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1はじめに
HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャ オーケストレーションは HP Matrix
Operating Environment を拡張するものであり、Self Service Portal を使用して、共有演算リソー
ス プールからインフラストラクチャ サービスの迅速なプロビジョニングと用途変更を可能に
します。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、HP プラットフォームを中心
に構築されたマルチノード、マルチティアのインフラストラクチャ サービスを対象とし、高度
なテンプレートを使用した設計、プロビジョニング、および継続的な操作を提供します。

• HP Insight Control を含む HP Insight Control 仮想マシン管理

• HP Virtual Connect Enterprise Manager

• HP Matrix Operating Environment
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、以下のように、物理および仮想サー
バーのグループのライフサイクル管理を実現します。

• 設計ツール、リソース管理ツール、およびセルフ サービス ツール。それぞれ、IT サービ
スの設計者、管理者、およびユーザーの主要な役割を支援します。

• テンプレート設計環境。サービス内のサーバーのプロビジョニングに使用するブループリ
ントを定義します。

• マルチテナンシ。各組織に仮想インフラストラクチャ オーケストレーション システムを
提供することで、異なる組織間でデータ センターのリソースを動的かつ安全に共有できま
す。

• 効率的なリソース利用。ユーザーに割り当てられるリソース プールからのリソースの自動
割り当てにより可能になります。

• 仮想サーバーおよび物理サーバーの自動プロビジョニング。たとえば、VM ホストとクラ
スター、ブレード ハードウェアと仮想マシン構成、SAN ブートのサポート、オペレーティ
ング システムのデプロイメント、およびオペレーティング システムのカスタマイズなど
が含まれる

• カスタマイズ可能な Operations Orchestration ワークフローを使用して既存の IT プロセス
を統合し、承認、オペレーティング システムの導入、ストレージのプロビジョニングが可
能

• プロビジョニングされたインフラストラクチャの継続的管理。インフラストラクチャ サー
ビスの拡張、アクティブ化、停止などの操作を行います。

• プロビジョニングされ使用可能なインフラストラクチャ サービスの監視とメンテナンスの
ための、Matrix Operating Environment との統合

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、以下のシナリオで使用できます。

• 標準化されたインフラストラクチャ サービスのライブラリ作成のためのテンプレート設計

• 複雑なインフラストラクチャ設計の迅速なプロビジョニングおよびプロビジョニングの解
除

• 自動化されている既存のタスクと手動タスクをインフラストラクチャ オーケストレーショ
ンの自動操作内に含める IT プロセス統合

• プロジェクトの迅速な配備

• リソースの予約、スケジュール設定、リース期間を利用したインフラストラクチャ リソー
スの利用効率の改善

インフラストラクチャ設計のプロビジョニングと管理の自動化
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、インフラストラクチャ サービス デプ
ロイメントの自動化のための次の 4 つの主要操作をサポートします。
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設計 
設計者はグラフィカル デザイナーを使用して、簡単なものから複雑なものまで、さまざまなイ
ンフラストラクチャ テンプレートを作成します。これらのテンプレートはテスト後に公開可能
で、テンプレートを基にしてユーザーはインフラストラクチャ サービスを作成します。
プロビジョン 
セルフ サービス ユーザーまたは組織内のセルフ サービス ユーザーは、既存のテンプレートを
選択し、そのテンプレートに基づき割り当てられたリソース プールに対してインフラストラク
チャのプロビジョニングを要求します。サービス プロバイダーの管理者または組織の管理者
は、この要求を承認または拒否でき、その進行状況を監視することもできます。

操作 
サービス プロバイダーの管理者または組織の管理者は、演算リソース、ネットワーク、スト
レージ プールの管理、仮想マシン イメージとソフトウェア デプロイメント ジョブの定義、セ
ルフ サービス リクエストの実施の一環としての手動プロビジョニング タスクの実行、HP Insight
Management を使用した管理対象環境の稼動状況および利用状況の監視を行います。
統合 
設計者と管理者は、Operations Orchestration ワークフローを修正または作成してインフラスト
ラクチャ オーケストレーションの自動操作をカスタマイズすることで、インフラストラクチャ
オーケストレーションを既存の IT プロセスと統合します。また、承認プロセスへのリンクの作
成、オペレーティング システム デプロイメントとサーバー構成の拡張、SAN 管理プロセスと
サーバー デプロイメントの統合も行えます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションと Matrix Operating
Environment ソリューション

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Matrix Operating Environment スト
レージ ソリューションの一部です。インフラストラクチャ オーケストレーションには、設計
者、管理者、ユーザーの役割をサポートする 3 つのコンポーネントがあります。

• 設計者は、Designer を使用して、マルチサーバー、マルチティアのインフラストラクチャ
をドラッグ アンド ドロップ式のインターフェイスを用いて計画および設計できます。

• サービス プロバイダーの管理者は、コンソールを使用して、インフラストラクチャ オー
ケストレーションの全体的な動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリ
ソースをデプロイ、管理、および監視できます。
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• 組織の管理者は、Organization Administrator Portal を使用して、その組織のインフラスト
ラクチャ オーケストレーションの動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、および
リソースをデプロイ、管理、および監視できます。

• ユーザーは、Self Service Portal を使用して、公開されたテンプレートからインフラストラ
クチャ サービスを作成できます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのユーザーとグルー
プ

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは Active Directory と統合しているので、
Windows のユーザー グループや個々のローカル ユーザーに対してリソースへのアクセス権を
付与することができます。インフラストラクチャ オーケストレーションをインストールする
と、3 つのローカル ユーザー グループ（HPIO_Administrators、HPIO_Architects、および
HPIO_Users）が作成されます。
Windows CMS 管理者は、ローカルの Windows ユーザー、および Active Directory のユーザー
またはグループを HPIO_Administrators、HPIO_Architects、HPIO_Users に追加することによっ
て、サービス プロバイダー ロールの内容を設定します。組織を作成すると、2 つのローカル
Windows グループが組織の名前を示す記述を使って作成されます。これらのローカルのグルー
プの名前は、<organization_id>_ Administrators、および <organization_id>_ Users
という形式になります。

ユーザーは複数の IO Windows グループに所属できます。つまり、複数の IO 組織に所属でき
ることになります。このようなユーザーは、組織の異なる、1 つ以上の「Organization
Administrator Portal」に同時にログインできます。ユーザーが組織から削除された場合、その
削除は、ユーザーが Organization Administrator Portal からログアウトした後に有効になりま
す。

ユーザーのグループ（たとえば、Active Directory グループ）に対しては、ユーザーに対する承
認と同じ方法で、ライフサイクル操作の表示および実行を承認できます。たとえば、グループ
に所属するユーザーは、グループに割り当てられたサーバー プールの表示、グループのサー
バー プールへの割り当て、グループに割り当てられているテンプレートの表示などの操作を行
えます。サーバー プールは、単独のグループにも複数のグループにも割り当てることができま
す。

グループに所属するユーザーの承認は、そのグループが割り当てられている IO 役割に基づい
て行われます。あるユーザーが所属するグループに対して変更を行った場合、その新しいグ
ループ割り当ては、ユーザーが次にインフラストラクチャ オーケストレーションにログインし
たときに反映されます。

注記: 表示および割り当てできるのは、HPIO_* Windows グループ（「Matrix インフラスト
ラクチャ オーケストレーション役割」で説明します）に所属するように明示的に指名された
ユーザーおよびグループだけです。指名されたこれらのグループに含まれるユーザーやサブグ
ループは表示することも、リソースに直接割り当てることもできません。

• 設計者 
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer（グラフィカル デザイナー）を使
用して、インフラストラクチャ サービス テンプレートを設計および公開します。このテ
ンプレートは、インフラストラクチャ サービスをプロビジョニングするための要件を記述
するものです。設計者は、作成および設計中に、必要な最小メモリサイズ、IP アドレス割
り当て、ブート ディスクで必要なソフトウェアなど、論理リソースの属性を指定します。
また、Operations Orchestration ワークフローを作成してテンプレートと結合し、インフラ
ストラクチャ サービスのプロビジョニングや継続的な管理の中で追加の IT タスクを自動
で行うこともできます。

• 管理者 
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを HP Systems Insight Manager
で使用して、インフラストラクチャ オーケストレーションの全体的な動作を管理します。
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この管理には、たとえば、IO サーバー プールの作成、組織の作成と管理、使用可能なネッ
トワークとソフトウェア インベントリの管理、ユーザー リクエストの承認、必要に応じ
たユーザー サービス インフラストラクチャの変更（たとえば、物理環境上のメンテナン
ス作業をサポートするためにサーバー ブレード間で論理サーバーを移行する）などが含ま
れます。また、管理者は、一部自動化された処理の中で手作業が必要な部分も実行しま
す。

• ユーザー 
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal を使用して、テンプレー
トを基にインフラストラクチャ サービスを作成します。ユーザーは、テンプレート設計を
選択し、ユーザーが使用できるように割り当てられた 1 つまたは複数のサーバー プール
を選び、リース期間とサービス名および（テンプレートによっては）ホスト名完了文字列
を指定して、新しいインフラストラクチャ サービスの作成を開始します。インフラストラ
クチャ サービスが割り当てられプロビジョニングされると、ユーザーは、リース期間が終
わるまではそのインフラストラクチャを使用できます。この間、ユーザーは、インフラス
トラクチャ オーケストレーション Self Service Portal を使用して、サービスを更新（イン
フラストラクチャ オーケストレーション リクエストを使用したサーバーやストレージの
追加など）できます。

ソフトウェアのデプロイメントとサービスのプロビジョニング
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、オペレーティング システム ソフト
ウェア デプロイメントのためのさまざまなメカニズムをサポートします。オペレーティング
システム ソフトウェアは、仮想サーバーに由来するイメージ、または Insight Control サーバー
配備ジョブ、Ignite-UX ジョブ、HP Server Automation (SA) ジョブなどのデプロイメント ソフ
トウェアとして具体化できます。各サブタイプは、物理または仮想サーバーにインストールで
きる選択可能なソフトウェアの提供のための 1 つの方法を意味します。
インフラストラクチャ オーケストレーションは、システム ソフトウェアのデプロイメントを
簡単にするために、仮想マシン テンプレート、物理サーバー デプロイメント ジョブ、および
Operations Orchestration ワークフローを使用します。
プロビジョニングの実行中、インフラストラクチャ オーケストレーションは各実行ポイントで
関連付けられた Operations Orchestration ワークフローを実行します。インフラストラクチャ
オーケストレーションがリクエストの処理を完了した後、結果として生成されたサービスは物
理および仮想リソースのセットともにユーザーベースで保存されます。このサービスは、元の
テンプレート設計を反映しています。稼動中のインフラストラクチャ サービスは、サーバーや
データディスクの追加など多くの点を変更できます。

Operations Orchestration
Matrix OE には Operations Orchestration の限定バージョンが含まれています。Operations
Orchestration のこのバージョンでは、限定した使用にライセンスが適用されています。

機能

• Allows Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーションがプロビジョニング前また
は後のタスクの Operations Orchestration ワークフローをトリガーできるようにします。
以下のようなタスクがあります。

◦ サービスの作成/サーバーの追加
クラスター/ロードバランサーへの新規サーバーの追加–

– バックアップ サービスへの追加

– 承認通知の送信

◦ スタンバイ サーバー/サービス
アプリケーションおよび OS の正しい手順でのシャットダウン–
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– クラスター/ロードバランサーからの削除

– 監視の一時停止

◦ サーバー/サービスの再開
クラスター/ロードバランサーへの追加–

– 監視の再開

Matrix OE に含まれる Operations Orchestration の限定バージョンでのワークフローは、
プロビジョニング前および後のタスクに関連して、Matrix OE インフラストラクチャ オー
ケストレーションのインターフェイスからのみトリガーできます。Operations Orchestration
の完全バージョンにアップグレードすると、Matrix OE インターフェイス以外からワーク
フローを起動できます。

• Operations Orchestration の限定バージョンは、Matrix OE が他の管理ソフトウェアと統合
できるようにします。ただし、これには HP コンサルティングの追加サービスが必要です。

• Matrix OE に含まれる Operations Orchestration の限定バージョンは、1 人の著者にライセ
ンスが適用されています。Operations Orchestration の完全バージョンにアップグレードす
ると複数の著者に適用できます。

• Matrix OE に含まれる HP Operations Orchestration Central のバージョンは、フローのト
ラブルシューティングにのみ使用できます。Operations Orchestration の完全バージョンに
アップグレードすると、Operations Orchestration Central を使用し、Matrix OE/Insight
Control の外から Operations Orchestration のワークフローを起動および起動をスケジュー
ル設定できます。

コンテンツ

限定バージョンに付属のコンテンツは、Operations Orchestration の完全バージョンで使用可能
なコンテンツのサブセットであり、Infrastructure-as-a-Service ワークフローに関連しています。
Operations Orchestration の完全バージョンにアップグレードすると追加のコンテンツが提供さ
れます。

API および CLI のサポート
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、アプリケーション プログラミング イ
ンターフェイスおよびコマンド ライン インターフェイス（ioexec）をサポートしています。
これらのインターフェイスの使用については、HP の Web サイト Matrix Operating Environment
Information Library （英語）の『HP CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration
Interfaces』を参照してください。
各操作において、API 呼び出しは語句を連続させたキャメルケースで指定されます。ioexec
CLI は分離させた語句を使用して指定されますたとえば、getOrganization は API 呼び出し
であり、get organization はコマンドです。
SOAP API および ioexec CLI では、ユーザー名とパスワードを提供する必要があります。
• 提示したユーザー名およびパスワードがサービス プロバイダー管理者の役割の Windows

ユーザーに属している場合、API および CLI はすべてのサービス上で操作できます。
• ユーザー名およびパスワードが組織の管理者の役割の Windows ユーザーに属している場

合、API および CLI はその組織が所有するサービス上でのみ操作できます。
• ユーザー名およびパスワードが設計者またはユーザーの役割の Windows ユーザーに属し

ている場合、API および CLI はその特定のユーザーが所有するサービス上でのみ操作でき
ます。

詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/matrixoe/docs （英語）の『HP
CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations
Reference Guide』を参照してください。
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インフラストラクチャ オーケストレーション CLI はリモートで呼び出すことが可能です。詳し
い情報については、リモート CMS コマンド ラインで「ioexec --help」と入力してくださ
い。

また、デフォルトの接続パラメーターを使用してリモート CMS から CLI を呼び出すには、以
下の手順に従ってください。

1. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\cli にある zip
ファイルを、CLI の実行元となる CMS にコピーします。

2. sample-ioexec.properties を、ユーザーのホーム ディレクトリ（C:\users\
Administrator など）にコピーします。

3. sample-ioexec.properties の名前を ioexec.properties に変更します。
4. ファイルを変更して、デフォルトのホスト、ユーザー名、パスワード、およびその他の値

（必要に応じて）を指定します。
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2インストールと設定
インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、HP Insight Management インストー
ラーからインストールされます。インストーラーを使用する場合は、必ず、必要なソフトウェ
アをすべて選択し、インストール中に使用する HP Insight Control と SMTP のパラメーターが
使用可能であるようにしてください。詳しくは、HP Insight Management DVD の『HP Insight
Management インストール/コンフィギュレーション ガイド』を参照してください。このマニュ
アルの最新バージョンを Web で探すには、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual に進んでください。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションを含めて HP Insight Management をインス
トールおよび実行するためのハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの最小要件につい
ては、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual の『HP Insight
Management サポート マトリックス』を参照してください。
HP Cloud Service Automation for Matrix は、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーショ
ンの新しいインストール時にクリーン インストールできます。Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションを旧バージョンからアップグレードする際の CSA for Matrix のインス
トールおよびアップグレードについては、『HP Cloud Service Automation for Matrix Configuration
Guide』を参照してください。

インフラストラクチャ オーケストレーションのアップグレード
アップグレードの完全な説明については、HP Insight Management DVD の『HP Insight
Management インストール/コンフィギュレーション ガイド』を参照してください。インス
トーラーから [ドキュメント]タブを選択し、左側のナビゲーション ウィンドウで [HP Matrix
Operating Environment] を選択します。このマニュアルの最新バージョンを Web で探すには、
HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual に進んでください。

インフラストラクチャ オーケストレーションのアンインストール
1. Windows のコントロール パネルで、[プログラムと機能]に進みます。
2. [HP Matrix Operating Environment infrastracture orchestration] を選択します。
3. [アンインストール]オプションを選択し、HP Matrix Operating Environment

infrastracture orchestration のデータベースを削除しますか? というメッセージ
が表示されたら、[はい]または [いいえ]をクリックします。

4. HP Matrix infrastructure orchestration とその関連コンポーネントすべてを
削除します。よろしいですか? というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして
削除プロセスを完了します。

インフラストラクチャ オーケストレーションのライセンス適用
インフラストラクチャ オーケストレーションのライセンス適用は、インストールと設定プロセ
スの中で Insight managed system setup wizard を使用して行われます。詳しくは、HP の Web
サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual の『HP Insight Management インス
トール/コンフィギュレーション ガイド』を参照してください。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、インフラストラクチャ オーケストレー
ションからの Integrity サーバーのライセンス解除をサポートします。インフラストラクチャ
オーケストレーションの Integrity ライセンスを解除するには、次のように vselicense コマ
ンドを入力します。

% vselicense -r hpio -n <nodename>

詳しくは、vselicense に関するマンページを参照してください。
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パブリック クラウド インスタンスをプロビジョニングするには、Matrix OE Public Cloud
Managed Instance のライセンスを取得します。このライセンスにより、HP でサポートされる
パブリック クラウド サービス プロバイダーで登録日から 1 年間、ホストされる 1 つのパブ
リック クラウド インスタンスを管理できます。同時使用モデルで複数のライセンスを一緒に
使用できます。（たとえば、10 個のライセンスを購入した場合、一度に最大 10 個のパブリッ
ク クラウド インスタンスを管理できます）。パブリック クラウド管理のインスタンス ライセ
ンスは特定のサービス プロバイダーと関係ありません。ライセンスが同時に両方のインスタン
スで使用されていない限り、同じライセンスを使用して翌日に 1 つのサービス プロバイダー
でインスタンスを管理できます。

ライセンスについて詳しくは、当社の営業担当者にお問い合わせください。

Windows でのインフラストラクチャ オーケストレーションユーザーの
設定

Insight Management インストーラーは、インストールを実行したユーザーを HPIO_Administrators
グループに追加します。

Active Directory を Insight Management に統合するには、以下を実行します。
• CMS をホストするサーバーが Active Directory ドメイン（ワークグループではなく）に属

していることを確認します。

• Active Directory で、すべての Insight Management サービスの実行に使用する非管理者ユー
ザーを作成します。

• この Active Directory ユーザーに CMS の管理者権限を付与します。

• この Active Directory ユーザーで、Insight Management DVD を CMS にインストールしま
す。

• インフラストラクチャ オーケストレーションのユーザー グループにローカル ユーザーを
追加するには、[コンピューターの管理] または [管理ツール] を使用します。たとえば、
Windows Server 2008 では、[スタート]→[管理ツール]→[コンピューターの管理]の順に選
択し、[ローカル ユーザーとグループ]を展開します。

• インフラストラクチャ オーケストレーションのユーザー グループに Active Directory ユー
ザーおよびグループを追加するには、[コンピューターの管理] または [管理ツール] を使用
します。たとえば、Windows Server 2008 では、[スタート]→[プログラム]→[管理ツール]
の順に選択し、[Active Directory ユーザーとコンピューター]を展開します。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション役割
サービス プロバイダー レベルでは 3 つのインフラストラクチャ オーケストレーション役割が
あります。これらのクラスは、以下の Windows ユーザー グループとして表されます。

• HPIO_Users
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal
（https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/portal）にログインでき、公開済みテ
ンプレートを使用してプロビジョニングのリクエストを開始できます。これらのリクエス
トには、管理者の承認が必要です。

• HPIO_Architects
HPIO_Users グループの権限を持ちます。さらに、インフラストラクチャ オーケストレー
ション Designer（https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/designer）にアクセ
スして、テンプレートを作成、修正、および公開できます。

• HPIO_Administrators
HPIO_Architects グループの権限を持ちます。リクエストの開始（承認は不要）、インフラ
ストラクチャ オーケストレーション設定項目の変更、ネットワークとプールの設定、ユー
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ザーへの既存のリソースへのアクセス権の付与、リクエストの承認、拒否、続行、または
取り消しを実行できます。

Systems Insight Manager を使用してインフラストラクチャ オーケストレーション コンソー
ルにアクセスできます。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer およびインフラストラクチャ オー
ケストレーション Self Service Portal にログインできます。
任意の組織のインフラストラクチャ オーケストレーション Organization Administrator
Portal、任意の組織のインフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal にロ
グインできます。

組織レベルでは、以下の 2 つの役割があります。

• 組織のユーザー 
<organization_id>_ Users グループグループの権限を持ち、サービス プロバイダーの
HPIO_Users 役割と同じような機能を持ちます。
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal
(https://<cms-name-or-ip>:51443/ssp/<organization_name>) にログインでき
ます。

• 組織の管理者 
<organization_id>_ Administrators グループの権限を持ちます。リクエストの開始、プー
ルの作成とユーザーへの割り当て、組織ユーザーからの一時停止されたリクエストの承認
と拒否、および Organization Administrator Portal と Self Service Portal の外観のカスタマ
イズを実行できます。

インフラストラクチャ オーケストレーション Organization Administrator Portal
（https://<cms>:51443/oap/<organization_name>）にログインできます。

組織の Self Service Portal にアクセスできます。

組織の管理者およびユーザーの詳細については、「組織の概要」を参照してください。

注記: Systems Insight Manager 監査ログにアクセスする必要のある新しいユーザーを作成す
る場合は、システム管理者がそのユーザーにログを表示する権限を与える必要があります。

ユーザー アカウントのグループへの追加
個々のユーザーを、その役割に応じて適切な Microsoft Windows グループに追加するには、以
下の手順を行います。

注記: 同じユーザー アカウントをプライマリ CMS と各セカンダリ CMS に作成し、連携 CMS
環境内のすべての CMS でユーザー アカウントが確実に同期されるようにしてください。

1. [スタート]→[管理ツール]→[コンピューターの管理]の順に選択します。
2. [ローカル ユーザーとグループ]を展開します。
3. 手順 a～c に従って、次のユーザーを追加します。

次に、各種ユーザー グループに対応するユーザー名の例を示します。
IOAdmin HPIO 管理者用
IOArchitect HPIO アーキテクト用
IOUser HPIO ユーザー用
a. [ユーザー]を右クリックします。
b. [新しいユーザー]を選択して、ユーザー IOAdmin を作成します。
c. 上記の手順を繰り返して IOArchitect ユーザーと IOUser ユーザーを作成します。

4. 作成したユーザー アカウントをそれぞれ次のグループに追加します。
• IOAdmin を HPIO_Administrators グループに
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• IOArchitect を HPIO_Architects グループに

• IOUser を HPIO_Users グループに
a. [グループ]を選択します。
b. [HPIO_Administrators] グループを右クリックして、[グループに追加...]を選択します。
c. 必要な認証レベルに合わせて、該当するユーザーをそのグループに追加します。

所属するグループの要件1Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションへ
のアクセス

HPIO_Administrators、またはコンソール

HPIO_Architects

HPIO_Administrators、またはDesigner
HPIO_Architects

HPIO_AdministratorsSelf Service Portal
HPIO_Users

HPIO_Administrators2Organization Administrator Portal

HPIO_Users

1 これらのグループのメンバーでないユーザーは、Systems Insight Manager で設定されている権限にかかわらず、イ
ンフラストラクチャ オーケストレーションを使用できません。

2 <organization_id>_ Administrator は、Organization Administrator Portal を管理します。

Microsoft Windows グループに追加されているユーザーは、Systems Insight Manager に明示的
に追加する必要はありません。そのようなユーザーは、Systems Insight Manager に最初にログ
インしたときに自動的に Systems Insight Manager に追加され、所属するグループに割り当て
られている権限が付与されます。Systems Insight Manager の複数のグループに所属するユー
ザーは、メンバーになっているグループに割り当てられている各権限を合計した権限を持ちま
す。

IO リソース権限を持つ Windows ユーザーの削除
CMS から Windows ユーザーを削除する前に、そのユーザーが使用を許可されているインフラ
ストラクチャ オーケストレーション リソースからその Windows ユーザーを削除し、さらに
そのユーザーが割り当てられている HPIO_ の各グループからそのユーザーを削除する必要が
あります。

1. リソース

• テンプレートへのユーザーの割り当てを解除するか、テンプレートに割り当てられて
いるグループからユーザーを削除する

• プールへのユーザーの割り当てを解除するか、プールに割り当てられているグループ
からユーザーを削除する

2. グループ

• HPIO_Users グループから Windows ユーザーを削除する

• HPIO_Architect グループから Windows ユーザーを削除する

• HPIO_Administrators グループから Windows ユーザーを削除する

Windows ユーザーを該当のすべてのリソースとグループから削除したら、そのユーザーを CMS
から削除できます。
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インフラストラクチャ オーケストレーションのプロパティ ファイルの
変更

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションには、hpio.properties という管理者
が変更可能なプロパティ ファイルが含まれています。これは、（デフォルトで）C:\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties にあり
ます。

hpio.properties ファイルには、有効にできる機能（およびデフォルトで表示される機能）
と、接続の値、再試行の値、タイムアウトの値などの各種設定が格納されています。

注記: インフラストラクチャ オーケストレーションを新しいバージョンにアップグレードし
た場合、hpio.properties ファイル内の個々のプロパティへの管理者による変更は新しい
バージョンのファイルに移行されます。ただし、新しいバージョンでプロパティのデフォルト
値が変更されている場合は移行されません。この場合、プロパティの値は hpio.properties
に含まれる新しいデフォルト値で上書きされます。

たとえば、インフラストラクチャ オーケストレーションの以前のバージョンでは、
timeout.get.vmhost の値は 4 分でしたが、以降のバージョンでのデフォルト値は 10 分で
す。以前のバージョンのファイルで管理者がこの値を 12 分に設定していた場合、以降のバー
ジョンでは新しい値である 10 分に上書きされます。

全般的に、管理者が hpio.properties を変更した場合には HP Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーション Windows サービスの再起動が必要になります。再起動が必要とならな
いプロパティは以下のとおりです。

• デフォルト OS のカスタマイズ ファイル：os.customization.default.file

• OS のカスタマイズ ディレクトリ：os.customization.directory

• テンプレートのアクセス制限：template.access.restricted

• Telnet コンソールの有効化：display.telnet.console.link

• シングルサーバー サービスのホスト名サフィックス：
single.server.services.have.hostname.suffix

• ホスト名サフィックス用のグローバル パターン：hostname.suffix.pattern

上記は、hpio.properties の中で、インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service
Portal、Organization Administrator Portal、Designer、およびコンソールが直接読み取るエント
リーです。

連携 CMS 環境の設定
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション連携 CMS 環境とは、複数の管理サーバー
が連携して役割を分担し、単一のサーバーでは管理不可能な大量のリソースを管理するための
環境です。

インフラストラクチャ オーケストレーションの新規インストールは、プライマリ CMS として
設定され、セカンダリ CMS がインストールおよび設定されるときに連携 CMS 環境を制御で
きるように準備されます。

インフラストラクチャ オーケストレーション連携 CMS 環境
• サービス カタログに基づく自動プロビジョニングのスケーラビリティを（最大 10,000 個

の ProLiant 仮想マシンおよび 6,000 個の HP Integrity 仮想マシンまで）向上させることが
できます。

• インフラストラクチャ オーケストレーションを実行する 1 つのプライマリ CMS と、Matrix
Operating Environment を実行する 1 つ以上のセカンダリ CMS を含みます（インフラスト
ラクチャ オーケストレーションはセカンダリ CMS にはインストールできません）。
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1 つの連携環境では最大 5 個の CMS を含むことができます。推奨される構成は次のとおりで
す。

• 1 つのプライマリ CMS と、1200 個までの管理対象ノード

• 最大 4 個のセカンダリ CMS と、それぞれ 2200 個までの管理対象ノード
プライマリ CMS は、すべての CMS のリソースを統合して管理します。Matrix インフラスト
ラクチャ オーケストレーションはこのサーバーにのみインストールできます。セカンダリ CMS
とは、連携に参加する CMS のことで、リソースが存在し、インフラストラクチャ オーケスト
レーションからのプロビジョニングが行われます。ただし、セカンダリ CMS 上でインフラス
トラクチャ オーケストレーションが直接実行されることはありません。
プライマリ CMS 上のインフラストラクチャ オーケストレーションは、複数の CMS にまたがっ
てインフラストラクチャ オーケストレーションのプロビジョニングを実行するために、セカン
ダリ CMS の論理サーバー管理、仮想マシン管理、およびその他の支援ソフトウェア レイヤー
を使用します。

詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating Environment Information Library （英語）のホ
ワイト ペーパー『HP Matrix Operating Environment Federated CMS Overview』を参照してく
ださい。

新規インストール時の連携 CMS の手動での有効化
連携 CMS 環境は、新規インストール時にデフォルトで有効になります。ただし、インストー
ル処理中に CMS の IP アドレスが完全修飾ドメイン名（FQDN）に解決されない場合は、以下
のようなエラーが表示されます。
Failed to enable HP Insight Orchestration Federated mode.HP Matrix OE infrastructure orchestration was successfully
installed but the federated CMS feature was not enabled.

