起動するこ
とができます。
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このオプションでは、仮想マシンが起動されたときにブー
トを有効にするようにその仮想マシンのコンソールを設定
することはありません。この機能は、仮想マシンのコン
ソールで設定する必要があります。

-O os-type[:version]] 仮想マシン上で実行するオペレーティングシステムの種類
とバージョンを指定します。 この応答は、メモリー量や
CPU 能力など、特定の仮想マシン属性のデフォルトの選択
に影響を与えます。os_type は、HPUX、WINDOWS、また
は LINUX のいずれかです。 このパラメータは大文字と小
文字を区別しません。

version は、オペレーティングシステムの種類に固有で
す。 version には、オペレーティングシステムのバージョ
ンの説明テキスト文字列を指定します。version 文字列は最
長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下
線 (_)、およびピリオド (.) を使用することができます。空
白が必要な場合は、version を引用符で囲む必要があり
ます。

-c number-vcpus この仮想マシンがブート時に認識する仮想 CPU 数を指定
します。 指定しない場合は、デフォルトは 1 になります。
ゲストに割り当て可能な仮想 CPU の最大数は 4 です。

-r amount この仮想マシンで使用可能なメモリ容量を指定します。

サイズは、整数で表わし、オプションで、続けて次のいず
れかの文字を付けます。

• M (メガバイト)

• G (ギガバイト)

指定しない場合は、単位のデフォルトはメガバイトになり
ます。 -r オプションを省略すると、サイズのデフォルト
は 2GB になります。

-g group[:kind]] グループ権限を指定します。 このグループのメンバである
VM ホストアカウントでは、hpvmconsole コマンドを使
用してこのゲストを管理します。 group パラメータには、
グループの名前を指定します。 kind 引き数には、仮想コ
ンソールで使用できる権限レベルを指定します。権限レベ
ルは admin または oper (デフォルト) です。
このオプションは複数回指定することができます。

-u user[:kind]] ユーザー権限を指定します。 ここで指定された VM ホスト
ユーザーアカウントでは、hpvmconsole コマンドを使用
してゲストを管理します。user パラメータには、ユーザー
名を指定します。 kind 引き数には、仮想コンソールで使
用できる権限レベルを指定します。権限レベルは admin
または oper (デフォルト) です。
このオプションは複数回指定することができます。
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-s 仮想マシン構成が正常であるかどうかを確認し、警告また
はエラーを返します。ただし仮想マシンは作成しません。

このオプションは、hpvmcreate コマンドによる、仮想マ
シンを実際に作成しない場合の仮想マシン構成のリソース
チェックを起動するために使用します。 -s オプションを
指定しない場合は、リソース警告が発生しても仮想マシン
が作成されます。

-F オプションと-s オプションを、同時に使用することは
できません。

-x 以下のキーワードを含めることにより、新しい仮想マシン
が、動的メモリー、およびそれに関連付けられた値を使用
するかどうかを指定します。

• -x dynamic_memory_control={0|1}

• -x ram_dyn_type={none|any|driver}

• -x ram_dyn_min=amount

• -x ram_dyn_max=amount

• -x ram_dyn_target_start=amount

戻り値

hpvmcreate コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmcreate は、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定されたか、値が省略された。

• 指定された vm-name がすでに存在する。 hpvmmodify コマンドを使用して既存のゲ
ストを変更してください。

• -a、-g、-u 以外の少なくとも 1 つのオプションが、複数回指定された。または、同じ
リソースが複数回割り当てられた。

• 使用できないリソース (別の仮想マシンに割り当てられているか、使用可能なリソース制
限を超えている) が指定されている。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• hpvmcreate コマンドおよび Integrity VM ソフトウェアが異なったバージョンレベルで
ある。

例

myguest1 という名前の仮想マシンを作成します。4 つの仮想 CPU、2GB のメモリー、および
/dev/dsk/c1t2d0 を SCSI ディスクデバイスとして指定します。
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# hpvmcreate -P myguest1 -c 4 -r 2G -a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c1t2d0

myguest2 という名前の仮想マシンを作成します。2 つの仮想 CPU と vswitch1 という名前の
仮想スイッチを指定します。 各仮想 CPU は 50% の使用権があります。
# hpvmcreate -P myguest2 -c 2 -e 50 -a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c2t2d0 \
-a network:avio_lan::vswitch:vswitch1

cougar という名前の仮想マシンを作成します。これには、2 つの仮想 CPU、2GB メモリ、
ディスク全体に対応付けられる仮想ディスク、パーティションに対応付けられる仮想ディス
ク、LVM ボリュームに対応付けられる仮想ディスク、ISO ファイルに対応付けられる仮想
DVD、仮想スイッチ localnet に対応付けられる仮想ネットワークインタフェース、および仮
想スイッチ hostnet に対応付けられる高速仮想ネットワークインタフェースを装備します。
# hpvmcreate -P cougar -c 2 -r 2G \
-a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c3t1d0 \
-a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c2t1d0s1 \
-a disk:scsi::lv:/dev/vg00/rguestvol1 \
-a dvd:scsi::file:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/1123505GOLD.ISO \
-a network:lan::vswitch:localnet \
-a network:avio_lan::vswitch:hostnet

以下の警告メッセージの例は、hpvmcreate コマンドが実行されてゲスト myguest3 上でさ
まざまな構成の問題が発生したときに返されるものです。

HPVM guest myguest3 configuration problems:
Warning 1: Guest needs more vcpus than server supports.
Warning 2: Insufficient free memory for guest.
Warning 3: Insufficient swap resource for guest.
Warning 4: Insufficient cpu resource for guest.
Warning 5 on item /dev/rdsk/c2t1d0: Device file '/dev/rdsk/c2t1d0' in use by another guest.
Warning 6 on item /dev/vg00/rswap: Device file '/dev/vg00/rswap' in use by server.
Warning 7 on item /dev/rdsk/c1t1d3 backing device does not exist.
Warning 8 on item /dev/rdsk/c3t1d0: Device file '/dev/rdsk/c3t1d0' in use by another guest.
Warning 9 on item hostnet: MAC address in use for switch hostnet.
Warning 10 on item offnet: Vswitch offnet is not active.
Warning 11 on item badnet: 'badnet' backing device does not exist.
These problems will prevent HPVM guest myguest3 from booting.

以下の例は、ゲストの myguest1 の作成方法、および動的メモリーコントロールの指定方法
を示します。

# hpvmcreate -P myguest1 -c 4 -r 2G -a disk:scsi::disk:/dev/rdsk/c1t2d0 -x dynamic_memory_control=1

著者

hpvmcreate コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmdevmgmt(1M)、
hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmdevmgmt(1M)
名称

hpvmdevmgmt -- VM ホストおよびゲストに関連付けられたデバイスを管理します。

構文

hpvmdevmgmt -a { server | rdev | gdev }:entry-name [-V]
hpvmdevmgmt -d { server | rdev | gdev }:entry-name [-V]
hpvmdevmgmt -d { all | entry-name }:depend:dependent-name [-V]
hpvmdevmgmt -d { server | rdev | gdev }:attr:attr_name [-V]
hpvmdevmgmt -m { server | rdev | gdev }:attr:attr-name [-V]
hpvmdevmgmt -n {[gdev] | [rdev]}:oldentry-name:newentry-name0,newentry-name1
[-V]
hpvmdevmgmt -l { server | rdev | gdev } [-V]
hpvmdevmgmt -l { server | rdev | gdev }:depend:dependent-name [-V]
hpvmdevmgmt -l { server | rdev | gdev }:attr-name=attr-value [-V]
hpvmdevmgmt -I [-V]
hpvmdevmgmt -r
hpvmdevmgmt -v
hpvmdevmgmt -S file-size file-name [-V]

説明

ゲストデバイスの使用を追跡して検証する Integrity VM デバイス管理データベース内のエント
リーを管理して、デバイスが意図的に共有されることを確実にし、オプションで VM ホスト
が使用するデバイスへのゲストのアクセスを制限します。 hpvmcreate、hpvmmodify、
hpvmclone などの Integrity VM コマンドを使用すると、ゲストデバイスの変更、データベー
スへの追加、データベースからの削除が行われます。 hpvmdevmgmt コマンドを使用すると、
データベースエントリーの調査、共有デバイスなどの特定のデバイス属性の変更が可能にな
ります。 また、hpvmdevmgmt コマンドを使用すると、制限付きデバイス (ゲストアクセスが
禁止されたデバイス) に対するデータベースエントリー作成、および仮想デバイスとして使用
される拡張前ファイルに対するデータベースエントリーの作成を行うことができます。

デバイス管理データベースには、以下の 3 種類のエントリがあります。

• 制限付きデバイス (rdev)

• ゲストデバイス (gdev)

• VM ホストデバイス (server)

デバイス管理データベースエントリーには、名前またはエイリアス、attribute-name=value
の形式での属性、このエントリーに依存しているゲスト名およびデバイスエンティティのリ
スト、および一意の識別子が含まれます。

Integrity VM デバイス管理機能により、VM ホストによる排他的使用のためのデバイスとディ
レクトリを以下の 2 つの方法で制限できます。

• 個々のデバイス、ファイル、またはディレクトリパスを指定する。
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# hpvmdevmgmt -a rdev:/some-device
# hpvmdevmgmt -a rdev:/some-file
# hpvmdevmgmt -a rdev:/some-directory

この方法は、指定されたデバイス、ファイル、またはディレクトリを後でゲスト用とし
て設定することを制限します。

• 再帰的なディレクトリパスを指定する。

# # Restrict everything in and under a specified directory
# # that is also in the same file system that the specified
# # restricted directory is in.
# hpvmdevmgmt -a rdev:/some-directory:attr:RECURSIVE=FS

# # Restrict everything in and under a specified directory,
# # even if sub-paths to the specified restricted directory
# # contain mount points to other file systems.
# hpvmdevmgmt -a rdev:/some-directory:attr:RECURSIVE=DIR

この方法は、指定されたディレクトリの直下または階層下に存在するあらゆるものを後
からゲスト用として設定することを制限します。 再帰は、制限されたディレクトリと同
じファイルシステム内のディレクトリ、ファイル、およびデバイスに限定するように指
定する (RECURSIVE=FS) ことも、あるいはファイルシステムによって制限せず、制限さ
れたディレクトリの階層下にあるあらゆるものに適用するように指定する (RECURSIVE=DIR)
ことも可能です。

RECURSIVE 属性の指定は制限されたディレクトリにのみ可能であり、この属性の無効化また
は削除は全面的に適用されます。 以下の出力に注意してください。
# # Disable restricted directory recursion, but keep the
# # RECURSIVE attribute.
# hpvmdevmgmt -m rdev:/some-directory:attr:RECURSIVE=NONE

# # Disable restricted directory recursion by removing the
# # RECURSIVE attribute.
# hpvmdevmgmt -d rdev:/some-directory:attr:RECURSIVE

Integrity VM デバイス管理機能は、hpvmdevmgmt -I を実行したときに、自動的に 2 つのディ
レクトリ /etc/と /stand がファイルシステムによって再帰的に制限されるように設定しま
す。 このコマンドは、/sbin/init.d./hpvm start によって Integrity VM が起動する際に
常に実行されます。 これらのディレクトリの自動制限を禁止するには、以下に示す行のどち
らか一方を /etc/rc.config.d/hpvmconf ファイルに追加します。
HPVMRESDIRELIST=""
HPVMRESDIRLIST=

制限されたディレクトリのデフォルトのリストを置き換えるには、HPVMRESDIRLIST パラ
メータを次のように指定できます。

HPVMRESDIRLIST="RECURSIVE={DIR|FS}:/dir1[,...]"
HPVMRESDIRLIST=RECURSIVE={DIR|FS}:/dir1[,...]

ディスクバッキングストアのデバイスパス名を変更し、それらがゲストデバイスとして割り
当てられている場合は、レポート/修復関数 hpvmdevmgmt -r を実行してそれらのディスク
の新しいパス名を確認し、HPVM によってそれらを割り当て直します。 このコマンドは、
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hpvmdevmgmt -n コマンドを使用して再割り当てを行うシェルスクリプトを生成します。 構
文と使用法は、例を参照してください。

レポート/修復機能により複数のデバイスパスを選択して古いデバイスパスを置き換えること
ができることが明らかになった場合は、スクリプトを手動で編集し、選択する必要がありま
す。 レポート/修復スクリプトによって、問題の存在がデバイスデータベースから判明した特
定のデバイスエントリーを削除するように提案が示されることもあります。 それらの削除を
実施するには、スクリプトを手動で編集する必要があります。 レポート/修復関数でエラーが
見つかると、警告メッセージと情報メッセージが stderr に書き出されることがあります。
修復スクリプトの出力は、すべて stdout に書き出されます。 エラーが見つからない場合
は、修復スクリプトを実行するためにスクリプトを手動で編集する必要はありません。

hpvmdevmgmt コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。
Serviceguard 環境をセットアップ済みの場合は、このコマンドを使用して VM ホストを
Serviceguard クラスタ環境に追加することができます。 マルチサーバーエントリーを構築す
るには、以下のコマンドを入力してください。

# hpvmdevmgmt -a server:hostname
# hpvmdevmgmt -m server:hostname:attr:SERVERADDR=ip-address
# hpvmdevmgmt -m server:hostname:attr:SERVERID=server-id

このコマンドシーケンスでは、Serviceguard がクラスタの監視用に使用する IP アドレス
(ip-address) を指定します。 また、1～255 のサーバー識別子 (server-id) も指定してく
ださい。 マルチサーバーエントリーを削除するには、以下のコマンドを入力してください。
# hpvmdevmgmt -d server:hostname

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmdevmgmt コマンドは、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-l {server | rdev | gdev } エントリーを表示します。 このオプションは、以

下のアクションを実行することができます。

• すべてのエントリーを一覧表示します。 すべ
てのエントリーを一覧表示するには、
hpvmdevmgmt -l all のコマンド形式を使
用します。

• すべてのエントリーを指定された属性または
依存関係とともに一覧表示します。 特定の属
性を持つすべてのデバイスを一覧表示するに
は、hpvmdevmgmt-V -l
{all|server|rdev|gdev}: attr-name
= attr-value のコマンド形式を使用しま
す。 特定の依存関係を持つすべてのデバイス
を一覧表示するには、hpvmdevmgmt -V -l
{all|server|rdev|gdev}:depend:
dependent-name のコマンド形式を使用し
ます。

• 1 つのエントリーを名前で表示します。 特定
のエントリーを名前で一覧表示するには、
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hpvmdevmgmt -V -l
{all|server|rdev|gdev}: entry-name
のコマンド形式を使用します。

-v hpvmdevmgmt 出力形式のバージョン番号を表示
します。 まず、バージョン番号が表示され、次に
他のオプションで指定されたものが表示されます。

-V 表示される情報量を増やします (詳細表示モード)。
-S size filename 仮想デバイスとして使用するファイルを作成しま

す。 size 引き数は、メガバイトのM またはギガ
バイトのG を最後に付ける必要があります。
filename は、作成されるファイルのパス名です。
既存のファイルを上書きしようとした場合はエラー
メッセージが返されます。