Insight Management の新規インストールを実行しており、インストール時に連携 CMS が正常
に有効化されなかった場合は、以下の手順に従って連携 CMS 環境を設定します。

警告! 以前のバージョンから Insight Management 7.1 にアップグレードしている場合は、手
動で連携 CMS を有効化しないでください。現在の環境に既にインフラストラクチャ オーケス
トレーション サービスが存在する場合、アップグレードの後で連携 CMS を有効化すると既存
のサービスが失敗します。

7.1 へのアップグレード後の連携 CMS の有効化については、当社にお問い合わせください。

1. プライマリ CMS とセカンダリ CMS の DNS をセットアップし、確認します。
連携環境では、ドメイン ネーム サービス（DNS）を使用して、CMS のホスト名が IP ア
ドレスに解決されます。

• プライマリ CMS では、各システムの FQDN を使って正引きおよび逆引きの DNS 検
索で各セカンダリ CMS を解決できる必要があります。

• プライマリ CMS が静的 IP アドレスで設定されている場合は、ホスト名に DNS サ
フィックスを設定します。

a. Windows システムで、[コンピューター]の [プロパティ]（設定の変更）を編集し
ます。

b. [コンピューター名]を変更します。
c. [詳細]ボタンをクリックします。
d. プライマリ DNS サフィックスを含めます。

デフォルトで、コンピューターの FQDN のプライマリ DNS サフィックスは、コ
ンピューターが参加している Active Directory ドメインと同じです。

e. 保存し、マシンを再起動します。

2. 連携 CMS を hpio.properties ファイルで有効化します。
a. プライマリ CM において、Windows エクスプローラーで、C:\Program Files\HP\

Matrix infrastructure orchestration\conf に移動します。
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b. hpio.properties を編集します。
c. federated.io プロパティを federated.io=true に変更し、ファイルを保存しま

す。

3. Systems Insight Manager 連携 CMS リストをプライマリ CMS で設定します。
a. プライマリ CMS の Systems Insight Manager で、[オプション]→[連携 CMS 構成 …]

の順に選択します。

連携内の CMS のリストが表示されます。
b. プライマリ CMS が連携の一部としてリストされない場合は、[CMS の追加 …] をク

リックし、指示に従います。

c. プライマリ CMS において、Systems Insight Manager で、プロンプト ダイアログを開
き以下を入力します。

ioexec add cms –C <CMS-primary-name-specified-in-previous-step>

連携の設定

連携 CMS 環境を設定するには、以下の手順が必要になります。これらの手順は、以下のタイ
ミングで実施してください。

• Insight Management7.1 の新規インストール中に、連携 CMS が自動で有効化された後

• Insight Management7.1 の新規インストールで連携 CMS が正常に有効化されなかった場
合は、インストール後に手動で連携 CMS を有効化した後

重要: 連携 CMS 環境では、参加するいずれの CMS についても完全修飾ドメイン名（FQDN）
を変更できません。

プライマリ CMS の IP アドレスが変更された場合は、各セカンダリ CMS の信頼済みリストを
再設定します（下の手順 1 に説明しています）。

1. セカンダリ CMS を設定します。
完了したら、この手順で、プライマリ CMS に Systems Insight Manager の連携 CMS リス
トを設定し、プライマリ CMS とセカンダリ CMS の間で証明書を交換します。さらに、
プライマリ CMS をセカンダリ CMS 上で信頼済みとして設定し、新しく追加された CMS
を Systems Insight Manager に表示します。
a. プライマリ CMS の Systems Insight Manager で、[オプション]→[連携 CMS 構成 …]

の順に選択します。

b. [CMS の追加 …] をクリックします。
c. [CMS 名]で、セカンダリ CMS の FQDN を入力し、[次へ]をクリックします。
d. [リモート CMS 証明書を確認]で、証明書の確認後に、[次へ]をクリックします。
e. [リモート CMS を構成]で、Systems Insight Manager のユーザー名とパスワードを入力

して、[終了]をクリックします。
f. 各セカンダリ CMS について、手順 b～e を繰り返します。

2. 論理サーバーの管理を設定して、メモリ割り当てを増やします。

1 つのプライマリ CMS またはセカンダリ CMS で 1000 個以上のノードを管理する場合
は、論理サーバーの管理 JVM ヒープ サイズを増やします。
a. 1000 個を超えるノードを管理するように設定する予定の各 CMS において、Windows

エクスプローラーで ..\Program Files\HP\Virtual Server Environment\
conf\lsa に移動します。

b. hp_lsa_service.conf を編集します。
c. wrapper.java.maxmemory=1024 を、wrapper.java.maxmemory=2048 に変更

して、ファイルを保存します。

3. 各セカンダリ CMS で、影響のあるサービスを再起動します。
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a. セカンダリ CMS のデスクトップで、[スタート]→[管理ツール]→[サービス]を選択し
ます。

b. [HP Global Workload Manager Central Management Server] を選択し、[操作]→[再起
動]を選択します。

c. [HP Logical Server Automation] を選択し、[操作]→[再起動]を選択します。
d. 各セカンダリ CMS について、手順 a～c を繰り返します。

4. 連携に追加された新しい CMS の情報をインフラストラクチャ オーケストレーションに伝
えます。

a. プライマリ CMS で、プロンプト ダイアログを開きます。
b. 連携に追加された CMS ごとに、以下を入力します。

ioexec add cms -C <cms-FQDN>

ここで、<cms-FQDN> は、上記の手順 1c で指定したセカンダリ CMS FQDN 名と同
一です。

5. クラスター化され、高可用性（HA）を備える連携 CMS 環境の場合は、hpio.conf の
wrapper.java.additional.15 プロパティをコメント解除し、指定します。
クラスター化された高可用性環境では、各 CMS に複数の IP アドレスが存在し、CMS 名
がコンピューター名と異なることがあります。以下のプロパティをコメント解除し、CMS
の FQDN または IP アドレスを指定します。
たとえば、「CMS-blue.hp.com」という名前の CMS の場合は以下のように変更します。
#wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=[FQDN or IP] を
wrapper.java.additional.15=-Dfed.cms.name=CMS-blue.hp.com

6. ホスト名とプライマリ CMS FQDN を確認します。
a. プライマリ CMS で、プロンプト ダイアログを開きます。
b. mxgethostname と入力し、戻されたホスト名を記録します。
c. Systems Insight Manager で、[オプション]→[連携 CMS 構成 …] の順に選択します。プ

ライマリ CMS の名前は、mxgethostname によって戻された名前と同じであるはず
です。

CMS 連携の段階的アップグレードのサポート
Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション 7.1 では、連携 CMS 環境の段階的
アップグレードがサポートされています。段階的アップグレードでは、アップグレード プロセ
ス中に異なるバージョンの Matrix OE を実行している CMS を連携に含めることができます。
段階的アップグレード中に、Matrix OE 7.1 を実行している CMS は 7.0 を実行しているセカ
ンダリ CMS に対する基本操作をサポートしています。すべての 7.1 の機能が 7.0 CMS に対
して機能するわけではありません。

重要: プライマリ CMS をまずアップグレードする必要があります。

7.1 の以下の新機能は、段階的アップグレード中にサポートされません。
• 既存の仮想マシンのメモリサイズまたは CPU の数の変更

• Matrix OE の外で（および VMware、Hyper-V、OA などで直接）行われた変更の検出を含
む、一部のチャージバック操作

セカンダリ CMS でのユーザー グループの作成
すべてのセカンダリ CMS で、手動で IO ユーザー グループを作成します。
1. [スタート]→[管理ツール]→[コンピューターの管理]の順に選択します。
2. [ローカル ユーザーとグループ]を展開します。
3. 手順 a～c に従って、次のユーザー グループを追加します。

24 インストールと設定



a. [グループ]を右クリックします。
b. [新しいグループ]を選択して、HPIO_Administrators グループを作成します。
c. 手順 a と b を繰り返し、HPIO_Architects および HPIO_Users を作成します。

注記: 同じユーザー アカウントをプライマリ CMS と各セカンダリ CMS に作成し、連携 CMS
環境内のすべての CMS でユーザー アカウントが確実に同期されるようにしてください。

セカンダリ CMS でのリソースの設定
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのプロビジョニングはプライマリ CMS に
よって管理され、連携 CMS 環境内のすべての CMS にわたって実行されます。IO コンソール
はプライマリ CMS 上で実行され、CMS 上のリソースを管理します。すべてのクラウド キャ
パシティ プールはプライマリ CMS で設定する必要があります。
セカンダリ CMS で設定しなければならないリソースには、次の 2 つのタイプがあります。

• 連携 CMS 環境内のすべての CMS は、それぞれのストレージ プールを管理します。各
CMS で、その CMS が管理しているポータビリティ グループに関して、ストレージ プー
ル エントリーを作成する必要があります。

• Hyper-V 仮想マシンによってサービスをデプロイする IO では、Hyper-V 仮想マシン用の
Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成する必要があります。この設定は、必
ず、Hyper-V VM ホストを管理する CMS で行います。Hyper-V VM ホストがセカンダリ
CMS によって管理される場合は、そのセカンダリ CMS で仮想マシン管理テンプレートを
作成する必要があります。

連携 CMS 環境では、IO サービス テンプレートおよびサービスはプライマリ CMS で作成さ
れ、管理されます。

重要: 連携 CMS 環境で使用するようにセカンダリ CMS を設定した場合は、SAN ストレー
ジボリューム がそれぞれ 1 つの HP Storage Provisioning Manager によってのみ管理されるよ
うにします。(ストレージ アレイは複数の SPM によって共有することができます。)
サービス テンプレートで物理ストレージを設定するときは、[HP Matrix Default Storage Template]
を選択し、オプションで追加の属性を定義することをおすすめします。

CMS はそれぞれが個別の HP Matrix Default Storage Template を持っており、各テンプレート
は独立しています。インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で表示されるデフォ
ルト ストレージ テンプレートは、プライマリ CMS のデフォルト ストレージ テンプレートで
す。ただし、ストレージの自動プロビジョニングはテンプレートをデプロイする CMS 上で検
出されたテンプレートに基づいて行われます。

HP Matrix Default Storage Template ではなく、ユーザー定義のストレージ テンプレートを選択
する場合は、同じ SPM サーバーがすべてのボリューム定義に使用されます。1 つの SAN スト
レージ ボリュームを複数の SPM または CMS によって管理すると、予測不可能な結果が生じ
る場合があります。

HP Operations Orchestration の設定
HP Operations Orchestration エンジンは Matrix Operating Environment に埋め込まれています。
HP Operations Orchestration Studio を使用すると、カスタム ワークフロー プロセスを作成で
きます。作成したプロセスは、インフラストラクチャ サービス テンプレートに、IO プロビ
ジョニング プロセス内の適切に定義されたポイント（インフラストラクチャ コンポーネント
のプロビジョニング前および後など）で接続できます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、特定の操作が呼び出されるたびに
実行される Operations Orchestration ワークフロー用の統合ポイントが定義されています（テ
ンプレートまたはインフラストラクチャ サービスがその操作に含まれるものであるかどうかは
関係ありません）。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、いくつかの操作
について基本的な、またはサンプルの Operations Orchestration ワークフローを備えてします
が、これを修正したり、これらの操作について新しいワークフローを作成したりすることによ
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り、インフラストラクチャ オーケストレーションとビジネス プロセスの統合を実現すること
もできます。

テンプレートの設計者は、1 つまたは複数の Operations Orchestration ワークフローを特定の
テンプレートに関連付けることができます。これらのワークフローは、特定のライフサイクル
操作の前または後に実行し、ターゲット サーバーについてそれぞれ適切な調整を行うことがで
きます。

Operations Orchestration について詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating Environment
Information Library （英語）の『HP Operations Orchestration Software Guide』を参照してくだ
さい。

Operations Orchestration システム プロパティの設定
Operations Orchestration は、Matrix Operating Environment の新規インストール、および Insight
Dynamics 6.3 以降から Matrix OE 7.1 へのアップグレードで自動的にインストールされます。
Insight Dynamics 6.2 以前から Matrix OE 7.1 にアップグレードしている場合は、Operations
Orchestration を v9.00 に手動でアップグレードする必要があります。アップグレード プロセ
スを簡単にするため、OOconfig ツールが Matrix OE に付属しています。
詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual （英語）の
『HP Insight Management インストール/コンフィギュレーション ガイド』を参照してくださ
い。

インストールまたはアップグレードの後で、Operations Orchestration のシステム プロパティ
がすべて正しく設定されていることを確認する必要があります。

1. Operations Orchestration を起動するには、[スタート]→[すべてのプログラ
ム]→[Hewlett-Packard]→[Operations Orchestration]→[HP Operations Orchestration Studio]
の順に選択します。

ログイン プロンプトが表示されます。
2. 次の認証情報を使用して、Operations Orchestration 管理者アカウントにログインします。

• ユーザー名：admin

• パスワード：インストール中に指定された Insight Management サービス アカウント
のパスワード

Insight Management サービスアカウントのパスワードが Systems Insight Manager の
Reconfigure CMS Tools (mxreconfig), を使用した後から変更された場合、変更された
Insight Management サービスアカウントのパスワードは、 Operations Orchestration Studio
およびデータベースには反映されません。Operations Orchestration Studio およびデータ
ベースのパスワードは、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/hpsim の『HP Systems
Insight Manager ユーザー ガイド』に説明されているとおり、CMS Reconfigure Tools を使
用して手動で変更します。

3. ログインすると、左パネルにツリーが表示されます。[Configuration]、[System Properties]
の順に展開します。

4. 表示されているシステム プロパティのいずれかをダブルクリックします。これにより、選
択したシステム プロパティの詳細が表示されます。すべてのシステム プロパティの表を
表示するには、システム プロパティという青色のリンクをクリックします。このビューを
使用して、Operation Orchestration のすべてのシステム プロパティを表示およ変更できま
す。
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HpioCmsIP プロパティが、CMS の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）に
設定されていることを確認します。IP アドレスまたは FQDN が設定されていない場合や
正しく設定されていない場合は、HpioCmsIP の値の部分をダブルクリックして、正しい
IP アドレスまたは FQDN を入力します。

5. （オプション）電子メール アドレスの設定
Insight Management のインストール処理の中で、すべての電子メール メッセージについ
て From と To の電子メール アドレス フィールドに 1 つ以上の電子メール アドレスを指
定できます。Operations Orchestration のシステム プロパティ画面には、インフラストラ
クチャ オーケストレーション（Hpio*Sender および Hpio*Recipients）によって送信され
る電子メールの全種類が表示されます。それぞれを設定して、別のアドレスに届くように
設定できます。複数のアドレスを指定する場合は、セミコロン（;）をアドレスの区切り記
号として使用します。最後にはセミコロンを使用しません。たとえば、電子メール アドレ
スを 1 つだけ設定する場合は、email@address.com と指定します。複数のアドレスを
設定する場合は、email1@address.com;email2@address.com と指定します。

6. Operations Orchestration の追加要件については、「SMTP の認証情報およびシステム プロ
パティの指定」を参照してください。

7. Operations Orchestration を終了する前に、[保存]、[チェック イン]の順にクリックします。

HP Operations Orchestration の設定 27



SMTP の認証情報およびシステム プロパティの指定
Operations Orchestration Studio は SMTP サーバーを必要とします。Matrix インフラストラク
チャ オーケストレーションはインフラストラクチャ オーケストレーション リクエストの実行
中に Operations Orchestration を使用して、承認、オペレーティング システムの手動デプロイ
メント、ストレージの手動プロビジョニング、ディスク スクラブ、ストレージの削除、通知な
ど、ユーザーにインフラストラクチャ オーケストレーション プロセスの進捗状況を通知しま
す。これらの通知を送信するには、Operations Orchestration ワークフローを設定して電子メー
ルの送信を可能にする必要があります。

注記: インフラストラクチャ オーケストレーションが電子メール通知を送信できるようにな
るには、事前に、インフラストラクチャ オーケストレーションおよび Operations Orchestration
がインストールされている CMS または CMS からアクセスできるサーバー上に SMTP サーバー
をインストールして設定する必要があります。

Insight Management のインストール時に指定された SMTP 認証情報は、HpioSmtpCredentials
プロパティに追加されます。この認証情報が指定されていない場合、ユーザー名フィールドに
は「username」という文字列が格納されパスワード フィールドは空白になります。
SMTP サーバーが認証を要求する場合、HpioSmtpCredentials のユーザー名とパスワード
が使用されます。SMTP サーバーが認証を要求しない場合、ユーザー名とパスワードは無視さ
れます。SMTP のユーザー名は、SMTP サーバーが認証を要求しない場合でも、必要（空白に
することはできません）です。

CMS 上の Operations Orchestration で、該当する SMTP の値を使用して次の Operations
Orchestration システム プロパティを設定してください。

注意例名前

SMTP を別のサーバーにインストールする場合は、
127.0.0.1 ではなくサーバーの IP アドレスを使用しま
す。

127.0.0.1HpioSmtpHost

SMTP ポートが「25」以外の場合は、「25」の代わりに
そのポート番号を使用します。

25HpioSmtpPort

デフォルトでは、インストール時に指定された SMTP 認
証情報が使用されます。これらの値が指定されない場

Administrator/パスワードHpioSmtpCredentials

合、ユーザー名フィールドには「username」という文字
列が格納されパスワード フィールドは空白になります。

Insight Management のインストール時に SMTP 認証情報が指定されなかった場合は、OO Studio
で入力します。[System Accounts] フォルダーを選択し、[HpioSmtpCredentials] を選びま
す。ロック アイコンをクリックし、編集するアカウントをチェック アウトします。SMTP サー
バー アカウントのユーザー名とパスワード（オプション）を入力します。ロック アイコンを
もう一度クリックして、変更内容をチェック インします。
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インフラストラクチャ オーケストレーションの管理者に送られる承認の電子メールには URL
が含まれ、管理者はこの URL をたどって承認を行えます。URL をたどることができるのは 1 回
だけです。ただし、承認が必須の Operations Orchestration ワークフローとして実行されない
ようにするには、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
conf\hpio.properties ファイルを編集して、
oo.service.approval.action.enabled=true を
oo.service.approval.action.enabled=false に変更します。URL の削除など、承認の
電子メールの内容を変更するには、「Approval/Email/Send Approval Email」ワークフローを
変更します。「Send Approval Email」ノードの「body」フィールドを変更して、電子メール
に記載したい内容が含まれるようにします。
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Operations Orchestration へのアクセス
Operations Orchestration Studio は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の
[ワークフロー]タブからダウンロードできます。また Operations Orchestration には、Insight
Management のインストール時にインフラストラクチャ オーケストレーション部分で入力した
「 admin」 のユーザー名とパスワードを使用して自分のデスクトップからアクセスできます。
Operations Orchestration Studio にアクセスするには、Windows の [スタート]ボタンをクリッ
クして、[すべてのプログラム]→[Hewlett-Packard]→[Operations Orchestration]→[HP Operations
Orchestration Studio] の順に選択します。

注記: Operations Orchestration は、インフラストラクチャ オーケストレーション内からはア
クセスできません。デスクトップから Operations Orchestration にアクセスしてください。同
時に接続できるのは、1 人の Operations Orchestration ユーザーのみです。

Operations Orchestration Studio のリモート インスタンスの設定
インフラストラクチャ オーケストレーションおよび Operations Orchestration Central がイン
ストールされている CMS から Operations Orchestration Studio をダウンロードし、別のコン
ピューターに Operations Orchestration Studio をインストールすることができます。

注記: Operations Orchestration CMS に同時に接続できるのは、Operations Orchestration
Studio の 1 つのインスタンスのみです。

Operations Orchestration Studio のダウンロード
Operations Orchestration Studio をダウンロードするには、以下を実行します。
1. インフラストラクチャ オーケストレーション Designer にログインします。
2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、[既存のテンプレート] エリアからテンプレートを選

択します。

3. [ワークフロー...]をクリックします。
4. [ワークフロー] ダイアログで、右上部にあるギア アイコンをクリックして、Operations

Orchestration Studio のダウンロードを開始します。

注記: インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール時に、OS のタイプ
（32 ビットか 64 ビット）に合わせて正しいバージョンの Operations Orchestration Studio
が CMS にインストールされます。[ワークフロー]タブのギア アイコンをクリックしてダ
ウンロードできるのは Operations Orchestration Studio の 32 ビット版だけです。64 ビッ
ト CMS を使用している場合は、HP Insight Management DVD #2 の /matrixio フォル
ダーにある 64 ビット版の Operations Orchestration Studio をインストールします。
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5. [保存]ラジオ ボタンを選択し、[ファイルの保存]をクリックしてハードディスク ドライブ
にファイルを保存します。

Operations Orchestration Studio のリモート インスタンスのインストール
Operations Orchestration Studio をリモート コンピューターにインストールするには、以下を
実行します。

1. アプリケーションを保存したディレクトリに移動し、[EmbeddedStudioInstaller-9.00.exe]
をダブルクリックしてインストーラーを起動します。

2. 初期画面で、[Next] をクリックしてインストールを開始します。
3. 使用許諾契約書の画面で、[I accept the agreement] が選択されていることを確認し、[Next]

をクリックします。

4. Operations Orchestration Studio をインストールする場所を参照し、[Next] をクリックしま
す。

5. 下記のとおりに Operations Orchestration 情報を指定し、[Next] をクリックしてインストー
ルを完了します。
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• [Host Name or IP Address] フィールドで、Operations Orchestration Studio をダウン
ロードした Operations Orchestration CMS マシンの IP アドレスを入力します。

• [HTTP Port Number (usually 80 or 8080)] フィールドで、値を 16080 に変更します。

• [HTTPS Port Number (usually 443 or 8443)] フィールドで、値を 16443 に変更します。

Operations Orchestration Studio のリモート インスタンスの最新バージョンへのアップデート
リモート コンピューターにインストールされた Operations Orchestration Studio を最新バー
ジョンにアップデートするには、(Matrix OE 7.1 付属, これは 9.02.0002 です) 以下を実行し
ます。

1. リモートコンピューターで動作している Operations Orchestration Studio を閉じます。
2. CMS 上にインストールされている studio.jar ファイル (..\Program Files\HP\

Operations Orchestration\Studio\lib\studio.jar) をリモートの Operations
Orchestration Studio コンピュータの同じパスにコピーし、そのファイルの既存のインスタ
ンスを上書きします。

3. CMS 上にインストールされている content-plugins.jar ファイル (..\Program
Files\HP\Operations Orchestration\Studio\plugins\content-plugins.jar)
をリモートの Operations Orchestration Studio コンピュータの同じパスにコピーし、その
ファイルの既存のインスタンスを上書きします。

4. CMS 上にインストールされている dharma-commons.jar ファイル (..\Program
Files\HP\Operations Orchestration\Studio\thirdparty\
dharma-commons.jar) をリモートの Operations Orchestration Studio コンピュータの同
じパスにコピーし、そのファイルの既存のインスタンスを上書きします。

5. CMS 上にインストールされているアップデートフォルダ (..\Program Files\HP\
Operations Orchestration\Studio\updates) をリモートの Operations Orchestration
Studio コンピュータの同じパスにコピーし、すでに既存のフォルダがある場合は上書きし
ます。

リモート コンピューターでの Operations Orchestration Studio の設定
Operations Orchestration Studio をリモート コンピューターで設定するには、以下を実行しま
す。

1. CMS 上の rc_keystore ファイルのバックアップを作成します
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2. CMS 上にインストールされている rc_keystore ファイル（..\Program Files\HP\
Operations Orchestration\Central\conf\rc_keystore）をコピーしてリモー
トの Operations OrchestrationStudio システムの同じパス（..\Program Files\HP\
Operations Orchestration\Studio\conf\rc_keystore）にコピーし、そのファ
イルの既存のインスタンスを上書きします。

3. Operations Orchestration Studio を再起動します。
4. その同じディレクトリで、studio.properties を開き、

dharma.studio.ui.input.constant.max.chars の値を 65536 に変更します。
5. Operations Orchestration Studio を起動するとき、ユーザー名として「 admin」 と入力し、

CMS パスワードを入力します。

Operations Orchestration のアップグレード後のキーストア ファイルのコピー
Operations Orchestration をバージョン 7.51 から 9.0 にアップグレードすると、Operations
Orchestration Central と Studio の証明書キーが一致しなくなります。Operations Orchestration
Studio は、URL https://<cms-name-or-ip>:16443 にアクセスできません。
1. CMS 上の rc_keystore ファイルのバックアップを作成します。
2. CMS 上にインストールされている rc_keystore ファイル（..\Program Files\HP\

Operations Orchestration\Central\conf\rc_keystore）を、リモートまたは
アップグレードした Operations Orchestration Studio システムの同じパス（..\Program
Files\HP\Operations Orchestration\Studio\conf\rc_keystore）にコピーし
ます。

3. Operations Orchestration Studio を再起動します。

Operations Orchestration Central システムの履歴データのプルーニング
Operations Orchestration Central データベースはすべてのフロー実行手順に関する情報を保存
します。このデータは、OO レポーティングの目的で使用されます。データベース管理者は
データベースから履歴データを切り取り、データベースを適切なサイズに保つようにします。
通常のデータベース プルーニングでは、ディスク スペースの最小化による中断を最小限に抑
えるか、大規模なデータベースのプルーニングを行います。データベースから削除されたフ
ローに関するデータは、レポートには表示できなくなっていることに注意してください。

スクリプトに基づいた SQL クエリーにより、データベース管理者は、履歴をデータベースに
保持する実行日数を指定できます。

詳しくは、HP の Web サイト Purging OO Run Histories from MSSQL Databases を参照してく
ださい（HP Passport 必須）。

デプロイメント サーバーの設定
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、プロビジョニング用に次のサーバー
デプロイメント プラットフォームをサポートしています。

• Insight Control サーバー配備（物理プロビジョニング）

• Ignite-UX（物理および仮想プロビジョニング）

• HP Server Automation (SA)（物理および仮想プロビジョニング）

デプロイメント サーバーの登録
インフラストラクチャ オーケストレーションが使用するデプロイメント サーバーのホスト IP
アドレスと認証情報は、インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール時に入力
される必要があります。

Insight Management インストーラーでは、インフラストラクチャ オーケストレーションをサー
バー デプロイメント オプションで設定するときに Insight Control サーバー配備と HP Server
Automation (SA) の両方を選択することはできません。しかし、インフラストラクチャ オーケ
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ストレーションは両方のデプロイメント サーバーを使用するように設定できます。この設定
は、インストールが完了した後に行う必要があります。

インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール後にデプロイメント サーバーを
追加するには、CMS で以下のコマンドを入力します。

注記: このコマンドをコピーして貼り付ける場合は、ダッシュ（マイナス）キーの入力に注
意してください。場合によって、コピーして貼り付けると、同じであるように見えても不正な
文字になっていることがあります。

• Insight Control サーバー配備 
mxnodesecurity -a -p dsc_rdp -c username:password -t on -n <ipaddress
of server deployment server>

• Ignite-UX
mxnodesecurity -a -p dsc_ignite -c username:password -t on -n
<ipaddress of Ignite server>

• HP Server Automation (SA):
mxnodesecurity -a -p dsc_sas -c username:password -t on -n <ipaddress
of HP Server Automation server>

Insight Control サーバー配備の設定

サーバー配備ジョブ フォルダーの作成
インフラストラクチャ オーケストレーションが物理サーバーをデプロイするために使用するオ
ペレーティング システムごとに Insight Control サーバー配備ジョブ フォルダーを作成します。

注記: ESXi デプロイメントは、Insight Control サーバー配備を使用する Matrix インフラスト
ラクチャ オーケストレーションではサポートされません。

1. オペレーティング システムごとに、最上位レベルの Insight Control サーバー配備ジョブ
フォルダーを作成します。[ジョブ]パネルの空きスペースを右クリックして、リストから
[新規フォルダー]を選択してください。

2. 新規フォルダーの名前を、例えば HPIO RHEL54 BL BFS などに変更します。
3. [HP デプロイメント ツールボックス]→[2 - ハードウェア設定]フォルダーから、ProLiant
システム設定（BL BFS）のデプロイというジョブをコピーし、その新規フォルダーに貼
り付けます。

4. OS ジョブは、[HP デプロイメント ツールボックス]→[3A - OS インストレーション]（カ
スタマイズした OS イメージを取り込み済みの場合は[HP デプロイメント ツールボック
ス]→[3B - OS イメージング]）にあります。また OS のデプロイ後にインストールする必
要のある HP マネジメント エージェント ジョブは、[HP デプロイメント ツールボック
ス]→[4 - ソフトウェア]にあります。
たとえば、以下の図で強調表示されている HPIO RHEL54 BL BFS というジョブ フォルダー
では、1 番目のジョブである ProLiant システム設定（BL BFS）のデプロイの前には 01、2
番目のジョブである DeployRHEL 5.4 x64（JA-JP）のデプロイの前には 02、3 番目のジョ
ブである HP マネジメント エージェント for RHEL 5 x64 のインストールの前には 03 と入
力します。

Direct-Attached Storage（DAS）の OS デプロイメントの場合は、ProLiant システム設定 (BL
BFS) のデプロイ ジョブをジョブ フォルダーに入れないでください。
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5. この手順を繰り返して、必要な各オペレーティング システムのジョブ フォルダーを作成
します。

6. プロビジョニングの実行時に、ドメインにコンピューターを追加できるようにするには、
[ツール]→[オプション]→[ドメインアカウント]の順に選択して、Insight Control サーバー配
備のドメイン認証を設定します。

Systems Insight Manager は、エンクロージャーの iLO IP アドレスを使用してエンクロー
ジャーを検出します。必ず、WBEM の認証情報として Onboard Administrator エンクロー
ジャーの iLO 認証情報を使用してください。

7. Matrix Operating Environment で、自動 SAN ブート プロビジョニングのためのストレー
ジ プール エントリーを作成します。エントリーを作成するには、ストレージ アレイ ポー
トの WWN/LUN（World Wide Name/論理ユニット番号）を把握しておくことが重要で
す。これらの設定がわからない場合は、ストレージ LUN およびゾーンを作成後にこれら
を変更してください。「Matrix OE ビジュアル化での SAN に接続されたストレージの手
動作成」を参照してください ｡

8. ストレージ プール エントリーの作成時に使用する VC プロファイルの仮想 HBA の WWN
を使用してストレージ LUN の提供とゾーニングを手動で設定します。ストレージ マッピ
ングの追跡のためのスプレッドシートを作成することをおすすめします。

プロビジョニングのプロセスでは、サーバー ブレードが起動時に SAN ボリュームを認識する
必要があります。認識しない場合は、ストレージのコンフィギュレーション設定を確認してく
ださい。

Erase ProLiant Hardware ジョブの変更
Insight Control サーバー配備ソフトウェアのインストール後に、デフォルトの [Erase ProLiant
Hardware] ジョブを変更します。ジョブを変更するには、以下の手順に従ってください。
1. 以下の手順で、デフォルトの [Erase] ジョブのコピーを保存します。

a. [HP デプロイメント ツールボックス]→[ハードウェア設定]フォルダにある [Erase ProLiant
Hardware] ジョブを右クリックし、メニューから [コピー]を選択します。
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b. [HP デプロイメント ツールボックス]→[ハードウェア設定] フォルダーを右クリック
し、メニューから [貼り付け]を選択します。
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2. デフォルトの [Erase] ジョブから、タスク 1、3、4、および 6 を削除します。
a. [Erase ProLiant Hardware] ジョブをダブルクリックします。[ジョブ プロパティ]ウィ

ンドウが表示されます。

b. [ジョブ プロパティ]ウィンドウで、[Ctrl] キーを押したままタスク 1、3、4、および
6 を選択し（タスクが以下のように強調表示されます）、[削除]をクリックします。
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3. 以下の手順で、[Erase] ジョブの [電源管理]タスクを再起動の代わりにシャットダウンに変
更します。

a. [電源管理]タスクを選択して [変更]をクリックします。

b. [シャットダウン（可能な場合）]オプションを選択して、[完了]をクリックします。
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c. [ジョブ プロパティ]ウィンドウで変更された [Erase ProLiant Hardware] ジョブが表示
されていることを確認し、[OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。

Ignite-UX の設定
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、HP-UX 11iv3 のデプロイメント用に
Ignite-UX バージョン C.7.11.439（HP-UX 11.31 1009）以降をサポートしています（Integrity
VM には、HP-UX 11iv3 0709 以降が必要です）。
Ignite サーバーでは、NFS が設定され、また /etc/inetd.conf の中で、tftp サービスおよび
bootps サービスが有効となっている必要があります。
a. Ignite で必要な NFS をセットアップしディレクトリをエクスポートするには、以下のコマ

ンドを実行します。

/opt/ignite/lbin/setup_server -n

b. tftp サービスおよび bootps サービスを有効にするには、/etc/inetd/conf を編集し、
「tftp」と「bootps」の行のコメントを解除してから、以下のコマンドを実行します。
inetd -c

クライアントによっては、インストール中にグラフィック カードやキーボードなどが接続され
ていると、キーボードの言語を指定するように求めるプロンプトが表示される場合がありま
す。この状態が発生しないようにするには、/var/opt/ignite/config.local に次の行を
追加して編集します。
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注記: BL860c i2、 BL870c i2、 BL890、 BL890c i2：これらの Integrity ブレードにインストー
ルできるのは、HP-UX リリース 11.31 1003 以降のみです。

Ignite-UX のドキュメント類は、HP の Web サイト http://hp.com/go/ignite-ux （英語）から入
手できます。

Ignite-UX デプロイメント サーバーの検出
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのプロビジョニングでは、Ignite-UX デプ
ロイメント サーバーが検出または再検出されることが必要です。
Ignite-UX デプロイメント サーバーを Systems Insight Manager で検出するには、以下の手順に
従ってください。

1. [オプション]→[検出]の順に選択します。
2. グループ（たとえば、デプロイメント サーバー）を作成または編集します。
3. [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名および/または hosts ファイル] フィールドで、IP

アドレスまたは FQDN を指定します。
4. [認証情報...]でユーザー名とパスワードを指定し、パスワードを確認します。
5. [保存]をクリックします。
6. [検出] で [今すぐ実行]をクリックします。

Integrity VM Guest Kit のインストール
HP-UX ゲストを正しく起動するには、Ignite-UX サーバーに HP-UX vPars and Integrity VM Guest
Kit をセットアップする必要があります。適切な操作環境と Integrity VM Guest Kit ソフトウェ
アの両方を含む「ゴールデン イメージ」を作成します。「ゴールデン イメージ」を作成する
ことで、インフラストラクチャ オーケストレーションによる自動プロビジョニング プロセス
の一環として、正しく起動する VM があることが保証されます。
Integrity VM の詳細については、『HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイド』 、および
『HP-UX vPars and Integrity VM リリースノート』 を参照してください。

HP Server Automation の設定
HP Server Automation ソフトウェアは、エンタープライズ サーバーのライフサイクル管理を提
供し、アプリケーションのデプロイメントを自動化します。Matrix インフラストラクチャ オー
ケストレーション 7.1 は HP Server Automation バージョン 9.0.x および バージョン 9.1.x を
既定でサポートします。CMS のインストール中に SA コアと認証情報が認識されると、バー
ジョンの互換性を確実にするため、ファイル opswclient.jar が SA コアから CMS にコピー
されます。

SA コア サーバーの認証情報は、Insight Management のインストール中にその IP アドレスを使
用して入力します。IP アドレスではなく完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力すると、SA サー
バーが Systems Insight Manager で検出されるのはインストールの後になります。

注記: Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション 7.1 で開始の手動設定 SA デプロ
イメントのための Virtual Connect サーバー ブレードでの PXE ブートは必要ありません。デフォ
ルトでは、PXE NIC は標準ブート順序（IPL）の最初の位置に移動されました。

SA について詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating Environment Information Library
（英語）の『HP Server Automation complements HP Insight Control to manage HP BladeSystem
servers』、および『Integrating HP Server Automation with HP BladeSystem Matrix/Insight Dynamics
Instructions for integration』を参照してください。

Hyper-V リンク クローン VM ゲストのパッチ キットのプロビジョニング
SA 9.0 または SA 9.10 を Red Hat Enterprise Linux 6 プラットフォームまたは SUSE Linux
Enterprise Server 10 プラットフォームで使用して Hyper-V リンク クローン VM ゲストをプロ

40 インストールと設定

http://hp.com/go/ignite-ux
www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs
www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


ビジョニングするには、SA の各バージョンに応じて以下のバージョン固有のコアパッチとホッ
トフィックスをインストールする必要があります。

SA 9.0 の場合、以下をダウンロードしてインストールします。
• SA 9.05 コアパッチ（http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches ）

• 「「RHEL6 以上のリンク クローン エラー」」のホットフィックス（https://
quixy.deu.hp.com/hotfix/index.php?HOTFIX_PROJECT=server_automation ）

SA 9.1 の場合、以下をダウンロードしてインストールします。
• SA 9.11 コアパッチ（http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches ）

• 「「RHEL6 以上のリンク クローン エラー」」のホットフィックス（https://
quixy.deu.hp.com/hotfix/index.php?HOTFIX_PROJECT=server_automation ）

Systems Insight Manager でのライセンス適用および登録は、SA などのデプロイメント サー
バーでは必要ありません。インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール後に
SA デプロイメント サーバーを追加する場合について詳しくは、「デプロイメント サーバーの
登録」を参照してください。

インフラストラクチャ オーケストレーションは、SA [OS Build Plan Management] 権限が有効
化されていることを必要とします。この権限が設定されていないと、IO は SA ソフトウェアの
リストを取得できません。

SA で [OS Build Plan] 権限を有効にするには、以下の手順に従ってください。
1. SA Web クライアントに Admin としてログインします。
2. SA ユーザー インターフェイスで、[By Folder] を選択します。
3. [OS Provisioning] というフォルダー名を右クリックします。
4. [Execute Objects Within Folder] 権限が選択されていることを確認します。
5. ナビゲーション パネルから [Users & Groups] を選択します。
6. SA の IO ユーザーを選択します（通常は、hpiosa）。
7. 右上部のにある [Edit] をクリックします。
8. [Client Features] タブを選択します。
9. [OS Build Plan Management] セクションにスクロールします。
10. ラジオ ボタン [Manage OS Build Plan] を [Read] に設定します。
11. ラジオ ボタン [Allow Execute OS Build Plan] を [はい]に設定します。
12. ページ上部の [Save] をクリックします。
[ OS Build Plan] をインフラストラクチャ ユーザー（hpiosa など）が利用できるようにするに
は,以下のカスタム属性を各 OS Build Plan に作成します:
1. [OSType] を以下のいずれかの値に設定します。

Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64
Windows Server 2008 R2 x64
Red Hat Enterprise Linux Server 5
Red Hat Enterprise Linux Server 5 X86_64
Red Hat Enterprise Linux Server 6
Red Hat Enterprise Linux Server 6 X86_64

2. [archType] を以下のいずれかの値に設定します。
x86（32 ビット システムの場合）
x64（64 ビット システムの場合）

カスタム属性の作成について詳しくは、『HP Server Automation User Guide』でアプリケーショ
ンの自動化についての説明を参照してください。
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インフラストラクチャ オーケストレーションと SA の間の通信は SA コアを通じて行われま
す。コアはサテライトにソフトウェアのデプロイを指示します。これは自動的に行われます
が、SA を使用するように設定されたネットワークが選択されていることが必要です。
SA デプロイメント サーバーを使用するネットワークを設定するには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで、[ネットワーク]タブを選択し
ます。

2. リストからネットワークを選んで、[ネットワークの編集]をクリックします。
3. [展開サーバー]リストから、SA サテライト（10.0.0.10（SA）など）を選択します。
4. [起動ネットワーク]で、[はい]を選択し、設定を保存します。
5. インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、テンプレートを作成または編

集し、手順 2 で選んだネットワークを選択するようにネットワーク設定を編集します。

デフォルトのメモリ設定

SA サーバーを使用するテンプレートのデフォルトの最小メモリ設定は、512 MB です。この
値は、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties ファイルで変更できます。以下の行を検索します。
# Template Config minimum MB "Memory size:"for SA agent install sa.minimum.memory=512

仮想プロビジョニング用の環境設定
仮想プロビジョニングでは、仮想マシン ホストを正しく設定してライセンスを適用し、Systems
Insight Manager で検出して Systems Insight Manager が認識できるようにする必要があります。
仮想マシン ホストで ESX または Hyper-V を実行します。インフラストラクチャ オーケスト
レーションを使用して Integrity VM を管理することもできます（「Integrity 仮想マシン ネット
ワークのセットアップ」を参照してください）。

詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating Environment Information Library （英語）の『HP
BladeSystem Matrix How-To Guide: ESX Host Provisioning』を参照してください。
仮想論理サーバーを正しくプロビジョニングするために、インフラストラクチャ オーケスト
レーションはハイパーバイザーに同時に送られプロビジョニングされる仮想論理サーバーの数
を制限します。この制限は、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf にある hpio.properties ファイル内の該当するハイパーバイザー
の max.concurrent.requests 属性の値から決定されます。
次の表に、ハイパーバイザーのタイプごとのデフォルト値を示します。ESX および Integrity VM
のデフォルト値を増やすと、仮想論理サーバー プロビジョニングが予想外に失敗する場合があ
ります。

この値を安全に増やせるかどうかデフォルトの最大仮想同時リクエスト数ハイパーバイ
ザー

不可esx.max.concurrent.requests=10ESX

SCVMM が使用されていない場合、可能。1

パフォーマンス向上のために、この値を 10
に増やします。

hyperv.max.concurrent.requests=5Hyper-V

不可integrityvm.max.concurrent.requests=5Integrity VM
1 Microsoft SCVMM テンプレートが Hyper-V VM へのオペレーティング システムのプロビジョニングに使用されてい
る場合は、デフォルト値である 5 のままにすることをおすすめします。

仮想論理サーバーごとに、インフラストラクチャ オーケストレーションは最大 14 個のプライ
ベート ディスクまたは 15 個の共有ディスクをサポートします。
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Hyper-V の Linux VM のプロビジョニング
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Linux VM を Hyper-V にプロビジョニ
ングすることをサポートしますが、IO はその VM を個別設定しません。IO は DHCP または静
的 IP についてホスト名の設定、または NIC の設定を行いません。プロビジョニングの後で、
Linux VM を個別設定する必要があります。
Linux VM を Hyper-V にプロビジョニングできるようにするには、次の手順を実行します。
1. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf にある

hpio.properties ファイルの以下の行を true に設定します。プロパティは、デフォル
トでは false に設定されています。
skip.linux.on.hyperv.template.personalization=true

2. プロビジョニングの後で、Linux VM を個別設定します。これを行うには、Operations
Orchestration ワークフローを作成できます。また、オープン ソース PowerShell スクリプ
トを使用することもできます。

Linux VM を Hyper-V にプロビジョニングし、これを個別設定せず、ベース テンプレート
が静的 IP アドレスを使用して設定されている場合、IP アドレスの重複が生じる場合があ
ります。個別設定をせずに、ベース OS VM を DHCP で設定している場合は、予期した静
的 IP アドレスを取得できません。

サポートされている Linux オペレーティング システムについては、http://www.hp.com/go/
matrixoe/docs の『HP Insight Management サポート マトリックス』を参照してください。

仮想マシン ネットワークのセットアップ
ネットワーク名はハイパーバイザー テクノロジーと Virtual Connect テクノロジーの間で相関
関係があるので、同じネットワークで設定された異なる種類の論理サーバーでインフラストラ
クチャ サービスをプロビジョニングできます。
VMware vDS（vNetwork Distributed Switch）はインフラストラクチャ オーケストレーションで
サポートされます。

• IO は、vDS スイッチへの接続が事前設定された ESX ホストに論理サーバーをプロビジョ
ニングできます。

• vDS スイッチ上に設定されたポート グループは、インフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールの [ネットワーク]タブに仮想ネットワークとして表示されます。

• IO インベントリとして検出された vDS ネットワークは、1 つ以上の仮想サーバーを含む
サービスをプロビジョニングするときに選択し、使用できます。

仮想マシン率の制限の設定、セキュリティ、ポートの実行時状態の監視など、vDS のすべての
追加設定は、IO の外部で vCenter を使用して行われます。

注記: IO サービスが使用中のネットワークの名前を変更しないでください。IO 以外のツー
ルを使用してネットワークの名前を変更すると、IO によって表示されるサービスは古いネッ
トワークを使用しているように表示されます。古いネットワークは、ネットワーク インベント
リに残りますが、物理または仮想のソースがなくなっているため新しいサービスのプロビジョ
ニングには使用できません。

ESX 仮想マシン ネットワークのセットアップ
インフラストラクチャ オーケストレーションからプロビジョニングされた仮想マシンが使用す
るネットワークを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. VMware Infrastructure Client を開いて、vCenter Server の IP アドレスと認証情報を入力し、
[ログイン]をクリックします。

2. ESX クラスター内の各 ESX/ESXi 仮想マシン ホストについて、次の手順を実行します。
a. 左側のナビゲーション ウィンドウで、仮想マシン ホストを選択します。
b. [構成]タブを選択します。
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c. [ネットワーク]をクリックします。
d. [ネットワークの追加]をクリックします。
e. 接続タイプとして [仮想マシン]を選択して、[次へ]をクリックします。
f. 仮想マシン ホストのネットワーク設定に合わせて、既存の仮想スイッチを選択するか

または [仮想スイッチの作成]を選択して、[次へ]をクリックします。
g. [ポート グループのプロパティ]の [ネットワーク ラベル]で、ネットワークの名前を入

力し、仮想マシン ホストのネットワーク設定に合わせて VLAN ID を入力します。
h. [次へ]をクリックします。

3. [終了]をクリックします。
ネットワークごとに、手順を繰り返します。

Integrity 仮想マシン ネットワークのセットアップ
Integrity VM vSwitch を作成するには、Integrity VM ホストで hpvmnet コマンドを使用します。

注記: Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Integrity VM には Accelerated
Virtual I/O（AVIO）ネットワーク デバイスのみを使用します。

インフラストラクチャ オーケストレーションから、Integrity VM をローカル仮想ネットワーク
との接続で設定することはできません。インフラストラクチャ オーケストレーションでは、物
理 NIC に接続されている vSwitch のみが認識されます。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、8 文字に制限されている vSwitch 名を
使用して Integrity VM 仮想ネットワークを識別します。ネットワーク名はハイパーバイザー テ
クノロジーと VC テクノロジーの間で相関関係があるので、同じネットワークで設定された異
なる種類の論理サーバーでインフラストラクチャ サービスをプロビジョニングできます。この
機能を使用するには、8 文字の制限を管理対象環境内の他のハイパーバイザーと VC の設定に
も適用する必要があります。

Integrity VM の詳細については、『HP-UX vPars and Integrity VM 管理者ガイド』 、および
『HP-UX vPars and Integrity VM リリースノート』 を参照してください。

Hyper-V 仮想マシン ネットワークのセットアップ
インフラストラクチャ オーケストレーションからプロビジョニングされた仮想マシンが使用す
るネットワークを追加するには、Hyper-V VM ホストごとに以下の手順に従ってください。
このリリースで VLAN タグ付けをサポートする新しい手法については、「Hyper-V VLAN タグ
付けをサポートするトランク ネットワークと VLAN ネットワークの設定」を参照してくださ
い。

1. リモート デスクトップを使用して Hyper-V ホストに接続します。

2. Hyper-V Manager を起動し、接続するサーバーを選択します。
1. パネルの右側にある [操作]リストで、[仮想ネットワーク マネージャー...]を選択しま

す。

2. [新しい仮想ネットワーク]を選択します。
3. [接続の種類]の下で、[外部]を選択して物理ネットワークを設定します。
4. [追加]をクリックします。
5. [名前]フィールドに、ネットワークの名前を入力します。
6. [接続の種類]の下で、[外部]ドロップダウン リストからネットワーク インターフェイ

スを選択します。

注記: 管理システムでこのネットワークを使用するには、[管理オペレーティング シ
ステムにこのネットワーク アダプターの共有を許可する]を選択します。

7. [OK] を選択します。
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Insight Control 仮想マシン管理テンプレート
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、ESX のデプロイメント ターゲットと
して VMware テンプレートを使用します。VMware テンプレートの作成について詳しくは、
http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi41_i_vc41.html で VMware の
マニュアルを参照してください。

注記: VM テンプレート ベースのプロビジョニングは、Integrity VM では使用できません。

仮想マシンから仮想マシン管理テンプレートを作成するには、Systems Insight Manager を使用
して以下の手順に従ってください。

1. 仮想マシン管理テンプレートで使用する仮想マシンの電源を切ります。ハイパーバイザー
の電源切断コマンドを使うのではなく、仮想マシンにアクセスしてオペレーティング シス
テムをシャットダウンして仮想マシンの電源を完全に切ることをおすすめします。

テンプレートの作成に使用されている仮想マシンが一時停止状態であると、カスタマイズ
中に VM must be powered off for customization というエラー メッセージが表
示され、プロビジョニングが失敗します。

2. [展開]→[仮想マシン]→[テンプレート]→[仮想マシン テンプレートの作成]の順にクリック
します。[ステップ 1：ソース仮想マシンの選択] 画面が表示されます。

3. リストから仮想マシンを選んで、[次へ]をクリックします。[ステップ 2：VM テンプレー
トのレポジトリ ホストの選択]画面が表示されます。

4. 新しい仮想マシン管理テンプレートのホストを選択して、[次へ]をクリックします。[ステッ
プ 3：テンプレート名と VM テンプレート格納先フォルダーの指定]画面が表示されます。

5. [テンプレート名称]で、テンプレートの名前を入力し、テンプレートの位置を指定します。
6. 仮想マシン管理テンプレートをターゲット フォルダーに保存するには、[参照]を選択し、

仮想マシン ホスト データストア フォルダーを選択するか、[次へ]をクリックし、デフォ
ルトのフォルダーを選択します。

7. [次へ]をクリックします。[ステップ 4：詳細の確認]画面が表示されます。
8. [実行]をクリックします。タスクの結果が表示されます。

Insight Control 仮想マシン管理テンプレートの作成には、5～30 分かかる可能性がありま
す。

結果の ESX VM テンプレートは、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで
検出され、[ソフトウェア]タブに表示されます。 このテンプレートは、インフラストラクチャ
オーケストレーション Designer の IO テンプレートでサーバー グループを設定するときにソ
フトウェアとして選択できます。

IO テンプレートを設定し VM テンプレートをソフトウェアとして指定する場合、IO テンプ
レートの作成後に VM テンプレートに加えた変更は IO テンプレートに反映されません。最新
の状態ではなくなった IO テンプレートからサービスが作成された場合、サービスは、更新さ
れた VM テンプレートからの情報を使用します。このため、結果のサービスが IO テンプレー
ト内の値を反映していないことがあります。この問題を避けるため、VM テンプレートが変更
された場合は、サービスをデプロイする前に新しい IO テンプレートを作成し、更新された VM
テンプレートをソフトウェアとして選択します。

データ ディスクが含まれた VM テンプレートの表示
データ ディスクが定義された VM テンプレートは、インフラストラクチャ オーケストレーショ
ン コンソールの [ソフトウェア]タブに表示されないため、インフラストラクチャ オーケスト
レーションテンプレートで使用することはできません。VMware または Hyper-V VM テンプ
レートが [ソフトウェア]タブを選択し、VM テンプレートに 1 つ以上のデータ ディスクが含ま
れている場合、円グラフが表示されます。円グラフに VM テンプレートのディスク定義の相対
サイズが表示されます。

次に、6 つの VM データ ディスクを含む、Linux5DiskTemplate という名前の VMware テンプ
レートの円グラフの例を示します。
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この情報は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の仮想ストレージの設定
画面の [VM テンプレート ディスク]タブ、およびインフラストラクチャ オーケストレーション
コンソール [サービス]タブの詳細ペインにも表示されます。
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer のテンプレートでは、1 つ以上のデー
タ ディスクを含むディスクを示すために表記 [boot+] が使用されます。

Hyper-V 仮想マシン管理テンプレート
Hyper-V VM テンプレートは自動的には検出されません。Hyper-V テンプレートは、HP Insight
Control 仮想マシン管理にインポートされた後、IO の [ソフトウェア]タブに VM テンプレート
として表示されます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Hyper-V 仮想マシンを Hyper-V 仮想マ
シン管理テンプレートの見本として利用できます。その際、特別な手順を追加する必要はあり
ません。ただし、修復可能な論理サーバーをプロビジョニングするには、Windows クラスター
に Hyper-V 仮想マシン ホストをデプロイします。
Hyper-V を使用する場合は、スナップショットを含む仮想マシンから作成された Hyper-V 仮想
マシン管理テンプレートを使用しないでください。スナップショットを含む仮想マシンから作
成された VM テンプレートは、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ソ
フトウェア]タブに表示されないため、IO テンプレートを正しく作成できなくなります。
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Microsoft System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）テンプレート
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、Microsoft System Center Virtual
Machine Manager（SCVMM）テンプレート ライブラリを使用してサービスをデプロイできま
す。これは、インフラストラクチャ オーケストレーション サービス テンプレートの [ソフト
ウェア]タブで SCVMM Hyper-V テンプレートを選択することで実行できます。
SCVMM テンプレートは、SCVMM が正常に Insight Control 仮想マシン管理に登録された後、
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ソフトウェア]タブに表示されま
す。SCVMM を登録するには、以下の手順を実行してください。
1. Systems Insight Manager で SCVMM サーバーを検出します。
2. SCVMM の有効な認証情報を [VME] タブで入力します。Systems Insight Manager の[オプ
ション]→[VME オプション]→[VME 認証の追加または編集]を選択します。
または、SCVMM サーバーのシステムのプロパティから、[ツール & リンク]タブを選択し、
[VME 認証の追加または編集]をクリックします。

SCVMM サーバー自体はサーバー プールを表すものではなく、デプロイメントのターゲットと
してライセンス適用されていません。

SCVMM は、Hyper-V デプロイメントのための必須コンポーネントではありません。SCVMM
テンプレート デプロイメントは、HP Insight Control 仮想マシン管理 Hyper-V テンプレートの
デプロイメントと併用するオプションの 1 つです。
SCVMM テンプレートの使用には、以下の制限があります。
• この統合には、Microsoft SCVMM 2008 R2 が必須です。

• SCVMM テンプレートの一部が IO インベントリに含まれます。

単一の VM を含む Hyper-V テンプレートは含まれます。◦
◦ ESX およびその他のハイパーバイザーの種類は含まれません。

◦ マルチサーバー（SCVMM サービス）テンプレートは含まれません。

◦ テンプレートがビューからフィルターされるときに、明示的な通知はありません。

• SCVMM テンプレートを「カスタマイズ不要」オプションで作成します。IO は SCVMM
カスタマイズ パラメーターを自身のカスタマイズで上書きします。ただし、一部の SCVMM
カスタマイズ パラメーターは IO カスタマイズの後も維持される場合があり、結果が混乱
する可能性があります。

• SCVMM を使用して Hyper-V クラスター環境にデプロイされた VM は、IO テンプレート
が非高可用性（HA）VM を指定していた場合でも、デフォルトで高可用性（HA）が有効
になります。VM が後で非アクティブ化され、再アクティブ化された場合、高可用性は有
効なままになります。

ESX メモリ オーバーサブスクリプションの設定
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、ESX 仮想マシンを含むサービスをプ
ロビジョニングするときに、デフォルトでメモリ オーバーサブスクリプション技術を使って多
数の仮想マシンを ESX ホストにプロビジョニングできるようにします。
IO によって作成された ESX 仮想マシンはメモリ予約を使用しません。このため IO は、仮想
マシンが特定のホストに適しているかをチェックするときに、ESX ホストの空きメモリについ
ては低い要件でチェックします。（デフォルト値は、仮想マシン メモリの 2% です。）たとえ
ば、サービスが 4GB の RAM を必要とする仮想マシンを含む場合、IO は VM ホストに約 82MB
（4GB の 2%）の使用可能メモリがあることを要求します。このため、82MB 以上の使用可能
メモリを持つ VM ホストはすべて、サービス プロビジョニングの割り当てフェーズでのメモ
リ チェックに合格します。
この戦略は、ESX ホストに多数の仮想マシンをプロビジョニングすることを可能にしますが、
状況によっては、仮想マシンのパフォーマンス低下を招くことがあります。たとえば、特定の
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VM ホストにあまりに多くの仮想マシンが存在する場合や、VM ホストがホスト メモリをディ
スクにスワップし始めた場合などは、パフォーマンスが低下することがあります。

メモリ オーバーサブスクリプションについて、より慎重な方法が望まれる場合は、IO が仮想
マシンをプロビジョニングする前に ESX ホストの使用可能メモリについてより厳しいチェック
を行うように設定できます。必要な使用可能ホスト メモリのデフォルト値（2%）を増やすこ
とが可能です。

この値を増やすと、IO が、ESX 仮想マシンを含むサービスをプロビジョニングするときにリ
ソース割り当てステップで失敗する場合があります。この失敗は、IO が必要な量の使用可能
メモリを持つ ESX ホストを見つけられないときに発生します。
この設定を 50% に増やすと、IO は、ESX 仮想マシンのプロビジョニングについてより厳しく
なりますが、それでもある程度のメモリ オーバーサブスクリプションを許容します。この設定
を変更するには、hpio.properties を編集します。これはデフォルトで ..\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf にあります。プロパティ
esx.vm.requested.memory.max.percent を見つけ、
esx.vm.requested.memory.max.percent=50.0 に変更します。
この値を変更したら、新しい設定を有効にするために Matrix インフラストラクチャ オーケス
トレーション サービスを再起動します。この設定の変更は、すでにプロビジョニングされてい
るサービスには影響しません。

以下の表は、この設定を変更したときに、ESX VM ホストで必要な最小使用可能メモリがどの
ように変わるかの例を示しています。

図 1 ESX VM ホストで必要な最小空きメモリの例

Windows システムのカスタマイズのための Sysprep の使用
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Microsoft Windows システムのカスタ
マイズを有効化するために、Windows Sysprep に依存しています。カスタマイズには、ホスト
名の変更、Windows ライセンス キーの最初のブートへの適用、および IP アドレスの設定など
の操作が含まれます。Windows システムのデプロイメントを自動化し、Windows ライセンス
キーを自動的に適用するには、Matrix OE 提供の Sysprep.inf ファイルを編集する必要があ
ります。この編集により、Matrix OE は手動対話せずに新しい Windows システムをプロビジョ
ニングできます。この編集をしない場合、新しくプロビジョニングされるシステムは、最初の
起動時に停止してキーの入力を待ちます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、情報の 2 つのソースを組み合わせた
り仮想マシン管理に渡すことにより、プロビジョニングする Windows VM ごとに Windows
OS をカスタマイズします。仮想マシン管理は、ESX および Hyper-V にカスタマイズの情報を
渡します。この情報には、以下のものが含まれます。

• ホスト名など、サービス テンプレートに含まれる各属性

• インフラストラクチャ オーケストレーション の Sysprep.inf ファイルの内容について
は、テンプレートが ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\sysprep\Sysprep_sample.inf にあります。

管理者は、新しい Sysprep.inf ファイルを作成し、サンプル ファイルに基づいて Sysprep
ファイルを編集して、Windows ライセンス キーなど、Windows 仮想マシンのカスタマイズ内
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容を追加できます。その後、対応する Windows VM での IO テンプレートの作成中にこれらの
ファイルを使用できます。

注記: Sysprep_sample.inf ファイルを削除したり、ファイル名を変更しないでください。

たとえば、次のように、Microsoft Windows の各バージョンの Sysprep ファイルの 1 つを作成
します。

• Sysprep_sample.inf を Sysprep_w2k3_32bit.inf にコピーする

• Sysprep_sample.inf を Sysprep_w2k3_64bit.inf にコピーする

• Sysprep_sample.inf を Sysprep_w2k8.inf にコピーする

• Sysprep_sample.inf を Sysprep_w2k8r2.inf にコピーする

• プロダクト キーおよびファイルで必要なその他のカスタマイズを編集します。

• IO が自動的に新しい仮想マシンを Windows ドメインに参加させるには、ドメイン管理者
の認証情報をクリア テキストで Sysprep.inf ファイルに追加します。認証情報が
Sysprep.inf ファイルにない場合は、[ネットワークの編集]ダイアログ ボックスで、「な
し」または「ワークグループ」を選択します。デプロイメントが完了した後、ドメイン管
理者は手動でシステムをドメインに参加させることができます。

IO でネットワークを定義する場合は、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソー
ル [ネットワークの編集]ダイアログボックスの [Windows] タブで [MS ドメインタイプ]を「ド
メイン」に設定します。

Microsoft Sysprep ツールのインストール
Microsoft Sysprep ツールは、Windows Server 2003 以前のゲストをプロビジョニングしている
場合のみインストールします。

注記: 以下をプロビジョニングする場合、Sysprep ツールのインストールは必要ありません。
• Windows 2008 およびそれ以降の VM ゲスト

• Linux VM ゲスト

次の操作を行います。

以下のシステムで、カスタ
マイズを有効にするには、
次の手順を実行します。

Microsoft Sysprep ツールを vCenter 管理サーバーにインストールします。VMware vCenter 4.x
nl

VMware vCenter 5.0 • vCenter Server が Windows Server 2008 またはそれ以降にインストールされてお
り、Windows 2003 またはそれ以前のゲストをプロビジョニングする場合は、
Sysprep ツールを C:\ProgramData\VMware\VMware
VirtualCenter\Sysprep\<OS> にインストールします。注記：C:\
ProgramData は隠しフォルダーである場合があります。

• vCenter Server が以前の Windows オペレーティング システムにインストールされ
ている場合は、ツールを C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\VMware\VMware VirtualCenter\Sysprep\<OS>
にインストールします。

ここで、<OS> は Windows ゲストのオペレーティング システムです。有効な値は、
svr2003 および svr2003-64 です。

Microsoft Sysprep ツールを CMS のフォルダー C:\Program Files\HP\Insight
Control virtual machine management\Sysprep\<OS> にインストールしま
す。

ここで、<OS> は Windows ゲストのオペレーティング システムです。有効な値は、
svr2003 および svr2003-64 です。

Microsoft Hyper-V
（Windows 2003 VM ゲス
ト）

詳しくは、VMware vCenter および VMware Infrastructure Online Library の『Installing the
Microsoft Sysprep Tools』の記事、および Microsoft support website の『Updated System
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Preparation tool for Windows Server 2003 SP2』の記事を参照してください。Microsoft …\
Support\Tools\Deploy.cab（.cab ファイルではありません）の内容は、前記のディレク
トリにおく必要があります。

ディザスターリカバリ（DR）サービスの設定
Matrix リカバリ管理は論理サーバーのディザスターリカバリ保護（DR 保護）を提供する HP
Matrix Operating Environment のコンポーネントです。
Matrix リカバリ管理と IO が CMS にインストールされており、リカバリ可能なサービスが設
定されている場合は、Matrix リカバリ管理 UI を使用して DR 保護 IO サービスのリカバリ グ
ループを作成できます。Matrix リカバリ管理を使用したリカバリ可能なサービスの災害保護の
提供の詳細については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual で入手可能な『HP
Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイド』を参照してください。
ファイル dr.properties（デフォルト位置 ..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf にインストールされています）は、プライマリ
サイトとレプリカ サイトの間のリソースのマッピングに使用されます。Matrix リカバリ管理
管理者はこのファイルのプロパティを設定します。

修復可能な IO サービスを設定するには、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer
の IO サービス テンプレートの [修復可能]チェックボックスをチェックします。

これらのサーバー グループ タイプを含むテンプレートは修復可能であるとマークできます。
• ESX および Hyper-V（手動および自動 OS デプロイメント、プライベートおよび共有ディ

スクを持つ）

• ESX および Hyper-V リンク サーバー
これらのサーバー グループ タイプを含むテンプレートは修復可能であるとマークできません。

• Integrity VM 仮想サーバー グループ

• クラウド サーバー グループ

• 物理サーバー グループ
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール [テンプレート]タブで、修復可能な
テンプレートの [修復可能]列は有効とマークされます。
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DR 保護サービスを作成または変更すると、Operations Orchestration ワークフロー エンジンは
Matrix リカバリ管理で行われた設定タスクに関する説明を DR 管理者に通知します。

修復可能な IO サービスで操作が実行されると、Operations Orchestration ワークフローは、シ
ステム管理者に、電子メールで自動通知します。Operations Orchestration Studio の
HPIODRServiceActionRecipients プロパティを、この通知を受け取る管理者の電子メー
ル アドレスに設定します。詳しくは、「Operations Orchestration システム プロパティの設
定」を参照してください。
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クラウド プロビジョニング用の環境設定
業務用リソースでのプロビジョニングに加え、Matrix OE インフラストラクチャ オーケスト
レーションは次のパブリック クラウド プロバイダーへの仮想サーバーのプロビジョニングを
サポートしています。HP クラウド サービス、Savvis、および Amazon EC2。
パブリック クラウド バーストは、企業がシームレスにパブリックおよびプライベート インフ
ラストラクチャ リソースをプロビジョニングできるようにする、Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションの機能です。強力なプライベート クラウド管理機能と組み合わせ、プラ
イベート クラウド環境を超えて「バースト」する、および外部クラウド サービス プロバイ
ダーによって提供されるインフラストラクチャ リソースを利用する機能は、Matrix インフラ
ストラクチャ オーケストレーションユーザーのためにハイブリッド クラウド リソースの仮想
的に無制限のプールを作成し、クラウド サービス デリバリに利用します。
クラウド サービス プロバイダーでプロビジョニングできる仮想サーバーを含むテンプレート
を作成するには、クラウド プロビジョニングの環境を設定しておく必要があります。HP クラ
ウド サービスおよび Amazon EC2 のプロビジョニングの設定手順の詳細については、ホワイ
ト ペーパー『Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and HP
Cloud Services or Amazon EC2』を参照してください。Savvis をプロビジョニングする設定手
順の詳細については、ホワイト ペーパー『Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix
infrastructure orchestration and Savvis』を参照してください。ホワイト ペーパーは両方とも HP
の Web サイト http://www.hp.com/go/matrixoe （英語）から入手できます。
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注記: パブリック クラウド インスタンスをプロビジョニングするには、Matrix OE Public
Cloud Managed Instance のライセンスを取得します。このライセンスにより、HP でサポート
されるパブリック クラウド サービス プロバイダーで登録日から 1 年間、ホストされる 1 つ
のパブリック クラウド インスタンスを管理できます。同時使用モデルで複数のライセンスを
一緒に使用できます。（たとえば、10 個のライセンスを購入した場合、一度に最大 10 個の
パブリック クラウド インスタンスを管理できます）。パブリック クラウド管理のインスタン
ス ライセンスは特定のサービス プロバイダーと関係ありません。ライセンスが同時に両方の
インスタンスで使用されていない限り、同じライセンスを使用して翌日に 1 つのサービス プ
ロバイダーでインスタンスを管理できます。