-I 接続 (パススルー/sctl) デバイスを作成します。 接
続デバイスには、テープデバイス、メディアチェ
ンジャー、および CD/DVD バーナーが含まれま
す。 また、(RECURSIVE:FS を使用して) /etc と
/stand が制限されたディレクトリとしてデバイ
スデータベースに自動的に追加されます。

-m {server|rdev|gdev}:
entry-name [:attr: attr_-name=
attr-value ]

既存の属性を変更し、存在しない場合はその属性
を追加します。

-a {server|rdev|gdev}:
entry_name [:attr:
attribute-name = attr-value ]

エントリーを追加します。 このオプションは、以
下の目的で使用することができます。

制限付きデバイス (rdev) を追加する。•

• VM ホストデバイス (server) を追加する。

• ゲストデバイス (gdev) を追加する。

• Serviceguard クラスタエントリを追加する。

-d {server | rdev |
gdev}:entry-name[:param:arg]

エントリーを削除します。 削除オプションは、以
下の削除処理を実行することができます。

1. エントリーの削除。 依存関係のあるエントリ
は削除することができません。 特定のエント
リーを削除するには、-d {server | rdev
| gdev}:entry-name のコマンド形式を使
用します。

2. 特定のタイプの 1 つまたはすべてのエント
リーからの依存関係の削除。 特定の依存関係
を持つすべてのエントリーを削除するには、
-d gdev:{all |
entry-name}:depend:dependent_name
のコマンド形式を使用します。

3. エントリーからの属性の削除。 特定の属性を
持つすべてのエントリーを削除するには、-d
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{server | rdev |
gdev}:entry-name:attr:attr-name の
コマンド形式を使用します。

クラスタエントリーを削除するには、サーバーホ
スト名を entry-name に指定します。

-n gdev|rdev :oldentry-name
:newentry_-name0 [
,newentry-name1 ]

デバイスを交換します。 通常、デバイスに障害が
ある場合に使用されます。

-r さまざまなデバイスデータベース問題を修正する
ために検査後使用できる、レポートスクリプトを
生成します。

戻り値

hpvmdevmgmt コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmdevmgmt コマンドは、以下のいずれかの条件に対してエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定された。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• hpvmdevmgmt コマンドおよび Integrity Virtual Machines が異なったリビジョンレベルで
ある。

例

デバイスレポートと修復スクリプトを生成し、その出力をファイルにリダイレクトします。
この例はまた、スクリプトを実行可能かつ書き込み可能に設定し、エディターを起動してそ
のファイルを編集し、続いて編集したファイルを実行します。 スクリプトが編集されておら
ず、レポートまたは修復すべきエラーがある場合、そのスクリプトを編集するように指示す
るメッセージが表示されます。 レポートまたは修復すべきエラーがない場合、編集せずにス
クリプトが実行されます。

# hpvmdevmgmt -r > repair_script.sh
# chmod +wx repair_script.sh
# ./repair_script.sh
Device database status - Total problems found: zz.
Number of restricted devices with problems: xx.
Number of guest devices with problems: yy.

Since errors were found, please edit and inspect this script by hand to enable its repair functions.

# vi repair_script.sh
# ./repair_script.sh

ゲストデバイスエントリを一覧表示します。

# hpvmdevmgmt -l gdev:/dev/rdsk/c2t1d0s2

すべての制限付きデバイスを一覧表示します。
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# hpvmdevmgmt -l rdev

ゲスト phantom の使用するすべてのゲストデバイスを一覧表示します。
# hpvmdevmgmt -l gdev:depend:phantom

共有可能なゲストデバイス、すなわち属性 SHARE=YES を持つゲストデバイスをすべて一覧
表示します。

# hpvmdevmgmt -l gdev,SHARE=YES

4GB ファイルを割り当てます。
# hpvmdevmgmt -S 4G /var/opt/hpvm/guests/mirage/disk_4G_file

接続 (パススルー/sctl) デバイスを作成します。
# hpvmdevmgmt -I

ISO ファイルのゲストデバイス属性を、非共有から共有に変更します。
# hpvmdevmgmt -m gdev:/var/opt/hpvm/ISO-images/hpux/kit:attr:SHARE=YES

制限付きデバイスエントリを追加します。

# hpvmdevmgmt -a rdev:/dev/vg00/lvol8

制限付きデバイスを削除します。

# hpvmdevmgmt -d rdev:/dev/vg00/lvol8

すべてのゲストデバイスからゲスト mirage の依存関係を削除します。
# hpvmdevmgmt -d gdev:all:depend:mirage

ゲストデバイスを交換します。

# hpvmdevmgmt -n gdev:/dev/vgvm/lvol5:/dev/rdsk/c2t1d0s4

著者

hpvmdevmgmt コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvminfo(1M)
名称

hpvminfo -- Integrity VM 環境についての情報を表示します。

構文

hpvminfo [ -V | -M | -X ] [-v] [-S]

説明

ゲスト内で実行しているか、VM ホスト上で実行しているかを判別することができます。 ゲ
スト内で実行する場合は、このコマンドは、ゲストに加えて VM ホストを識別する情報を返
します。

情報は、複数の形式で表現されます。 -M オプションでは、機械読み取り可能な形式で表示し
ます。-X オプションでは、XML 形式で表示します。
hpvminfo コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvminfo は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-v hpvminfo コマンドのバージョン番号を表示します。 まず、バージョン番号が表示さ

れ、次に他のオプションで指定された情報が表示されます。

-V VM ホストおよびゲストに関する詳細情報を表示します (詳細表示モード)。 ゲストの
使用するディスク全体については、SCSI タイムアウト情報が表示されます。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時に使用することはできませ
ん。

-M 詳細情報を機械読取り可能な形式で表示します。

各フィールドは、次のいずれかの区切り文字で区切られます。

• コロン (:) は、各フィールドとリソースタイプを区切ります。

• セミコロン (:) は、リソースタイプのサブフィールドを区切ります。

• カンマ (,) は、類似項目のリストで各項目を区切ります。

-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時に使用することはできませ
ん。

-X 詳細情報を XML 形式で表示します。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時に使用することはできませ
ん。

-S hpvm_api_public.h で定義されているサポート対象インタフェースを通してアクセ
スできるすべての情報を表示します。

戻り値

hpvminfo コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。

244



0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvminfo コマンドは、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示し
ます。

無効なオプションが指定された。

hpvminfo コマンドおよび Integrity VM が異なったリビジョンレベルである。

例

以下の例は、VM ホスト上で動作するコマンドを示します。
# hpvminfo
hpvminfo: Running on an HPVM host.

次の例は、ゲスト内で動作するコマンドを示します。

# hpvminfo
hpvminfo: Running inside an HPVM guest.

次の例は、ゲスト内からの、VM ホストについての詳細情報を示します。
# hpvminfo -V
hpvminfo: Running inside an HPVM guest.
Configured guest name: vm0512
Host chassis information

Host model string : ia64 hp server rx5670
Host serial number : USR4319L4J
Host partition ident : a7d6d186-9f74-11d7-867a-636e2282571a
Host machine ident : a7d6d186-9f74-11d7-867a-636e2282571a

Host Inet information
Hostname : rake
Number of host IPv6 Addresses : 0
Number of host IPv4 Addresses : 1
IP Address : 1.2.3.4

Host SCSI information
Timeout : 40000

著者

hpvminfo コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(1M)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmmigrate(1M)
名称

hpvmmigrate -- 仮想マシンを別の VM ホストに移行します。

構文

hpvmmigrate { -P vm-name | -p vm-number } -h dest-hostname-or-IP-addr [-l
vm-label ] -N new-vm-name [-c number-vcpus] [-r ] [ -e percent | -E cycles ]
[-m storage-resource] [-C] [-b] [-d] [-F] [-q]
hpvmmigrate {-v}
hpvmmigrate {-H}

説明

hpvmmigrate コマンドは、既存の仮想マシンをあて先 VM ホストに移行します。
仮想マシンをソース VM ホストからあて先 VM ホストに移行するには、どちらの VM ホスト
も、移行する仮想マシンの必要なすべてのリソースに共通にアクセスできるように構成され
ている必要があります。 また、仮想マシンの移行は、一連のセキュアなリモート操作で制御
されるため、この操作を両方のシステムで有効にする必要があります。 VM ホストがあて先
ホスト上で起動するリソースが仮想マシンにあることを確認後、その仮想マシンはソース VM
ホスト上で停止されます。

仮想マシンが分散ゲストとして (Serviceguard パッケージとして) セットアップされていない
場合、その仮想マシンはあて先 VM ホスト上で正常に起動された後で VM ホストシステム上
で削除されます。

仮想マシンの構成ファイルで定義されているリソースが確認され、移行された仮想マシンが
あて先 VM ホスト上でブートできるかどうかが判定されます。 問題がある場合は、その問題
が報告され、仮想マシンは移行されません。 -F (force) オプションを指定して、エラーを抑制
し、あて先 VM ホストへの仮想マシンの移行を強制することができます。-F オプションは注
意して使用してください。エラーによっては、仮想マシンがあて先 VM ホスト上でブートで
きなくなることがあります。

hpvmmigrate コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

-m オプションのみを複数回指定することができます。
hpvmmigrate は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-P source-vm-name 移行する仮想マシンの一意の名前を指定します。

-P オプションまたは-p オプションのいずれかを指定する
必要があります。

-p source-vm-number 移行する仮想マシンの一意の番号を指定します。 vm_number
は、hpvmstatus コマンドを使用して表示できます。
-P オプションまたは-p オプションのいずれかを指定する
必要があります。
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-h
dest-hostname-or-IP-addr

仮想マシンが移行されるあて先マシンのホスト名または IP
アドレスを指定します。 あて先マシンは、有効な VM ホス
トである必要があります。また、ソース VM ホストがアク
セス可能でなければなりません。

-l vm-label 仮想マシンの説明ラベルを指定します。これは、
hpvmstatus の詳細表示での特定の仮想マシンの識別に役
立ちます。 ラベルは、最長 256 文字の英数字で、A-Z、
a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使
用することができます。空白が必要な場合は、ラベルを 2
つの 2 重引用符 ("") で囲む必要があります。

-N new-vm-name 移行されている仮想マシンの新しい名前を指定します。同
じ名前の仮想マシンが存在しないことを前提とします。 こ
の名前は最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッ
シュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用することがで
きます。 仮想マシン名の先頭に、ダッシュ (-) は使用でき
ません。

仮想マシン名は、-N オプションを使用してのみ変更する
ことができます。

名前の変更は、すぐに有効になります。

-c number-vcpus この仮想マシンがブート時に認識する仮想 CPU 数を指定
します。指定しない場合は、デフォルトは 1 になります。

-r amount この仮想マシンで使用可能なメモリ容量を指定します。

サイズは整数で表わし、オプションで、続けて次のいずれ
かの文字を付けます。

• M (メガバイト)

• G (ギガバイト)

文字が指定されない場合は、単位はデフォルトでメガバイ
トになります。

-e percent ゲストの仮想 CPU のそれぞれが使用権をもつ CPU リソー
スの割合を指定します。

システム CPU 負荷のピーク時に、使用権によって、この
仮想マシンに対する CPU リソースの最小限の割り当て量
が保証されます。

割合には、0～100 の整数値を設定することができます。
指定されている値が 5 より小さい場合は、仮想マシンには
最小の割合である 5% が割り当てられます。デフォルトは
10% です。
ゲスト計算に加えて、Integrity VM は、ロギング、ネット
ワーキング、およびファイルシステムデーモンのような重
要なシステム機能用に処理能力を予約しています。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用することは
できません。
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-E cycles 仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイクルで指定
します。

サイクルは、整数に続けて単位を指定する次のいずれかの
文字を付けて表します。

• M: メガヘルツ

• G: ギガヘルツ
文字が指定されない場合は、デフォルトの単位はメガ
ヘルツになります。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用することは
できません。

-m
rsrc-with-absolute-path

仮想マシンの既存の I/O リソースを変更します。リソース
は、hpvmresources(5) で説明されているとおりに指定され
ます。 変更するデバイスのハードウェアアドレスを指定す
る必要があります。 rsrc の物理デバイス部分は、使用中
のデバイスを置き換える新しい物理デバイスを指定しま
す。

このオプションは複数回指定することができます。

ゲストのストレージおよびネットワークリソースの指定に
ついての詳細は、hpvmresources(5) を参照してください。

-C 移行プロセスの間に、-m オプションで指定された単一の
記憶装置をターゲットホストに物理的にコピーします。

-b hpvmmigrate とともに使用することで、移行プロセスの
完了後、ターゲットゲストを自動的にブートします。

-d hpvmmigrate とともに使用することで、移行プロセスの
前、およびターゲットホストでのリソーステストの後に、
自動的にターゲットゲストをシャットダウンします。

-F リソース検証エラー (リソース競合、リソース不在など) の
有無にかかわらず、仮想マシンの移行を強制します。 通常
はこのオプションを使用することはありません。使用時に
は十分注意してください。 このオプションは、リソースの
混雑を含む、すべてのリソース検証エラーを無視します。
これらのエラーによって、あて先 VM ホストでの仮想マシ
ンのブートができない場合があることに注意してくださ
い。 あらゆる検証エラーが Integrity VM コマンドログに記
録されます。

-q 情報提供を目的としたメッセージを少なめに表示します。
ただし、潜在的なエラー状況については報告されます。

-v hpvmmigrate コマンドのバージョン番号を表示します。
-H hpvmmigrate コマンドの使用方法を表示します。

戻り値

hpvmmigrate コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
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0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmmigrate は、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定された。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• source-vm-name または source-vm-number が、存在しない、アクセスできない、
仮想マシンではない、壊れている、のいずれかである。

• hpvmmigrate コマンドおよび Integrity Virtual Machines が異なったリビジョンレベルで
ある。

• あて先 VM ホストにゲストがすでに存在する。

• ゲストが動作中である。

• 無効なゲスト構成。

• リモート実行エラー。

• ゲストリソース検証エラー。

• hpvmmigrate コマンドのバージョンがあて先 VM ホストでのバージョンと互換性がな
い。

例

hpvmmigrate コマンドのバージョン番号を表示します。
# hpvmmigrate -v
hpvmmigrate: Version A.03.50

compass1 という名前の仮想マシンをホスト abc.def.com に移行します。
# hpvmmigrate -P compass1 -h abc.def.com

著者

hpvmmigrate は HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmmgmt(1M)
名称

hpvmmgmt -- Integrity VM ゲスト環境内の動的データを管理します。

構文

hpvmmgmt [-l type] [ -V | -M | -X ] [-v]
hpvmmgmt [-l type] [-t interval] [-V] [-v, where: type=ram List dynamic memory values.]
hpvmmgmt [-v] [-x name=valueor] [-x name=value:name=value, where] [-x ram_target=
{ 0 | start | amount }]