ライセンスについて詳しくは、当社の営業担当者にお問い合わせください。

ファイアウォールの設定（セキュリティ グループ）
クラウド サービス プロバイダーにデプロイされたサーバー グループのファイアウォールの設
定し、ルール セットに基づいてインバウンド ネットワーク トラフィックを許可または制限す
ることができます。ファイアウォールは、セキュリティ グループとも呼ばれます。

注記: クラウド サービス プロバイダーにデプロイされたすべてのサーバー グループには、
デフォルトですべてのインバウンド トラフィックをブロックするファイアウォールがありま
す。

インバウンド トラフィックを許可するには、そのトラフィックを記述するルールをインフラス
トラクチャ オーケストレーション Designer の [ファイアウォール]タブで作成します。[ファイ
アウォール]タブは、HP クラウド サービスおよび Amazon EC2 などのクラウド プロバイダー
にサーバー グループをデプロイする [クラウドで必要]がチェックされている仮想サーバー グ
ループ テンプレートにのみ有効です。（[クラウドで必要]チェックボックスは、クラウド プロ
ビジョニングに環境が設定された後にのみ表示されます。詳しくは、http://www.hp.com/go/
matrixoe の『Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and HP Cloud
Services or Amazon EC2 』を参照してください。）
着信ネットワーク トラフィックに影響するファイアウォール ルールのみ、定義および変更で
きます。

たとえば、サーバーへの SSH 接続を許可するには、TCP プロトコルを選択し、開始ポートと
終了ポートに 22、IP ソースに 0.0.0.0/0 を指定し、[追加]をクリックします。

ファイアウォールはサービス作成操作の一部として作成され、サービス内の 1 つのクラウド
サーバー グループに一意に関連付けられます。IO ユーザーは、所有しているサービスに関連
付けられているファイアウォールのルールのみ変更できます。

ファイアウォールの詳細の表示

テンプレートとサービスに関連付けられているファイアウォールの詳細は、インフラストラク
チャ オーケストレーション コンソール [テンプレート]および [サービス]タブの下部にある [ファ
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イアウォールの詳細]ペインに表示されます。サービスまたはテンプレートを選択し、[詳細]を
クリックして [ファイアウォールの詳細]タブを選択します。
次のテンプレートでは、テンプレートに設定されたファイアウォールが、CIDR IP 記法
10.0.0.0/24 で定義された場所からポート 2～4 上の TCP プロトコルでのインバウンド トラ
フィックを許可しています。インバウンド トラフィックは、UDP、ICMP、および TCP プロト
コルでも許可されます。以下に詳細を示します。

ロード バランサーの設定
ロード バランサーはネットワーク トラフィックを分散し、仮想または物理サーバー グループ
内のサーバー間での最適なリソース使用を可能にします。

次のセクションでの設定の説明を始める前に、システム管理者がロード バランサーをインス
トールし、設定します。ハードウェア ロード バランサーはエンクロージャーに設置し、ソフ
トウェア ロード バランサーは物理サーバーまたは仮想マシンにインストールします。ロード
バランサーの登録情報は、インフラストラクチャ オーケストレーション インベントリ内の
CMS に保存されます。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでロード バランサーを使用するには、
Operations Orchestration ワークフローが必要です。デフォルトでは、HAProxy および F5 BIG-IP
Local Traffic Manager のロード バランサーの Operations Orchestration ワークフローがインフ
ラストラクチャ オーケストレーションでの使用に含まれています。F5 BIG-IP Local Traffic
Manager ロード バランサーは高可用性およびマルチ テナンシをサポートしています。
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オプションで、ロード バランサーのエキスパートは、パッケージ化された Operations
Orchestration のワークフローのカスタマイズする、または他の種類のロード バランサーの新
しい OO ワークフローを開発して OO リポジトリに追加することができます。その後、管理
者はこれらのロード バランサーの 1 つまたは複数を設定し、インベントリに追加できます
（「ロード バランサーの登録」に説明しています）。
カスタマイズした Operations Orchestration ワークフローで、Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションは以下をサポートしています。

• ロード バランサーに基づいたソフトウェアおよびハードウェア

• フル機能およびベースライン ロード バランサー

• シングルおよびマルチ使用のロード バランサー
HAProxy および F5 BIG-IP Local Traffic Manager ロード バランサーの Operations Orchestration
ワークフロー実装は /Library/Hewlett-Packard/Infrastructure orchestration/
Load Balancers/[LB Model]/[LB Version]/のインフラストラクチャ オーケストレー
ションによって提供されます。モック（サンプル）ロード バランサーも提供されます。

ロード バランサーの登録
ロード バランサーを CMS にインストールした後、IO 管理者はロード バランサーを IO に登
録します。ロード バランサーは自動的に検出されません。これをインフラストラクチャ オー
ケストレーション インベントリに追加するロード バランサーを登録するために、以下を使用
できます。

• インフラストラクチャ オーケストレーション SOAP API

• ioexec コマンド ライン インターフェイス（SOAP API を使用しているクライアント）
以下に ioexec ロード バランサー登録コマンドを示します。

表 1 ioexec ロード バランサー登録コマンド

説明ioexec コマンド

ロード バランサー リソースのリストを取得しますlist loadbalancers

ロード バランサーを IO インベントリに追加しますadd loadbalancer

IO インベントリ内のロード バランサーの定義を変更しますmodify loadbalancer

IO インベントリからロード バランサーを削除しますremove loadbalancer

ロード バランサーの認証情報を追加しますaddcert loadbalancer

ロード バランサーの認証情報を削除しますremovecert loadbalancer

ロード バランサーのパスワードを設定しますsetpassword loadbalancer

ロード バランサーのパスワードを設定解除しますunsetpassword loadbalancer
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ロード バランサーを IO インベントリに登録するには、関連する管理認証情報が必要です。
ロード バランサーを追加または変更するときに、管理者はパスワード ID または証明書 ID ある
いはその両方を定義する必要があります。これらの ID は、実際のパスワードまたは IO に保存
されている証明書のキーとなります。これにより、複数のロード バランサーで共通のパスワー
ドまたは証明書を使用できます。IO 管理者は IO 内のパスワードおよび証明書を ioexec コマ
ンドおよび SOAP API を使用して管理できます。
通常、ロード バランサーはプライベートおよびパブリック ネットワークへのアクセス権を持
ち、管理ネットワーク上に IP アドレスを持ちます。
次に、HAProxy ロード バランサーを CMS に追加し、ロード バランサーのパスワードを設定
するコマンドの例を示します。

次の例では、管理者は -w administrator-password を各コマンドに追加できます。オプ
ションが指定されておらず、デフォルト設定ファイルでパスワードが定義されていない場合、
ioexec はパスワードのプロンプトを表示します。
C:\> ioexec add loadbalancer -l haproxy-load-balancer -m HAProxy -v
1.4.18 -s example-private-network,example-public-network -a
192.100.100.10 -p 22 -U root -W haproxy-password-id --maxgrps 10 -t
example-tag1,example-tag2 -u administrator

C:\> ioexec setpassword loadbalancer -W haproxy-password-id -p
example-password -u administrator

ここで、

-l haproxy-load-balancer 管理者がロード バランサーの名前とし
て選択したロード バランサー IDD

-m HAProxy ロード バランサーのモデル
-v 1.4.18 ロード バランサーのバージョン
-s example-private-network, example-public-network ロード バランサーに表示できるネット

ワーク

-a 192.100.100.10 ロード バランサーに接続する管理 IP
アドレス

-p 22 ロード バランサーに接続する管理ポー
ト

-U root ロード バランサーの管理ユーザー名
-W haproxy-password-id ロード バランサーのパスワード ID
--maxgrps 10 ロード バランサーでサポートされる最

大グループ数

-t example-tag1,example-tag2 このロード バランサーがインフラスト
ラクチャ オーケストレーション
Designer で参照できるようにするタグ
名

-u administrator ioexec CLI のユーザー名
詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/matrixoe/docs （英語）の『HP
CloudSystem Matrix/Matrix Operating Environment Integration Interfaces API and CLI Operations
Reference Guide』を参照してください。

サービスのロード バランサーのリクエスト
1 つまたは複数のサーバー グループ内のサーバーのロード バランシングは、インフラストラ
クチャ オーケストレーション Designer の各サーバー グループの設定画面の [ロード バランス]
タブを選択して実行されます。サーバー グループにつき 1 つのロード バランサーのみ指定で
きます。[ロード バランス]タブにより、IO アーキテクトは、サービスで希望するロード バラ
ンサーの機能を指定できます。
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オプションのタグを指定し、特定のロード バランサーが使用されていることを確認できます。
タグが含まれている場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは要件を満たし、一致
するタグを持つロード バランサーをインベントリで検索します。[タグ]フィールドを空白にす
ると、サーバー グループのロード バランサーの選択が拡大します。

少なくとも 1 つのネットワークを選択する必要があります。サーバー グループ内のすべての
ネットワークが表示されます。選択したネットワークへのアクセス権を持つロード バランサー
のみが割り当てられます。

サーバー グループで選択可能なロード バランサーの属性は次のようになります。
高可用性 リダンダント設定のロード バランサーをリク

エストします。これは、互いにバックアップ
および監視し合う 2 つ以上のロード バラン
サーがあることを意味します。1 つのロード
バランサーが失敗すると、他のロード バラン
サーが制御を引き受けるため、ユーザーに
サービスの中断は通知されません。

SSL 対応 SSL 証明書がインストールされているロード
バランサーをリクエストします。これによ
り、暗号化されていない HTTP をロード バラ
ンサーとサーバーの間のローカル ネットワー
クで使用できます。これにより、サーバー上
でのパフォーマンスが向上します。

Cookie をベースにしたセッション保持 Cookie をベースにしたセッション保持を持
つロード バランサーをリクエストします。
パーシステンスにより、単一ユーザーからの
リクエストが常に、起動したサーバーから確
実に配布されます。クッキーに基づいたパー
システンスにより、すべてのセッション デー
タをユーザーのブラウザーのクッキーに保存
し、セッション保持のステートレス ソリュー
ションを提供します。

ソースアドレスセッション保持 ソース アドレス セッション保持、またはシ
ンプル セッション保持を持つロード バラン
サーをリクエストします。これにより、パ
ケットのソース IP アドレスに基づいて同じ
サーバーにセッション リクエストを指示しま
す。
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組織のロード バランサーのリクエスト
ロード バランサーは、次の方法で、特定の組織またはユーザーが使用するように「予約」でき
ます。

• ioexec add loadbalancer コマンドでタグを指定し、インフラストラクチャ オーケ
ストレーション Designer の [ロード バランス]タブでタグを指定する。

• 特定の組織に割り当てられたロード バランサーにすべてのネットワークが表示されること
を確認する。ロード バランサーに表示できる論理ネットワーク N を持つテンプレートで
は、選択された実際のロード バランサーは IO が N に割り当てたネットワークによって
決定されます。

論理ロード バランサー グループの作成および削除
サービスがデプロイされた後、IO 管理者または IO ユーザーは次の ioexec コマンドを使用し
て、論理ロード バランサー グループを作成、管理、および削除できます。

表 2 ロード バランサー グループの ioexec 作成および削除コマンド

説明ioexec コマンド

論理ロード バランサー内でグループを作成します。グループがロード バ
ランスに対するサービスを記述します。

creategroup logicalloadbalancer

論理ロード バランサーからグループを削除し、すべてのグループ メンバー
を削除します。

deletegroup logicalloadbalancer

注記: The create logical load balancer operation using the SOAP API また ioexec CLI を使用
した論理ロード バランサー作成操作には管理者の承認が必要です。管理者に通知され、管理者
はインフラストラクチャ オーケストレーション コンソール [リクエスト]タブで [承認]をクリッ
クするまで操作を一時停止します。

ロード バランサー グループの削除およびグループ メンバーの追加や削除など、他のロード バ
ランサーの操作は、[リクエスト]タブ上に表示されますが、管理者の承認は必要ありません。
ただし、これらの操作では、ユーザー名およびパスワードをコマンド ラインで指定する必要が
あります。

次の図は、Petclinic サーバー グループ内の 2 つのサーバー間でのネットワーク トラフィック
をロード バランシングするように設定された HAProxy ロード バランサーを示しています。
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次に、論理ロード バランサー グループを作成および削除するコマンドの例を示します。
論理ロード バランサー グループを作成するときは、通常、サービス IP アドレスはパブリック
ネットワーク上にあります。

C:\> ioexec creategroup logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-P http -a 10.1.100.10 -p 80 -H example-website -U "/" -t 6000 -O
JSESSIONID -u administrator

C:\> ioexec deletegroup logicalloadbalancer -s example-io-service -l
LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-u administrator

ここで、

-s example-io-service 論理ロード バランサー グループを追
加する IO サービス名

-l LogicalLoadBalancer:
00000000-0000-0000-0000-000000000000

[サービス]タブ上の論理ロード バラン
サー ID。ID を表示するには、サービ
スを選択し、[詳細]をクリックして
[ロード バランス]タブを選択します。

-g http-group ロード バランサーに追加するグループ
の名前。これは、認識しやすくするた
めに管理者が指定した任意の名前で
す。

-P http アプリケーション サービスが使用する
プロトコルの種類

-a 10.1.100.10 着信リクエストに使用する IP アドレス
-p 80 ロード バランサーがリッスンするポー

ト

-H example-host.com ロード バランシングするアプリケー
ション サービスのホスト名
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-U "/" ロード バランシングするサービスの
URI パス。「/」（ルート パス）を指
定するとアクセスは制限されません。
アクセスを制限するには、
「/mystore」などのパスを指定しま
す。この場合、http://host/へのリクエ
ストは成功しませんが、
http://host/mystore/mydepartment へ
のリクエストは成功します。

-t 6000 セッション タイムアウト（秒）
-O JSESSIONID セッション情報を保存する http（s）

クッキーの名前または ID
-u administrator ioexec CLI のユーザー名

注記: ロード バランサー グループ リクエストを作成する https の SSL 証明書は DER フォー
マットの X.509 証明書で、プライベート キーが含まれている必要があります。管理者はこの
証明書を生成し、署名されていることを確認します。

F5 SSL Certificate

論理ロード バランサー グループのグループ メンバーの追加および削除
サービスをデプロイし、論理ロード バランサー グループを展開した後、IO 管理者は次の
ioexec コマンドを使用して、論理ロード バランサー グループのサーバーを追加および削除
します。

表 3 ロード バランサー グループの ioexec 追加および削除コマンド

説明ioexec コマンド

論理ロード バランサー グループにメンバーを追加します。addgroupmember logicalloadbalancer

論理ロード バランサー グループからメンバーを削除します。removegroupmemger
logicalloadbalancer

次の例では、ioexec addgroupmember logicalloadbalancer コマンドが 1 つのサー
バーをロード バランサーに追加します。オプションは、IP アドレス（-a オプション）を除き、
creategroup コマンドと同じです。各 addgroupmember コマンドは異なる IP アドレスを指
定することに注意してください。

論理ロード バランサー グループは少なくとも 2 つのメンバーを持つ必要があります。
C:\> ioexec addgroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service
-l LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-a 192.168.200.10 -p 8080 -u administrator

C:\> ioexec addgroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service
-l LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-a 192.168.200.20 -p 8080 -u administrator

次にグループから論理ロード バランサーを削除する例を示します。
C:\> ioexec removegroupmember logicalloadbalancer -s example-io-service
-l LogicalLoadBalancer:00000000-0000-0000-0000-000000000000 -g http-group
-a 192.168.200.10 -u administrator

ロード バランサーの詳細の表示
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、および
Organization Administrator Portal の [サービス]タブに表示されるサービスに関連付けられたロー
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ド バランサーの詳細。サービスを選択し、[詳細]をクリックして [ロード バランス]タブを選択
します。

次の表に、[詳細]ペインの [ロード バランス]タブに表示される情報を示します。さらに、ロー
ド バランサーのモデル、バージョン、およびロード バランサーの論理 ID を示します。（論理
ID は CLI および SOAP API を使用したロード バランシングの設定に使用されます。）

表 4 [ロード バランス] タブの詳細

説明[ロード バランス] タブ

論理ロード バランサー グループの名前で、ロード バランシン
グされるサービスを説明する抽象概念です。ロード バランサー

グループ名

グループにはメンバーが含まれ、メンバーはグループが定義さ
れた後にグループに追加されます。

ロード バランシングされるサービス。これは通常、Web ブラウ
ザーに入力された URI です。URI には、プロトコル、ホスト名

サービス URI

（または IP アドレス、ロード バランサーのリッスン ポート、
およびパスが含まれます。

ホスト名またはサービスの DNS 名。ホスト名

サービスの DNS 名に関連付けられた仮想（外部）IP アドレス。IP アドレス

IP アドレスとポート ペアのカンマ区切りのリスト。各ペアはサー
ビスの実際の内容を提供するサーバーを記述します（Website、

メンバー

FTP サイト、データベースなど）。これらは、サーバー グルー
プ内のサーバーの IP アドレスです。
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ESXi クラスター プロビジョニング用の環境設定
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、設定された VMware ESXi VM ホス
トまたは一連の VM ホストを VM クラスターにデプロイできます。VM ホストまたは VM クラ
スターはサーバー、ストレージ、ネットワーク設定を含みます。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer を使用して、設計者はサービス テンプ
レートを作成し、そこに共有ストレージとネットワークが設定された 1 つ以上の VM ホストを
含めます。このテンプレートをデプロイすると、完全に機能する VM クラスターが作られ、
VM ゲストをデプロイできるように準備が整えられます。
MS 環境では、VM クラスターはプライマリ CMS にのみデプロイできます。
VM クラスターにプロビジョニングするテンプレートの作成についての詳しい情報および設定
手順は Matrix Operating Environment Information Library （英語）のホワイトペーパー『HP
CloudSystem Matrix How-To Guide:ESXi Cluster Provisioning』を参照してください。

物理プロビジョニング用の環境設定
物理プロビジョニングを正しく実行するには、..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties ファイルで次の属性を設定
します。

• physical.max.concurrent.requests を 10 に設定して、同時にプロビジョニング
される物理論理サーバーの数を制限します。10 より大きい数に設定すると、物理論理サー
バーのプロビジョニングは失敗する可能性があります。

• npiv.integrity.enabled=true に設定して、マルチイニシエーター N-Port ID
Virtualization（m-NPIV）サポートを Integrity サーバーで有効にします。プライベート ディ
スクと共有ディスクの両方を含むストレージの自動プロビジョニングは、m-NPIV サポー
トを必要とします。npiv.integrity.enabled プロパティはデフォルトでは無効です。
m-NPIV は、QLogic FC コントローラーを使用し、HP-UX 11i v3 Update 8（2011 年 3 月）
以降のリリースが搭載される Integrity サーバーでサポートされます。

物理プロビジョニングの要件は、次のとおりです。

• HP Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）で使用可能な VC ドメイン グループ

• Insight Control サーバー配備、Ignite-UX、HP Server Automation (SA) などのサーバー デプ
ロイメント プラットフォームの設定

• SAN に接続されたストレージの作成
詳しくは、第5章 「Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのストレージ管
理」を参照してください。

• ジョブ フォルダーの作成（Insight Control サーバー配備の場合のみ。「サーバー配備ジョ
ブ フォルダーの作成」を参照してください。）

VC ドメイン グループの検証
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは Virtual Connect ドメイン グループを必
要とします。VC ドメイン グループの作成、または既存グループの検証について詳しくは、HP
の Web サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual の『HP Virtual Connect
Enterprise Manager ユーザー ガイド』を参照してください。

Systems Insight Manager でのインフラストラクチャ オーケストレーショ
ン リソースの設定

インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール後、HPIO_Administrators Windows
グループのメンバーは、Systems Insight Manager 経由でインフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールにログインできます。次に HPIO_Administrators はリソースをセットアップ
してプロビジョニングを許可できます。インフラストラクチャ オーケストレーション コンソー
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ルにログインするには、Systems Insight Manager で、[ツール]→[Infrastructure orchestration] の
順に選択します。

ロード中を示す画面がしばらく表示された後、インフラストラクチャ オーケストレーション
コンソールが表示されます。
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インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールは、最初に、[ホーム]タブで概要情報
を表示します。

注記: [リクエスト]タブを初めて表示する場合、管理者またはユーザーがリクエストを発行
し、そのリクエストが処理中または完了の状態になるまでリクエストは表示されません。

インフラストラクチャ オーケストレーションを使用する前に、サーバー プールとネットワー
クをセットアップし、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを使用して
[ユーザー]タブと [ソフトウェア]タブを確認します。

ネットワークの表示と設定

インフラストラクチャ オーケストレーションでは、以下の種類ネットワークが検出されます。

• Virtual Connect で定義されるネットワーク

• ハイパーバイザーで定義されるネットワーク

VMware:ポート グループ◦
◦ Hyper-V:仮想スイッチ

◦ Integrity VM：物理 NIC に接続されている仮想スイッチ

• VC トンネル トランクで伝送される各 VLAN を識別する、インフラストラクチャ オーケ
ストレーション管理者によって定義されたネットワーク

詳しくは、「仮想マシン ネットワークのセットアップ」を参照してください。
2 つ以上のホストが同じネットワーク名を持つ場合は、1 つのみがインフラストラクチャ オー
ケストレーション コンソールの [ネットワーク]タブに表示されます。同じ名前を持つ複数のサ
ブネットは、IO では 1 つのサブネットにまとめられます。ネットワーク詳細の [関連情報]タ
ブでは、そのネットワークが認識される VCDG、およびクラスター（クラスターでない場合は
ホスト）がクラスター/VC ドメイン グループとして表示されます。
物理ネットワークと仮想ネットワークを表示および設定するには、インフラストラクチャ オー
ケストレーション管理者が以下の手順を実行する必要があります。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで、[ネットワーク]タブを選択し
ます。

Matrix OE が、設定されたネットワークの情報をインフラストラクチャ オーケストレー
ションに提供します。インフラストラクチャ オーケストレーションで使用される各ネット
ワークについて、DHCP または静的アドレス範囲（あるいはこの両方）を追加します。
ネットワークが正しく表示されない場合は、第7章 「トラブルシューティング」を参照し
てください。

2. ネットワークを選択して、[表示/編集]をクリックします。
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ネットワークと使用可能な IP リソースに関する情報を [ネットワークの編集]ページに追加
します。設定によっては、一部のフィールドは不要な場合があります。ユーザー インター
フェイスに従って操作してください。

注記: Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの IPv6 に対するサポートに
は、以下の制限があります。

• 物理サーバーまたは仮想サーバーは DHCP アドレス プールを使用して自動的にプロ
ビジョニングできます。静的な割り当てまたはアドレス範囲を使用しての自動 IPv6
アドレス設定はサポートされません。この制限は、IO が管理するアドレス プールを
使用して IO によって直接プロビジョニングされるネットワーク インターフェイスに
のみ該当します。

• IO からの自動化された（PXE ベースの）OS デプロイメントは、IPv6 ネットワーク上
ではサポートされません。

3. [DNS] タブで、[DNS ドメイン]（必須）、[DNS サーバー]、および [DNS の検索サフィック
ス]（オプション）を入力します。

[Windows 設定]タブで、ドメインや WINS 情報など、オプションの Windows 情報を入力
します。
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4. 適切な情報を [ネットワークの編集]画面の各タブに追加したら、インフラストラクチャ
オーケストレーションが使用する IP 範囲を追加します。

• DHCP アドレス スペースを追加する場合は、[DHCP アドレス]エリアの上向き矢印を
クリックするか、インフラストラクチャ オーケストレーションで使用できるようにす
る DHCP アドレスの数を入力します。

• 静的アドレス スペースを追加する場合は、[新規]をクリックします。範囲を入力する
ためのダイアログが表示されます。[開始]アドレスと [終了]アドレス（これらも範囲
に含まれる）を入力して、[OK] をクリックします。

5. ネットワークのセットアップが完了したら、[保存]をクリックします。
これで、インフラストラクチャ オーケストレーションでネットワークを使用できるように
なります。

トランク ネットワークと VLAN ネットワーク
クラウド展開環境およびマルチテンナンシ環境では、顧客データの分離のためにネットワーク
を分割することが必要になります。ネットワーク パケットの VLANV タグは、データを分離す
るためのネットワーク分割に使用できます。これは、分離した複数のネットワーク ブロード
キャスト ドメインからのネットワーク パケットを単一の線で伝送することを可能にします。
各ドメインは、データ センター インフラストラクチャおよび仮想化ハイパーバイザー（ESX、
Hyper-V など）でのスイッチング技術によって効率的に管理されます。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションで、次の操作を実行してください。
• トランクは、複数のタグのトラフィックを伝送する、物理サブネットまたは仮想サブネッ

トです。これは、スイッチ ポート レベルでのトランクまたはトンネル接続と、サーバー
OS 内での VLAN 対応ネットワーク接続を必要とします。トランク ネットワークを VLAN
ネットワークにすることはできません。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer でのトランクは、複数の VLAN を
1 つのブレードに伝送するネットワーク接続を表す VLAN トランクです。プロビジョニン
グ リクエスト中のこれの実現方法は候補ブレードが使用可能なリソースによって異なりま
す。たとえば、Designer のトランクは、複数の Virtual Connect ネットワークをブレード
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上の単一のポートにマップする方法、または目的のネットワークを伝送するように IO で
Virtual Connect トンネル トランク ネットワークを定義する方法のいずれかによりターゲッ
ト ブレード上に設定できます。
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer ではポートのアグリゲーションや
チーミングは明示的には定義できません。ポートのアグリゲーションおよびチーミング
は、主にオペレーティング システム設定で行う処理です（たとえば、NIC を vSwitch に追
加するなど）。これを実現する最良の手段は、OS のネットワークを設定するための命名
規則とカスタマイズした Operations Orchestration ワークフロー スクリプトです。

• VLAN は、1 つまたは複数の Virtual Connect トンネル ネットワークまたは他のトランク
ネットワークによって環境内を伝送されます。VLAN をトランク ネットワークにすること
はできません。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、次のような目的を満たせるように
VLAN タグ付きネットワークをサポートします。

• マルチネットワーク トランクがサーバー ブレードのネットワーク ポートに接続される
VM ホストを、IO を使ってデプロイできるようにする

◦ IO 管理者が、IO の物理プロビジョニングで使用されるトランク ネットワークを管理
および提供できるようにする

◦ 設計者が、トランク ネットワークを指定する物理サービス テンプレートを作成でき
るようにする

◦ 使用可能な NIC ポートの少なくとも 1 つにトランクが接続された物理サーバー ブ
レードをプロビジョニングする

• VLAN タグ付き仮想ネットワーク スイッチを持つ Hyper-V サーバーに Hyper-V VM をプロ
ビジョニングできるようにする

◦ Hyper-V VM を VLAN タグ付き仮想スイッチに作成するときに、VLAN ID を提供する

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションが提供する機能によって、トランク ネッ
トワークの詳細を記述し、Virtual Connect サーバー ブレードに接続されるトランク ネットワー
クを表すテンプレートを作成することが可能になります。これらの定義に基づいて、IO は、
トランク接続を含む Virtual Connect プロファイルの作成のオーケストレーションを行うことが
できます。

各ネットワークが適切に設定されていれば、サービス リクエストに含まれる十分な情報によっ
て、HP Operations Orchestration ワークフロー スクリプトはトランク対応アプリケーション
（主に、VM ホスト クラスター）用に Virtual Connect サーバー ブレードを設定できます。
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールでのトランクまたは VLAN の設定に
ついては、「トランク ネットワークと VLAN ネットワークの設定」を参照してください。
VM ホストまたはクラスターのサービス テンプレートでのトランクまたは VLAN の指定につい
ては、「物理 VM ホストまたは ESXi VM クラスターによるテンプレートの作成」を参照して
ください。

Virtual Connect トンネル トランク構成
HP Virtual Connect では、2 種類のネットワーク構成で VLAN トランクを VC サーバー ブレー
ドに提供できます。『HP Virtual Connect Ethernet Cookbook』 では、この 2 つの構成をシナリ
オ 1：6（マップ トランク）と、2：4 （トンネル トランク）で説明しています。
Virtual Connect トンネル トランク構成は、タグ付きトラフィックを通過させ、制限されていな
いターゲット インターフェイスに渡します。VLAN の定義は、LAN 側のスイッチでは検出され
るのみで、ホスト側のネットワーク スタックで設定されます。VC は、VLAN の情報を一切保
持しません。
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ホストを設定するには、使用する VLAN を認識していることが必要です。VLAN の定義は、管
理者が、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールまたは Designer で、場合に
よっては LAN 管理ツールなどの外部ソースから提供する必要があります。

以下に、Virtual Connect トンネル トランク構成の例を示します。

Virtual Connect から検出される物理ネットワークは、それが単一のネットワークである場合
も、複数のサブネットを伝送するトンネル トランク ネットワークである場合も、1 つのサブ
ネットとして表されます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Virtual Connect ネットワークを VC
ネットワーク設定に基づいて表示します。トンネル トランク Virtual Connect ネットワークに
は、次のような特徴があります。

• サブネットは、トンネル トランクとして指定できる
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• 特定のトンネル トランク上を伝送される複数のサブネットを定義できる

• トンネル トランクは、ネットワーク設定で「トンネル VLAN タグ」として指定される

• アップリンク ポートからのすべてのトラフィックは、VC を経由しダウンリンク ポートま
で、VLAN タグを変えることなくトンネルされる

• マルチネットワーク VC プロファイルの NIC ポートにはマップできない

• 共有アップリンクセットの一部にはなれない

Virtual Connect マップ トランク構成
Virtual Connect マップ トランク構成では、VC がより積極的な役割を果たし、VLAN 上のトラ
フィックを管理します。たとえば、VM ホストからのタグなしのパケットを処理する VLAN を
1 つ指定できます。これは、VM ホストでタグ付きとタグなし両方のネットワークをハイブリッ
トにサポートする場合に役立ちます。

共有アップリンク セット（SUS）は、一般的にこの構成で使用され、トランクに関連付けられ
る VLAN のセットを提供します。トンネル VLAN トランクの場合と同様、VLAN のリストは、
管理者が、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールまたは Designer、定義さ
れた SUS、あるいは外部の LAN 管理ツールから提供する必要があります。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Virtual Connect ネットワークを VC
ネットワーク設定に基づいて表示します。Virtual Connect ネットワークは以下にマップできま
す。

• 常に単一ネットワークのサブネット

• マルチマップ サブネット（VC サーバー ブレードの 1 つの NIC ポートに割り当てられ、
VC ごとのプロファイルのトランクを作成する）

マップ トランクの場合、共有アップリンク セットで定義される Virtual Connect ネットワーク
1 つ 1 つが Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションによって検出されます。VC
サーバー ブレードへのマップ トランクは、VC プロファイルが作成されるときに、定義されて
いる複数のネットワークのいくつかを含むマルチネットワークとして作成されます。

注記: Virtual Connect 3.30 より前のリリースでは、VC モジュールは「マップ VLAN タグ」
モードまたは「トンネル VLAN タグ」モードにすることができます。Virtual Connect 3.30 以
降では、モジュールは常にマップ モードですが、非共有アップリンク セット ネットワークは
VLAN タグをアップリンク ポートからダウンリンク ポートまでトンネリングできます。
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VLAN の分配
VLAN の分配によって、ネットワークの割り当てが満たされない場合にサービス リクエストを
一時停止できるようになります。次に例を示します。

• サブネットに使用可能な IP アドレスがこれ以上ない

• ネットワークの割り当てに基づいた属性が「割り当て名のヒント」を満たす、組織に割り
当てられた IO ネットワークまたはネットワークがインベントリにありません

リクエストが一時停止している間、割り当てにネットワークを使用できるように管理者は必要
な変更を環境に対して実行できます。リクエストが続行される場合、別のネットワークの割り
当てを試みます。サービス リクエストは、ネットワーク リソースが使用可能な場合のみ続行
します。

VLAN の分配によって、リクエストが送信されるまで定義されない可能性のある独自の VLAN
をそれぞれが持つ、複数の組織で単一のテンプレート定義を使用できるようになります。

たとえば、データセンターの組織のサブセットで org-prod-Y-<org name> という名前のネット
ワークを使用したいとします。

• 定義された IO テンプレートと「割り当て名のヒント」 = 「org-prod-Y-」を持つ属性に基
づいたネットワークはすべての組織で使用できるようになる可能性があります。