説明

hpvmmgmt コマンドで、動的ゲストデータを表示および管理できます。 データを管理するに
は、ゲストが管理可能なように VM ホストが構成しておく必要があります。
機械読み取り可能な形式または XML 形式での表示を取得するには、-M または-X オプション
を使用します。

オプションを指定しない hpvmmgmt コマンドを使用すると、ゲストが表示、および必要に応
じて変更できる Integrity VM 管理データの種類のサマリが表示されます。
hpvmmgmt コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

-x オプションのみを複数回指定することができます。
hpvmmgmt は、以下のオプションと引き数を認識します。
-l type 詳細情報を一覧表示するデータの種類を指定します。

type パラメータには、ram を入力します。
-t interval -l オプションとこのオプションを組み合わせて使用す

ることにより、アップデート間の interval パラメー
タ (秒で指定) に対して指定した値を使用して、
hpvmmgmt コマンドが要求されたデータの種類を継続
的に再取得できます。 -t オプションを指定しないと、
データの取得は 1 度だけです。 hpvmmgmt コマンドに
より、値が間隔の最大数に強制指定されます。

-v hpvmmgmt コマンドのバージョン番号を表示します。
まず、バージョン番号が表示され、次に他のオプショ
ンで指定された情報が表示されます。

-V 仮想マシンに関する詳細情報 (詳細表示モード) が表示
されます。 hpvmmgmt コマンドにこのオプションのみ
を指定して実行する場合、出力には、種類が既知の変
更可能な動的データの各種類に対して有効な名前の値
の組が表示されます。

-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同
時に使用することはできません。
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-M 詳細な属性およびリソース情報を機械読み取り可能な
形式で表示します。

各フィールドは、次のいずれかの区切り文字で区切ら
れます。

1. コロン (:) は、各フィールドとリソースタイプを区
切ります。

2. セミコロン (:) は、リソースタイプのサブフィール
ドを区切ります。

3. カンマ (,) は、類似項目のリストで各項目を区切り
ます。

-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同
時に使用することはできません。

-X 詳細な属性およびリソース情報を XML 形式で表示しま
す。

-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同
時に使用することはできません。

-x keyword=value 仮想マシンの特性を指定します。 以下のキーワードを
使用します。

• -x ram_target={0 | start | amount}

ゲスト RAM ターゲットを指定します。値は以下
のとおりです。

• 0 を指定すると、動的メモリードライバが、最
適と思われる最小値までゲストのメモリーを減
らします。これにより、ゲストのメモリーが
ページアウトされることはありません。

• start を指定すると、ゲストの動的メモリー
サイズは、ブート時の値に設定されます。

• amount は、ゲストの特定のターゲットメモ
リーサイズです。

戻り値

hpvmmgmt コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmmgmt は、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• hpvmmgmt コマンドおよび Integrity VM が異なったリビジョンレベルである。
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例

管理可能なすべてのデータの種類、および名前の値の組を一覧表示します。

# hpvmmgmt
Type Guest Control
====== =============
ram yes

管理可能データの詳細情報の例は、以下のとおりです。

# hpvmmgmt -l ram -V
[Dynamic Memory Information]
=======================================
Type : driver
Current memory : 2103 MB
Target memory : 2103 MB
Comfortable minimum : 2423 MB
Minimum memory : 1222 MB
Maximum memory : 6144 MB
Boot memory : 6135 MB
Free memory : 124 MB
Available memory : 286 MB
Memory pressure : 12
Memory chunksize : 65536 KB
Driver Mode(s): STARTED ENABLED GUESTCTL

以下の例では、動的 RAM ターゲットを元のブート時の量に設定します。
# hpvmmgmt -x ram_target=0
Attempting to decrease memory from 2039 MB to 745 MB.
Successfully began to change ram_target to 745 MB.
# hpvmmgmt -x ram_target=start
Attempting to increase memory from 929 MB to 2039 MB.
Successfully began to change ram_target to 2039 MB.

著者

hpvmmgmt コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
hpvmpubapi(3)、hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、
hpvmstop(1M)、p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmmodify(1M)
名称

hpvmmodify -- 仮想マシンの名前を変更または仮想マシンの属性を変更します。

構文

hpvmmodify { -P vm-name | -p vm-number } [ -F | -s ] [-N new-vm-name] [-l
vm-label] [-B start-attr] [-O os-type:version] [-c number-vcpus] [ -e percent
| -E cycles ] [-r amount] [-g -group] [-g [+]group[: { admin | oper }]] [-u -user]
[-u [+]user[: { admin | oper }]] [-a rsrc] [-m rsrc ] [-d rsrc] [-i { SG | SG-pkgname
| GWLM | NONE }] [-j { 0 | 1 }] [-R amount] [-x keyword=value]
hpvmmodify -A { -P vm-name | -p vm-number } [-F] [-l vm-label] [-B start-attr]
[ -e percent | -E cycles [-a rsrc] [-m rsrc] [-d rsrc] ] [-x keyword=value]

説明

hpvmmodify コマンドは、指定した仮想マシンの属性およびリソースを変更します。
すべての属性とリソースは静的に変更することができるため、仮想マシンを次に再起動する
ときに変更内容を有効にすることができます。

一部の属性とリソースは、動的に変更することもできます。 動的な変更はすぐに有効となり、
仮想マシンが次に起動したときも有効なままになります。ただし、-A オプションを使用して
明示的に指定をした場合はこの限りではありません。

指定した属性またはリソースのみが変更されます。 他のすべての属性は、元の値を保ちます。
仮想マシンの変更は柔軟性を実現するように設計されており、既存のすべての仮想マシンが、
必ずしも同時に動作する、または現在の VM ホスト上で動作するわけではないことが想定さ
れています。 したがって、hpvmmodify コマンドでは、現在のシステムでブートできないよ
うに仮想マシンを変更することができます。 ゲスト構成は、現在の VM ホスト上での起動を
妨げるあらゆる問題に対して、変更時には警告、起動時にはエラーを受信します。 実際にゲ
ストを変更せずに現在の VM ホストの特定の構成を確認するには、-s オプションを使用しま
す。

リソースパラメータに bus/target/lun を指定せずに新しいデバイスをゲストに追加する
と、bus/target/lun 割り当てのデフォルトの順序が使用されます。 この順序では、まず
最小の番号が付いたバスに 0～14 のターゲットを充て、続いて次に大きい番号が付いたバス
に進みます。このデフォルトの順序は、AVIO ゲストアダプタと VIO ゲストアダプタのどち
らも同じです。

注記: 14 を超えるターゲットは、AVIO アダプタでのみサポートされます。

hpvmmodify コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

hpvmmodify コマンドは、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-P vm-name 変更対象の仮想マシンの名前を指定します。

-P または-p オプションのいずれかを指定する必要があり
ます。
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-p vm-number 変更対象の仮想マシンの番号を指定します。 vm-number
は、hpvmstatus コマンドによって表示されます。
-P または-p オプションのいずれかを指定する必要があり
ます。

-A リソースの追加、変更、または削除が完了したことを、ア
クティブな仮想マシンの構成ファイルに指定します。 これ
らの変更内容は、仮想マシンがリブートされるまで有効で
す。 アクティブな仮想マシンに対してすべての変更ができ
るわけではありません。この場合は、仮想マシンのリブー
トが必要な変更であることがエラーメッセージによって示
されます。

-e percent ゲストの仮想 CPU のそれぞれが使用権をもつ CPU リソー
スの割合を指定します。

システム CPU 負荷のピーク時に、使用権によって、この
仮想マシンに対する CPU リソースの最小限の割り当て量
が保証されます。

割合には、0～100 の整数値を設定することができます。
指定されている値が 5 より小さい場合は、仮想マシンには
最小の割合である 5% が割り当てられます。 デフォルトは
10% です。
ゲスト計算に加えて、Integrity VM は、ロギング、ネット
ワーキング、およびファイルシステムデーモンのような重
要なシステム機能用に処理能力を予約しています。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用することは
できません。

-E cycles 仮想マシンの CPU 使用権を CPU クロックサイクルで指定
します。

サイクルは、整数に続けて単位を指定する次のいずれかの
文字を付けて表します。

• M: メガヘルツ

• G: ギガヘルツ
文字が指定されない場合は、デフォルトの単位はメガ
ヘルツになります。

-e オプションと-E オプションを、同時に使用することは
できません。

-F すべてのリソース競合チェックと関連する警告メッセージ
を抑制します (強制モード)。 強制モードは、スクリプトお
よびその他の非対話型のアプリケーションで使用する目的
で提供されています。 -F オプションを指定して変更され
た仮想マシンの潜在的なリソースの問題についての通知
は、受信しないことに注意してください。
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-F オプションと-s オプションを、同時に使用することは
できません。

-i package-name 仮想マシンが Serviceguard または gWLM (あるいはその両
方) で管理されるかどうかを指定します。 引き数について
は、Serviceguard パッケージ名、gWLM、またはその両方を
指定するか、どちらも指定しません。このオプションは、
Integrity VM ソフトウェアによって使用されます。このオ
プションは、HP から指示がないかぎり使用しないでくだ
さい。

-j {0|1} 仮想マシンが分散ゲスト (すなわち Serviceguard で管理さ
れ、別のクラスタメンバーにフェイルオーバー可能) かど
うかを指定します。このオプションは、Integrity VM ソフ
トウェアによって使用されます。このオプションは、HP
から指示がないかぎり使用しないでください。

-l vm-label 仮想マシンの説明ラベルを指定します。これは、
hpvmstatus の詳細表示での特定の仮想マシンの識別に役
立ちます。ラベルは、最長 256 文字の英数字で、A-Z、
a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使
用することができます。空白が必要な場合は、ラベルを 2
つの 2 重引用符 ("") で囲む必要があります。

-B start-attr 仮想マシンの起動時動作を指定します。 start_attr 引
き数は、以下の値を取ることができます (大文字と小文字
を区別しません)。

• auto: Integrity VM がホスト上で初期化されたときに
仮想マシンを自動的に起動します。

• manual: 仮想マシンを手動で起動します。

start_attr 属性を auto に設定した場合は、仮想マシン
は Integrity VM が初期化されたときに起動されます。この
動作はデフォルトです。これがデフォルトの設定です。こ
れは VM ホストシステムがブートしたときに起こります
が、動作中の VM ホスト上で Integrity VM ソフトウェアが
停止して再起動したときにも起こります。たとえば、動作
中のシステムで Integrity VM を新しいバージョンにアップ
グレードしたときに、ソフトウェアは自動的に起動されま
す。VM ホストは、属性が auto に設定されたすべての仮
想マシンを起動しようとします。十分なリソースがない場
合は、一部の仮想マシンが起動に失敗することがありま
す。

属性を manual に設定した場合、仮想マシンは Integrity
VM が VM ホスト上で初期化されたときに自動的には起動
されません。その場合仮想マシンは、hpvmstart コマン
ドを使用して、またはその仮想コンソールから起動するこ
とができます。
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このオプションでは、仮想マシンが起動されたときにブー
トを有効にするようにその仮想マシンのコンソールを設定
することはありません。この機能は、仮想マシンのコン
ソールで設定する必要があります。

[-O os-type[:version]] 仮想マシン上で実行するオペレーティングシステムの種類
とバージョンを指定します。この応答は、メモリー量や
CPU 能力など、特定の仮想マシン属性のデフォルトの選択
に影響を与えます。os_type は、HPUX、WINDOWS、また
は LINUX のいずれかです。 このパラメータは大文字と小
文字を区別しません。 version は、オペレーティングシ
ステムの種類に固有です。

version には、オペレーティングシステムのバージョンの説
明テキスト文字列を指定します。version 文字列は最長 256
文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッシュ (-)、下線 (_)、
およびピリオド (.) を使用することができます。空白が必要
な場合は、version を引用符で囲む必要があります。

-a rsrc I/O リソースを仮想マシンに追加します。リソースは、
hpvmresources(5) で説明されているとおりに指定されます。
このオプションは複数回指定することができます。

-d rsrc I/O リソースを仮想マシンから削除します。リソースは、
hpvmresources(5) で説明されているとおりに指定されます。
rsrc の物理デバイス部分は、オプションです。
このオプションは複数回指定することができます。

-m rsrc 仮想マシンの既存の I/O リソースを変更します。リソース
は、hpvmresources(5) で説明されているとおりに指定され
ます。変更するデバイスのハードウェアアドレスを指定す
る必要があります。rsrc の物理デバイス部分は、使用中
のデバイスを置き換える新しい物理デバイスを指定しま
す。

このオプションは複数回指定することができます。

rsrc はゲスト仮想デバイスの VM ホスト バッキングスト
アへのマッピングを指定します。 Integrity VM ゲストは、
VM ホストの管理する物理エンティティ上でインスタンス
が生成された仮想デバイスにアクセスします。 これらの物
理エンティティ (ネットワークカード、ファイル、論理ボ
リューム、ディスクパーティションなど) を総称して「バッ
キングストア」といいます。

Integrity VM は、次の種類のゲスト仮想デバイスを認識し
ます。

• 仮想ディスク。VM ホストファイルシステム内のファ
イル、論理ボリューム、ディスクパーティション、ま
たはディスク全体に対応付けが可能です。
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• 仮想 DVD。VM ホストファイルシステム内のファイル
または物理 DVD ドライブに対応付けが可能です。

• 仮想ネットワークデバイス。hpvmnet コマンドを使
用して作成され、物理 LAN カードに対応付けが可能
です。 仮想ネットワークデバイスの詳細は、hpvmnet
マンページを参照してください。

ゲストのストレージおよびネットワークリソースの指定に
ついての詳細は、hpvmresources マンページを参照してく
ださい。

-N new-vm-name 変更されている仮想マシンの新しい名前を指定します。同
じ名前の仮想マシンが存在しないことを前提とします。 こ
の名前は最長 256 文字の英数字で、A-Z、a-z、0-9、ダッ
シュ (-)、下線 (_)、およびピリオド (.) を使用することがで
きます。 仮想マシン名の先頭に、ダッシュ (-) は使用でき
ません。

仮想マシン名は、-N オプションを使用してのみ変更する
ことができます。

名前の変更は、すぐに有効になります。

-c number-vcpus この仮想マシンがブート時に認識する仮想 CPU 数を指定
します。指定しない場合は、デフォルトは 1 になります。

-r amount この仮想マシンで使用可能なメモリ容量を指定します。

サイズは整数で表わし、オプションで、続けて次のいずれ
かの文字を付けます。

• M (メガバイト)

• G (ギガバイト)
文字が指定されない場合は、単位はデフォルトでメガ
バイトになります。

-R amount この仮想マシンに対して予約されているメモリー量を指定
します。

メモリー量は整数で表し、オプションで、続けて以下のい
ずれかの文字を指定します。

• M (メガバイト)

• G (ギガバイト)
文字が指定されない場合は、単位はデフォルトでメガ
バイトになります。

-g
[+|-]group[:{admin|oper}]

グループ権限を追加 (+ または無指定)、または削除 (-) しま
す。 権限を持つグループのメンバーである VM ホストユー
ザーアカウントは、hpvmconsole コマンドを使用してこ
のゲストを管理できます。 {admin|oper} は、
hpvmconsole で使用できる権限レベル admin または
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oper (デフォルト) を指定します。 グループを削除すると
きは、権限レベルを指定しないでください。

このオプションは複数回指定することができます。

-u
[+|-]user[:{admin|oper}]

ユーザー権限を追加 (+ または無指定)、または削除 (-) しま
す。 権限のある VM ホストユーザーアカウントが、
hpvmconsole コマンドを使用してこのゲストを管理します。
{admin|oper} 引き数は、hpvmconsole で使用できる権
限レベル admin または oper (デフォルト) を指定します。
ユーザーを削除するときは、権限レベルを指定しないでく
ださい。

このオプションは複数回指定することができます。

-s 仮想マシン構成が正常かどうかをチェックし、警告または
エラーを返します。ただし、コマンドが正常に実行するア
クションは抑制します。 このオプションは、仮想マシンを
実際に変更することなく指定した仮想マシン構成に対する
リソースチェックを起動するために使用します。 通常、-s
オプションを指定しない場合は、リソース警告が発生して
も仮想マシンは変更されます。

-F オプションと-s オプションを、同時に使用することは
できません。

-x keyword=value 以下のキーワードを含めることにより、仮想マシンが、動
的メモリー、およびそれに関連付けられた値を使用するか
どうかを指定します。

• -x dynamic_memory_control={0|1}

• -x ram_dyn_type={none|any|driver}

• --x ram_dyn_min=amount

• --x ram_dyn_max=amount

• --x ram_dyn_target_start=amount

• -x ram_target={0 | start | amount}

ゲスト RAM ターゲットを指定します。ここで、値は
以下のとおりです。

• 0 を指定すると、動的メモリードライバが、最適
と思われる最小値までゲストのメモリーを減らし
ます。これにより、ゲストのメモリーがページア
ウトされることはありません。

• start を指定すると、ゲストの動的メモリーのサ
イズは、ブート時の値に設定されます。

• amount は、ゲストの特定のターゲットメモリー
サイズです。
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戻り値

hpvmmodify コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmmodify は、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定されたか、値が省略された。

• vm_name または vm_number が、存在しない、アクセスできない、仮想マシンではな
い、壊れている、のいずれかである。

• new_vm_name がすでに存在している。

• -a、-m、-d、-g、-u 以外の少なくとも 1 つのオプションが、複数回指定された。

• 同じリソースが複数回指定されていた。

• 別の仮想マシンに割り当てられたリソースが指定されていて、強制フラグ (-F) が使用さ
れていなかった。

• リソースが使用可能なリソース制限を超えていて、強制フラグ (-F) が使用されていな
かった。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• 変更 (-m) オプションまたは削除 (-d) オプションで、指定したリソースが現在 vm_name
に割り当てられていない。

• hpvmmodify コマンドおよび Integrity Virtual Machines が異なったリビジョンレベルで
ある。

デバイス名を入力するときにコロン (:)、セミコロン (;)、またはカンマ (,) を使用すると、
hpvmstatus の機械読み取り可能な形式が位置ずれを起こします。

例

myguest1 という仮想マシンの名前を myguest2 に変更します。
# hpvmmodify -P myguest1 -N myguest2

仮想マシン myguest1 の自動ブート属性を設定します。
# hpvmmodify -P myguest1 -B auto

仮想マシン myguest2 へのファイルに割り当てられた新しい仮想 DVD を追加します。
# hpvmmodify -P myguest2 -a dvd:scsi::file:/var/opt/myguest.file

ハードウェアアドレス 0,0,4 を持つ仮想ディスクを別の物理デバイス /dev/rdsk/c2t2d1
に変更します。

# hpvmmodify -P myguest2x -m disk:scsi:0,0,4:disk:/dev/rdsk/c2t2d1

ハードウェアアドレス 0,2 のネットワークデバイスを別の vswitch、myswitch に変更します。
元の仮想 MAC アドレスは保持します。
# hpvmmodify -P myguest2 -m network:avio_lan:0,2,1a-01-5a-8e-99-fa:vswitch:myswitch
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ハードウェアアドレス 0,0,2 の仮想ディスクを仮想マシン myguest2 から削除します。
# hpvmmodify -P myguest2 -d disk:scsi:0,0,2

ハードウェアアドレス 0,1 のネットワークデバイスを仮想マシン myguest2 から削除します。
# hpvmmodify -P myguest2 -d network:avio_lan:0,1

CPU 使用権を 50% に変更します。
# hpvmmodify -P myguest2 -e 50

CPU 使用権を 50% に、仮想マシン myguest2 がリブートするまで一時的に変更します。
# hpvmmodify -A -P myguest2 -e 50

以下の警告メッセージの例は、hpvmmodify が実行されてゲスト myguest1 上でさまざまな
構成の問題が発生したときに返されるものです。

HPVM guest myguest1 configuration problems:
Warning 1: Guest needs more vcpus than server supports.
Warning 2: Insufficient free memory for guest.
Warning 3: Insufficient swap resource for guest.
Warning 4: Insufficient cpu resource for guest.
Warning 5 on item /dev/rdsk/c2t1d0: Device file '/dev/rdsk/c2t1d0' in use by another guest.
Warning 6 on item /dev/vg00/rswap: Device file '/dev/vg00/rswap' in use by server.
Warning 7 on item /dev/rdsk/c1t1d3 backing device does not exist.
Warning 8 on item /dev/rdsk/c3t1d0: Device file '/dev/rdsk/c3t1d0' in use by another guest.
Warning 9 on item hostnet: MAC address in use for switch hostnet.
Warning 10 on item offnet: Vswitch offnet is not active.
Warning 11 on item badnet: 'badnet' backing device does not exist.

These problems will prevent HPVM guest myguest1 from booting.

以下の例は、ゲストの myguest1 の動的メモリーコントロールを有効にする方法を示しま
す。

# hpvmmodify -P myguest1 -x dynamic_memory_control=1

著者

hpvmmodify コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmnet(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmnet(1M)
名称

hpvmnet -- Integrity Virtual Machines 仮想ネットワークスイッチ (vswitch) を作成して制御しま
す。

構文

hpvmnet [ -S vswitch-name | -s vswitch-number ] [ -X | -M | -V ] [-v]
hpvmnet -c -S vswitch-name [-n nic-id]
hpvmnet -C [ -S vswitch-name | -s vswitch-number ] -n nic-id [-N
new-vswitch-name]
hpvmnet -d [ -S vswitch-name | -s vswitch-number ] [-F] [-Q]
hpvmnet -b [ -S vswitch-name | -s vswitch_number ]
hpvmnet -h [ -S vswitch_-name | -s vswitch_number ] [-F] [-Q]
hpvmnet -r [ -S vswitch-name | -s vswitch-number ] [-F] [-Q]
hpvmnet { -S vswitch_name | -s vswitch-number } -u portid:portid[,...]:vlanid:
{{vlan-id } | none }
hpvmnet { -S vswitch-name | -s vswitch-number } [ -p {all | portid} ] [-A] [ -M |
-X ] [-Z] [-v]

説明

仮想マシンは、仮想ネットワークスイッチ (vswitch) に接続された仮想ネットワークインタ
フェース (vNIC) を介してそのネットワークにアクセスします。 仮想ネットワークスイッチ
は、続いて VM ホスト上の 1 つの物理ネットワークインタフェース (pNIC) に接続されます。
hpvmnet コマンドは、vswitch を作成して管理するために使用します。
vswitch は、実際のネットワークスイッチのように機能します。 vswitch は、これを使用する
ように構成されたすべてのゲストからの送信ネットワークトラフィックを受け入れ、また、
物理インタフェースを介してトラフィックを転送します。 また、これを使用するように構成
されたすべてのゲストへの着信ネットワークトラフィックを受け入れ、適切なゲストにトラ
フィックをダイレクトします。

仮想スイッチは、1 つまでの物理ネットワークインタフェースに関連付けることができます。
VM ホストの物理ネットワークインタフェースは、目的のサブネットへの接続があるネット
ワークに接続されている必要があります。 ネットワークインタフェースは、オプションで 1
つの IP アドレスまたは複数の IP エイリアスアドレスをもつ VM ホスト上に構成することがで
きます。ただし、これは VM ホストがインタフェースを vswitch と共有し、自身のネットワー
クトラフィックをカードを介してダイレクトする場合にのみ必要です。 動作中の vswitch に
関連付けられたネットワークインタフェースの特性を、たとえば VM ホスト上で ifconfig
コマンドを使用して変更するような場合は、vswitch を停止して再起動する必要があります。
そうしないと、その vswitch を使用しているすべてのゲストが、断続的なネットワーク障害を
起こします。 vswitch の停止と再起動は、ゲストの実行中に行うことができます。ゲストの
シャットダウンは必要ありません。

以下の場合は、vswitch を (-r オプションを使用して) リブートする必要があります。

• vswitch に関連付けられている物理ネットワークカードを交換する場合
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• vswitch のネットワーク インタフェースカードに関連付けられた VM ホストの IP アドレ
スを変更する場合

• たとえば、lanadmin コマンドでチェックサムオフロード (CKO) を変更するといった、
ネットワークインタフェースの特性を変更する場合

• vswitch がダウンしている間にゲストをブートすると、その後 avio_lan インタフェー
スから lan インタフェースに対して通信が行われなくなります。

vswitch を使用しているゲストを再起動する必要はありません。 vswitch を再起動後、ゲスト
側から通信を再開してください。 たとえば、ゲストで VM ホストを ping します。
デフォルトでは、Integrity VM は物理インタフェースに関連付けられていない localnet と
いう名前の vswitch を作成します。 これは、同一の VM ホスト上で動作するゲスト間の通信
にのみ使用されます。VM ホスト自体は、localnet に参加しません。 ゲストのいずれかが
その機能を実行しないかぎり、localnet 上に構成されたネームサーバーとルーターはあり
ません。

hpvmnet コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。
Integrity VM では、2 つの仮想ネットワークインタフェースクラス lan と avio_lan がサ
ポートされます。 lan インタフェースは、ベースとなるすべての HP-UX ネットワークインタ
フェースカード上でサポートされます。 avio_lan インタフェースは特定の HP-UX ネット
ワークインタフェースカードでサポートされ、高速パフォーマンスを提供します。 lan キー
ワードと avio_lan キーワードの例は、hpvmcreate およびhpvmmodify マンページを参照し
てください。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmnet コマンドをオプションを指定せずに使用すると、VM ホスト上に構成されたすべて
の vswitch についてのサマリ情報が表示されます。
hpvmnet コマンドは、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-S vswitch-name 仮想スイッチの一意の名前を指定します。 vswitch の名前

は最大 8 文字です。
-S オプションと-s オプションを、同時に使用することは
できません。

-s vswitch-number 仮想スイッチの一意の番号を指定します。 vswitch 番号は、
hpvmnet コマンドによって表示されます。
-S オプションと-s オプションを、同時に使用することは
できません。

-v hpvmnet 出力形式のバージョン番号を表示します。 まず、
バージョン番号が表示され、次に他のオプションで指定さ
れたものが表示されます。

-V vswitch についての情報を詳細表示モードで表示します。
-S オプションまたは-s オプションを使用して vswitch を
指定すると、ネットワークカウンタが表示に含まれます。
ネットワークカウンタは、統計情報が報告されるたびにク
リアされます。表示には前回の表示からのカウンタが報告
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されます。 -S または-s オプションを使用して、ネット
ワークカウンタを表示する vswitch を指定してください。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時
に使用することはできません。

-A avio_lan 仮想ネットワークインタフェースの統計情報を
取得します。 表示形式は以下のとおりです。
Vswitch Name : hostnet
Max Number of Ports : 100
Port Number : 3
Port State : Reserved
Active VM :
Untagged VlanId : none
Reserved VMs : aviotest
Adaptor : avio_lan
Inbound Octets : 961698882
Inbound Unicast Pkts (wire) : 20000
Inbound Unicast Pkts (local) : 40000
Inbound Non-Unicast Pkts (wire) :

10000
Inbound Non-Unicast Pkts (local) :

30000
Inbound Discards : 36
Outbound Octets : 3557451342b

Outbound Unicast Pkts (wire) : 20000
Outbound Unicast Pkts (local) : 300000

Outbound Non-Unicast Pkts : 400000
Outbound Discards : 0

-M 詳細なリソース情報を機械読取り可能な形式で表示しま
す。

各フィールドは、次のいずれかの区切り文字で区切られま
す。

• コロン (:) は、各フィールドとリソースタイプを区切
ります。

• セミコロン (;) は、リソースタイプのサブフィールド
を区切ります。

• カンマ (,) は、類似項目のリストで各項目を区切りま
す。

-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時
に使用することはできません。

-X 詳細リソース情報を XML 形式で表示します。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時
に使用することはできません。
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-Z -A オプションに追加して使用されるこの-Z オプション
は、統計情報を取得した後、それらの統計情報を消去しま
す。

-F vswitch を停止、削除、またはリブートする前の確認ダイア
ログを省略します。 このオプションは、スクリプトやその
他の非対話型アプリケーションによって使用されることを
想定しています (強制モード)。

-Q コマンドをサイレントモードで実行します。 デフォルトで
は、コマンドを実行する前に確認のプロンプトが出されま
す。

-c 新しい vswitch を作成します。
-d 既存の vswitch を削除します。
-b 既存の vswitch を起動します。 vswitch を起動しないと、ゲ

ストトラフィックは受け入れられません。 Integrity VM は、
起動時に既存のすべての vswitch を自動的に起動しようと
することに注意してください。

-h vswitch を停止します。
-r vswitch を停止して再起動します。
-n nic-id この vswitch が使用する VM ホスト上のネットワークイン

タフェースを指定します。 ネットワークインタフェース
は、lanscan コマンドによって表示されます。 vswitch の
作成時に-n が指定されていない場合は、ローカルの vswitch
が作成されます。

-u
portid:portnumber:vlanid:{vlan-id
| none}

特定の vswitch とポートの VLAN 識別子を指定します。
VLAN 通信に使用する vswitch 上のポートの番号
(portnumber) と VLAN 識別子 (vlan-id) を指定すること
によって、VLAN を構成します。 その VLAN を使用するよ
うに構成された仮想マシンは、互いに通信することができ
ます。 VLAN を無効にするには、VLAN 識別子に none を
指定します。

ポート上で同じ VLAN 識別子を持つように構成された仮想
マシンのみが互いに通信することができます。 ポート上の
VLAN を無効にするには、VLAN 識別子に none を指定し
ます。 vswitch ポート (デフォルト) 上に構成された VLAN
がない仮想マシンは、そのポートを介して vswitch ポート
上に構成された VLAN のある仮想マシンと通信することは
できません。

ポート番号は、特定のポートを特定の仮想マシンのネット
ワークリソースに予約するために使用されます。 このポー
ト番号は、後でポート上に VLAN ルールを構成するために
hpvmnet コマンドで使用できます。 また、仮想スイッチ
上に VLAN ルールを先にセットアップして、特定のポート
番号を参照する仮想マシンを後で作成することもできま
す。