• 組織「マーケティング」がこのテンプレートからサービスを作成します。リクエストは組
織のネットワーク プールで「org-prod-Y-*」を見つけることができず、サービス リクエス
トが一時停止します。

• 管理者に一時停止したことが通知され、管理者は「org-prod-Y-Marketing」サブネットを作
成し、このネットワークを組織のネットワーク プールに割り当てます。

• 管理者がサービス リクエストを再開します。

• サービス リクエストはネットワークの割り当てを試み、組織のネットワーク プールで新
しく定義されたネットワークを見つけてサービスに割り当てます。

• 「org-prod-Y-*」を使用したこの後のサービス リクエストは「org-prod-Y-Marketing」ネッ
トワークを使用します。

• 「org-prod-Y-」IO テンプレートでサービスを作成した組織のみが、その組織に作成された
サブネットを持ちます。

VLAN の分配は、サブネットに使用可能な IP が見つからない場合にも使用されます。管理者が
追加の IP をサブネットに追加している間、そのネットワークでのこの後のリクエストは一時停
止します。

トランク ネットワークと VLAN ネットワークの設定
トランク ネットワークおよび VLAN ネットワークを定義するには、以下の手順に従ってくだ
さい。Hyper-V VLAN タグ付けに対するサポートについて詳しくは、「Hyper-V VLAN タグ付け
をサポートするトランク ネットワークと VLAN ネットワークの設定」を参照してください。
1. Virtual Connect ネットワークを Virtual Connect Manager を使用して定義します。

• トンネル モード：各トンネル トランクを VC で定義します。これは、タグ付きパケッ
トを変更せずにそのまま通過させます。（どの VLAN がトンネルによって伝送される
のかを VC に伝える必要はありません。）

• マップ モード：すべてのネットワークを VC で定義します。アップリンクによって伝
送される VLAN の 1 つ 1 つが、VC ネットワークとして明示的に定義されます。1 つ
の VC ネットワークが複数の VLAN からのパケットを伝送することはありません。

2. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ネットワーク]タブを更新し、
Virtual Connect ネットワークを検出します。
• VC ネットワークは、[タイプ] 列に「物理」として表示されます。
• 「トンネル VLAN タグ」として設定された VC ネットワークは、[タイプ] 列に「トラ

ンク、物理」として表示されます。
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3. 1 つの物理ネットワークによって伝送される VLAN を定義します。
a. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ネットワーク]タブで、

[ネットワークの作成]をクリックします。
b. VLAN ID を指定し、該当のタブをクリックして情報を入力してその VLAN ID のネッ

トワーク アドレス、ネットワーク マスク、デフォルト ゲートウェイ、MS ドメイン、
WIN サーバーを設定します。
複数のデフォルト ゲートウェイ オプションが存在するマルチホーム シナリオでは、
IO は、プライマリ NIC と宣言されている NIC に接続されたネットワークからデフォ
ルト ゲートウェイを決定します。

• 1 つ以上の VLAN を伝送する物理ネットワークは、それぞれが 1 つの「トランク、物
理」ネットワークです。
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• 新しく定義された VLAN は [ネットワーク] テーブルに表示され、[タイプ] 列には
「VLAN」と表示されます。
物理トランクが伝送する VLAN は物理ネットワークではないため、物理サーバー グ
ループに接続できません。仮想サーバー グループに接続できるのは「VLAN」タイプ
を持つネットワークのみです。

• VLAN ごとに 1 つのトランクということは、トランクはすべての VLAN を各クラス
ターに伝送するか、そうでない場合はネットワーク（デプロイメント ネットワークな
ど）を別のクラスターにあるトランク間で共有できないことを意味します。

Hyper-V VLAN タグ付けをサポートするトランク ネットワークと VLAN ネットワークの設定
VLAN タグ付けとは、VLAN ID をネットワーク データに挿入し、そのデータが属する VLAN を
識別する手法です。

注意: 同じ仮想ネットワーク上でタグありとタグなしの Hyper-V 仮想マシンを併用するとネッ
トワークは正常に機能しません。協調動作する各 Hyper-V ホスト間では同種のネットワーク環
境を維持することをおすすめします。それには、名前のある仮想スイッチのすべての使用に対
して、すべてのホストでタグのあるネットワークを使用するか、すべてのホストでタグのない
ネットワークを使用します。

HP NCU を使用して Hyper-V VM ホスト上の各 VLAN に vNIC を作成するように設定されてい
る環境（以前のリリースでサポートされていた VLAN タグ付けの手法）で、インフラストラク
チャ オーケストレーションを 7.0 以降にアップグレードすると、以下の手順で説明されてい
る VLAN タグ付けの新しい手法の使用を試みたときに Hyper-V VM ゲストでネットワークが正
常に機能しないことがあります。

プロパティ promiscous.switch.compatibility が hpio.properties に含まれていま
す。これは、デフォルトで ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf にあります。 このプロパティによって、HP NCU が作成した vNIC を
使用して VLAN タグ付けを行うように環境を設定していた管理者は、Hyper-V システムの再設
定なしでこの方法の使用を継続することが可能になります。

表 5 promiscous.switch.compatibility を使用した VLAN タグ付けのサポート

この設定で IO が使用する VLAN タグ
付けサポートの手法以下の場合に設定

promiscous.switch.compatibility
のデフォルト値

HP NCU を使用して各 VLAN の vNIC
が作成される。（6.2/6.3 の手法）

IO が 7.0 以降にアップグレードさ
れ、前のリリースが Hyper-V VLAN

TRUE

タグ付けサポートを実装していた場
合

Hyper-V VLAN が検出した vSwitch は
IO でトランクとしてマークされる。

IO が 7.0 以降にアップグレードさ
れ、前のリリースが Hyper-V VLAN

FALSE

Hyper-V 仮想トランクによって伝送さタグ付けサポートを実装していな
かった場合 れる VLAN は VLAN ID で定義される

（7.0 以降の手法）。

Hyper-V VLAN が検出した vSwitch は
IO でトランクとしてマークされる。

IO 7.0 以降を新規インストールした
場合

FALSE

Hyper-V 仮想トランクによって伝送さ
れる VLAN は VLAN ID で定義される
（7.0 以降の手法）。

Hyper-V VLAN タグ付けのネットワークの設定：7.0 以降の手法
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで以下の手順を実行して VLAN タグ
付けのサポートを有効にします。これは 7.0 以降の手法です。
1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ネットワーク]タブを更新し、

仮想ネットワークを検出します。
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2. [ネットワーク]タブで、複数の VLAN ID を伝送する 802.1Q ネットワークを選択し、[ネッ
トワークの編集]をクリックします。

3. [トランク]タブを選択します。
4. [トランク]チェックボックスをチェックし、[保存]をクリックします。
5. Hyper-V 仮想トランク ネットワークによって伝送できる VLAN を定義します。

a. On the [ネットワーク] タブで、[ネットワークの作成]、または [ネットワークの編集]
をクリックし、既存のネットワークを編集します。

b. VLAN ID を指定し、該当のタブをクリックして情報を入力してその VLAN ID のネッ
トワーク アドレス、ネットワーク マスク、デフォルト ゲートウェイ、MS ドメイン、
WIN サーバーを設定します。

c. [保存]をクリックします。

Hyper-V VLAN タグ付けのネットワークの移行：6.3 の手法から 7.0 以降の手法へ
6.3 の手法を使用して設定された VLAN タグ付け Hyper-V VM ホストを新しい 7.0 以降の手法
に移行するには、次のいずれかの操作を実行します。

非破壊的な（回避）方法

この非破壊的な手法は、既存の設定または既存の VM ゲストを破壊しない回避策です。HP
Network Configuration Utility（NCU）で作成した既存の ｖNic を引き続き使用できます。（こ
れは、後述の破壊的な方法を使用して環境を移行できるようになるまでの一時的な回避を目的
としています）。

1. HyperV VM ホスト上で、VLAN タグ付け ｖNics に関連付けられた各仮想スイッチの名前
を、インフラストラクチャ オーケストレーションで検出された VLAN 名と異なる名前に
変更します。（スイッチは実際には 1 つの VLAN のみを伝送するプロミスキュアス スイッ
チです）。

2. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ネットワーク]タブを更新し、
仮想ネットワークを検出します。

3. [ネットワーク]タブで、仮想スイッチの新しいネットワークを選択し、[ネットワークの編
集]をクリックします。
a. [トランク]タブを選択します。
b. 新しい名前の仮想スイッチの横にある [トランク]をチェックし、トランクとしてマー

クします。

c. 古い仮想スイッチを持つ IO ネットワークの横の [このトランクによって運ばれる
VLAN] をチェックし、新しい仮想スイッチのトランクの子としてマークします。名前
を変更した仮想スイッチにつき、VLAN が 1 つのみ存在する必要があります。

d. [保存]をクリックします。

破壊的な方法

破壊的な方法は、複数の VLAN をサポートする 1 つの「プロミスキュアス モード」vSwitch を
作成します。インフラストラクチャ オーケストレーション 7.0 以降で設定される Hyper-V VLAN
タグ付けを意図した方法です。

1. NCU を使用して VLAN タグ付けに作成した vNic を削除します。
2. 削除した ｖNic に関連付けられている VM ホストから HyperV 仮想スイッチを削除しま

す。

3. マルチ VLAN インターフェイスを「プロミスキュアス」Hyper-V スイッチに接続します。
（マルチ VLAN インターフェイスは、2 つのインターフェイスをチーミングしている NCU
インターフェイスと考えられます）。

4. 既存の VM が削除された vNic を使用していた場合は、各 VM のネットワークを再定義
し、適切な VLAN ID でプロミスキュアス スイッチに接続します。
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プールの設定

プールとは、新しいインフラストラクチャ サービスを作成したり、既存のインフラストラク
チャ サービスへの追加を行ったりするリクエストを発行するのに使用される、リソースの集合
です。リクエストを開始する前に、新しいプールを作成し、それにユーザーを割り当てる必要
があります。

インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [サーバー]タブは、表示リストで
の選択に応じて、以下の種類のリソースを表示します。

• [プールおよび演算リソース]
すべてのプールとリソースの概要（デフォルト）

• [演算リソース]
すべての物理サーバー、VM ホスト、ESX リソース プール、およびクラウド リソースの
概要

• [プール]
すべてのサーバー プール（物理、VM ホスト、またはそれらの組み合わせ）、ESX リソー
ス プール、およびクラウド リソースの概要

ESX リソース プールとクラウド キャパシティ プール
物理サーバーと VM ホストに加えて、インフラストラクチャ オーケストレーションには、プ
ロビジョニング可能な以下の種類のリソースが含まれています。

• ESX リソース プール
ESX リソース プールは、VMware vCenter または仮想マシン管理 CLI を使用して作成され
る演算リソースの一種であり、インフラストラクチャ オーケストレーションによって検出
されます。ESX リソース プールは、インフラストラクチャ オーケストレーションが仮想
マシンをスタンドアロン VM ホストまたはクラスターにプロビジョニングするために使用
できます。これにより、クラスターを、個々の VM ホストの上のレベルで、メモリと CPU
リソースの論理プールに分割できるようになります。

ESX リソース プールは、VM ホストまたは ESXi クラスターを複数の組織で共有すること
を可能にします。

ESX リソース プールは、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [サー
バー]タブに表示され、[タイプ] 列には「ESX リソース プール」と示されます。ESX リソー
ス プールの親は、[サーバー]タブの [グループ] 列に表示されます。ESX リソース プール
は、新しいプールを作成するときに選択でき、ユーザー、グループ、および組織への容量
割り当てに使用できます。

ESX リソース プールは演算リソースであるので、プロビジョニング リクエストで使用す
るためにはプールに追加される必要があります。ESX リソース プールを含むプールは、同
種のもので構成される必要があり、他の種類の演算リソースを含むことはできません。プ
ロビジョニング リクエストは、ESX リソース プールを含むプールが同種のものであるこ
とが維持されていれば、複数プールの混在を使用するように指定できます。

仮想マシンは、ESX リソース プールに割り当てることができます。リソース プールが定
義されている VM ホストまたはクラスターに仮想マシンを割り当てることはできません。
ただし、リソース プールが定義されていない、または適用可能でない VM ホストには仮
想マシンを割り当てることができます。

親 ESX ホスト（または親クラスター内のすべての VM ホスト）は、仮想マシン管理およ
びインフラストラクチャ オーケストレーションのライセンスが必要です。親となっている
ホストにライセンスがない場合、その ESX リソース プールは無視されます。

• クラウド リソース
クラウド リソースとは、 HP クラウド サービスなどのクラウド サービス プロバイダーが
提供する外部リソースまたは処理能力を表します。
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クラウド リソースは手動で設定されるリソースであり、検出されるリソースではないの
で、インフラストラクチャ オーケストレーションで使用するには特別な設定が必要です。
クラウド リソースは演算リソースであるので、プロビジョニング リクエストで使用する
ためにはプールに追加される必要があります。クラウド リソースを含むプールは、同種の
もので構成される必要があり、他の種類の演算リソースを含むことはできません。プロビ
ジョニング リクエストは、クラウド リソースを含むプールが同種のものであることが維
持されていれば、複数プールの混在を使用するように指定できます。

詳しくは、当社の担当者にお問い合わせください。または、ホワイト ペーパー『Cloud
bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and HP Cloud Services or
Amazon EC2』および『Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration
and Savvis』を参照してください。ホワイト ペーパーは両方とも HP の Web サイト http://
www.hp.com/go/matrixoe （英語）から入手できます。

以下のサーバー プールは自動的に生成され、インフラストラクチャ サービスを作成する目的
では使用できません。

• [未割当]プールには、HP Matrix Operating Environment によってすでに検出されたすべて
のリソースが含まれています。インフラストラクチャ オーケストレーションで使用するた
めのライセンスがリソースに適用された後、[未割当] プールから他のプールにリソースを
移動できます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、インストール後、Systems Insight
Manager が識別したリソースを [未割当]プールに自動的に埋め込みます。Matrix インフラ
ストラクチャ オーケストレーションは情報を 1 時間ごとに更新します。使用可能なリソー
スを更新後、[更新]をクリックすれば更新内容をすぐに確認できます。

• [メンテナンス]プールには、障害が発生したリソース、または管理者による注意を必要と
するリソースが含まれています。物理サーバーのプロビジョニングに失敗した場合、それ
らのサーバーは自動的に [メンテナンス] プールに移動されます。任意の演算リソースを
[メンテナンス] プールに手動で移動することもできます。

• [他の組織]プールでは、組織に対して割り当てられたすべての演算リソースが表示されま
す。組織に対して演算リソースが割り当てられた後でのみ、このプールが表示されます。
特定の演算リソースをクリックすると、そのリソースの割り当て先組織が表示されます。

Virtual Connect ドメイン グループのリソース
物理リソースはコンソール [サーバー] タブに表示されるのみです。VCEM で Virtual Connect
ドメイン グループが正しく作成された後に使用可能になります。
環境に複数の Virtual Connect ドメイン グループがある場合は、ベスト プラクティスとして、
サーバー グループ内のすべてのサーバーが同じ VCDG に属していることを確認します。

サーバー ブレードにデプロイされた VM ホスト
物理サーバー ブレードは、リソース プールに演算リソースとして表示されます。VM ホスト
がそのサーバー ブレードにデプロイされている場合、VM ホストは別の演算リソースとして表
示されます。このため、VM ホストでもある管理サーバー ブレードの場合、2 つのエントリが
存在し、1 回はサーバー シリアル番号、1 回はホスト名により表示されます。
「VM ホストの <name> が <IP address> でデプロイされた」ことを示すサーバー ブレードの
詳細

プールの作成

1. 新しいプールを作成するには、[サーバー]タブで [プール作成]をクリックします。
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2. [新しいプール名]に、プールを説明する名前を入力します。
いずれかのプールからサーバーを選択します。初めてインフラストラクチャ オーケスト
レーションを設定している場合は、[未割当]プールのみがリソースを表示することに注意
してください。

重要: 組織への割り当てを行うには、演算リソースはサービス プロバイダーの未割当
プールの中に存在している必要があり、使用中であってはなりません。
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3. サーバーを プールに追加するには、左側のリストでサーバーを選択し、[>>] ボタンをク
リックします。サーバーが右側のリストに移動します。

注記: ライセンスのないサーバー ブレードまたは仮想マシン ホストは [未割当]プールか
ら移動できません。

インフラストラクチャ オーケストレーションで使用するためのライセンスがリソースに適
用されるまでは、プールにリソースを移動することはできません。詳しくは、「インフラ
ストラクチャ オーケストレーションのライセンス適用」を参照してください。

4. プールのリソースを選択したら、[保存]をクリックします。
[サーバー]タブにプールが表示されます。プールを選択すると、割り当てられたリソース
が表示されます。
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5. インフラストラクチャ オーケストレーションが新しいプールを使用できるように、ユー
ザーをプールに割り当てます。ユーザーを割り当てるには、リストでプールをクリックし
て、[ユーザー修正]を選択します。[プール ユーザーの変更]ページが表示されます。
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6. [ユーザー/グループの未割当]リストでユーザーを選択し、[>>] をクリックします。各ユー
ザーについて、この手順を繰り返します。 [保存]をクリックします。[サーバー]ページが
再表示されます。

ユーザーがプールに割り当てられていることを確認するには、プールを選択します。割り
当てられているユーザーおよびグループのリストが、画面下部に表示されます。

インフラストラクチャ オーケストレーションのユーザーとグループの
検証

[ユーザー]タブには、インフラストラクチャ オーケストレーションの使用を許可されたすべて
のユーザーおよびグループのリストが表示されます。表示されると想定していたユーザーが表
示されない場合は、「Windows でのインフラストラクチャ オーケストレーションユーザーの
設定」に戻って、インフラストラクチャ オーケストレーションへのアクセスを許可するすべて
のユーザーとグループが Windows で適切なユーザー グループ（HPIO_Administrators、
HPIO_Architects、HPIO_Users）のメンバーになっていることを確認します。HPIO_Administrators,
HPIO_Architects, HPIO_Users.このタブでは、設定を変更できません。

異機種ハードウェアをリストするインフラストラクチャ オーケストレー
ションの設定

HP 以外のサーバーまたは HP のラックマウント型サーバーと統合するには、HP Matrix Operating
Environment にバンドルされている ESA（Extensible Server Adapter）の使用をおすすめします。
ESA は、Matrix OE ビジュアル化の論理サーバー機能と一緒に使用します。ESA には、Matrix
OE に組み込まれている Operations Orchestration エンジンとの統合が含まれており、サーバー
インベントリのロードおよび基本的な電源制御を行うワークフローの定義および実行が可能で
す。

Matrix OE での ESA の使用について詳しくは、http://www.hp.com/go/matrixoe/docs の『HP
Matrix Operating Environment 論理サーバー管理 ユーザーガイド』を参照してください。
サーバーの種類および設定によって、Matrix OE で ESA を使用してインフラストラクチャ オー
ケストレーションに統合できるものもあります。

• HP のラックマウント型サーバー

• （Virtual Connect が管理しない）HP c-Class ブレード
上記の各サーバー タイプでは、以下のストレージ設定がサポートされています。
ブート ディスク 

• SAN（ファイバー チャネル）に接続されているディスク

• （直接接続されている）ローカル ディスクオンボード RAID コントローラーを使用してい
る場合、1 つの論理ボリュームのみがサポートされます。

データ ディスク 

• SAN（ファイバー チャネル）に接続されている 1 つ以上のディスク
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サーバー電源を制御するための参照ワークフローでは、以下のサーバー管理プロセッサーがサ
ポートされています。

• ProLiant iLO2

• Integrity iLO2

注記: 必要に応じて参照ワークフローの機能を拡張して追加の管理プロセッサーをサポート
するために、Operations Orchestration ワークフロー オーサリング ツール（OO Studio）が使
用される場合があります。

Matrix OE ビジュアル化での ESA パスワードの設定
以下のように、..\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\
esa.properties を変更して、Operations Orchestration の「Admin」のパスワードを追加し
ます。

esa.oo.admin.password=<your-oo-admin-password>

esa.properties ファイルを変更後、HP Extensible Storage & Server Adapter Windows サー
ビスを再起動して変更を有効にします。

インフラストラクチャ オーケストレーションでの異機種サーバー参照ワークフ
ローの使用

ここでは、Operations Orchestration と ESA を使って Virtual Connect 以外の管理対象サーバー
にインベントリと電源制御アクセスを提供する方法の基本的な概要を説明しました。データ セ
ンター内の他のソースからサーバー インベントリを取得するために、参照実装がそのまま使用
される場合と、ワークフローを拡張して置き換えられる場合とがあります。また、電源制御
ワークフローが他のタイプのサーバー管理プロセッサーに拡張される場合があります。

参照ワークフローは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
esa_extensions\server にある 3 つのデータ ファイルによって動作します。

inventoryList.xml

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\esa_extensions\
server\inventoryList.xml ファイルには、ESA でインベントリに掲載されるすべてのサー
バーのハイレベルなリストが含まれます。以下の例で、1 台のサーバーのエントリーの形式を
示します。この場合、<handle/> および <uuid/> の両方の要素で UUID が使用されています。
これは推奨されているフォームです。UUID は通常、管理対象サーバーまたはデータ センター
内の中央 Configuration Management Database（CMDB）から直接抽出されます。
<nodeAttributes> <handle>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</handle>
<uuid>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</uuid> </nodeAttributes>
以下の OO Studio の画面は、inventoryList.xml ファイルを読み込む参照ワークフローを
示しています。
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「inventoryList.xml」 ファイルはファイル システムから読み込まれ、次にその内容が
ESA Web サービスに直接送信されます。ESA Web サービスでは返された XML ドキュメント
を処理し、より上位レベルのインベントリ マネージャーとして機能する論理サーバー管理
（LSM）に戻します。この後、LSM は各サーバーの 2 回目のワークフロー呼び出しを行いま
す。

serverInfo.xml

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\esa_extensions\
server\serverInfo.xml ファイルには、inventoryList.xml ファイルで宣言されてい
る各サーバーの詳細な定義が含まれます。以下の例は、HP のラックマウント型サーバーの定
義です。<handle/> および <uuid/> という要素で、このエントリーを再度 inventoryList.xml
ファイルに関連付けています。これらの要素は一致している必要があります。

<localStorageList/> という要素は、サイズが 68GB の、単一の直接接続ブート ディスクの宣言
に使用されています。

<networkInterfaceList/> という要素は、サーバーの 1 つ以上の NIC セットの宣言に使用されて
います。<macAddress/> と <networkInterfaceName/> が両方とも正しく指定されていること
が重要です。特に、<networkInterfaceName/> はインフラストラクチャ オーケストレーション
の [ネットワーク]タブで指定されているネットワークと一致します。これにより、データ セン
ター内で NIC と接続されている指定のネットワークが宣言されます。
<ooServers> <handle>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</handle> <uuid>38313933-3533-5355-4538-32304E334151</uuid>
<serialNumber>USE820N3AQ</serialNumber> <serverName>MyDLRackMount</serverName> <hostname xsi:nil=”true”/>
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<localStorageList> <localStorageVolumes> <id>1</id> <sizeGB>68</sizeGB> <volumeIdentifier>1</volumeIdentifier>
</localStorageVolumes> </localStorageList> <networkInterfaceList> <networkInterfaces> <nicID>nic0</nicID>
<macAddress>00:1E:0B:CC:61:B0</macAddress> <ipAddress xsi:nil=”true”/>
<networkInterfaceName>vlan84-dhcp-pxe-sa</networkInterfaceName> <pxeEnabled>true</pxeEnabled> </networkInterfaces>
</networkInterfaceList> <storageInterfaceList/> <serverModel>ProLiant DL380 G5</serverModel>
<osType>Windows</osType> <memoryMB>32000</memoryMB> <coreCount>4</coreCount>
<cpuFrequencyMHz>3000</cpuFrequencyMHz> <cpuCount>2</cpuCount> <cpuFamily>x86_64</cpuFamily>
<powerOn>true</powerOn> <extendedAttributes xsi:nil=”true”/> </ooServers>

以下の OO Studio の画面は、serverInfo.xml ファイルの読み込みおよび処理を行う参照
ワークフローを示しています。

inventoryList.xml ファイル内の各サーバーで、「Get Server Info」 というワークフローが
呼び出されています。このワークフローは serverInfo.xml からサーバーの詳細な定義を抽
出し、サーバーの管理プロセッサーを使用して現在の電源状態を判断しています。サーバー管
理プロセッサーの操作は、別のワークフローを使用して呼び出されます。保存された電源状態
は必要に応じて更新され、その結果発生するサーバー レコードは、ESA Web サービスに XML
ドキュメントとして返されます。ESA Web サービスでは返された XML ドキュメントを処理
し、より上位レベルのインベントリ マネージャーとして機能する論理サーバー管理に戻しま
す。次に論理サーバー ソフトウェア層によってサーバーの保存したインベントリ レコードが
更新され、サーバーをインフラストラクチャ オーケストレーションのインベントリの一部とし
て追加できます。サーバーが処理されると、そのサーバーはインフラストラクチャ オーケスト
レーション コンソールの [サーバー] タブに表示されるようになります。
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uuidHostMapper.xml

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\esa_extensions\
server\uuidHostMapper.xml ファイルは、参照実装で使用される最後の XML ファイルで
す。このファイルには、サーバーレコードとサーバーの管理プロセッサーが備える IP アドレス
間のマッピングが含まれます。サーバーの電源を照会および制御するワークフローでは、この
マッピング ファイルが各サーバーに配置されている必要があります。
電源操作（電源オンや電源オフ）が ESA 経由で開始されるとき呼び出されるワークフローは、
サーバーの ID を受信し、uuidHostMapper.xml ファイルを検証して、通信先となる管理プ
ロセッサーを判断し、電源操作を実行します。またこのワークフローは serverInfo.xml レ
コードを使用してサーバーのモデルを判断し、正しい電源操作を実行します。同じコール バッ
ク パターンが使用されます。ワークフロー完了時に、操作の最終状態とステータス情報が ESA
Web サービスに返されます。

電源制御の管理認証情報の設定

電源制御の管理認証情報を設定するには、追加の手順が必要です。参照実装には、ビルトイン
システム アカウントが付属しています。OO Studio は、これらの各アカウント用にユーザー名
とパスワードを選択し設定します。認証情報は暗号化された形式で Operations Orchestration
内に格納されます。
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OO Studio 内で [System Accounts] フォルダーを選択し、適切なアカウント（この場合は
「ILOUser」）を選択します。次にロック アイコンを選択し、編集するアカウントをチェック
アウトします。iLO アカウントで使用する必要なユーザー名とパスワードを割り当てます。完
了したら、ロック アイコンを再度クリックしてアカウント変更をチェック インします。
最後に、インフラストラクチャ オーケストレーションで管理される新しいサーバー モデルを
すべて宣言します。これは、上記の serverInfo.xml ファイル内の文字列 <ServerModel/>
を、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
blade_models.properties に追加することで実行できます。
a. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\

blade_models.properties ファイルを編集します。
b. 新しいサーバー モデルを追加します。サーバー モデルの文字列は、serverInfo.xml

ファイルで入力されている文字列です。

blade_models.properties ファイルを変更後、HP Matrix インフラストラクチャ オーケス
トレーション Windows サービスを再起動して変更を有効にします。
Operations Orchestration について詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating Environment
Information Library （英語）の『HP Operations Orchestration Software Concepts Guide』を参
照してください。
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3 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ア
プリケーションの使用

概要
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション アプリケーションは設計者、サービス プ
ロバイダーの管理者、組織の管理者、およびユーザーの各役割を支援します。

• 設計者は、Designer を使用して、マルチサーバー、マルチティアのインフラストラクチャ
をドラッグ アンド ドロップ式のインターフェイスを用いて計画および設計できます。

• サービス プロバイダーの管理者は、コンソールを使用して、インフラストラクチャ オー
ケストレーションの全体的な動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリ
ソースをデプロイ、管理、および監視できます。

• Organization Administrator Portal では、組織の管理者が組織の仮想 IO システムを制御で
きます。たとえば、プールの作成、ユーザーの追加、サーバーおよびディスクの既存サー
ビスへの追加、リクエストの送信や承認/拒否、Organization Administrator Portal および
Self Service Portal のタイトルやロゴのカスタマイズなどを行います。

• ユーザーは、Self Service Portal を使用して、公開されたテンプレートからインフラストラ
クチャ サービスを作成できます。

Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション Designer
Matrix OE 設計者は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer を使用して、マ
ルチサーバー、マルチティアのインフラストラクチャをドラッグ アンド ドロップ式のインター
フェイスを用いて計画および設計できます。インフラストラクチャには、仮想サーバー、物理
サーバー、ESX リソース プール、クラウド リソースなどがあります。 Matrix インフラストラ
クチャ オーケストレーション ユーザーはインフラストラクチャ オーケストレーション テンプ
レートを使用してサービスをプロビジョニングできます。

設計者は、システム管理者と協力して標準化されたインフラストラクチャ テンプレートの作成
とメンテナンスを行い、テンプレートを既存のリソースやビジネス ニーズと適合するものにし
ます。これにより、ユーザーは、ビジネス上の観点から定義された標準テンプレート セットの
枠内で変化の激しい要求に迅速に対応することができます。

通常、設計者の担当する作業は、次のとおりです。

• 簡単なサービス テンプレートおよびマルチティア、マルチノード サービス テンプレート
の設計

• サーバー、ストレージ、およびネットワーク要求の取り込み

• サービス作成のための、テンプレートのインフラストラクチャ オーケストレーション Self
Service Portal への公開

• リソースの追跡とレポート作成をサポートするためのコストおよびリソースの指定

これらの作業を実行するには、以下の手順を行います。

1. 運営部門や業務部門の目標を満たすのに必要な要件を調査します。

2. 業務上の要件を満たすインフラストラクチャ サービス テンプレートを作成します。
3. 各テンプレートのプロビジョニングに必要なリソースを含む各テンプレートの構成要素の

詳細を作成します。

4. テンプレートを公開して、業務部門が使用できるようにします。

設計者はインフラストラクチャ オーケストレーション Designer を使用してサービス テンプ
レートを作成または変更し、他の人が使用できるように公開できます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション Designer は、サーバー、ディスク、およ
びネットワークを表す論理リソース オブジェクトをドラッグ アンド ドロップするためのグラ
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フィカル キャンバスを提供します。設計者はこれらのリソース オブジェクトを線で結んで、
サーバーのグループごとに希望するネットワークとストレージの関係を定義します。

キャンバス上の各論理オブジェクトはオブジェクトの要件を指定します。この要件に基づい
て、インフラストラクチャ オーケストレーションがサポートするプロビジョニングおよび継続
的メンテナンスの操作が動作します。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション
Designer は検証ルールを使って、設計内で有効でないオブジェクト、および検証エラーや警告
の修正方法について継続的にフィードバックを提供します。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション Designer は、設計セッション中に行われ
る変更をブラウザーの安全なキャッシュに保存します。セッションがタイムアウトしたりブラ
ウザーが終了したりした場合、変更はそのまま保持され、次回のインフラストラクチャ オーケ
ストレーション Designer の起動時に使用できるようになります。

テンプレートのインポートとエクスポート

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション Designer では、サービス テンプレートを
インポートおよびエクスポートできます。テンプレートは XML ファイル、JPG イメージ、PNG
イメージ、または Excel のスプレッドシートの形式でエクスポートできます。テンプレートの
インポートでは、許可される形式は XML だけです。

重要: XML テンプレートをインフラストラクチャ オーケストレーション Designer 以外で編
集することはサポートされず、ドキュメントでの説明もありません。XML スキーマは公開され
ているインターフェイス仕様の一部ではありません。当社は XML スキーマを通知することな
く変更する場合があります。XML テンプレートを変更するユーザー、または XML テンプレー
トを独自に作成するユーザーは、自身の責任においてそれを行ってください。無効なテンプ
レートを使用すると、プロビジョニングが失敗する場合があります。当社は、サポートを提供
する前に、IO が生成した未変更のテンプレートを使用して問題を再現するように、ユーザー
に依頼する場合があります。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer へのアクセス
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer にアクセスするには、次の条件を満た
す必要があります。