264



-p {all | portid} vswitch 上のポート番号を指定します。 vswitch 上のすべて
のポートを指定するには、all を入力します。 このコマン
ドは、指定した vswitch 用に構成された VLAN ポートにつ
いての情報を表示します。 -p オプションと-V オプション
を一緒に使用しないでください。

-C 指定された vswitch を変更します。 -N オプションを指定
して使用する場合、クローン作成された vswitch が変更さ
れます。-S または-s オプションのいずれかを含める必要
があります。 クローン作成されるのはタグ付き VLAN を使
用したポートだけであることに注意してください。

-N new-vswitch-name 既存の vswitch に基づいて、新しい vswitch を作成します。
new-vswitch-name には、新しい仮想スイッチの一意の
名前を指定します。 vswitch の名前は最大 8 文字です。 -S
または-s オプションのいずれかを含める必要があります。

戻り値

hpvmnet コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmnet コマンドは、以下のいずれかの条件に対してエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定された。

• vswitch-name または vswitch-number が、存在しない、アクセスできない、vswitch
ではない、壊れている、のいずれかである。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• hpvmnet コマンドおよび Integrity Virtual Machines が異なったリビジョンレベルである。

例

switch2 という vswitch を lan0 上に作成します。
# hpvmnet -c -S switch2 -n 0

この VM ホスト上のすべての vswitch を表示します。
# hpvmnet
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
localnet 1 Up Shared N/A N/A
hostnet 296 Up Shared lan1 0x00306e4a92ef 16.116.8.99
vmvlan 13 Up Shared lan900 0x00306e4bc7bf
myswitch 241 Up Shared lan0 0x00306e4a93e6

vswitch hostnet の詳細な属性を表示します。
# hpvmnet -S hostnet -V
Name : hostnet
number : 296
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PID : 1672
State : Up
Mode : Shared
NamePPA : lan1
Host MAC Address : 0x00306e4a92ef
Host IP Address : 16.116.8.99
Number of guests : 6
Guest's Name : armyvm1
MAC Address : 0xEE8D40584D28
IP Address : Guest halted
Vswitch Port : 1

Guest's Name : armyvm1
MAC Address : 0x8A0F12DD5B48
IP Address : Guest halted
Vswitch Port : 3

Guest's Name : armyvm2
MAC Address : 0x42F86E004C5D
IP Address : Guest halted
Vswitch Port : 4

Guest's Name : armyvm4
MAC Address : 0x762704ACBC4D
IP Address : Guest halted
Vswitch Port : 5

Guest's Name : armyvm4
MAC Address : 0xA286EA9E07FD
IP Address : Guest halted
Vswitch Port : 6

Guest's Name : armyvm3
MAC Address : 0xD2E856A02638
IP Address : Guest halted
Vswitch Port : 2

Packets in : 4193925
Packets out to stream : 0
Packets out to guest : 0
Packets dropped : 46588
Broadcasts : 4147337
Counter 0 : 0
Counter 1 : 0
Counter 2 : 0
Counter 3 : 0
Cycles in : 1369
Cycles out to stream : 0
Cycles out to guest : 0
Cycles switch packet : 1369

switch2 という vswitch を削除します。
# hpvmnet -d -S switch2
hpvmnet: Remove the vswitch 'switch2'? [n/y]: y

6 の vswitch id をもつ vswitch を削除し、確認ダイアログを省略します。
# hpvmnet -d -s 6 -F

switch1 という vswitch を起動します。
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# hpvmnet -b -S switch1

switch1 という vswitch を停止します。
y

# hpvmnet -h -S switch1
hpvmnet: Halt the vswitch 'switch1'? [n/y]:

VLAN 識別子 100 の switch1 という vswitch 上のポート 2 を構成します。
# hpvmnet -S switch1 -u portid:2:vlanid:100

myswitch という vswitch 用に構成された VLAN ポートについての情報を表示します。
# hpvmnet -S myswitch
Name Number State Mode NumberPPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ====== ============== ===============
myswitch 2 Up Shared lan1 0x00306ef3120c 1.2.3.4

[Port Configuration Details]
Port Port Port Untagged Number of Active VM
Number state Adaptor VLANID Reserved VMs
======= ============ ======== ======== ============ ============
1 Reserved lan none 1
2 Active lan none 1 config2
3 Reserved avio_lan none 1
4 Active lan none 1 winguest2

# hpvmnet -S myswitch -p 4
Vswitch Name : myswitch
Max Number of Ports : 100
Port Number : 4

Port State : Active
Active VM : winguest2
Untagged VlanId : none
Reserved VMs : winguest2
Adaptor : avio_lan

lan0 から lan1 に切り替えるには:
# hpvmnet -C -S hostnet -n 0
# hpvmnet -S hostnet
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
hostnet 296 Up Shared lan0 0x00306e4a93e6

vswitch をクローン作成するには、以下のコマンドを入力してください。
# hpvmnet -C -n 1 -S vmvlan -N clone
# hpvmnet -S clone
Name Number State Mode NamePPA MAC Address IP Address
======== ====== ======= ========= ======== ============== ===============
clone 297 Down Shared lan1

[Port Configuration Details]
Port Port Port Untagged Number of Active VM
Number state Adaptor VLANID Reserved VMs
======= ============ ======== ======== ============ ============
2 Available avio_lan 20 0
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hpvmpubapi(3)
名称

hpvmpubapi -- Integrity VM 公開アプリケーションインタフェースの説明。

構文

#include <hpvm_api_public.h>
HPVM_boolean hpvm_api_server_check()
HPVM_boolean hpvm_api_virtmach_check()
HPVM_boolean hpvm_api_version_get(HPVM_str version)
HPVM_boolean hpvm_api_my_uuid_get(HPVM_str uuid)
HPVM_boolean hpvm_api_server_uuid_get(HPVM_str uuid)
HPVM_boolean hpvm_api_server_hostname_get(HPVM_str hostname)

説明

hpvmpubapi には以下の公開 API が含まれます。

• hpvm_api_server_check - HPVM_boolean タイプを返します。 この API を稼働中の
Integrity VM サーバーで実行すると、HPVM_TRUE が返されます。あるいは、
hpvm_api_public.h で定義されているように HPVM_FALSE が返されます。

• hpvm_api_virtmach - HPVM_boolean タイプを返します。 この API を適切なゲスト
キットがインストールされている仮想マシンで実行すると、HPVM_TRUE が返されます。
あるいは、hpvm_api_public.h で定義されているように HPVM_FALSE が返されます。

• hpvm_api_version_get - エラーコードとして HPVM_int タイプを返します。成功時
には、Integrity VM バージョン文字列を返します。 この API は、Integrity VM バージョン
文字列を、version パラメータによって参照されるバッファーにコピーします。 version
ポインタは、あらかじめ割り当てられた、長さが HPVMAPIDEFMEMSIZ バイト以上のバッ
ファーである必要があります。エラーが発生すると、ゼロ以外のエラーコードが返され
ます。

• hpvm_api_my_uuid_get - エラーコードとして HPVM_int タイプを返します。成功時
には、Integrity VM バージョン文字列を返します。 この API は、uuid 文字列を、uuid
パラメータによって参照されるバッファーにコピーします。 uuid ポインタは、あらか
じめ割り当てられた、長さが HPVMAPIDEFMEMSIZ バイト以上のバッファーである必要
があります。エラーが発生すると、ゼロ以外のエラーコードが返されます。

• hpvm_api_server_uuid_get - エラーコードとして HPVM_int タイプを返します。成
功時には、Integrity VM バージョン文字列を返します。 この API は、Integrity VM サー
バーの uuid 文字列を、uuid パラメータによって参照されるバッファーにコピーしま
す。 uuid ポインタは、あらかじめ割り当てられた、長さが HPVMAPIDEFMEMSIZ バイ
ト以上のバッファーである必要があります。エラーが発生すると、ゼロ以外のエラーコー
ドが返されます。 このルーチンを、Integrity VM サーバーで実行するとエラーが返され
ます。

• hpvm_api_server_hostname_get - エラーコードとして HPVM_int タイプを返しま
す。成功時には、Integrity VM バージョン文字列を返します。 この API は、HPVM サー
バーの uuid 文字列を hostname パラメータによって参照されるバッファーにコピー
します。 hostname ポインタは、あらかじめ割り当てられた、長さが
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HPVMAPIDEFMEMSIZ バイト以上のバッファーである必要があります。エラーが発生す
ると、ゼロ以外のエラーコードが返されます。 このルーチンを、Integrity VM サーバー
で実行するとエラーが返されます。

戻り値

hpvm_api_server_check ルーチンを稼働中の Integrity VM サーバーで実行すると、
HPVM_TRUE が返されます。これ以外の場合は HPVM_FALSE が返されます。
hhpvm_api_virtmach_check ルーチンを稼働中の Integrity VM 仮想マシンで実行すると、
HPVM_TRUE が返されます。これ以外の場合は HPVM_FALSE が返されます。
hpvm_api_version_get、hpvm_api_my_uuid_get、hpvm_api_server_uuid_get、
および hpvm_api_server_hostname_get ルーチンは、成功時には 0 を返します。

診断

hpvm_api_server_check ルーチンと hpvm_api_virtmach_check ルーチンでは、エラー
は返されません。 hpvm_api_version_get、hpvm_api_my_uuid_get、
hpvm_api_server_uuid_get、または hpvm_api_server_hostname_get ルーチンでエ
ラーが発生すると、hpvm_api_public.h に定義されている以下のエラーコードのいずれか
1 つが返ります。

• HPVMAPINOMEMORY - メモリーリソースが不十分

• HPVMAPIINVALARG - 無効な引き数

• HPVMAPIBADFORMAT - -取得された uuid のフォーマットが不正

• HPVMNOTVM - HPVM 仮想マシンで実行されていない

• HPVMAPINOTSUP - サポートされていない

著者

hpvmpubapi 公開 API は HP によって作成されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmpubapi(3)、
hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmremove(1M)
名称

hpvmremove -- Integrity Virtual Machines の仮想マシンを削除します。

構文

hpvmremove { -P vm_name | -p vm_number } [-F]

説明

hpvmremove コマンドは、仮想マシンの構成情報を削除し、それに関連付けられたすべての
リソースを解放します。 仮想マシンが削除されると、その仮想マシンに関連付けられていた
すべてのリソースが他の仮想マシンに割り当てることができるようになります。

このコマンドを不用意に使用すると重大な結果を招くため、この操作を確認するプロンプト
が表示されるようになっています。ただし、-F (force) オプションが指定されている場合は、
プロンプトが表示されません。

仮想マシンを削除するには、仮想マシンがオフ状態でなければなりません。動作中の仮想マ
シンを削除するとエラーになります。

hpvmremove コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmremove は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-P vm_name 削除する仮想マシンの一意の名前を指定します。

-P または-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-p vm_number 削除する仮想マシンの一意の番号を指定します。vm_number
は、hpvmstatus コマンドによって表示されます。
-P または-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-F 仮想マシンを削除する前の確認ダイアログを省略します。 この
オプションは、スクリプトやその他の非対話型アプリケーショ
ンによって使用されることを想定しています (強制モード)。

-Q コマンドをサイレントモードで実行します。デフォルトでは、
コマンドを実行する前に確認のプロンプトが出されます。

戻り値

hpvmremove コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmremove は、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示します。

• 無効なオプションが指定された。
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• 無効な値がオプションに指定されたか、値が省略された。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• vm_name または vm_number が、存在しない、アクセスできない、仮想マシンではな
い、壊れている、のいずれかである。

• vm_name がオフ以外の何らかの状態である。

• hpvmremove コマンドおよび Integrity Virtual Machines が異なったリビジョンレベルで
ある。

例

myguest という仮想マシンを削除します。
# hpvmremove -P myguest
hpvmremove: Remove the virtual machine myguest? [n/y]: y

-F (強制) オプションを使用して、仮想マシンをその一意の識別子で削除します。
# hpvmremove -F -p 333

動作中のゲストを削除します。

# hpvmremove -P hpux1
hpvmremove: The guest is currently running, not able to remove.
hpvmremove: Unable to continue.

著者

hpvmremove コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
hpvmpubapi(3)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmresources(5)
名称

hpvmresources -- 仮想ストレージデバイスおよび仮想ネットワークデバイスを指定します。

構文

Virtual resource specification

説明

hpvmcreate、hpvmclone、および hpvmmodify コマンドは、ゲストのストレージデバイ
スと vswitch の指定に使用することができます。 ストレージデバイスまたは vswitch の名前を
指定するには、ここに記述されている構文を使用します。

リソースの指定には、コロン (:) で区切られた仮想デバイス情報とバッキングストア情報が含
まれています。 リソースの指定を使用して、仮想ストレージデバイスまたは仮想ネットワー
クデバイスを定義することができます。

ストレージデバイスの指定

ストレージデバイスに関しては、以下のようにリソースを指定します。

devicetype:adaptertype:bus,device,target:storage:device

リソース指定の一部を省略する場合は、フィールドの区切り文字としてコロン (:) を含める必
要があります。

ゲストの仮想デバイス情報は、コロンで区切られた以下のフィールドから構成されています。

• devicetype (仮想デバイスタイプ):

disk•

• dvd

• tape

• changer

• burner

• adaptertype (仮想デバイスアダプタタイプ): scsi または avio_stor

注記: avio_stor は、デバイスタイプ disk または dvd にしか指定できません。

• bus, device, target (仮想デバイス ハードウェア アドレス) (オプション)。
仮想デバイス ハードウェア アドレスは、カンマで区切られた 3 つのフィールドから構
成されています。

• bus (仮想デバイスの PCI バス番号)

• device (仮想デバイスの PCI スロット番号)

• target (仮想デバイスの SCSI ターゲット番号)
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仮想デバイス ハードウェア アドレスの指定がない場合には、自動的に生成されます。
仮想デバイス ハードウェア アドレスの一部 (ターゲットのみなど) を指定する場合は、
カンマを含める必要があります (たとえばターゲット 2 のみを指定するときは ,,2)。

物理デバイス情報は、コロンで区切られた以下の 2 つのフィールドから構成されています。

• storage (物理ストレージタイプ)

• device (物理デバイス)

物理ストレージタイプとデバイスは、以下のいずれかが指定できます。

• disk。 物理デバイスについては、ディスクまたはパーティション文字デバイスファイ
ル (たとえば、 /dev/rdsk/c4t3d2) を指定します。

• lv。 物理デバイスについては、LVM または VxVM 文字論理デバイスファイル (たとえ
ば、/dev/vg01/rlv0l2) を指定します。

• file。 物理デバイスについては、ローカルにマウントされた非 NFS の VxFS ファイル
(たとえば、/guestfiles/diskfile1) を指定します。

• null。 空のストレージユニットを指定します。 これは、tmp などのワールドライタブ
ルなディレクトリであってはいけません (これは DVD などのリムーバブルメディアに便
利です)。

• attach。 テープデバイス、メディアチェンジャー、CD/DVD バーナーなどの接続され
ているデバイスを指定します。

物理デバイス名には、コロン (:)、セミコロン (;)、カンマ (,) を含めることはできません。
以下の例では、ゲスト仮想ディスクデバイスを次の物理ディスクデバイスに関連付ける方法
を示します。

disk:scsi:0,1,0:disk:/dev/rdsk/c1t2d0

• 仮想デバイスタイプは、disk です。

• 仮想デバイス アダプタ タイプは、scsi です。

• 仮想デバイス PCI バス番号は、0 です。

• 仮想デバイス PCI スロット番号は、1 です。

• 仮想デバイス SCSI ターゲット番号は、0 です。

• 物理ストレージタイプは、disk です。

• 物理デバイスは /dev/rdsk/c1t2d0 です。

以下の例では、空のゲスト仮想 DVD を将来選択可能な複数の ISO ファイルに関連付ける方法
を示します。

dvd:scsi::null:/docs

• 仮想デバイスタイプは、dvd です。

• 仮想デバイス アダプタ タイプは、scsi です。

• 仮想デバイス ハードウェア アドレスは、自動的に生成されます。

• 物理ストレージタイプは、null です。
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• 物理デバイスは /docs です。

以下の例は、テープデバイスの指定方法を示しています。

tape:scsi::attach:/dev/rscsi/c6t5d0

ネットワークデバイスの指定

ゲスト仮想ネットワークデバイスを仮想ネットワークスイッチ (vswitch) に関連付けるには、
以下の構文を使用します (仮想ネットワークデバイスを仮想スイッチに関連付ける前に、
hpvmnet コマンドを使用して vswitch を作成しておく必要があります)。
ネットワークデバイス用の rsrc パラメータのフォーマットは、以下のとおりです。
network:adaptertype:bus,device,mac-addr:vswitch:vswitch-name:portid:portnumber

ネットワークリソース指定の一部を省略する場合は、フィールドの区切り文字としてコロン
(:) を入力する必要があります。
ゲストの仮想ネットワーク情報は、コロンで区切られた以下のフィールドから構成されてい
ます。

• network

• adaptertype (仮想デバイスアダプタタイプ): lan、avio_lan

• :bus,device,mac-addr (仮想ネットワーク デバイス ハードウェア アドレス) (オプ
ション)
仮想ネットワーク デバイス ハードウェア アドレスは、コロンで区切られた 3 つのフィー
ルドから構成されています。

• bus (仮想ネットワークデバイスの PCI バス番号)

• device (仮想ネットワークデバイスの PCI スロット番号)

• mac-addr (仮想ネットワークデバイスの MAC アドレス。0xaabbcc001122 または
aa-bb-cc-00-11-22 のいずれかの形式です)
MAC アドレスは VM ホストの物理ネットワークアダプタの MAC アドレスと競合す
ることができないため、入力した MAC アドレスが一意であり、正しいビットが設定
されていることを確認するためにチェックが行われます。 MAC アドレス付きのバス
およびデバイスを指定するか、バスおよびデバイスなしで MAC アドレスを指定する
ことができます。または、ハードウェアアドレス全体を省略することもできます。
仮想ネットワーク デバイス ハードウェア アドレス、またはその一部の指定がない場
合には、欠落している情報は自動的に生成されます。 仮想ネットワーク デバイス
ハードウェア アドレスの一部 (MAC アドレスのみなど) だけを指定する場合は、カ
ンマを含める必要があります (たとえば、,,aa-bb-cc-00-11-22)。

仮想スイッチ情報は、コロンで区切られた以下のフィールドから構成されています。

• vswitch

• vswitch-name(仮想ネットワークスイッチに割り当てられた名前)

• portnumber (vswitch 上のポート番号)

以下の例は、ゲスト仮想ネットワークデバイスを次の vswitch に関連付ける方法を示していま
す。
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network:avio_lan:0,1,02-02-03-04-05-06:vswitch:net1

• ゲスト仮想ネットワーク デバイス タイプは、network です。

• 仮想アダプタタイプは、avio_lan です。

• 仮想 PCI バス番号は、0 です。

• 仮想 PCI スロット番号は、1 です。

• 仮想 MAC アドレスは、02-02-03-04-05-06 です。

• 物理ネットワーク デバイス タイプは、vswitch です。

• vswitch の名前は、net1 です。

著者

HP Integrity Virtual Machines は HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
hpvmpubapi(3)、hpvmremove(1M)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmstart(1M)
名称

hpvmstart -- 仮想マシンを起動します。

構文

hpvmstart { -P vm-name | -p vm-number } [ -F | -s ] [-Q]

説明

hpvmstart コマンドは、指定した仮想マシンを起動します。 仮想マシンが存在し、オフ状
態であることが必要です。 hpvmstart コマンドは、起動する仮想マシンに、その構成ファ
イルの定義する必要なすべてのリソースが確実に割り当て可能であることを確認します。 割
り当てができない場合、仮想マシンは起動しません。

次のいずれかの状態の場合、仮想マシンの起動が妨げられることがあります。

1. 仮想マシンが必要とする CPU 数よりもサーバーの CPU 数が少ない。
2. サーバーの空きメモリが不足している。

3. サーバーの CPU リソースが不足している。
4. サーバーのスワップリソースが不足している。

5. 別の仮想マシンが指定した非共有バッキングデバイスを使用している。

6. サーバーが指定したバッキングデバイスを使用している。

7. 指定したバッキングデバイスが存在しない。

8. 指定した vswitch が使用可能でない。 hpvmnet コマンドを使用して vswitch を作成する
必要があります。その後、それを使用するゲストが起動できるようになります。

9. 指定した MAC アドレスが使用中である。
10. 指定したゲストが分散ゲストである。
hpvmstart コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmstart コマンドは、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-P vm-name 起動される仮想マシンの名前を指定します。

-P または-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-p vm-number ブートされる仮想マシンの番号を指定します。vm-number は、
hpvmstatus コマンドによって表示されます。
-P または-p オプションのいずれかを指定する必要があります。

-F 仮想マシンにすべてのリソースチェックを強制的にスキップさ
せます。 警告は発行されません。
注意: -F オプションを使用すると、仮想マシンのパフォーマン
スの低下、超過接続、データの破損、または仮想マシンのハン
グアップを招くことがあるため、使用はお勧めできません。
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-s 指定したゲスト構成が正常であるか確認し、起動を妨げる可能
性のあるあらゆるエラーや警告を報告します。 ゲストは起動さ
れません。

-Q コマンドをサイレントモードで実行します。デフォルトでは、
コマンドを実行する前に確認のプロンプトが出されます。

戻り値

コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。

0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmstart コマンドは、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示し
ます。

• 無効なオプションが指定された。

• vm-name または vm-number が、存在しない、アクセスできない、仮想マシンではな
い、壊れている、のいずれかである。

• 仮想マシンがオフ以外の何らかの状態にあり、起動できない。 hpvmstart コマンドを
使用して仮想マシンを停止してください。

• リソース不足が検出されたため、現時点では仮想マシンがブートできない。

• hpvmstart コマンドおよび Integrity VM ソフトウェアが異なったバージョンレベルであ
る。

例

myguest という仮想マシンを起動します。
# hpvmstart -P myguest

以下の警告メッセージの例は、hpvmstart が実行されてゲスト myguest 上でさまざまな構
成の問題が発生したときに返されるものです。

Warning 1: Guest needs more vcpus than server supports.
Warning 2: Insufficient free memory for guest.
Warning 3: Insufficient swap resource for guest.
Warning 4: Insufficient cpu resource for guest.
Warning 5 on item /dev/rdsk/c2t1d0: Device file '/dev/rdsk/c2t1d0' in use by another guest.
Warning 6 on item /dev/vg00/rswap: Device file '/dev/vg00/rswap' in use by server.
Warning 7 on item /dev/rdsk/c1t1d3 backing device does not exist.
Warning 8 on item /dev/rdsk/c3t1d0: Device file '/dev/rdsk/c3t1d0' in use by another guest.
Warning 9 on item hostnet: MAC address in use for switch hostnet.
Warning 10 on item offnet: Vswitch offnet is not active.
Warning 11 on item badnet: 'badnet' backing device does not exist.
These problems will prevent HPVM guest myguest from booting.

著者

hpvmstart コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
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hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
hpvmpubapi(3)、hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstatus(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmstatus(1M)
名称

hpvmstatus -- 1 つ以上の仮想マシンについてのステータス情報を表示します。

構文

hpvmstatus [ -V | -X | -M ] [-v]
hpvmstatus -D { -P vm-name | -p vm-number } [ -V | -X | -M ] [-v]
hpvmstatus -e { -P vm-name | -p vm-number } [ -V | -X | -M ] [-v]
hpvmstatus -i { -P vm-name | -p vm-number } [ -V | -X | -M ] [-v]
hpvmstatus -r { -P vm-name | -p vm-number } [ -V | -X | -M ] [-v]
hpvmstatus -d { -P vm-name | -p vm-number } [ -V | -X | -M ] [-v]
hpvmstatus -m [ -M | -X ]
hpvmstatus -S [ -M | -X ]
hpvmstatus -s [ -M | -X ]

説明

hpvmstatus コマンドは、仮想マシンの動作状態および VM ホスト上の仮想ハードウェア構成
に関する情報を表示します。 hpvmstatus コマンドが表示する情報は、次のとおりです。

• コマンドのバージョン (-v オプションを指定した場合)。

• 仮想マシンの名前 (要約形式で 20 文字まで)。

• 仮想マシンの状態。 仮想マシンは、以下のいずれかの状態になります。

オン: 仮想マシンは「電源がオン」の状態です。 コンソールプロンプトの状態にある
か、オペレーティングシステムを起動して完全に機能しています。 これは、動作中
の仮想マシンの通常の状態です。

•

• オフ: 仮想マシンが完全に停止しています。

• 無効: 仮想マシン構成ファイルが破損しているか無効です。 この仮想マシンを起動可
能にするには、構成ファイルを修正する必要があります。

• ゲストの動作状態。 仮想マシンは、以下のいずれかの状態にあります。

EFI: 仮想マシンは Extensible Firmware Interface (EFI) で正常に動作しています。•

• OS: 仮想マシンはオペレーティングシステムで正常に動作しています。

• ATTN!  - 仮想マシンが中断に応答しないので、注意する必要があります。

• この仮想マシンに割り当てられているリソース。

• この仮想マシンに割り当てられている属性。

• 動的メモリーがこの仮想マシンに対して有効になっている場合の動的メモリー情報。

hpvmstatus コマンドは、現在有効なリソース割り当てを含む、オン状態のゲストのアクティ
ブな構成を表示します。 オフ状態のゲストについては、ゲストが次にブートされたときに使
用される構成を表示します。
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次のように、各種の情報が表示されます。

• VM ホスト上にあるすべての仮想マシンを一覧表示するには、-P オプション、-p オプ
ション、-e オプション、-r オプションを指定せずに hpvmstatus コマンドを入力しま
す。

• 仮想マシンの詳細情報を表示するには、-P または-p オプションを使用して仮想マシン
を指定します。-e オプション、-r オプション、-d オプションは指定しません。

• デバイスをコマンド行と同じ形式で表示するには、-d オプションを使用します。

• VM ホストまたは指定した仮想マシンのいずれかに対して、仮想マシンのログファイル
を表示するには、-e オプションを使用します。

• 仮想マシンのリソーススケジューリング情報を表示するには、-r オプションを使用しま
す。

• スケジューラのモードを表示するには、-S オプションを使用します。

機械読み取り可能な形式での表示を取得するには、-M または-X オプションを使用します。
hpvmstatus コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmstatus コマンドは、以下のオプションと引き数を認識します。
-v hpvmstatus コマンドのバージョン番号を表示します。 まず、

バージョン番号が表示され、次に他のオプションで指定された
情報が表示されます。

-V 仮想マシンに関する詳細情報 (詳細表示モード) が表示されます。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時に使用
することはできません。

-M 詳細な属性およびリソース情報を機械読み取り可能な形式で表
示します。

各フィールドは、次のいずれかの区切り文字で区切られます。

1. コロン (:) は、各フィールドとリソースタイプを区切りま
す。

2. セミコロン (:) は、リソースタイプのサブフィールドを区切
ります。

3. カンマ (,) は、類似項目のリストで各項目を区切ります。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時に使用
することはできません。

-X 詳細な属性およびリソース情報を XML 形式で表示します。
-V オプション、-M オプション、-X オプションを、同時に使用
することはできません。

-P vm-name 情報を表示する仮想マシンの名前を指定します。
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-P オプションと-p オプションを、同時に使用することはでき
ません。

-p vm-number 情報を表示する仮想マシンの番号を指定します。 vm_number
は仮想マシンの作成時に割り当てられ、hpvmstatus コマンド
によって表示されます。

-P オプションと-p オプションを、同時に使用することはでき
ません。

-D 次回仮想マシンが起動されたときに有効になるリソース割り当
てを表示します (遅延モード)。

-e VM ホストまたは指定した仮想マシンのイベントログを表示しま
す。 イベントログは、仮想マシン構成に対して行われたすべて
の変更内容を記録します。

-i このオプションは-P オプションと一緒に使用され、モニターに
よって収集された統計情報を出力します。 現リリースでは、こ
の情報にはゲストの存続期間における VCPU の割合 (%) や持続
時間が含まれます。

-r 仮想マシンについての CPU 使用権情報を表示します。次の情報
が含まれます。

• #VCPUs: この仮想マシン内の仮想 CPU の数。

• Entitlement: この仮想マシンが使用できる仮想 CPU あたり
の CPU 使用権数。 表示される値が指定された値と若干異
なる場合があります。 たとえば、CPU 使用権のパーセン
テージ値に最も近い値にするため、端数が切り捨てられる
場合があります。

• Maximum: この仮想マシンが使用できる CPU 使用権の最大
量。

• Percent Usage: 前回の間隔期間でこの仮想マシンが使用し
た VM ホストの物理 CPU の割合。
Cumulative Usage: ブート以降にこの仮想マシンが使用した
VM ホストの CPU サイクル数。

仮想マシンを指定すると、hpvmstatus コマンドは仮想 CPU ご
とに以下の情報を表示します。

• Cumulative Usage: 仮想マシンのブート以降にこの仮想 CPU
が使用したサイクル数。

• Guest percent: ゲストが使用した CPU の割合。

• Host percent: VM ホストがゲストの代わりに使用する CPU
の割合。

• 達成したサイクル (MHz で表現)。

• Sampling Interval: サンプル間の時間間隔。
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-d コマンド行で使用されるのと同じ形式で、指定した仮想マシン
上のデバイスを表示します。

-S VM ホストのスケジューラのモード (CAPPED または NORMAL)
を報告します。 CAPPED の場合、コントローラプロセスに関す
る情報を表示します。

-s 現在の VM ホストリソースを表示します。
-m マルチサーバー環境についての情報を表示します。この情報に

は、Serviceguard 識別子、状態、IP アドレス、およびホスト名
が含まれます。 VM ホストが Serviceguard サーバーでない場合
は、以下のメッセージが表示されます。No HPVM
multi-server environment configured