• CMS 上で Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションを使用するための適切な権
限を持っている。

• Windows システム上で HPIO_Architects または HPIO_Administrators グループのメンバー
になっている。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer には、デスクトップまたはブラウザー
からアクセスします。デスクトップからインフラストラクチャ オーケストレーション Designer
にアクセスするには、以下の手順を実行します。

1. Systems Insight Manager がインストールされている CMS 上で Web ブラウザーを開きま
す。

https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/designer/に移動します。

2. デスクトップの場合は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer のアイコ
ンをダブルクリックします。
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Designer インターフェイスの概要

テンプレート エディター ウィンドウには、次に示す 3 つの主なフレームがあります。
• [コンポーネント]フレームには、テンプレートの設計で使用する論理オブジェクトのアイ

コンが表示されます。

• [既存のテンプレート]フレームには、使用できるテンプレートのリストが掲載されます。

• 右側のフレームは、テンプレート作成のためのテンプレート設計領域です。ユーザーはこ
の領域にコンポーネントをドラッグアンドドロップしてテンプレートを作成します。

テンプレートを保存するときは、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、
ピリオド、下線、およびハイフンを使って名前を指定します。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の使用について詳しくは、インフラス
トラクチャ オーケストレーション Designer ウィンドウの右上部にある [?] ボタンをクリック
して、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer のオンライン ヘルプを参照して
ください。

Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで管理者は、インフラストラクチャ
オーケストレーションの全体的な動作とそのユーザー、テンプレート、サービス、およびリ
ソースをデプロイ、管理、および監視できます。また管理者はリクエストの実施や拒否におい
て、設計者と協力して、テンプレートが既存のリソースや業務上のニーズに適合するようにし
ます。たとえば、管理者は以下を行うことができます。

• 完了したリクエストや実行中のリクエストのステータス、進捗状況、および詳細情報の表
示

• 利用できるリソースの表示
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• リクエストの承認または拒否

• プール管理の実行

• 組織の作成および管理

これらのタスクを実施するには、サービス プロバイダーの管理者が以下を行う必要がありま
す。

• 標準化されたテンプレートと業務上の予測に基づき、サービスにいつでも対応できるリ
ソース プールを作成する。

• 業務部門と協力して、インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal へ
のアクセスが許可されるユーザー アカウントを登録する。

• 組織を作成する。この後、組織の管理者はインフラストラクチャ オーケストレーションの
Organization Administrator Portal にログインできるようになる。

• 組織および各セルフ サービス ユーザーに 1 つまたは複数のリソース プールを割り当て、
ユーザーがハードウェア リソースの特定のプールを使用してサービス テンプレートをデ
プロイできるようにする。

コンソールへのアクセス

インフラストラクチャ オーケストレーションをインストールしたら、[ツール]→[Infrastructure
orchestration] の順に選択して、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールから
Systems Insight Manager を起動できます。
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを使用するには、HPIO_Administrators
Windows グループに所属していなければなりません。

コンソール インターフェイスの概要
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インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールでは、次のタブが表示されます。

• [ホーム] 
統計データ、リソースの使用状況、インフラストラクチャ オーケストレーション タスク
へのアクセス用リンクなど、インフラストラクチャ オーケストレーションの運用の概要が
表示されます。

• [テンプレート] 
使用できるテンプレートをすべて表示します。また、このタブでは、テンプレートの詳細
表示、テンプレートの編集、新規テンプレートの作成、テンプレートの削除、プロビジョ
ニングに使用されるテンプレートの発行、ユーザーのテンプレートへの割り当てなどの操
作を行うことができます。テンプレートの割り当て先組織も表示されます。

• [リクエスト] 
ユーザーが作成したリクエストのリストを表示します。また、このタブでは、リクエスト
履歴の表示、リクエストの承認または拒否、リクエストの取り消し、リクエスト詳細の確
認、サービスの詳細の確認、リクエストの続行などの操作を行うことができます。リクエ
スト メッセージには、リクエストを発行したユーザーの組織が表示されます。

• [サービス] 
アクティブなサービスのリストを表示します。また、このタブでは、サービスの詳細（割
り当て先の組織など）の表示、サービスへのストレージおよびサーバーの追加、サーバー
の使用開始または使用停止、リース期間の変更、サービスの削除などの操作を実行できま
す。

• [サーバー] 
使用可能なサーバー リソースのリストが表示され、サーバーの詳細確認とサーバー リソー
スの管理、新規プールの作成、プールのユーザーの管理を行うことができます。他の組織
に割り当てられているサーバーも表示されますが、それがどの組織のプールに属している
かは表示されません。特定のサーバーの詳細には、そのサーバーが割り当てられている組
織が表示されます。

• [ストレージ] 
使用可能なストレージ リソースのリストが表示され、ストレージの詳細確認およびスト
レージ リソースの管理を行うことができます。

• [組織] 
環境の中にある組織の詳細が表示されます。また、組織を作成および変更し、リソース、
ユーザー、および管理者を組織に割り当てることができます。

詳しくは、「組織の作成」および「組織へのリソースの追加」を参照してください。

• [ユーザー] 
現在のユーザーおよびグループのリストを表示し、各ユーザーおよびグループに割り当て
られているリソース、およびその役割を示します。

• [ネットワーク] 
使用できるネットワークを表示します。また、このタブからネットワークを設定できま
す。

• [ソフトウェア] 
すべてのソフトウェアを表示し、利用できるサーバー デプロイメント フォルダーに注釈
を付けることができます。

• [カレンダー] 
ユーザー、サービス、およびテンプレートの利用情報を、利用方法や競合を図で見ながら
検索および表示できます。
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インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの使用について詳しくは、コンソー
ル ウィンドウの右上部にある [?] ボタンをクリックして、インフラストラクチャ オーケスト
レーション コンソールのオンライン ヘルプを参照してください。

デプロイ済みサーバーへのコンソール アクセス
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、インフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールおよびインフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal から
デプロイ済みサーバーへのコンソール アクセスをサポートします。サポートされるコンソール
の種類は、リモート デスクトップ（RDP）と Telnet です。
RDP および Telnet のアクセスは、クライアントからデプロイ済みサーバーへのネットワーク接
続に依存します。ルーティング不可のネットワークにデプロイされているサーバーには、RDP
および Telnet を使用してアクセスすることはできません。さらに、DHCP を使用するデプロイ
済みサーバーの場合、そのサーバーのホスト名がコンソール接続用に解決できる必要がありま
す。

IO インスタンスを使用して RDP セッションを開始するすべてのクライアントの画面サイズを
変更するには、ファイル ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\console\rdpSession.template で desktopwidth および
desktopheight のデフォルトを変更します。
RDP コンソール アクセスは、すべての Windows クライアントでサポートされています。Telnet
コンソール アクセスには以下の制限があります。

注記: VM コンソール アクセスは、インフラストラクチャ オーケストレーションでは使用で
きなくなりました。VMware では、MKS コンソール プラグインに対するサポートが廃止され
ました。以前のリリースでは、このプラグインによって、インフラストラクチャ オーケスト
レーションの [サービス] タブから VM コンソール アクセスを行うことが可能でした。

Internet Explorer 7 以降での Telnet の有効化
Microsoft は、Internet Explorer 7 において Telnet に対するサポートを廃止しています。これは、
Internet Explorer 7 リリース ノート に記述されています。
IE7 で Telnet を使用することはおすすめできません。しかし、引き続き Telnet を使用してデプ
ロイ済みサーバーにアクセスすることを望む場合には、以下の手順で、IE7 の Telnet サポート
を有効化します。

1. 以下のレジストリ ファイルの内容を、telnet.reg というファイルにコピーし、このファ
イルを保存します。
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL] "iexplore.exe"=dword:00000000

2. ファイルをダブルクリックして実行します。これにより、IE はクライアント上で Telnet プ
ロトコルを実行できるようになります。

3. IE をすでに実行していた場合は再起動します。

Firefox での Telnet の有効化
Telnet コンソールは、Linux および Windows 2008 上で実行される Firefox クライアントでは
サポートされます。

Firefox で Telnet リンクをクリックすると、外部アプリケーションの起動を確認するプロンプト
が表示される場合があります。この場合は、[Remember my choice for all links of this type] ボッ
クスをチェックしてから、[Launch Application] をクリックします。
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Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization
Administrator Portal

異なる組織間でデータ センターのリソースを動的かつ安全に共有することを可能にするマルチ
テナンシは、各組織に仮想インフラストラクチャ オーケストレーション システムを提供する
ことで実現されています。

組織の管理者は、インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator
Portal を使用して、その組織の仮想 IO システムを制御できます。このポータルを使用して以
下を実行できます。

• プールを作成し、それにユーザーを割り当てる

• サーバーおよびディスクを既存のサービスに追加する

• リクエストを発行する

• 組織のユーザーからのリクエストを承認または拒否する

• インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal および
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal のタイトルとロゴをカス
タマイズする

詳しくは、第6章 「Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでのマルチテナンシ」
を参照してください。

インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal
へのアクセス

インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal にはブラウ
ザーからアクセスします。
https://<cms-name-or-ip>:51443/oap/<organization-name> に移動します。
ユーザーは、1 つ以上の組織に所属できます。このようなユーザーは、組織の異なる、1 つ以
上のポータル（組織のポータルおよびセルフ サービスのポータル）に同時にログインできま
す。ユーザーが組織から削除された場合、その削除は、ユーザーがインフラストラクチャ オー
ケストレーションの Organization Administrator Portal からログアウトした後に有効になりま
す。

Organization Administrator Portal インターフェイスの概要
インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal では、次の
タブが表示されます。

• [ホーム] 
統計データ、リソースの使用状況、リンクなど、インフラストラクチャ オーケストレー
ション組織の運用の概要が表示されます。

• [テンプレート] 
組織で使用可能なテンプレート（公開済みのものと未公開のものの両方）が表示されま
す。公開済みのテンプレートは組織のすべてのユーザーが使用できます。テンプレート
と、組織に割り当てられているリソースを使用して、サービス リクエストを発行します。

• [リクエスト] 
組織のユーザーが発行したリクエストの一覧とその詳細が表示されます。組織の管理者
は、リクエストを取り消したり、一時停止されているリクエストを承認または拒否したり
できます。サービス プロバイダーの管理者は、各組織が発行して一時停止となっているリ
クエストを承認または拒否できます。サービス プロバイダーの管理者は一時停止されたリ
クエストからの電子メール アラートを受け取りますが、組織の管理者は受け取りません。

• [サービス] 
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組織のすべてのインフラストラクチャ サービスとその詳細が表示されます。サービスを削
除するリクエストや、リース期間を変更するリクエストを発行できます。

• [サーバー] 
組織のすべてのリソース プールが表示されます。プールを作成、変更、削除できます。
プールにユーザーを割り当てることができます。Assign users to the pools.

• [ネットワーク] 
組織に割り当てられているネットワークとその詳細が表示されます。

• [組織] 
組織のポータルをカスタマイズできます。ログイン ページ、およびインフラストラクチャ
オーケストレーションの Organization Administrator Portal とインフラストラクチャ オー
ケストレーション Self Service Portal の各タブに表示される組織のタイトルおよびロゴを変
更できます。詳しくは、「Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカ
スタマイズ」を参照してください。

• [ユーザー] 
ユーザーとグループ、およびそれらに割り当てられているプールの一覧が表示されます。
ユーザーは、複数のグループに所属できます。

インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal の使用につ
いて詳しくは、インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator
Portal ウィンドウの右上部にある [?] ボタンをクリックして、インフラストラクチャ オーケス
トレーションの Organization Administrator Portal のオンライン ヘルプを参照してください。

Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ
組織の管理者は、Organization Administrator Portal の [組織]タブから、 Organization
Administrator Portal および Self Service Portal をカスタマイズできます。デフォルトでは、どち
らのポータルにも「HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション」というタイトル
と HP のロゴが表示されます。
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タイトル ロゴとログイン ロゴの [変更]ボタンで、画像をアップロードできます。
• タイトル ロゴは、Organization Administrator Portal および Self Service Portal の各画面上

部のタイトル バーの左側に表示される画像ファイルです。
• ログイン ロゴは、Organization Administrator Portal および Self Service Portal のログイン

画面の中央に表示される画像ファイルです。

[組織タイトル]テキスト ボックスに入力を行うと、ログイン画面の中央、および両ポータルの
各画面上部のタイトル バーの左側に表示される組織の名前を更新できます。
更新を取り消すには、[デフォルトの復元]を使用します。変更は即時に有効になります。
Self Service Portal へのリンク、および Organization Administrator Portal のログイン ページへ
のリンクを使用して変更を確認します。

Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service
Portal

インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal では、公開されているテンプ
レートを基にインフラストラクチャ サービスを作成できます。
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal については、サービス プロバ
イダーの管理者がアプリケーション タイトルとロゴをカスタマイズできます。詳しくは、
「Organization Administrator Portal および Self Service Portal のカスタマイズ」を参照してくだ
さい。

組織のユーザーは、サービス プロバイダーのユーザーと同じ機能を持ちますが、使用できるリ
ソースは制限されます。使用できるのは、公開済みのテンプレートと、組織に割り当てられて
いるネットワークのみです。また演算リソースは、組織の管理者によってそのユーザーに割り
当てられているプール内に存在する必要があります。

インフラストラクチャ サービスを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. 公開されているテンプレートを参照して、現在の目的と一致するテンプレートを決定しま

す。

2. 割り当てられているプールを参照して、サービスで使用するリソースを選択します。

3. サービスのプロビジョニング リクエストを発行します。
4. 管理者によってリクエストが承認された後、サービス プロビジョニングの実行を監視しま

す。
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インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal へのアクセス
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal にアクセスするには、次の条
件を満たす必要があります。

• CMS 上でインフラストラクチャ オーケストレーションを使用するための適切な権限を持っ
ている。

• Windows オペレーティング システムで適切な権限を持つ HPIO_Users グループのメンバー
である。

インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal には、デスクトップまたはブ
ラウザーからアクセスします。デスクトップからインフラストラクチャ オーケストレーション
Self Service Portal にアクセスするには、以下の手順を実行します。
1. Systems Insight Manager がインストールされている CMS 上で Web ブラウザーを開きま

す。

サービス プロバイダーのユーザーは、
https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/portal/に移動します。

組織のユーザーは、https://<cms-name-or-ip>:51443/ssp/<organization-name>
に移動します。

2. デスクトップの場合は、インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal
のアイコンをダブルクリックします。
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Self Service Portal インターフェイスの概要

インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal では、次のタブが表示されま
す。

• [ホーム] 
統計データ、リソースの使用状況、リンクなど、インフラストラクチャ オーケストレー
ションの運用の概要が表示されます。

• [テンプレート] 
使用できるテンプレートのリストを表示します。また、テンプレートの詳細を表示した
り、プロビジョニングに使用されるテンプレートを発行したりできます。

また、設計者と管理者は、[テンプレート]タブを使用してインフラストラクチャ オーケス
トレーション Designer を起動し、テンプレートの作成や編集を行うことができます。

• [リクエスト] 
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リクエストのログを表示します。また、リクエストの取り消しと発行済みリクエストの詳
細情報表示を行うことができます。リクエスト メッセージは非表示にできます。

• [サービス] 
インフラストラクチャ サービスのリストを表示します。また、詳細情報を表示し、サービ
スへ変更をリクエストできます。

• [プール] 
サービス プロビジョニング リクエストで使用できるリソース プールのリストを表示しま
す。

• [履歴] 
システムのリストと、イベントの日時、結果、イベント結果の説明などの重要なイベント
通知を表示します。たとえばリクエストが失敗した場合には、イベントとその失敗理由の
説明が [履歴]タブに表示されます。

• [カレンダー] 
サービスの利用情報を、利用方法や競合を図で見ながら検索および表示できます。カレン
ダーは、検索コンテキストに関連する内容を表示します。

インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal の使用について詳しくは、イ
ンフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal ウィンドウの右上部にある [?] ボ
タンをクリックして、インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal のオン
ライン ヘルプを参照してください。
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4 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの
プロビジョニングと割り当て

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのライフサイクル
操作

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、システム構成の初期の設計から資産
の最終的な用途変更まで、IT ライフサイクルを網羅しています。IT リソース リクエストを系統
的に処理し、標準の構成、セルフ サービス プロビジョニング ツール、および自動承認プロセ
スを利用できます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、次に示すインフラストラクチャ ライ
フサイクル管理操作を実行します。

サービスの作成操作

[サービスの作成]操作では、割り当て済みプールで確保されたリソースを使用して、サービス
テンプレートの指定に基づきインフラストラクチャが自動的にプロビジョニングされます。

サービスを作成するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [テンプレート]タブを選択します。
3. テンプレートを選択し、[サービスの作成]をクリックします。
[サービスの作成]操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行しま
す。

• リクエストの検証

• 指定した場合は、属性のカスタマイズ

• ネットワークおよび IP アドレスの割り当て

• サーバー（サーバー ブレードまたは仮想マシン ホスト）の割り当て

• ブート ディスク（物理および仮想）の割り当て

• 承認の獲得

• 仮想マシンまたはブレード サーバー プロファイルの作成

• オペレーティング システムおよび他のソフトウェアのブート ディスクへのデプロイ

• 仮想ハードウェアの設定

• オペレーティング システムのカスタマイズ（ネットワーク機能、Sysprep）

• 物理データ ディスクの割り当て

• サーバーのデータ ディスクへのプロビジョニング

• サーバーの起動

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

[サービスの作成]操作が正常に完了すると、プロビジョニングされたインフラストラクチャ
オーケストレーション インフラストラクチャ サービスは、リースの期間中、利用可能になり
ます。ネットワーク経由でサーバーにアクセスできます。

次の場合、[サービスの作成]操作は失敗します。
• 割り当てるリソースがない。
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• SAN 管理者がディスクを作成できない。

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの管理者がリクエストを拒否する。

サービスの削除操作

サービスを削除する際、[削除]操作では、既存のインフラストラクチャのプロビジョニングが
自動的に解除され、リソースが解放されて他のサービスで使用できるようになります。

サービスを削除するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[削除]をクリックします。

または

4. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
5. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サービスの削除]を選択します。
この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• リクエストの検証

• ブート ディスクとデータ ディスクのスクラブ

• サーバーの電源オフ

• 仮想マシンまたはサーバー ブレード プロファイルの削除

• サーバー（サーバー ブレードおよび仮想マシン ホスト）の割り当て解除

• ネットワークおよび IP アドレスの割り当て解除

• ブート ディスクとデータ ディスクの割り当て解除

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

[削除]操作が正常に完了すると、インフラストラクチャ オーケストレーションのインフラスト
ラクチャ サービスが解体され、サーバー、ネットワーク、およびストレージ リソースのプロ
ビジョニングがすべて解除されます。解除されたリソースは、新しい [サービスの作成]操作、
[サーバーのグループへの追加]操作、および [データ ディスクのグループへの追加]操作で使用
できるようになります。

プロビジョニングの解除が失敗した場合でも、インフラストラクチャ サービスは削除されま
す。この状態が発生した場合、インフラストラクチャ オーケストレーションの管理者は、サー
バーまたはディスクを手動でクリーンアップする必要があります。

サーバーのグループへの追加操作

サーバーを追加するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの追加]を選択します。
[サーバーのグループへの追加]操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以
下を実行します。

• リクエストの検証
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• サーバー（サーバー ブレードまたは仮想マシン ホスト）の割り当て
詳しくは、「VM ホストへのサーバーの割り当て」を参照してください。

• IP アドレスの割り当て

• ブート ディスク（物理および仮想）の割り当て
詳しくは、「仮想マシンへのストレージの割り当て」を参照してください。

• 承認の獲得

• 仮想マシンまたはブレード サーバー プロファイルの作成

• オペレーティング システムおよび他のソフトウェアのブート ディスクへのデプロイ

• 仮想ハードウェアの設定

• オペレーティング システムのカスタマイズ（ネットワーク機能、Sysprep）

• 物理データ ディスクの割り当て

• サーバーのデータ ディスクへのプロビジョニング

• サーバーの起動

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

操作が正常に完了すると、インフラストラクチャ オーケストレーションはインフラストラク
チャ オーケストレーションのインフラストラクチャ サービスに追加するサーバーをプロビジョ
ニングします。これらのサーバーは、サービス リース期間が終わるまで使用できます。ネット
ワーク経由で新しいサーバーにアクセスできます。

次の場合、操作は失敗します。

• 割り当てるリソースがない。

• SAN 管理者がディスクを作成できない。

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの管理者がリクエストを拒否する。

グループ内のサーバーの削除操作

サーバーの削除操作はサーバーを使用停止し、割り当てを解除し、サーバー グループから削除
します。

サーバーを削除するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの削除]を選択します。
5. ツリーを展開し、サーバー グループから削除するサーバーを選択します。

注記: サーバー グループをサイズ 0 に減らすことはできません。共有ディスクまたはリンク
クローンを使用するサーバー グループから最初のサーバーを削除することはできません。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• リクエストの検証

• インフラストラクチャから選択したサーバーを削除するための前提条件の検証

• サービスのカスタム OO フローの実行

• 選択したサーバーのカスタム OO フローの実行
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• OS が手動でデプロイされた場合の手動ディスク スクラブのリクエストの一時停止

• 選択したサーバーの削除

• 必要な場合は、手動ディスク削除のカスタム OO フローの実行（たとえば、物理データ
ディスクを持つ仮想サーバーが存在する場合）

• IO データベースからのリソースの削除

• 選択したサーバーのカスタム OO フローの実行

• サービスのカスタム OO フローの実行

データ ディスクのグループへの追加操作
[データ ディスクのグループへの追加]操作によって、プライベートまたは共有データ ディスク
が既存のインフラストラクチャ サービスに追加されます。Matrix インフラストラクチャ オー
ケストレーションは、接続されているサーバーにストレージをプロビジョニングし、割り当て
ます。

注記: 既存のデータ ディスクのサイズに基づいてデータ ディスクを追加できます。また、
データ ディスクのサイズおよびその他の属性を指定してサーバー グループに追加することも
できます。サイズは、テンプレートの既存ディスクのサイズおよび設定と同じである必要はあ
りません。

データ ディスクを追加するには、以下の手順を実行します。
1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または

Organization Administrator Portal を開きます。
2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[ディスクの追加]を選択します。
この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• リクエストの検証

• データ ディスクの割り当て

• 承認の獲得

• サーバーの電源オフ

• 新しいディスクをサーバーに対して表示

• サーバーの電源オン

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

上記の操作が正常に完了すると、インフラストラクチャ オーケストレーションはインフラスト
ラクチャ オーケストレーションのインフラストラクチャ サービスに追加するディスクをプロ
ビジョニングします。

次の場合、操作は失敗します。

• 割り当てるリソースがない。

• SAN 管理者がディスクを作成できない。

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの管理者がリクエストを拒否する。

グループ内のサーバーの使用開始操作

[グループ内のサーバーの使用開始]操作によって、サーバーが再起動されます。
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サーバーをアクティブ化するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの使用開始]を選択しま

す。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• リクエストの検証

• サーバー（サーバー ブレード）の再割り当て

• サーバーの電源オン

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

サーバー ブレードが再割り当てされた場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは、
元の論理サーバー定義と、以前に割り当てられていたサーバー ブレードの物理特性（プロセッ
サー アーキテクチャーおよびモデルを含む）に一致するサーバー ブレードを見つける必要が
あります。また新しいブレードには、以前のブレードと同じかそれ以上のプロセッサー数、メ
モリ容量、プロセッサー速度が必要です。インフラストラクチャ オーケストレーションがこれ
らの要件を満たすサーバー ブレードを見つけることができない場合、リクエストは失敗しま
す。

操作が成功すると、物理サーバー ブレードが既存のサーバー プロファイルに割り当てられて
組み込まれ、物理および仮想サーバーの電源が入れられ、これらのサーバーが通常の動作に戻
ります。

上記の操作が失敗した場合、サーバーをアクティブ化することはできません。

グループ内のサーバーの使用停止操作

[グループ内のサーバーの使用停止]操作によって選択したサーバーがスタンバイ状態となり、
サービスから削除されます。

サーバーを非アクティブ化するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの使用停止]を選択しま

す。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• リクエストの検証

• サーバー（サーバー ブレード）の割り当て解除

• サーバーの電源オフ

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

この操作が正常に完了すると、インフラストラクチャ オーケストレーションは物理サーバー
ブレードの割り当てを解除して、他で使用できるようにします。Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションは、サーバー プロファイル、SAN ディスク、および仮想ディスクはそ
のままにして、仮想サーバーの電源を切ります。
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この操作が失敗すると、インフラストラクチャ オーケストレーションはサーバーの電源を切り
ます。

サーバーの電源オン

サーバーの電源を入れるには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの電源オン]を選択しま

す。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オン プロセスの開始

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

サーバーの電源オフ

サーバーの電源を切るには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの電源オフ]を選択しま

す。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証

• 電源を切ろうとしているサーバーが停止可能な状態にあるかどうかのチェック

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オフ プロセスの開始

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

サーバーの電源再投入

サーバーの電源を再投入するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サーバーの電源再投入]を選択しま

す。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。

• リクエストの検証
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• 電源を切ろうとしているサーバーが停止可能な状態にあるかどうかのチェック

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オフ プロセスの開始

• カスタム操作の実行

• 選択されたすべてのサーバーの電源オン プロセスの開始

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

リース期間の変更操作

サービスの開始日または終了日の変更、サービスの有効期間の延長または短縮を行うには、
[リース期間の変更]操作を使用します。

サービスのリース期間を変更するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[サービスのリース期間変更]を選択

します。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• 新しいリース期間についてのリクエストの検証

• 新しいリース期間に対応するサーバー（サーバー ブレードまたは仮想マシン ホスト）割
り当ての変更

• 新しいリース期間に対応するネットワークおよび IP アドレス割り当ての変更

• 新しいリース期間に対応するディスク割り当ての変更

• リース期間延長についての承認の獲得

注記: リース期間短縮は承認を必要としません。

• カスタム操作の実行

• 通知の送信

[リース期間の変更]操作が正常に完了すると、インフラストラクチャ オーケストレーションは
インフラストラクチャのリース期間を変更し、新しいリース期間に対応するように各リソース
の割り当てを更新します。リソースが使用できない場合や管理者がリクエストを拒否した場合
は、[リース期間の変更]操作は失敗します。
インフラストラクチャ サービスのリース期間が終了すると、インフラストラクチャ オーケス
トレーションはそのサービスを非アクティブ化します。この処理では、サービス内のすべての
論理サーバーが保持され、他の用途向けに開放される物理サーバー以外のすべてのリソース割
り当てが維持されます。サービスの停止は、リース終了処理のデフォルト ポリシーです。管理
者はこのポリシーを以下のように変更できます。

• リース期間の終了を無視する

• リース期間終了時にインフラストラクチャ サービスのプロビジョニングを解除する
リース終了ポリシーは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties ファイルで変更できます。
# Specifies the lease period end policy.# Acceptable values (not case sensitive):# - Ignore = Simply ignore the
lease period ending.# - Delete = Deletes the infrastructure.This cancels all pending and in-progress requests.#
- Deactivate = Deactivates all infrastructure's resources.This cancels all pending and in-progress requests.
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Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションはサービス所有者に対して、リース終了
の 1 週間前と 1 日前に電子メール通知を送信します。実行中のサービスまたは非アクティブ
化されているサービスのリース期間が終了した場合、インフラストラクチャ オーケストレー
ションは、リース期間の終了後、リースが延長されるかサービスが削除されるまで週に 1 回電
子メール通知を送信します。上記の通知期間は、..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties ファイルで設定されます。
# In *minutes*, when to send the first and the second lease ending notification # emails and the frequency on
which the expired notifications will be sent. lease.ending.notification.email.first=10080
lease.ending.notification.email.second=1440 lease.expired.notification.email=10080

仮想サーバーの編集操作

サービス作成後に仮想マシンのプロセッサーの数およびメモリサイズを変更するには、「[仮想
サーバーの編集]」操作を使用します。 この操作は、Integrity VM、およびクラウド プロバイ
ダーにプロビジョニングされている仮想マシンには使用できません。

注記: プロセッサー数とサーバーあたりのメモリサイズ、選択したネットワーク、サーバー
グループとネットワーク接続の IP アドレス割り当てタイプも、サービスの作成時に変更できま
す。これらの値を変更するには、テンプレートで [カスタマイズ可能]を選択し、インフラスト
ラクチャ オーケストレーション コンソールの [サービスの作成]ダイアログの [カスタム属性]
フィールドで、適切な形式（フィールド上にマウスカーソルを重ねると表示されます）を指定
します。詳しくは、「サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ」を参照してくださ
い。

仮想サーバーを編集するには、以下の手順を実行します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、Self Service Portal、または
Organization Administrator Portal を開きます。

2. [サービス]タブを選択します。
3. サービスを選択し、[詳細]または [詳細の表示]をクリックします。
4. [アクション]または [サーバー アクション]リストから、[仮想サーバーの編集]を選択しま

す。

5. ツリーを展開し、編集する仮想マシンを選択します。

6. [プロセッサー数]フィールドの矢印を使用して、最大数（赤色で表示）まで、プロセッサー
数を増やすまたは減らすことができます。

初期値および最大値は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の [サー
バー グループ構成]の [構成]タブの [サーバー 1 台あたりのプロセッサー]で指定されてい
ます。

7. [メモリサイズ]フィールドに新しい値を、最大値（赤色で表示）まで入力します。
初期値および最大値は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の [サー
バー グループ構成]の [構成] タブの [メモリサイズ]で指定されています。
また、[プロセッサーあたりのコスト]および [メモリユニットあたりのコスト]も表示され、
[サーバー グループ構成の設定]タブに入力した値を反映しています。
[総再構成コスト]には、増減させたプロセッサー数またはメモリ量の合計変更コストが、
[サーバー グループ構成の設定]タブで指定したユニットあたりのコストに基づいて表示さ
れます。

この操作の中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。
• リクエストの検証

• 承認の獲得

• 論理サーバー編集リクエストおよびリクエストのターゲット サーバーのそれぞれに対応す
るパラメーターの Matrix OE 論理サーバー管理への送信

• リクエスト実行結果に基づいた IO サービス メタデータのアップデート
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ローカル ディスクを使用する物理サーバーのプロビジョニング
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、ブートにローカル ディスクを使用す
る Virtual Connect 論理サーバーをサポートします。（ローカル ディスクとは、直接接続され
ているストレージ（DAS）を意味します。）これらの論理サーバーは、SAN からのブートを使
用する論理サーバーのように柔軟に移動することはできませんが、ローカル ディスク ブート
を使用する論理サーバーは、サーバーで最初から使用開始することができます。オペレーティ
ング システムがローカル ディスクにインストールされているため、一時停止されても再び同
じ物理サーバーで使用開始されます。論理サーバーを、適切なサイズのローカル ディスクを持
つ別の物理サーバー上で使用開始する場合は、オペレーティング システムを再デプロイする必
要があります。

Virtual Connect 環境では、Matrix OE ソフトウェアはサーバー ブレードに関する情報（メモ
リ、プロセッサー、および可能な接続）を自動的に収集します。ローカル ディスクの情報は、
現在のところ収集されません。このため、ローカル ディスクの存在とそのプロパティを示すに
は、収集されたサーバー情報に注釈を付ける必要があります。ローカル ディスクのブート ボ
リュームはストレージ プール エントリーでは表されません。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、ローカル ディスクを使用する物理
サーバーをプロビジョニングできます。このためには、ローカル ディスクを持ち、移動に制限
のあるサーバーを Matrix が確実に認識できるように、プロパティ ファイルをいくつか手動で
編集する必要があります。

http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual で『HP Matrix Operating Environment 論理
サーバー管理 ユーザーガイド』のローカル ディスク情報を持つ物理サーバーの変更に関する
説明を参照してください。

VM ホストへのサーバーの割り当て
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、新たにプロビジョニングされる仮想
マシンをホストする VM ホストを以下のガイドラインに従って決定します。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、以下のようなサービス テンプレート
要件に基づいて VM ホストを絞り込みます。