戻り値

hpvmstatus コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmstatus コマンドは、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示し
ます。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定された。

• vm-name または vm-number が、存在しない、アクセスできない、仮想マシンではな
い、壊れている、のいずれかである。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• hpvmstatus コマンドおよび Integrity Virtual Machines ソフトウェアが同じバージョン
レベルではない。

例

VM ホスト上のすべての仮想マシンについての情報を要約します。
# hpvmstatus
[Virtual Machines]
Virtual Machine Name VM # OS Type State #VCPUs #Devs #Nets Memory Runsysid
==================== ===== ======= ========= ====== ===== ===== ======= ========
config1 1 HPUX Off 1 5 1 512 MB 0
config2 2 HPUX Off 1 7 1 1 GB 0
winguest1 5 WINDOWS On (OS) 1 5 1 1 GB 0
winguest2 9 WINDOWS Off 1 3 1 2 GB 0

仮想マシン config2 に割り当てられている属性およびリソースを表示します。
# hpvmstatus -P config2

[Virtual Machine Details]
Virtual Machine Name VM # OS Type State
==================== ===== ======= ========
config2 2 HPUX On (OS)
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[Authorized Administrators]
Oper Groups:
Admin Groups:
Oper Users:
Admin Users:

[Virtual CPU Details]
#vCPUs Entitlement Maximum
====== =========== =======

1 10.0% 100.0%

[Memory Details]
Total Reserved
Memory Memory
======= ========
[Dynamic Memory Information]
Minimum Target Maximum
Memory Memory Memory
=========== =========== ===========

1024 MB 2039 MB 2048 MB

[Storage Interface Details]
Guest Physical
Device Adaptor Bus Dev Ftn Tgt Lun Storage Device
======= ========== === === === === === ========= =========================
disk scsi 0 1 0 0 0 disk /dev/rdsk/c3t2d0

[Network Interface Details]
Interface Adaptor Name/Num PortNum Bus Dev Ftn Mac Address
========= ========== ========== ======= === === === =================
vswitch avio_lan 192net 1 0 1 0 de-ad-be-ef-17-67
vswitch lan 15net 1 0 2 0 66-c7-a6-2d-d6-01
vswitch lan 192net 3 0 3 0 be-ef-de-ad-17-67
vswitch lan localnet 1 0 4 0 be-ef-17-67-de-ad
[Misc Interface Details]
Guest Physical
Device Adaptor Bus Dev Ftn Tgt Lun Storage Device
======= ========== === === === === === ========= =========================
serial com1 tty console

gWLM 管理対象 VM ホストについての情報を表示します。
# hpvmstatus -S
HPVM scheduler is running in CAPPED mode.

Controller process information:
PID=13456,NAME=gWLM,HOST=acms.work.com,URL=http://acms.work.com:280

NONVM group entitlement information:
Percent Cumulative

#VCPUs Entitlement Maximum Usage Usage
====== =========== ======= ======= ================

0 108MHz 1300MHz 1.9% 469302

Startable virtual machines:
vm1,vm2,vm3,vm4,vm5,vm6
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VM ホストシステム上のシステムリソースを表示します。
# hpvmstatus -s

[HPVM Server System Resources]

Processor speed = 900 Mhz
Total physical memory = 6132 Mbytes
Total number of processors = 2
Available memory = 2557 Mbytes
Available swap space = 1541 Mbytes
Maximum vcpus for an HP-UX virtual machine = 2
Maximum vcpus for a Windows virtual machine = 2
Maximum vcpus for a Linux virtual machine = 2
Available entitlement for a 1 way virtual machine = 900 Mhz
Available entitlement for a 2 way virtual machine = 810 Mhz

VM ホストシステム上の Serviceguard サーバー情報を表示します。
# hpvmstatus -m
HPVM Multi-server environment

This servers identifier=1

Server_id=1
Server_state=1
Server_ipaddr=1.2.3.4
Server_hostname=rake

Server_id=1
Server_state=0
Server_ipaddr=1.3.5.7
Server_hostname=cloud

コマンド行で使用されるのと同じ形式で、指定した仮想マシン上のデバイスを表示します。

# hpvmstatus -P hpvm0014 -d
[Virtual Machine Devices]

[Storage Interface Details]
disk:scsi:0,0,1:lv:/dev/vg01/rlv2

[Network Interface Details]
network:lan:0,1,0x56A3E9D74099:vswitch:myswitch

[Misc Interface Details]
serial:com1::tty:console

著者

hpvmstatus コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
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hpvmpubapi(3)、hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstop(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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hpvmstop(1M)
名称

hpvmstop -- 仮想マシンを停止します。

構文

hpvmstop { -P vm-name | -p vm-number | -a } [ -h | -g ] [-F] [-q] [-Q]

説明

hpvmstop コマンドは、物理システム上のシステムコンソールで実行される動作をシミュレー
トすることによって、動作中の仮想マシンを停止します。 このコマンドは、ハードストップ
(電源障害の際に発生するような強制停止)、または停止する前にゲスト オペレーティングシス
テムが通知を受け取りクリーンアップ操作を実行する時間が与えられる正常な停止のいずれ
かを実行できます。

hpvmstop コマンドがエラーメッセージを返さないかぎり、指定した仮想マシンがシャット
ダウンされます。

hpvmstop コマンドは、クラッシュダンプを作成せず、自動再起動は実行されません。
hpvmstop コマンドを不用意に使用すると重大な結果を招くため、操作を確認するプロンプ
トが表示されるようになっています。ただし、-F (force) オプションが指定されている場合
は、プロンプトが表示されません。

hpvmstop コマンドを実行できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション

どのオプションも複数回指定することはできません。

hpvmstop コマンドは、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
-P vm-name 停止する仮想マシンの一意の名前を指定します。

-P、-p、または-a オプションのいずれかを指定する必要があ
ります。

-p vm-number 停止する仮想マシンの一意の番号を指定します。vm_number は、
hpvmstatus コマンドで表示されます。
-P、-p、または-a オプションのいずれかを指定する必要があ
ります。

-a すべてのアクティブなゲストを停止します。

-P、-p、または-a オプションのいずれかを指定する必要があ
ります。 -a オプションを指定する場合、-F オプションも指定
する必要があります。

-g 正常なシャットダウンを実行します。 差し迫った電源障害の危
険があることをゲスト オペレーティングシステムに通知するこ
とで、クリーンアップ作業を実行する時間が得られます。 これ
はデフォルトのアクションです。 仮想マシンの停止には、ネイ
ティブ オペレーティング システムのコマンドを使用することを
お勧めします。
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-h オプションと-g オプションを、同時に使用することはでき
ません。

-h ハードストップ (電源障害の発生と同意義) を実行します。 ゲス
ト オペレーティング システムには通知されないため、クリーン
アップを実行することはできません。 この状況では、ゲスト オ
ペレーティング システムはクラッシュダンプを作成せず、自動
再起動は実行されません。 仮想マシンの停止には、ネイティブ
オペレーティング システムのコマンドを使用することをお勧め
します。

-h オプションと-g オプションを、同時に使用することはでき
ません。

-F force (強制) オプションを指定します。 仮想マシンをリセットす
る前の確認ダイアログを省略します。 このオプションは、スク
リプトやその他の非対話型アプリケーションによって使用され
ることを想定しています。

-q スクリプトで実行される一部の動作を簡素化します (クワイエッ
トモード)。

-Q コマンドをサイレントモードで実行します。デフォルトでは、
コマンドを実行する前に確認のプロンプトが出されます。

戻り値

hpvmstop コマンドは、以下のいずれかの値を示して終了します。
0: 正常終了。
1: 少なくとも 1 つのエラー状態が発生した。

診断

hpvmstop コマンドは、以下のいずれかの条件に対して stderr にエラーメッセージを表示し
ます。

• 無効なオプションが指定された。

• 無効な値がオプションに指定された。

• vm-name または vm-number が、存在しない、アクセスできない、仮想マシンではな
い、壊れている、のいずれかである。

• 値が必要な引き数に値がないか、値を受け取らない引き数に値が指定された。

• hpvmstop コマンドおよび Integrity Virtual Machines が異なったリビジョンレベルであ
る。

• 指定したゲストが分散ゲストである。

例

compass1 という仮想マシンの正常なシャットダウンを実行します。
# hpvmstop -P compass1
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著者

hpvmstop コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(5)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
hpvmpubapi(3)、hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、
p2vassist(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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p2vassist(1M)
名称

p2vassist -- 物理から仮想への移行に関するアシスタント。

構文

p2vassist 機能番号

説明

p2vassist コマンドは、実行中の物理マシンまたは仮想マシン間でアプリケーションを移行す
る場合に役立つメニュー形式のアプリケーションです。 p2vassist コマンドを入力することに
よって、スクリプトを開始します。

# p2vassist
P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number:

メニューオプションは、以下のとおりです。

1 General Configurations
この機能では、インストールデポが取得されるサーバーが設定されます。 受け入れられ
る形式は、swinstall コマンドの-s オプションと同じです。 以下の例では、
server.abc.com というサーバー、およびデポサーバーとして
の/release/1123.0706/ic054 上のデポの位置の構成方法を示します。
General Configurations
======================================

1 ) Set Source Depot
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 1

In this option you can set the location of the depots
of the application to be installed on the target system.
It can be a hostname or a local directory.

Depots source currently configured: NONE
Depots source (type 'q' to return)

デポの位置の絶対パスを入力します。 例:
server.abc.com:/release/1123.0706/ic054
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2 Manage Applications
このメニューを使用して、サーバーにインストールされているデポを一覧表示し、統合
されるデポおよびアプリケーションデータが存在するディレクトリを選択します。 この
オプションを入力すると、以下のメニューが表示されます。

Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

• List Applications
このオプションを使用すると、サーバーにインストールされている製品が一覧表示
されます。 統合するデポの名前を、このリストから取得できる場合があります。 返
されるリストには、操作環境関連のパッケージは含まれません。除外されるパッケー
ジのリストは、構成ファイルに保存されます (以下の「Data Directories/FILES」セク
ションを参照)。 例:
Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 1

ACXX C.06.00 HP aC++
BullseyeCoverIA 7.5.61 HP-UX IA
C-ANSI-C C.06.10 HP C/ANSI C Compiler
C-Dev-Tools B.11.23.11 C Language Development Tools
gcc 4.1.0 gcc
gdbm 1.8.3 gdbm
.
.
vim 7.0 vim
xpm 3.4k xpm
zlib 1.2.3 zlib

システムで実際に表示されるリストは、この例と異なる場合があることに注意して
ください。

• Select Applications
(スペースで区切られている) デポリストが、このオプションへの入力です。 入力さ
れたデポがインストールされたソフトウェアのリストに属しているかどうかが、ス
クリプトによりチェックされます。 以下の例では、(Web サーバースイートに属す
る) 追加される 4 つのデポを示します。
Manage Applications
======================================
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1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 2

Select Applications
==============================

Please enter the list of depots to be installed on the target
system, separated by spaces.
You can list the applications using the first option of this menu.
Depots list (type 'q' to return):

デポの名前を入力します。 例:
hpuxwsAPACHE hpuxwsTOMCAT hpuxwsWEBMIN hpuxwsXML

• Add Data Directories/Files
アプリケーションの構成およびデータが含まれるディレクトリまたはファイルを指
定します。 すでに存在するディレクトリおよびファイルを参照する絶対パスを入力
します。 一部の既知のシステムレベルのディレクトリは、デフォルトで拒否されま
す (/、/var、および/usr など) ソフトウェアデポを指定する場合、p2vassist は
データディレクトリをデポ定義から読み込みます。 これらのディレクトリは、ユー
ザーへの提案として表示されます。 例:
Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 3

Please enter the list of directories/files to be transferred to the
target system, separated by spaces.

The following directories are obtained by examining the depot configuration, you may copy
them to the prompt
below in order to be used:

/opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

List (type ENTER to return):

例:
List (type <Enter> to return): /opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

• Consolidate Applications
選択したアプリケーション、ディレクトリ、およびファイルを、指定されたサーバー
に統合します。 例:
Manage Applications
======================================
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1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 4

Consolidate Applications
==============================

This option will consolidate application(s) installed
on the current system and then migrate into another a
suitable target system. The target system is the machine
which will host the consolidated application(s).
This wizard requires that non-interactive Secure Shell
(ssh) access be set up between this system and the
target server.

Depots source currently configured: depsrv.hp.com:/release/1123.0706/ic054
Depots to be installed: hpuxwsAPACHE hpuxwsTOMCAT hpuxwsWEBMIN hpuxwsXML

Dirs/Files to be transferred: /opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

Please enter the hostname/IP of the target system (type 'q' to return): vmp2V

Enter キーを押した後、プロセスが継続します。
Querying the system vmp2v for current status, this may take a few moments...
Installing depots...

Press <Enter> to continue and begin transferring files.

Transferring Configuration files...
Checking application disk space...
Application disk space Ok.
Transferring /opt/hpws/apache directory to vmp2v, please wait...
Transferring /opt/hpws/tomcat directory to vmp2v, please wait...
Transferring /opt/hpws/webmin directory to vmp2v, please wait...
Application Sucessfully consolidated on host: vmp2v
Press <Enter> to return to menu:

3 Manage Operating System Images
このオプションは、現在のバージョンの Integrity VM ではサポートされていません。

戻り値

完了時に、p2vassist コマンドは以下のいずれかの値を返します。
0: 正常終了。 アプリケーションは正常に統合されま
した。

1: エラーが発生した。

例

以下の例は、アプリケーションの統合の実行方法を示しています。

# p2vassist
P2V Assistant Manager
======================================

1 ) General Configurations
2 ) Manage Applications
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3 ) Manage O.S. Images
-----
0 ) Exit

Enter Option Number: _1_

General Configurations
======================================

1 ) Set Source Depot
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 1

In this option you can set the location of the depots
of the application to be installed on the target system.
It can be a hostname or a local directory.

Depots source currently configured: NONE

Depots source (type 'q' to return): server.abc.com:/release/1123/ic054

デポソースが定義されたら、インストールするアプリケーションデポを選択します。 デポの
正しい名前を取得するには、インストールされたアプリケーションを一覧表示します。

Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 1

ACXX C.06.00 HP aC++
AudioDevKit B.11.23.10 HP-UX Audio Desktop Developer Kit
C-ANSI-C C.06.10 HP C/ANSI C Compiler
C-Dev-Tools B.11.23.11 C Language Development Tools
gcc 4.1.0 gcc
gdbm 1.8.3 gdbm
.
.
hpuxwsAPACHE B.2.0.55.03 HP-UX Apache-based Web Server
hpuxwsTOMCAT B.5.5.9.04 HP-UX Tomcat-based Servlet Engine
hpuxwsWEBMIN A.1.070.07 HP-UX Webmin-based Admin
hpuxwsXML A.2.00 HP-UX XML Web Server Tools
.
.
vim 7.0 vim
xpm 3.4k xpm
zlib 1.2.3 zlib

この例では、取得可能なデポの正しい名前を示します。 この例では、Web サーバースイート
(hpuxwsAPACHE、hpuxwsTOMCAT、hpuxwsWEBMIN、および hpuxwsXML) が統合されます。

294



これらの名前を入力するには、以下の手順に従います。

Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 2

Select Applications
==============================

Please enter the list of depots to be installed on the target
system, separated by spaces.
You can list the applications using the first option of this menu.