• リンク クローンのサポート（該当する場合）

• 高可用性（HA）のサポート（該当する場合）

• VM テンプレートの互換性（自動 OS デプロイメントとして指定されている場合）

• プロセッサーの十分な個数

• 十分な使用可能メモリ

• 十分な使用可能ディスク スペース

• ネットワークの接続性

候補となったホストの中から、インフラストラクチャ オーケストレーションは以下の要件につ
いて最高の VM ホストを選択します。
• 使用可能ディスク スペース
すべての VM ホストの空きディスク スペースが同じ場合（クラスター共有ボリュームではよ
くあります）、インフラストラクチャ オーケストレーションはプロセッサー数と使用可能なメ
モリを基準に VM ホストを選択します。

注記: Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションはロード バランシングを行いませ
ん。ロード バランシングは VM テクノロジーによって行われます。

• IO テンプレートの 1 つのサーバー グループ内のすべてのサーバーは、同じサーバー プー
ルに属す必要があります。IO は 1 つのサーバー グループを複数のプールに分割すること
はありません。IO はすべての使用可能なサーバー プールを、リストされた順序で検索し
ます。たとえば、プールの順序が「A、B」であるとします。サーバー プール A に十分な
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容量がなければ、IO はプール B に進みます。ここで十分な容量があれば、IO はリソース
をプール B にデプロイします。どちらのプールにも十分な容量がない場合、リクエストは
失敗します。（1 つの IO テンプレートに 2 つ以上のグループがある場合、IO は各サー
バー グループを別々のサーバー プールに配置できます。）

• IO がどこをターゲットとするかは、サーバー プール リストによって制御されます。VM
テンプレートをホストしているサーバーがプール B にあり、プロビジョニング リクエス
トで最初にリストされるのがプール A である場合、IO はプール A で容量を確認します。
プール A に十分な容量がない場合のみ、IO はプール B で容量を確認します。プールの順
序は、VM テンプレートとの共通性よりも優先されます。

仮想マシンがプロビジョニングされた VM ホストの IP アドレスを確認するには、インフラス
トラクチャ オーケストレーション コンソールの [サービス]タブで、サービスを選択して [サー
ビスの詳細]をクリックします。サーバー グループを選択し、下のペインで [リソースの詳細]
タブを選択します。右端の [リソース ID] という列に、VM が最終的に作成された ESX ホスト
の IP アドレスが表示されます。

仮想マシンへのストレージの割り当て

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、仮想マシン ディスクの配置について
次のガイドラインを使用します。

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、使用可能な空きスペースを最も
多く持つターゲット VM ホストのデータストアにストレージを割り当てます。

• 各 VM では、ブート ディスクとプライベート データ ディスクは、常に、同じデータスト
アに割り当てます。

Integrity VM の場合、単一の Shared Logical Volume Manager（SLVM）データストアは、
1 つ以上の物理ボリューム/ディスクで構成されます。IO は、1 つの SLVM データストア
を、1 つのエンティティとして 1 つのサイズで認識します。

• ESX 4.0 以降で、サーバー グループ用に共有ディスクが定義されている場合、サーバー
グループ内のすべての VM 用のすべてのディスクが同じデータストアに割り当てられます
（Hyper-V、Integrity VM、および ESX 3.5 は共有ディスクをサポートしません）。
共有ディスクが指定される場合、サービス内の最初の VM は後続の VM に比べて作成に長
い時間がかかります。これは、最初の VM だけが単独で作成されるためです。この作成が
完了した後、残りの複数の VM は並行して作成されます。

• リンク クローン プロビジョニングが指定されている場合（サーバー グループの設定で [リ
ンクしたサーバーのデプロイ]がチェックされている場合）サーバー グループ内のすべて
の VM 用のすべてのディスクが同じデータストアに割り当てられます。

• インフラストラクチャ オーケストレーションのテンプレートでストレージ ボリューム名
が指定されている場合、サーバー グループ内のすべての VM 用のすべてのディスクは、
そのストレージ ボリューム名に対応するデータストアに割り当てられます。

• 共有ディスク、ストレージ ボリューム名、リンク クローンがない場合、サーバー グルー
プ内の各 VM とそのディスクは、空きスペースに合わせて、別々のデータストア上で別々
のホストに割り当てられることや共通のホストと別々のデータストアに割り当てられるこ
とがあります。

仮想データ ディスクの名前は、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、
下線、およびハイフンを使って作成できます。ダブルバイト文字など、他の文字は許可されま
せん。物理データ ディスクとブート ディスクは、ローカルライズされた名前を含むことがで
きます。

ストレージ プールから VM ホスト上のディスクの除外
VM ゲストの場合、ホストにローカルなストレージではなく共有ストレージを使用します。こ
れにより、VM ゲストを別の VM ホストに移動する際、効率的に移動できます。また、仮想マ
シンのバッキング ストレージを、ハイパーバイザー システム ファイルを含むストレージとは
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別のドライブに分離するのもベスト プラクティスです。これはパフォーマンスの大幅な向上に
つながります。

インフラストラクチャ オーケストレーションのサービスでは、VM のプロビジョニングに使用
するデバイスを設定できます。設定されていない場合、IO は VM ホスト上のすべてのボリュー
ムを仮想マシン プロビジョニングの対象にします。
VM ホスト上のディスクを仮想マシンのデータストアとして扱わないようにするには、以下の
手順を実行してください。

1. CMS にログインします。
2. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\

hpio.properties ファイルにアクセスします。
3. hpio.properties ファイルで、次のセクションを見つけます。

##################### VOLUMES TO EXCLUDE ##################### # A semicolon separated list of volumes to
be excluded for the # list possible for allocation.They can be either VMware or # Hyper-V style volumes:#
e.g. /vmfs/volumes/privateStorage; /vmfs/volumes/NotHere # or C:;Y:;Z:# An entry may contain one or more
"*" characters which # represent a wildcard and will match any character.# comparison are case-insensitive.#
For example, if you had two volumes with Ids of # "/vmfs/volumes/storage1" and "/vmfs/volumes/storage2"
– # you could exclude them both with an entry of # "/vmfs/volumes/storage*".# Note:# This exclusion list
applies to all hosts.So any host that # is found to have a volume that matches an entry on the # exclusion
list - the volume will be removed and not reported # as available to that host. volume.exclusion.list =

4. Hyper-V VM ホストを設定する場合は、除外する各ドライブ文字（たとえば、
「C:;Y:;Z:」）を volume.exclusion.list プロパティに追加します。

5. VMware VM ホストを設定する場合は、除外するデータストア パス（たとえ
ば、/vmfs/volumes/privateStorage）を volume.exclusion.list プロパティに
追加します。

6. ファイルを保存します。

7. Windows サービス再起動します。 HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャ
オーケストレーション.

注記: volume.exclusion.list の値は正規表現として扱われるので、いくつかの文字、
たとえば、バックスラッシュ（\）、疑問符（?）、中かっこ {} などは特別な意味に解釈されま
す。これらの文字が通常の文字として扱われるようにするには、バックスラッシュでエスケー
プする必要があります。バックスラッシュはプロパティ ファイル構文では特殊文字なので、こ
れもエスケープする必要があります。

たとえば、ボリューム C:;Q:;\\?\Volume{1868cf92} を除外する場合は、以下の行を
volume.exclusion.list に追加します。
volume.exclusion.list=C:;Q:;\\\\\\\\\\?\\\\Volume\\{1868cf92\\}

ライフサイクル操作内の手動プロセス

インフラストラクチャ オーケストレーションのライフサイクル操作を実行するために、インフ
ラストラクチャ オーケストレーション管理者が、手動で作業を行わなければならないことがあ
ります。定義されている場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは Operations
Orchestration ワークフローを起動して、手動タスクを開始するか、ユーザーに通知するか、あ
るいは手動タスクを円滑化して、Systems Insight Manager イベントを作成します。ワークフ
ロー統合またはインフラストラクチャ オーケストレーション コンソールのインターフェイス
を使用して、手動タスクの完了を通知できます。

手動タスクは、インフラストラクチャ オーケストレーションの自動操作での一時停止の状態と
結び付けられています。以下では手動タスクの例を示します。

• ブート ディスクの割り当て 
必要な属性を持つ LUN が [サービスの作成]または [サーバーのグループへの追加]操作で使
用できない場合、ディスクの割り当てが中止され、インフラストラクチャ オーケストレー
ション管理者に通知されます。
操作は、インフラストラクチャ オーケストレーションの管理者が次の操作を行うまで一時
停止されます。
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◦ SAN 管理者と協力してストレージを作成する。

◦ ストレージを HP Matrix OE 論理サーバー管理で定義する。

◦ 操作を続行する。

操作が続行される場合、インフラストラクチャ オーケストレーションはリソースの割り当
てを再度試みます。試みが成功するかどうかは、未使用のブート LUN があるかどうかに
よります。

• 承認 
リソースが予約されると、[サービスの作成]、[サーバーのグループへの追加]、[データ ディ
スクのグループへの追加]、および [リース期間の変更]（延長のみ）の各操作は、インフラ
ストラクチャ オーケストレーション管理者の承認を待って一時停止します。インフラスト
ラクチャ オーケストレーションの管理者は、このリクエストを承認または拒否できます。
リクエストが承認されると、リクエストは続行されプロビジョニング段階に入ります。

注記: 管理者が発行したリクエストの場合は、承認が不要です。

• オペレーティング システムの手動デプロイメント 
通常、サービス テンプレートによってサーバー配備または仮想マシン ソフトウェアがサー
バーのグループに割り当てられます。ただし、サーバー配備または仮想マシン ソフトウェ
アをサーバーのグループに割り当てずにサービス テンプレートを定義することも（一般的
ではありませんが）可能です。この場合、[サービスの作成]および [サーバーのグループへ
の追加]操作は一時停止し、インフラストラクチャ オーケストレーション管理者は、この
間にオペレーティング システムを手動でデプロイできます。

• データ ディスクの割り当て 
必要な属性を持つ LUN が [サービスの作成]、[サーバーのグループへの追加]、または [デー
タ ディスクのグループへの追加]操作で使用できない場合、ディスクの割り当てが中止さ
れ、インフラストラクチャ オーケストレーション管理者に通知されます。
インフラストラクチャ オーケストレーション管理者は、次のように対応できます。

◦ SAN 管理者と協力してストレージを作成する。

◦ ストレージを Matrix OE 論理サーバー管理で定義する。

◦ 操作を続行する。

操作が続行される場合、インフラストラクチャ オーケストレーションはリソースの割り当
てを再度試みます。

この一時停止は、インフラストラクチャ オーケストレーションがストレージのプロビジョ
ニングを手動で行うように設定され、サービス テンプレートでデータ ディスクが定義さ
れている場合は、常に必要です。マルチイニシエーター NPIV ストレージ機能が有効な場
合は、必要な場合と必要ではない場合があります。

• データ ディスクのグループへの追加操作 
[データ ディスクのグループへの追加]操作によって、プライベートまたは共有データ ディ
スクが既存のインフラストラクチャ サービスに追加されます。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、プロビジョニングを行いストレー
ジが接続されているサーバーにそのストレージを割り当てます。この操作の中で、インフ
ラストラクチャ オーケストレーションは以下を実行します。

◦ リクエストの検証

◦ データ ディスクの割り当て

◦ 承認の獲得
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◦ サーバーの電源オフ

◦ 新しいディスクをサーバーに対して表示

◦ サーバーの電源オン

◦ カスタム操作の実行

◦ 通知の送信

• データ ディスクのスクラブ 
[サービスの作成]操作でオペレーティング システムの手動デプロイメントが使用される場
合、対応する [削除]サービス操作には、手動でスクラブされるディスクが必要です。イン
フラストラクチャ オーケストレーション管理者が通知を受け、そのインフラストラクチャ
オーケストレーション管理者がプロビジョニング解除中のサーバーに接続されているディ
スクをスクラブして操作を続行するまで、操作は一時停止されます。

• データ ディスクの削除 
ストレージのプロビジョニングを手動で行うようにインフラストラクチャ オーケストレー
ションを設定している場合、インフラストラクチャ オーケストレーション管理者は、サー
ビスの [削除]操作の最終段階で通知を受け取ります。インフラストラクチャ オーケスト
レーション管理者は、以下の手順を行う必要があります。

◦ Matrix OE 論理サーバー管理ストレージ プール エントリーを編集する。

◦ 手動によるデータ ディスク割り当て中に該当するストレージ プール エントリーから
追加したすべての LUN を削除して、それらの LUN をプロビジョニングで使用できる
ようにする。

インフラストラクチャ オーケストレーション テンプレートの作成

物理 ProLiant または Integrity サーバーを含むテンプレートの作成
物理サーバーを ProLiant または Integrity システムにデプロイするためのサービス テンプレート
を作成するには、以下の手順を実行してください。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション Designer を起動して
https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/designer/に移動し、[新規]をクリック
して開始します。
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2. [物理サーバー グループ] （[物理ストレージ]を含む）、および [ネットワーク]のコンポー
ネントをそれぞれ 1 つ、作業領域にドラッグします。
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3. [物理サーバー グループ]を [ネットワーク]に接続します。

4. それぞれのコンポーネントの属性を設定します。[物理サーバー グループ]を右クリックし、
[サーバー グループの編集]を選択します。[サーバー タイプ]が「物理」になっていること
を確認します。[プロセッサー アーキテクチャー]は、ストレージ プール エントリーと一
致する必要があります。

5. サーバー グループの [ネットワーク]属性を設定します。
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[ホスト名]を指定します。物理サーバーのホスト名は 3 つの部分で構成されます。最初の
部分は、このサービス テンプレートで定義します。2 番目の部分は、ユーザーのサービス
作成リクエストで指定されます。3 番目の部分は、このサーバー グループで作成される
サーバーの数に基づく数字のサフィックスです。

このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。この
文字列は、その位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ること
を示しています。リクエスト時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文
字列を使用しない場合、ホスト名が重複するためこのテンプレートは 1 度しかプロビジョ
ニングできません。ホスト名のすべての部分をできるだけ短くして、ネットワーク ホスト
名の一般的な制限内に収まるようにしてください。

たとえば、テンプレート内のホスト名の値が [matrix#] であり、補完文字列が [abc6] であ
る場合、グループ内の最初のサーバーのホスト名は [matrixabc601] となります。
IO 環境の構成に合わせて、[ネットワーク インターフェイスの割り当てタイプ]を設定しま
す。[DHCP] タイプに設定すると、IP アドレスは DHCP サーバーから取得されます。[静的]
および [自動] タイプに設定すると、ネットワーク リソース設定で設定された静的 IP アド
レスの中から IP アドレスが取得されます。

注記: Integrity デプロイメントの場合は、常に「自動」または「静的」を選択します。IO
は、HP-UX OS のデプロイメントについて DHCP をサポートしません。

ネットワーク接続は、冗長性を要求するように指定することができます。冗長性要求を選
択すると、IO は自動的に複数の NIC を同一のネットワークに設定します。VC プロファ
イルは、NIC が複数の代替 VC-Ethernet モジュールに分散されるように構築されます。IO
は、リダンダント ペアのプライマリ NIC だけに自動/静的 IP アドレスを割り当てます。
フェイルオーバー NIC には、IP アドレスの分配または割り当ては行われません。サービ
ス XML モデルには、リダンダント ペアに参加する NIC が記述され、各接続に割り当てら
れる MAC アドレスも含みます。IO は、OS レベルの自動 NIC チーミングは行いません。
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で各ネットワークに接続する順序
は、VC プロファイル内の NIC の順序を制御します。PXE は、LOM または MEZZ NIC の
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最初の 2 つのポートでのみサポートされます。Designer では、リスト内で最初（または
2 番目）にブート ネットワークが位置するような順序で各ネットワークを追加します。
アクティブ/アクティブ構成を使用する場合は、必ず、[リダンダント]フラグは選択解除し
たままにし、データセンター内の同じアクティブ/アクティブ ネットワークを表す独立し
た 2 つの Virtual Connect ネットワークを明示的に接続します。

6. [ソフトウェア]タブで、OS および追加ソフトウェアを選択します。

7. （オプション）[ロードバランス]タブで、指定した属性を含むロードバランサーをリクエ
ストし、仮想または物理サーバー グループのサーバーの間でネットワーク トラフィック
を分配します。

ロードバランサーの設定の詳細については、「ロード バランサーの設定」を参照してくだ
さい。

8. [物理ストレージ]コンポーネントを設定します。[ストレージ タイプ]は、FC-SAN です。
[ストレージ テンプレートの選択]、または [必要な属性の指定]をチェックします。これら
のオプションについて詳しくは、「物理ストレージのプロビジョニング」を参照してくだ
さい。

[ディスクは起動可能]チェックボックスを選択します。[RAID レベル]は「任意」に設定し
たままにします。

インフラストラクチャ オーケストレーション テンプレートの作成 113



ディスクへのリダンダント SAN パスの設定は、論理サーバー ストレージ プール エント
リーの設定方法によって決まります。プロビジョニングするサービスごとに、条件を満た
す 1 つ以上のストレージ プール エントリーが必要です。これらのエントリーは、リダン
ダント パスでは完全に設定される場合とされない場合があります。

9. [ネットワーク]コンポーネントを編集して、作業を完了します。
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10. 該当するネットワークを選択して、コストを指定します（オプション）。[すべてのネット
ワークの詳細表示]をクリックすると、選択したネットワークの詳細情報が表示されます。

11. [カスタマイズ可能]をクリックし、テンプレートの特定の属性の変更を可能にします。詳
しくは、「サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ」を参照してください。
（[修復可能]チェックボックスは物理サーバー グループでサポートされていないことに注
意してください）。

12. これらの手順を完了したら、[有効性確認ステータス]が緑色になっているかどうかに注意
してください。緑色でない場合は、[問題の表示]をクリックして発生している問題を解決
します。
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13. [公開]ボックスを選択し、テンプレートを指定して、[保存]をクリックします。今後、認証
ユーザーはこのテンプレートを使用してデプロイメントを行えます。

物理 VM ホストまたは ESXi VM クラスターによるテンプレートの作成
次の図に、物理 VM ホストまたは ESXi VM クラスターにプロビジョニング可能なテンプレー
トの主な機能を示します。

上記含む、テンプレートの作成方法に関して詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating
Environment Information Library （英語）のホワイトペーパー『HP CloudSystem Matrix How-To
Guide:ESXi Cluster Provisioning』を参照してください。
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ProLiant または Integrity 仮想マシンを含むテンプレートの作成
VM をデプロイするためのサービス テンプレートの作成は、物理サーバーのための手順とよく
似ています。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション Designer を起動して
https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/designer/に移動し、[新規]をクリック
して開始します。

2. テンプレート名を入力して、[仮想サーバー グループ]（[仮想ストレージ]が自動的に含ま
れます）、および [ネットワーク]コンポーネントを 1 つ、説明が表示されている領域にド
ラッグします。

3. 仮想サーバー グループをネットワークに接続します。

4. 各コンポーネントについて、コンポーネントを右クリックして必要な属性を入力します。
まず、[仮想サーバー グループ]の属性を入力してください。必須項目の入力が済んでいな
い場合は、赤色の「×」印が表示されます。
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[リンクされたサーバーとして展開]を選択してサーバー グループ内のサーバーをリンクと
してデプロイし、必要に応じてサーバーの最大数を調整します。このチェックボックスを
オンにすると、リンクされたクローン論理サーバー グループ内にある最初の論理サーバー
が、親 VM と複製（子）VM の両方を使用してプロビジョニングされます。論理サーバー
グループ内にある残りの論理サーバーは、クローン VM のみを使用してプロビジョニング
されます。リンク クローンについて詳しくは、VMware:Understanding Clones を参照して
ください。

[サーバー タイプ]が「[仮想]」になっていることを確認します。[高可用性]が選択されてい
る場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想論理サーバーを高可用性
（HA）クラスター内にある VM ホストにデプロイします。
クラスター化された VM ホストが使用できない場合、サービスは作成されません。この
チェックボックスが選択されていない状態でも、ターゲット サーバー プール内で HA VM
ホスト/クラスターしか利用できない場合は、非 HA の VM が HA VM ホストに割り当て
られます。

5. [仮想サーバー グループ]の [ネットワーク]タブに情報を入力します。
[ホスト名]を指定します。仮想マシンのホスト名は 3 つの部分で構成されます。最初の部
分は、このサービス テンプレートで定義します。2 番目の部分は、ユーザーのサービス作
成リクエストで指定されます。3 番目の部分は、このサーバー グループで作成されるサー
バーの数に基づく数字のサフィックスです。

このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。この
文字列は、その位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ること
を示しています。リクエスト時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文
字列を使用しない場合、ホスト名が重複するためこのテンプレートは 1 度しかプロビジョ
ニングできません。ホスト名のすべての部分をできるだけ短くして、ネットワーク ホスト
名の一般的な制限内に収まるようにしてください。

たとえば、テンプレート内のホスト名の値が [matrix#] であり、補完文字列が [abc6] であ
る場合、グループ内の最初のサーバーのホスト名は [matrixabc601] となります。

6. [ネットワーク インターフェイス] の [割り当てタイプ] では、IO 環境の設定方法に適合す
る設定を選びます。
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[DHCP] サブネットに接続されるサーバーに、DHCP を使用して IP アドレ
スを動的に割り当てることを示します。

[静的] サブネットに接続される各サーバーが使用する IP アドレスの割り
当てを、設計者が行うことを示します。静的 IP アドレスを使用す
ると、一度だけプロビジョニングできるテンプレートが作成され
ます。

[自動] IO が、ネットワークに設定されている静的 IP アドレス範囲から、
割り当てる静的 IP アドレスを自動的に選択することを示します。

注記: HP Integrity VM のデプロイメントには、[自動]を使用します。

7. [ソフトウェア]タブで、使用する適切なテンプレートを選択します。「Insight Control 仮想
マシン管理テンプレート」の手順を使用して作成された VM テンプレートだけがリストに
表示されます。（物理的な Insight Control サーバー配備のジョブは表示されますが、それ
らは VM の作成時の選択には使用できません。）
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Windows テンプレートを使用する場合は、Sysprep ファイルも選択できます。選択する
Sysprep ファイルは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\sysprep にあります。[変更]ボタンをクリックすると、このディ
レクトリ内のすべての Sysprep ファイルが表示されます。
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8. （オプション）[ロードバランス]タブで、指定した属性を含むロードバランサーをリクエ
ストし、仮想または物理サーバー グループのサーバーの間でネットワーク トラフィック
を分配します。

ロードバランサーの設定の詳細については、「ロード バランサーの設定」を参照してくだ
さい。

9. [仮想ストレージ]の属性を設定します。ストレージ タイプは「仮想」に設定する必要があ
ります。

ディスクがサーバー グループのブート ディスクであることを示す場合は、[ディスクは起
動可能]を選択します。
• ブート可能ディスクの場合は、VM ホスト上のマウントされたボリューム名に一致す

る [ストレージ ボリューム名]を割り当てることができます。ストレージ ボリューム
の名前は、ブート ディスクを対象にしたオプション機能です。ストレージ ボリュー
ム名は、仮想サーバー グループに接続されるすべての仮想ディスクで使用します。
VM ホスト ストレージ ボリュームの名前は、カンマ区切りで入力してください。IO
は、プロビジョニングの際に、ブート ディスクのストレージ ボリューム名と名前が
一致するストレージ ボリュームから仮想ストレージの割り当てを行います。

• ブート ディスク以外（[ディスクは起動可能]がチェックされていない場合）では、[ス
トレージ ボリューム名]フィールドは有効になりません。[ストレージ ボリューム名]
は、ブート ディスクのものと同じです。

テンプレートを選択した後、仮想ストレージのサイズが不十分な場合は、少なくともテン
プレートのサイズに達するまで追加されます。
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10. ネットワークの属性を設定します。適切なネットワークを選択するだけで済みます。その
他の指定する属性はありません。オプションで、表示されているコスト値を含めることが
できます。

11. [カスタマイズ可能]をクリックし、テンプレートの特定の属性の変更を可能にし、[修復可
能]をクリックし、ディザスターリカバリのテンプレートの特定の属性の変更を可能にしま
す。詳しくは、「サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ」および「ディザス
ターリカバリ（DR）サービスの設定」を参照してください。

12. これらの手順を完了したら、[有効性確認ステータス]が緑色になっているかどうかに注意
してください。緑色でない場合は、[問題の表示]をクリックして発生している問題を解決
します。
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13. [公開]ボックスを選択して、[保存]をクリックします。今後、認証ユーザーはこのテンプ
レートを使用してデプロイメントを行えます。

クラウド サービス プロバイダーでプロビジョニングするためのテンプ
レートの作成

業務用リソースでのプロビジョニングに加え、Matrix OE インフラストラクチャ オーケスト
レーションは次のパブリック クラウド プロバイダーへの仮想サーバーのプロビジョニングを
サポートしています。HP クラウド サービス、Amazon EC2、および Savvis。
クラウド プロビジョニングのための環境の設定またはテンプレートの作成の詳細については、
HP の Web サイト http://www.hp.com/go/matrixoe （英語）のホワイトペーパー『Cloud
bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and HP Cloud Services or Amazon
EC2』および『Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and Savvis』
を参照してください。

サービス リクエストの作成
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal では、公開されているテンプ
レートを基にインフラストラクチャ サービスを作成できます。
1. CMS デスクトップで Self Service Portal のアイコンをダブルクリックするか、ブラウザー

を開いて https://<cms-name-or-ip>:51443/hpio/portal/に移動します。

または Systems Insight Manager から[ツール]→[Infrastructure orchestration] を選択してイ
ンフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを開きます。
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2. HPIO_Users グループのメンバーであるアカウントを使ってインフラストラクチャ オーケ
ストレーション Self Service Portal にログインするか、インフラストラクチャ オーケスト
レーション コンソールにログインします。

3. [テンプレート]タブを選択し、使用できる公開済みテンプレートを表示します。
4. テンプレートを選択します。

注記: 
Systems Insight Manager が検出タスクを実行すると、論理サーバー ホスト名は、ホスト
名の先頭に VM ホスト名およびサービス テンプレート名が付けられて変更されます。た
とえば、Systems Insight Manager が検出を実行した後、IO がテンプレート mytemplate
を使用して VM ホスト VMhost1 で仮想マシン vm1 をプロビジョニングした場合、仮想マ
シンのホスト名は VMhost1_mytemplate_vm1 に変更されます。
検出タスクおよび IO での自動更新の間に遅延が生じる可能性があります。この間、仮想
マシンのホスト名は Systems Insight Manager と IO で異なります。次の IO 自動更新の後、
IO の仮想マシン名は Systems Insight Manager 名と一致するように変更されます。

5. [サービスの新規作成]をクリックします。
6. [ホスト名の補完]で、補完文字列を入力します。
7. [オプション]をクリックします。展開した [テンプレートからサービスの作成]ダイアログ

で、[サービス名]を指定し、必要なその他のオプションを設定または入力します。サービ
ス名は、このサービス作成リクエストを他と区別するために、ユーザーおよび管理者が使
用し、進行状況ログで用いられます。サービス名は、アルファベット（A～Z、a～z）、数
字（0～9）、スペース、下線、およびハイフンを使用して、最大 15 文字で作成できま
す。

テンプレートが ESX ホストまたはクラスターである場合、選択されたリソース プールは
クラスターの名前です。オプションで、データ センター名を指定します。デフォルトの
データ センター名はサービス名です。
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8. 進行状況の通知を受ける電子メール アドレスを入力します。複数のアドレスは、コンマ
（,）またはセミコロン（;）で区切ります。最後の電子メール アドレスの後ろにはセミコ
ロンを使用しません。

電子メール アドレスが指定されていない場合、電子メール通知はインフラストラクチャ
オーケストレーションのインストール時に使用されたデフォルトの電子メール アカウント
に送信されます。

9. [ホスト名]を指定します。仮想マシンのホスト名は 3 つの部分で構成されます。最初の部
分は、このサービス テンプレートで定義します。2 番目の部分は、ユーザーのサービス作
成リクエストで指定されます。3 番目の部分は、このサーバー グループで作成されるサー
バーの数に基づく数字のサフィックスです。

このテンプレートでは番号記号（#）が後で交換される文字列として使用されます。この
文字列は、その位置にホスト名の中の作成リクエストによって追加される部分が入ること
を示しています。リクエスト時に指定される交換用の文字列はオプションですが、この文
字列を使用しない場合、ホスト名が重複するためこのテンプレートは 1 度しかプロビジョ
ニングできません。ホスト名のすべての部分をできるだけ短くして、ネットワーク ホスト
名の一般的な制限内に収まるようにしてください。

たとえば、テンプレート内のホスト名の値が [matrix#] であり、補完文字列が [abc6] であ
る場合、グループ内の最初のサーバーのホスト名は [matrixabc601] となります。
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10. 適切なリソース プールを選択します。
11. [発行]をクリックします。
12. [リクエスト]タブ（またはインフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [リ

クエスト] タブ）を選択してリクエストのステータスを表示します。初期の有効性確認が
完了しリソースが予約されると、リクエストは承認を待つためにキュー内で一時停止とな
ります。

サービス作成時のテンプレート属性のカスタマイズ

サービスを作成する場合は、サーバーグループのメモリ容量およびプロセッサーの数をカスタ
マイズできます。ネットワーク名、サーバーグループの IP アドレス割り当ての種類、ネット
ワーク接続および IP アドレスをカスタマイズすることもできます。これらのカスタマイズによ
り 1 つのマスターテンプレートを基に異なる種類のサービスを作成できるため使用環境のテン
プレートの数を削減できます。

注記: サービス作成後に仮想マシンのプロセッサーの数およびメモリサイズを変更するには、
「[仮想サーバーの編集]」操作を使用します。 詳しくは、「仮想サーバーの編集操作」を参照
してください。

ネットワークのカスタマイズにより １ つの IO テンプレートで異なるネットワークへのサービ
スのデプロイができます（たとえば、テスト、開発および制作）。新しいサービスではネット
ワーク接続の追加または削除はできません; 論理サーバーグループが同様の接続もつが、接続
がカスタマイズされたネットワークを指します。
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注記: トランク ネットワーク（マップまたはトンネル）はカスタマイズできません。サービ
ス テンプレートで構成されたトランク ネットワークを他のネットワークに置き換えること、
または他のネットワークをトランク ネットワークに置き換えることはできません。
[必要な属性の指定] を選択してネットワークを指定している場合、サービスの作成時はネット
ワークをカスタマイズできません。ネットワークのカスタマイズは指名されたネットワーク上
でのみ実行できます。

カスタマイズは作成中のサービスのみに適用できます。テンプレートが変更されていません。

組織の管理者およびユーザーは組織がアクセスできるネットワークのみカスタマイズできま
す。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer のテンプレートの [カスタマイズ可能]
チェックボックスをチェックすることにより IO 設計はテンプレートがカスタマイズ可能であ
ることを示します。

インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール、organization administrator portal ま
たは self service portal のテンプレートからサービスを作成する場合は、サービスの作成オプ
ション ダイアログのカスタム属性を指定します。これらの属性は以下の形式に従う必要があり
ます：

subnet=<network-name-in-template>,<replacement-network-name>
addressingType=<logical-server-group-name>,<network-name>,DHCP |
AUTOMATIC | STATIC [,<IP address>...]
memory=<logical-server-group-name>,<new-size>MB | GB
processor=<logical-server-group-name>,<new-count>.
[カスタム属性]テキスト ボックスをクリックすると必要な形式を含むツールヒントが表示され
ます。テキストボックスにカーソルをあてると拡大表示され、テンプレートがカスタマイズで
きない場合は灰色表示されます。

たとえば,ネットワーク名を「replacement network」、ネットワークの割り当てタイプを
「static」、IP アドレスを 192.168.0.99、メモリ容量を 4GB およびプロセッサーの数を 2 つ
に変更する場合次のように入力します：

subnet=network-in-my-template, replacement-network;
addressingType=server-group-in-my-template,
second-network-in-my-template,STATIC,192.168.0.99;
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memory=server-group-in-my-template,4GB;
processor=server-group-in-my-template,2

注記: Integrity VM のネットワークの割り当てタイプの DHCP へのカスタマイズはサポートさ
れていません。

変更は「承認または拒否」メールおよびリクエスト詳細ペインで強調表示されます。カスタマ
イズ可能な属性は［テンプレート］タブに表示されます。

属性をカスタマイズする場合は ioexec  CLI または SOAP API を使用することもできます。以
下は ioexec  コマンドの例です：
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サービス作成のタイムアウト値の変更