Depots list (type 'q' to return): hpuxwsAPACHE hpuxwsTOMCAT hpuxwsWEBMIN hpuxwsXML

デポの設定後、転送するディレクトリ、およびインストールされた製品を選択します。
p2vassist ユーティリティにより、デポの構成がスキャンされ、ディレクトリのリストが作
成されます。 ディレクトリを指定するには、文字列をプロンプトにコピーします。 例:
Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 3

Please enter the list of directories/files to be transferred to the
target system, separated by spaces.

The following directories are obtained by examining the depot configuration, you may copy them to
the prompt
below in order to be used:

/opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

Please enter directories or files: /opt/hpws/apache /opt/hpws/tomcat /opt/hpws/webmin

最後に、新しいホスト上のアプリケーションを統合します。

Manage Applications
======================================

1 ) List Applications
2 ) Select Applications
3 ) Add Data Directories/Files
4 ) Consolidate Applications
-----
0 ) Return

Enter Option Number: 4
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Consolidate Applications
==============================

This option will consolidate application(s) installed
on the current system and then migrate into another a
suitable target system. The target system is the machine
which will host the consolidated application(s).
This wizard requires that non-interactive Secure Shell
(ssh) access be set up between this system and the
target server.

Depots to be installed: Firefox

Dirs/Files list not defined.
Please enter the hostname/IP of the target system: vmp2v

Querying the system vmp2v for current status,
this may take a few moments...
Installing depots...

Transferring Configuration files...
Checking application disk space...
Application successfully consolidated on host: vmp2v

Press <Enter> to return to menu:

著者

p2vassist コマンドは HP によって開発されました。

参照

VM ホスト:
hpvm(5)、hpvmclone(1M)、hpvmcollect(1M)、hpvmconsole(1M)、hpvmcreate(1M)、
hpvmdevmgmt(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmigrate(1M)、hpvmmodify(1M)、hpvmnet(1M)、
hpvmpubapi(3)、hpvmremove(1M)、hpvmresources(5)、hpvmstart(1M)、hpvmstatus(1M)、
hpvmstop(1M)
Integrity VM ゲスト:
hpvmcollect(1M)、hpvminfo(1M)、hpvmmgmt(1M)、hpvmpubapi(3)
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用語集

この用語集では、Integrity VM 製品マニュアルで使用されている用語と略語について
説明します。

Accelerated
Virtual I/O

AVIO を参照。

APA オートポートアグリゲーション リンクアグリゲーションを作成する HP-UX ソ
フトウェア製品であり、「トランク」とも呼ばれます。オートポートアグリ
ゲーションは、2 つ以上の物理ポートから成る論理グループを単一の「ファッ
トパイプ」に提供します。 このポート編成により、データ帯域幅が広がりま
す。

AVIO Accelerated Virtual I/O。 Integrity VM 環境で使用されているネットワークデ
バイスと記憶装置の仮想 I/O パフォーマンスを向上させる I/O プロトコル。
このプロトコルを使用することで、ゲストあたりの仮想 I/O デバイスの数を
増やすこともできます。 VM ホストとゲストの両方で特殊なドライバを使用
する必要があります。 関係するゲストには、AVIO プロトコルを使用するよ
うに構成された仮想 I/O デバイスが含まれている必要があります。

BMC
(Baseboard

ベースボード管理コントローラ Intel® Itanium システム用の MP (Management
Processor) コンソール。

Management
Controller)

EFI (Extensible
Firmware
Interface)

Extensible Firmware Interface の略です。 すべての HP Integrity システムで使用
されるブートファームウェア。

Extensible
Firmware
Interface

EFI (Extensible Firmware Interface) を参照。

Ignite-UX HP-UX Ignite サーバー製品。 HP-UX サーバーの作成またはリロードの際にコア
ビルドイメージとして使用されます。

Integrity Virtual
Machines

同じ物理ホストシステム上に複数のシステム (仮想マシン) をインストールし
て実行できる HP Integrity Virtual Machines 製品。

Integrity VM Integrity Virtual Machines を参照。

ISSE HP Instant Support Enterprise Edition。 ビジネス向けのサーバーおよびストレー
ジデバイスを対象としたセキュアリモート サポートプラットフォーム。

localnet Integrity VM によって作成された、内部的なローカル通信用のためのローカル
ネットワーク。 ゲストは localnet 上で通信を行えますが、VM ホストは localnet
上では通信しません。

NIC (Network
Interface Card)

ネットワークインタフェースカード。 「ネットワークアダプタ」とも呼ばれ
ます。

NSPOF no single point of failure (単一機器の障害がシステム全体の障害とならない構
成) の略。 単一の機器の障害がマシンの処理に影響を与えない状況を実現する
ために冗長性と高可用性を利用することを示唆する構成規範。

PMAN Platform Manager。 「VM ホスト」を参照。
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pNIC physical network interface card (物理ネットワークインタフェースカード) の
略。

Serviceguard Serviceguard では、HP 9000 サーバーまたは HP Integrity サーバーを使用して
高可用性クラスタを構築できます。 Serviceguard を使用する顧客の多くは、
仮想マシンを Serviceguard パッケージとして管理します。 Serviceguard パッ
ケージは、アプリケーションサービス (個々の HP-UX プロセス) がフェイル
オーバーに対応できるように、それらをまとめてグループ化し、クラスタ内
の複数のノード上で維持します。

SGeRAC Serviceguard extension for real application clusters の略。

SGeSAP Serviceguard extension for SAP の略。

Virtual
Machine

HP Integrity Virtual Machines の管理と設定を担当する管理アプリケーション。

Manager
(VMM)

VM 「仮想マシン」を参照。

VM Host 仮想マシンホストシステム

vNIC virtual network interface card (NIC) (仮想ネットワークインタフェースカード)
の略。 ゲストアプリケーションによってアクセスされるネットワークインタ
フェース。

vswitch 仮想スイッチ。 ゲスト仮想ネットワーク内のコンポーネントです。 仮想ス
イッチを VM ホスト上の動作中の物理 LAN に関連付けることで、localnet 外
部との通信機能をゲストに提供します。

WBEM Web-Based Enterprise Management の略。 Distributed Management Task Force,
Inc によって開発された Web ベースの情報サービス標準セット。 WBEM プ
ロバイダはリソースへのアクセスを提供します。 WBEM クライアントは、登
録済みのリソースに関する情報の取得要求、およびアクセス要求をプロバイ
ダに送信します。

アプリケー
ション

特定の機能を実行するプロセスの集合体。 仮想マシンクラスタの観点では、
ゲスト上で稼働するあらゆるソフトウェアがアプリケーションに相当します。

移行 1 つのクラスタメンバー上の Serviceguard パッケージを停止し、他のクラス
タメンバー上でそのパッケージを起動する処理。 パッケージ (仮想マシンな
ど) の移行は、システム管理手続きやワークロードの分散などに便利です。
仮想マシンの移行 も参照。

イベントログ システムイベントについての情報。 イベントログは、発生したイベント、発
生時刻、発生場所、およびその重要性 (警告レベル) を示します。 イベントロ
グは、通常の I/O 処理には依存しません。

仮想コンソー
ル

仮想マシンの仮想化コンソールであり、HP Integrity サーバーの MP
(Management Processor) インタフェースの機能をエミュレートします。 各仮
想マシンには独自の仮想コンソールが存在し、この仮想コンソールから仮想
マシンの電源投入と切断、起動と停止、ゲスト OS の選択などが行えます。

仮想スイッチ vswitch を参照。

仮想デバイス 物理デバイスのエミュレーション。 仮想マシンによってデバイスの 1 つとし
て使用されるこのエミュレーションは、VM ホスト上のエンティティ (DVD な
ど) に仮想デバイスを効果的にマップします。

仮想ネット
ワーク

同じ VM ホストまたは同じ Serviceguard クラスタ内で稼働している仮想マシ
ンによって共有される LAN。
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仮想マシン 仮想のハードウェアシステム。 VM とも呼ばれます。

仮想マシンア
プリケーショ
ン

個々の仮想マシンを示す、VM ホスト上の実行可能プログラム。 このプログ
ラムは、ゲスト固有の構成ファイル内の情報にもとづいて呼び出し可能なド
ライバと通信を行うとともに、仮想マシンをインスタンス化します。

仮想マシンコ
ンソール

仮想マシンに対するコンソールエミュレーションを提供するユーザーモード
のアプリケーション。 仮想マシンコンソールの各インスタンスは、関連付け
られた仮想マシンの 1 つのコンソールセッションに相当します。

仮想マシンの
移行

Integrity VM コマンド hpvmmigrate を使用して VM ホストシステム間で仮想
マシンを移行すること。 このコマンドは、仮想マシンパッケージには使用し
ないでください。

仮想マシンの
起動

以前にブートされた仮想マシンを起動すること。
仮想マシンのブート も参照。

仮想マシンの
ブート

仮想マシンのオペレーティングシステムを読み込んで起動すること。 オペレー
ティングシステムが組み込まれた仮想マシンはゲストと見なされ、Integrity
VM の起動時に自動起動します。また、hpvmstart コマンドによる手動起動
も可能です。
仮想マシンの起動 も参照。

仮想マシン
パッケージ

Serviceguard パッケージとして構成されている仮想マシン。

仮想マシンホ
スト

VM Host を参照。

共有デバイス 複数の仮想マシンで使用できる仮想デバイス。

クラスタ ワークロードをホストするため一緒に構成された 2 つ以上のシステム。 複数
のシステムによるワークロードのホスティングがユーザーに意識されること
はありません。

クラスタノー
ド

Serviceguard クラスタの一部として構成されているシステム (VM ホストまた
はゲスト)。

クラスタメン
バー

Serviceguard クラスタの実際のメンバーであるクラスタノード。

ゲスト ゲスト OS とゲストアプリケーションを実行する仮想マシン。

ゲスト OS ゲストオペレーティングシステム。

ゲストアプリ
ケーション

ゲスト上で稼働するソフトウェアアプリケーション。

ゲストアプリ
ケーション
パッケージ

Serviceguard パッケージとして構成されているゲストアプリケーション。

ゲストオペ
レータ

ゲスト OS の管理者。 このレベルの権限では、仮想マシンを完全に制御する
ことはできますが、他のゲスト、VM ホスト、バッキングストアなどは制御で
きません。

ゲスト管理者 仮想マシンの管理者。 ゲスト管理者は、特定のゲストのみに影響を与える
hpvmconsole コマンドを使用して、仮想マシンを操作することができます。

ゲスト管理ソ
フトウェア

ゲストにインストールした Integrity VM を提供するソフトウェア。このソフト
ウェアにより、ゲストが Virtual Server Environment および HP Integrity Virtual
Machines Manager の Integrity VM および他のコンポーネントから管理可能に
なります。
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ゲストコン
ソール

hpvmconsole コマンドを使用して起動する、仮想マシンのコンソール。

ゲストパッ
ケージ

Integrity VM ゲストである Serviceguard パッケージ。

自動ブート Integrity VM の起動に合わせて起動するように設定される仮想マシンの特性。
仮想マシンは、hpvmcreate、hpvmmodify、hpvmmigrate、または
hpvmclone の各コマンドに-b オプションを指定して、auto または manual
ブートのいずれかに設定できます。

使用可能リ
ソース

仮想マシンに割り当てられていないプロセッサリソース、メモリーリソース、
および I/O リソース。 これらのリソースは、新しいパーティションで使用す
ることも、既存のパーティションに追加することも可能です。

使用権 仮想マシンに保証されるシステムリソース (プロセッサなど) の量。 仮想マシ
ンに対する実際のリソース配分は、その仮想マシンのプロセッサリソース要
求と全体的なシステムプロセッサ負荷に応じて、その使用権を超える場合と
使用権に満たない場合があります。

冗長性 高可用性を実現する方法の 1 つであり、複数個のストレージやネットワーク
装置などを使用してサービス (ディスクミラーリングなど) が常に提供される
ようにします。

ストレージ装
置

VM ホスト上で稼働している仮想マシンによって使用される、VM ホスト上の
ファイル、DVD、ディスク、または論理ボリューム。

制限付きデバ
イス

VM ホストシステムによるアクセスだけが可能な物理デバイス。 たとえば、
VM ホストブートデバイスは制限付きデバイスである必要があります。

専用デバイス 特定の仮想マシン専用として設定されている pNIC またはストレージ装置。
複数の仮想マシンによって専用デバイスを使用することはできません。

対称
Serviceguard
構成

同じストレージデバイスとネットワークデバイスに対するアクセスをノード
が共有するクラスタ構成。

内部用仮想コ
ンソールアカ
ウント

各ゲストの管理者またはオペレータに対して VM ホストで作成される特殊な
用途のユーザーアカウント。

バッキングス
トア

ネットワークアダプタ、ディスク、ファイルなど、ゲストに割り当てられる
VM ホスト上の物理デバイス。

パッケージ構
成スクリプト

仮想マシン Serviceguard パッケージごとにカスタマイズされるスクリプトや、
その仮想マシン固有の変数とパラメータ (論理ボリューム定義など) を含むス
クリプトなどを指します。

パッケージ制
御スクリプト

Serviceguard の動作方法を制御するパラメータが入ったスクリプト。

引き継ぎノー
ド

フェイルオーバーしたパッケージが起動するクラスタメンバー。

非対称
Serviceguard
構成

複数のクラスタノードによる同一物理ストレージデバイスまたはネットワー
クデバイスへのアクセスを認めないクラスタ構成。

フェールオー
バー

プライマリサービス (ネットワーク、ストレージ、または CPU) に障害が発生
し、アプリケーションがセカンダリ装置で処理を継続する場合に発生する処
理。 Serviceguard 仮想マシン場合、仮想マシンは他のクラスタメンバーにフェ
イルオーバーできます。 ネットワーク障害が発生した場合、適切に構成され
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たシステムでは仮想マシンは同じクラスタノード上の他の LAN にフェイル
オーバーできます。

プライマリ
ノード

フェイルオーバーしたパッケージが元々稼働していたクラスタメンバー。

分散ゲスト Serviceguard パッケージとして構成されているゲスト。

ホスト オペレーティングシステムのインスタンスを実行しているシステムまた
はパーティション。

1.

2. 1 つ以上の仮想マシンの VM ホストである物理マシン。

ホスト OS ホストマシン上で稼働しているオペレーティングシステム。

ホスト管理者 システム管理者。 このレベルの権限では、ゲストの作成と管理に加えて、VM
ホストシステムおよびそのリソースを制御できます。

ホスト名 OS インスタンスを実行しているシステムまたはパーティションの名前。

マルチサー
バー環境

VM ホストシステムから構成された Serviceguard クラスタ。

ワークロード 仮想マシン内のプロセスの集合。
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