デフォルトで、インフラストラクチャ オーケストレーションは、..\Program Files\HP\
Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties ファイルで、サー
バー作成リクエストに対して 180 分（論理）または 120 分（仮想）のタイムアウト値を設定
しています。必要な場合にはこの値を変更してください。

# Maximum number of minutes wait for a single physical #
CreateLogicalServer operation timeout.create.physical.logicalserver =
180

# Maximum number of minutes wait for a single virtual #
CreateLogicalServer operation timeout.create.virtual.logicalserver =
120

作成リクエストの開始時からではなく、実際のプロビジョニングの開始時から個々の論理サー
バーのプロビジョニングに指定時間以上かかる場合は、タイムアウトが発生します。

デプロイメントの承認と自動化
1. サービス リクエストを承認するには、Systems Insight Manager に接続し、

HPIO_Administrators グループのメンバーであるアカウントを使用してログインします。
[ツール]→[Infrastructure orchestration] の順に選択し、[リクエスト]タブを選択して保留中
のリクエスト キューを表示します。
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2. キューで [作成]リクエストを選んで、[承認]をクリックします。
ジョブは、承認を受けると自動的に構築およびデプロイメント手順に進むため、以降に操
作を行う必要はありません。

3. プロビジョニングの進行中、リクエストを生成したユーザーは、インフラストラクチャ
オーケストレーション Self Service Portal の [リクエスト]タブでデプロイメントの進行状況
を監視できます。

ジョブが完了すると、リクエストを生成したユーザーは電子メール通知を受け取ります。
Self Service Portal のリクエスト キューのステータス更新は、インフラストラクチャ オー
ケストレーション コンソールの [リクエスト]タブのステータスと同期されています。

ここまでの操作で、リクエスト作成者は仮想マシンを全面的に使用できるようになります。稼
動中のサービスは、Systems Insight Manager で認識され、インフラストラクチャ オーケスト
レーション コンソールの [サービス]タブに表示されます。
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仮想マシンの最新ステータスとリソースは、HP Matrix OE ビジュアル化ビューでも監視できま
す。（Systems Insight Manager から、[ツール]→[HP Matrix OE ビジュアル化]を選択します。）
管理者は、「新しい論理サーバーの管理」の手順に従い、新しいゲストが現在使用している IP
アドレスに対して Systems Insight Manager の検出操作を開始することができます。これによ
り、新しい仮想マシンが完全に認識されます。また、次回の検出を予定している場合は、それ
まで待つこともできます。

新しいゲストは、ネットワーク上で完全に認識されるまでは、その VM ホスト名、インフラス
トラクチャ オーケストレーション のサービス名、および仮想マシン名で構成される自動生成
の名前を使って表示されます。検出されると、すべての HP Matrix OE ビジュアル化属性が設
定されます。

インフラストラクチャ オーケストレーションによってプロビジョニングされる物理論理サー
バーの場合は、「新しい論理サーバーの管理」の手順に従って、新しくデプロイされる論理
サーバーを管理できるように Systems Insight Manager と HP Matrix OE 論理サーバー管理の準
備を整えます。

注記: 物理 HP-UX サーバーにのみ必須：物理 HP-UX サーバーのブート ディスクがインフラ
ストラクチャ オーケストレーションのサービス削除の中で消去されるようにするには、ノード
が正しいルート認証情報で正しく検出されている必要があります。正しく検出されていない場
合、インフラストラクチャ オーケストレーションのサービス削除は「失敗しました：論理サー
バーのディスク消去エラー」というエラー メッセージで失敗します。

新しい論理サーバーの管理
作成した論理サーバー（「サービス リクエストの作成」で説明しています）を管理するには、
以下の手順を実行してください。

1. Systems Insight Manager で新しい検出タスクを定義し、IP アドレスまたはホスト名で新し
い論理サーバーを検出します。DNS サーバーには正引きおよび逆引きの両方を設定しま
す。

この検出操作の前に、ESX ホストを VMware vCenter に接続する必要があります。vCenter
が新しいサーバーである場合は、Systems Insight Manager で vCenter サーバーを検出し、
検出した vCenter ノードのシステム認証情報を編集します。さらに Systems Insight Manager
の [オプション]→[VME オプション]→[VME 認証の追加または編集]メニューを選択して VME
認証情報を追加します。

検出タスクの作成方法について詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/hpsim
の『HP Systems Insight Manager ユーザー ガイド』を参照してください。
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2. Systems Insight Manager で、[ツール]→[HP Matrix OE ビジュアル化]を選択します。次に、
[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択し、HP SIM チェックボックスをチェックします。
（更新は、30 分ごとに自動で行われます。）
新しい論理サーバーがハイパーバイザー（Integrity VM ホストなど）である場合は、Insight
Control 仮想マシン管理リソースも更新してください。

3. Insight managed system setup wizard（MSSW）を使用してシステムが管理されるように設
定します。Systems Insight Manager から、[設定]→[Managed System Setup Wizard] の順に
選択します。

詳しくは、HP の Web サイト Matrix Operating Environment Information Library （英語）
にある『Insight Managed System Setup Wizard Getting Started Guide』を参照してくださ
い。

注記: 
クロステクノロジー論理サーバーは、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションに
よってサポートされていません。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション内で作
成された（サービステンプレートをデプロイすることで作成された）論理サーバーは、クロス
テクノロジー型論理サーバーとして管理できません。たとえば、物理論理サーバーが IO 内で
作成された場合、Matrix OE 論理サーバー管理を使用してそれを仮想マシンに移動することは
できません。同様に、仮想論理サーバーが IO 内で作成された場合、それを Virtual Connect を
備えたサーバーに移動することはできません。Matrix OE ビジュアル化内で、[作成]→[論理サー
バー]または[ツール]→[論理サーバー]→[インポート]を使用して作成またはインポートされた論
理サーバーのみ、物理から仮想へ、または仮想から物理へ移動できます。

クロステクノロジー論理サーバーについて詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/
jp/proliantessentials_manual にある『HP Matrix Operating Environment 論理サーバー管理 ユー
ザーガイド』および『HP Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイド』を参照
してください。

自動割り当て
割り当てとは、テンプレートに記述される論理オブジェクトに対応するリソースを探すプロセ
スのことです。インフラストラクチャ オーケストレーションテンプレートは、論理オブジェク
トと呼ばれるテンプレート コンポーネントを使って、インフラストラクチャ サービスを論理
的に指定したものです。ユーザーは、この指定に基づいて、リソースからインフラストラク
チャ サービスをプロビジョニングできます。
インフラストラクチャ オーケストレーション テンプレートでは、論理オブジェクトは属性値
または名前のいずれかで指定されます。論理サーバー グループおよびストレージは属性値で指
定され、ネットワークは名前または属性で指定されます。論理オブジェクトをリソースに対応
付けるプロセスは、インフラストラクチャ オーケストレーションの重要な機能であり、[サー
ビスの作成]リクエストなどいくつかの種類のリクエストに組み込まれています。
インフラストラクチャ オーケストレーションのコントローラーは、[サービスの作成]リクエス
トの引数を検証した後に、割り当てを行います。インフラストラクチャ オーケストレーション
がテンプレートの条件を満たすリソースを見つけることができれば、割り当ては成功します。
インフラストラクチャ オーケストレーションは、対応付けに成功すると、選択したリソースを
予約して、テンプレートが指定するインフラストラクチャ サービスをインスタンス化するため
のプロビジョニングを実行します。インフラストラクチャ オーケストレーションが必要なリ
ソースを見つけることができない場合、リクエストは失敗し、リソースは予約されず、インフ
ラストラクチャ サービスも作成されません。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、プロビジョニングの過程でも割り当
てプロセスを使用できます。この内部的な割り当てプロセスは、インフラストラクチャ オーケ
ストレーションが論理サーバーを正常にプロビジョニングできない場合に開始されることがあ
ります。このプロセスでは、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、割り当
て済みのサーバーを解除して、交換用のサーバーを見つけプロビジョニングを続行するために
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別の割り当て操作を試みます。この再割り当ても失敗した場合、作成リクエストは失敗しま
す。

論理リソースを分離して表示している場合、インフラストラクチャ オーケストレーションはテ
ンプレートを正常に割り当てられないことがあります。Matrix インフラストラクチャ オーケ
ストレーションは、ネットワークに接続される論理サーバー グループを正常に割り当てること
ができなければ、そのネットワークを割り当てられません。同様に、インフラストラクチャ
オーケストレーションは、論理サーバー グループ内のすべてのサーバーにストレージを割り当
てることができなければ、そのグループを割り当てられません。

インフラストラクチャ オーケストレーションは、割り当てのアルゴリズムを実行してリソース
を検索するとき、ネットワーク、論理サーバー グループ、ストレージの順に割り当てを試みま
す。割り当てのアルゴリズムでは、成功の可能性をできるだけ高めるために、常に、各カテゴ
リ内で最も制約の厳しい論理オブジェクトの割り当てが最初に試みられます。たとえば、テン
プレート内のすべてのネットワークを評価して、候補になるサブネットが最も少ないネット
ワークがまず割り当て対象として選ばれます。

Virtual Connect ドメイン グループは、リソース セット、つまりサーバー、ネットワーク、お
よび SAN ボリュームの境界を定義します。VC ドメイン グループ内のどのリソースも、同じ
VC ドメイン グループ内の他のリソースから認識でき接続されます。一方、VC ドメイン グ
ループ間の接続は不確定です。インフラストラクチャ オーケストレーションのアルゴリズム
は、バックトラックを行い、割り当ての候補になるソリューションを順次構築し、割り当てを
完了できない可能性があると判断した時点で部分的な各候補を廃棄することで、VC ドメイン
グループの境界を確認します。VC ドメイン グループに関連付けられたネットワークに接続さ
れている十分な数のサーバーがサブネットにない場合、ネットワークに割り当てられたサブ
ネットは廃棄されます。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、別の候補サ
ブネットを選択して、論理サーバー グループの割り当てを再試行します。別の有効な候補サブ
ネットが見つからない場合は、割り当てプロセスは失敗し、部分的なすべての予約が解除され
ます。

割り当てタスクは、同時に発行される複数の [サービスの作成]リクエストのコンテキスト内で
実行されます。2 つの割り当てが同時に発生すると、失敗する可能性があります。この問題
は、ユーザーが同じリソースを使用するソリューションを同時にプロビジョニングする場合に
発生します。そのため、インフラストラクチャ オーケストレーションは割り当てを必須のセク
ションと見なし、同時に複数の割り当てが発生しないようにします。

オペレーティング システムの自動プロビジョニング
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのオペレーティング システムの自動プロ
ビジョニングでは、SAN ブートまたはサーバー ブレードでの DAS ブートのいずれか（両方で
はない）がサポートされています。SAN からのブートを設定する場合は内部ハードディスク
ドライブを無効にする必要があります。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション
では、DAS ブートは SAN データの有無にかかわらずサポートされますが、SAN ブートは、
DAS データがある場合サポートされません。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Insight Control サーバー配備、HP Server
Automation (SA)、および Ignite-UX を使用する、SAN ブートまはた DAS ブートの OS デプロ
イメントをサポートします。（テンプレートに 5 つを超えるネットワークが含まれている場
合、Ignite-UX を使用した HP-UX のオペレーティング システム自動プロビジョニングはサポー
トされません。この場合は、オペレーティング システムの手動プロビジョニングを選択しま
す。）

Insight Control サーバー配備で、インフラストラクチャ オーケストレーションが SAN からの
ブートをサポートするには、（[HP デプロイメント ツールボックス\ハードウェア設定]フォル
ダーからの）[ProLiant システム設定（BL BFS）のデプロイ]サーバー配備ジョブがジョブ フォ
ルダー内にあることが必要です。

HP-UX を Integrity ブレードにプロビジョニングし、新しくプロビジョニングされたサーバーが
Systems Insight Manager によって検出された後、次のように新規の Systems Insight Manager
ノードが CMS ツールの実行を承認される必要があります。
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1. UI から Systems Insight Manager 検出を実行するか、またはコマンド ラインで mxnode
-a <target IP or DNS name> -w を入力します。

注記: mxnode コマンドを使用するには、プロビジョニングされたサーバーの root/<root
password> を Systems Insight Manager のグローバル認証に入力します（[オプション]→[セ
キュリティ認証]→[グローバル認証]）。

2. GUI またはコマンド ライン mxagentconfig -a -n <target IP or DNS name> -u
<user> -p <password> を使用して、Systems Insight Manager エージェントをサーバー
にデプロイします。

ここで、

<user>
は root です。
<ip>
は新規作成した Systems Insight Manager ノードの IP アドレスです。
<password>
は新規作成した Systems Insight Manager ノードのルート パスワードです。

注記: 正常にサーバーを削除し、サーバーに接続されているストレージを正しくスクラブし
て、サーバーを新しいサービスで使用できるようにするには、上記の手順を完了する必要があ
ります。

HP Server Automation (SA) の物理プロビジョニングには、これ以外の設定は必要ありません。

マルチパス ストレージへのオペレーティング システムのデプロイ
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、オペレーティング システムをマル
チパス ストレージ ボリュームにデプロイできます。Insight Control サーバー配備では、Windows
オペレーティング システムの場合サーバー配備の変更は必要ありません。ただし、Red Hat
Enterprise Linux 5.4、5.5、6.0 の場合は、[Configure Boot Environment] ジョブを編集してデ
フォルトのサーバー配備プロセスを変更します。

[Configure Boot Environment] ジョブを編集して、export kernparm=mpath カーネル パラ
メーターを追加します。ジョブを更新した後、Red Hat Enterprise Linux 5.5、5.6、6.0 をマル
チパス LUN にデプロイできます。

コストおよび課金情報の割り当ておよび取得 (チャージバック)
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの設計者は、サービスのリソースの割り
当てコストを指定できます。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションはこの割り
当てデータを収集および保存し、これらはさまざまなサードパーティ製のアプリケーションで
簡単に取り込むことができる形式で取得できます。

次に、割り当て可能なコストの種類を示します。

• 固定コスト – サービス インスタンスごとに固有です。スタートアップ コスト、ソフトウェ
アまたは管理オーバーヘッド、および継続的なメンテナンスを表します。

• サーバー割り当てコスト – サーバーのコストは次に分類されます。

メモリユニットコスト – サーバーに割り当てられている各 CPU に関連する割り当て
コスト。

◦

◦ CPU ユニット コスト – CPU ユニットあたりの割り当てコスト。

◦ サーバー ベース コスト – リンク クローンのデプロイメントや高可用性などのその他
のサービスを網羅するサーバーに関連するコストを表します。CPU およびメモリの数
に依存しない、サーバーあたりベースのコストの割り当てにも使用できます。
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• ディスク割り当てコスト – ディスク ユニットあたりの割り当てコスト（MB または GB）。
これは割り当てられているディスク スペースであり、実際のディスク スペースの消費量
ではありません。

• IP アドレス割り当てコスト – サービスで割り当てられている各アドレスに割り当てられた
コストで、仮想 IP アドレスを含みます。

• コスト頻度 – サービスに割り当てられ、すべてのリソースに継承されます。これは、前記
の各コストの再現性を表します。

チャージバック システムでは、コスト頻度あたりの分の値に基づいてコストを取得しま
す。

コスト頻度は次のように設定できます。

日 24 時間
週 7 日（168 時間）
月 30 日（720 時間）

インフラストラクチャ オーケストレーションのチャージバック機能を使用して、管理者は次の
ことを実行できます。

• サービス、論理サーバー、論理ネットワークおよび論理ディスクへの割り当てデータの
マッピング

• 論理サーバーのアップタイムのマッピング

• 特定の期間のデータのフィルタリング

• 直近の 365 日の割り当てデータの保存、および 365 日経過後の月次データのアーカイブ
割り当てデータの取得には SOAP API 拡張および chargeback コマンド ライン インターフェ
イスを使用できます。詳しくは、「API 拡張を使用したチャージバック データの取得」および
「CLI を使用したチャージバック データの取得」を参照してください。

注記: API および CLI コマンドでは直近の 365 日のデータのみを取得できます。必要に応じ
て、1 年以上経過する前に、データにアクセスできるように古いデータを必ず保存してくださ
い。

テンプレートおよびサービスの固定費の指定

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、テンプレートの設計者がサーバー、
ネットワーク、およびストレージのコスト以外に、固定費をテンプレートに追加できます。固
定費の例としては、電力コストや設置費があります。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、テンプレートの [コスト]タブをク
リックし [固定コスト]テキスト ボックスに値を入力して、固定費を入力します。
[コスト頻度]の値を選択します。これは、固定費を計算する時間間隔です。値は、月（デフォ
ルト）、週、日、時間、または指定しない、です。
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リソースのユニットあたりのコストの指定

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、サーバー グループ上を右クリック
し [構成]タブを表示します。ここで、サーバー グループのサーバー数あたりのコスト、サー
バーあたりのプロセッサー、およびメモリサイズを入力できます。

IO テンプレートでのサーバーのコストは 3 つの値に分類されます。
サーバー 1 台あたりのベース コスト CPU およびメモリ コストを除くサーバーのすべ

てのコストを含みます。使用可能な特性および種
類の特性（物理、仮想、クラウド）を含めること
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ができます。このコストは、サーバーのライフサ
イクルにおいて変化しません。

プロセッサーあたりのコスト サーバーの CPU あたりのコスト。このコストは、
サーバーのライフサイクルにおいて、ユーザが
行った変更に基づき、サーバー コストを増減させ
ます。これにより、サーバー コストとサーバー設
定を一緒に調整できます。

メモリユニットあたりのコスト サーバーのメモリユニットあたりのコスト。サー
バーに割り当てられたメモリ量に基づいて、サー
バー コストもサーバー設定への変更に対して更新
されます。

[サーバーあたりの総コスト]は次のように計算されます。
サーバーあたりの総コスト = ベース コスト + (ユニットあたりの CPU コスト * CPU ユニット)
+ (ユニットあたりのメモリ コスト * メモリ ユニット)

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、ネットワークまたはトランクを右
クリックし [構成]タブを表示します。ここでは、IP アドレスあたりのコストを入力できます。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、仮想または物理ディスクを右クリッ
クし [構成]タブを表示します。ここでは、ディスク ユニットあたりのコストを入力できます
（MB または GB）。
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パブリック クラウド プロバイダーにデプロイされたサービスのコストの指定
パブリック クラウド サービス プロバイダーにデプロイされたテンプレートは、（クラウド プ
ロビジョニングの設定を環境で行った後、[構成] タブの [クラウドで必要]をチェックすること
により）テンプレートの他のすべてのリソースと同様に、コスト値およびコスト頻度を外部リ
ソースに関連付けることができます。この値は、そのサービスについて、管理者または設計者
がユーザーに課金するコストを表し、クラウド インスタンスに関してクラウド プロバイダー
が管理者に課金する実際のコストとは関係ありません。

チャージバック コンポーネントは、サービス テンプレートのコストの割り当てに基づいて、
クラウド外部リソースのコストをレポートします。これにより、管理者および設計者はサービ
ス プロバイダーの課金（定期、固定など）およびクラウド バースト インフラストラクチャの
維持に必要なオーバーヘッドを網羅するコストを割り当てる機会が得られます。ただし、管理
者がこのコストを変更してこれらのサーバーに関するクラウド サービス プロバイダーの課金
のみをユーザーに課金したい場合、チャージバック コンポーネントはどのリソースが外部クラ
ウド プロバイダーにデプロイされているかを識別します。

サービスの課金コードの指定

サービスを作成するとき、課金コードを追加できるため、API またはデータベースを使用する
IO チャージバックまたは他のデータ マイニング ソリューションでどの組織に請求すべきかに
ついての情報を抽出できます。

[テンプレートからサービスの作成]ダイアログの [オプション]ボタンをクリックして、[支払い
コード]テキスト ボックスに値を入力し、課金コードを入力します。
非アクティブ化された論理サーバーは、コスト情報を計算するときは論理サーバーとして数え
られます。

[サービスの詳細]ページに、課金コードが表示されます。

注記: 課金コードは、コンソール以外からは変更できません。インフラストラクチャ オーケ
ストレーション Self Service Portal、およびインフラストラクチャ オーケストレーションの
Organization Administrator Portal では読み取り専用です。

課金コードの情報は、承認のための一時停止、サーバーの追加、およびディスクの追加につい
て送信される電子メール メッセージに表示されます。課金コードが入力されない場合、情報は
表示されません。
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すべてのテンプレートを対象にしたグローバル コスト単位の指定
テンプレートのグローバル コスト単位を変換するには、テンプレート設計領域の空白部分を右
クリックして、[グローバル コスト ユニットへテンプレートを変換]を選択します。このメニュー
項目は、テンプレートのコスト単位が ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties ファイルの cost.units.global.value プロ
パティで定義されるグローバル コスト単位と違う場合にのみ有効です。この違いは、次のよう
な場合に発生することがあります。

• hpio.properties ファイルで設定したコスト単位とは異なるコスト単位でテンプレート
をインポートした

• テンプレートの作成後に、hpio.properties の cost.units.global.value 値を変
更した

[グローバル コスト ユニットへテンプレートを変換]ダイアログで、[換算率]を正の 10 進数（整
数値）で入力します。たとえば、テンプレートのコスト情報がユーロ（€）で表記され、
hpio.properties ファイルで設定されているグローバル コスト単位がドル（$）の場合、現
在の為替レートと一致する変換率（1.3358 など）を入力して、テンプレートの表記をユーロ
からドルに変更できます。現在のグローバル コスト単位が $/年で、テンプレートのコスト情
報が月あたりのドルで入力されている場合は、変換率の 12 を入力して、テンプレートの表記
を月単位から年単位に変更します。

値を変更しないで、テンプレートをグローバル コスト単位に変換する場合は、「1」を入力し
ます。たとえば、グローバル コスト単位がユーロで、テンプレートの情報がユーロ単位での正
しい値を含んでいるのに表記がドル表記になっている場合は、「1」を入力してテンプレート
の表記をドルからユーロに変更します。

収集およびレポートされるチャージバックの評価基準
以下の表は、レポート評価基準およびその値を示しています。
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表 6 チャージバックでレポートされる評価基準

値評価基準

分で測定されます。リソースがインフラストラクチャ サービスに割り
当てられていた時間を表します。サービス、論理サーバー、ディスク、

割り当て時間

IP アドレスを含むインフラストラクチャ内のすべてのリソースおよび
インフラストラクチャ自体に関して収集されます。

コスト単位で測定されます。割り当て時間に割り当てコスト（分）を
乗じて表します。固定費、論理サーバー、ディスクおよびインフラス

割り当てコスト

トラクチャ内の IP アドレスを含むすべての個々のリソースおよびイン
フラストラクチャ全体に関して収集されます。

分で測定されます。論理サーバーが起動および稼働している（電源ス
テータス UP）の時間を表します。

論理サーバーのアップタイム

サービスに割り当てられます。全体のサービスのライフサイクルで 1
回考慮されます。

固定コスト

アップグレード後に収集されるチャージバックの評価基準

Matrix OE の以前のバージョンを 7.1 にアップグレードしている場合、チャージバック コン
ポーネントはデプロイされたサービスの存在を通知し、以降のアップグレード時間からチャー
ジバック評価基準の収集を開始します。これらのサービスに対し、チャージバック コンポーネ
ントは割り当て時間、アップタイム、ディスク サイズ、IP アドレスの数、およびサーバーの数
をレポートできます。

以前のバージョンのテンプレートおよびサービスには、コスト頻度は割り当てられていませ
ん。このため、既存のサービスのコストはトラックまたはレポートされず、これらのサービス
のコスト評価基準には負の値が戻されます。

7.1 へのアップグレード後、サーバー コストがアップグレードされ、サーバー コストの割り
当てが反映されます。既存の合計コストがベース コストに割り当てられ、CPU ユニット コス
トおよびメモリ ユニットコストが 0 に割り当てられます。これは、CPU およびメモリの数が
独立しており、サーバーのコストが固定されている場合のモデルです。

API 拡張を使用したチャージバック データの取得
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションには、チャージバック使用データを取得
するための API 拡張が含まれています。クライアント ソフトウェアをチャージバック サーバー
に接続し、現在および過去のサービスについてのインフラストラクチャ リソースの割り当てお
よび使用のレポートを構築できます。

チャージバック SOAP WSDL は、
https://<cms-or-ip-address>:55443/hpio/chargeback/soap/v1?wsdl にあります。
次に、チャージバック使用データの取得に使用できる API メソッドを示します。

表 7 チャージバック API メソッド

説明メソッド

選択したサービスの使用およびコスト データを返します。
毎日のインフラストラクチャの使用データの場合、period.type フラグを DAILY
に設定します。期間の要約インフラストラクチャを戻すには、period.type フ

getServicesUsagePage

ラグを PERIOD に設定します。サーバー、ディスク、および IP アドレス デー
タは、インフラストラクチャごとにまとめられます。

選択したサービスの詳細な使用およびコスト データを返します。
毎日のインフラストラクチャの使用データの場合、period.type フラグを DAILY
に設定します。期間の要約インフラストラクチャを戻すには、period.type フ

getServiceUsageDetailPage

140 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのプロビジョニングと割り当て

https://<cms-or-ip-address>:55443/hpio/chargeback/soap/v1?wsdl


表 7 チャージバック API メソッド (続き)

説明メソッド

ラグを PERIOD に設定します。各サーバーのデータ、ディスク、IP アドレスの
詳細が表示されます。

選択したサービスの集約した使用およびコスト データを返します。
期間全体に対して 1 つのエントリーと統合データを戻します。

getAggregateServiceUsage

次に、各 API の出力の例を示します。

図 2 getServicesUsagePage API の応答の例
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図 3 getServiceUsageDetailPage API の応答の例

142 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのプロビジョニングと割り当て



図 4 getAggregateServiceUsage API の応答の例

CLI を使用したチャージバック データの取得
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションには、チャージバック使用データを取得
するためのコマンド ライン ツールが含まれています。このツールはブラウザーで、または
Microsoft Excel を使用して開くことができるチャージバック データを含む xml ファイルを生成
します。

chargeback.bat ツールはデフォルトで C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\chargeback\bin にあります。

表 8 チャージバックの CLI コマンド

説明操作

選択したサービスの使用およびコスト データを返します。
毎日のインフラストラクチャの使用データの場合、period.type フラグを DAILY
に設定します。期間の要約インフラストラクチャを戻すには、period.type フ

get usage

ラグを PERIOD に設定します。サーバー、ディスク、および IP アドレス デー
タは、インフラストラクチャごとにまとめられます。

選択したサービスの詳細な使用およびコスト データを返します。
毎日のインフラストラクチャの使用データの場合、period.type フラグを DAILY
に設定します。期間の要約インフラストラクチャを戻すには、period.type フ

get detailedusage

ラグを PERIOD に設定します。各サーバーのデータ、ディスク、IP アドレスの
詳細が表示されます。

選択したサービスの集約した使用およびコスト データを返します。
期間全体に対して 1 つのエントリーと統合データを戻します。

get aggregatedusage

CLI ツールを使用するには、以下の手順に従ってください。
1. CMS 上で、コマンド プロンプトを開き <IO-installation-path>\chargeback\bin

にディレクトリを変更します（cd）。
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2. コマンド プロンプトを開き、次のコマンドを実行します。
chargeback <operation> [<general-options>] <operation-options>

（オプションの情報を確認するには、chargeback --help と入力します。）
たとえば、4 月 23 日の割り当て使用データと output.xml に送信された結果を確認するに
は、次のように入力します。

chargeback get usage -S 4/23/2012 -E 4/23/2012 -o output

3. Windows エクスプローラーから、output.xml ファイルがある
<IO-installation-path>\chargeback\bin\reports に移動します。

4. 結果を表示するには、次のいずれかを実行します。

a. output.xml をブラウザーの URL バーにドラッグし、ブラウザーでファイルを表示す
る。

b. Microsoft Excel を実行し、output.xml を開く。
c. downloaded xsl ファイルの情報を使用して output.xml ファイルを編集し、レポートを

作成する。Sample xsl ファイルは、HP Developer Resource Center for CloudSystem か
らダウンロードできます。

次に、ダウンロードした xsl ファイルを使用して getServiceUsageDetail を表示
する例を示します。

図 5 getServiceUsageDetail の出力の例
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5 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの
ストレージ管理

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、顧客の環境に適合するさまざまなス
トレージ プロビジョニング機能をサポートしています。管理者は、ストレージ プール エント
リーを手動で定義しストレージを手動でプロビジョニングすることも、Matrix Operating
Environment と HP Storage Provisioning Manager（SPM）の統合を活用することもできます。
SPM は Matrix OE の一部として自動的にインストールされます。Matrix インフラストラクチャ
オーケストレーションは、SPM と通信して、リクエスト内の要件に合致するストレージ リソー
スを検出または作成し、そのストレージを使用可能な状態にします。サービス テンプレートを
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer 内で定義する際、管理者は論理ディス
クのプロパティ（サイズ、RAID、タグなど）を手動で指定できますが、SPM で定義されたス
トレージ テンプレートを参照して適切なものを選択することもできます。
サービス プロビジョニングの中で、インフラストラクチャ オーケストレーションは論理ディ
スクの要件に合うストレージ プール エントリーを探します。見つからない場合は、（サービ
ス テンプレートの論理ディスク情報を使用して）ストレージ プール エントリーを自動的に作
成します 。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは SPM と連携して、ストレージ サービス
を提供し、ストレージに関するいくつかの操作を自動化します。SPM との対話はサービス プ
ロビジョニングの中で行うことができます。また、ストレージ プール エントリーを手動で作
成し、SPM カタログを使って実行することを望む顧客向けには事前に行うこともできます。ス
トレージ リクエストが SPM に対して行われた場合（手動または自動で作成された場合）は、
SPM ストレージ テンプレートが使われます。テンプレートはインフラストラクチャ オーケス
トレーション Designer で選択できます。選択しない場合はデフォルトのテンプレートが使用
されます。SPM はサービス カタログに基づいてリクエストを実行します。たいていは、事前
にプロビジョニングされたストレージまたはオンデマンドでプロビジョニングされたストレー
ジ（SPM ストレージ テンプレート内のポリシーに基づく）が使用されます。
詳しくは、「Storage Provisioning Manager カタログの設定」、および HP の Web サイト
Matrix Operating Environment Information Library （英語）の『HP Storage Provisioning Manager
(SPM) User Guide』を参照してください。
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注記: ストレージ プール エントリーは手動で作成することもできますが、インフラストラク
チャ オーケストレーションによって自動的に作成することもできます。どちらの場合も、スト
レージ プール エントリーは、SPM を通じて、事前にプロビジョニングされたボリュームまた
はオンデマンドのプロビジョニング（SPM で定義されたストレージ テンプレートに反映され
ている顧客の要件に基づく）を使用して実行できます。

自動生成のストレージ プール エントリーは、サービス テンプレートに定義された論理ディス
ク ストレージの要件に基づいて作成され、いくつかの規約（SPM の使用、複数のボリューム
の同一ストレージ プール エントリーへの結合、SAN ファブリックの選択など）に従います。
これらの規約に従わない特別なストレージ設定には、手動作成のストレージ プール エントリー
が適切です。次に例を示します。

• SPM が使用されない

• 他のプライベート データ ボリュームに属する別のエントリー内にブート ボリュームがあ
る

• プライベート ディスクと共有ディスクを NPIV なしで併用する

• 異なるファブリック上に複数の非リダンダント ディスクがある

• ディスクへのリダンダント パスが一般的でないファブリックの組み合わせをまたいでいる

• リダンダント ボリュームと非リダンダント ボリュームが混在する

• Virtual Connect モジュールが複数の SAN ファブリックに接続されている
Matrix がアップリンク ポートが異なる SAN に接続されている Virtual Connect モジュー
ルを使用した環境にある場合、ストレージ プール エントリーの自動生成が不十分な場合
があります。Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーションは各 VC モジュール
の代表アップリンクの 1 つを選択し、その SAN への接続を認識します（そのモジュール
の他のアップリンクを使用して SAN にアクセスすることはできません）。このような環
境では、ストレージ プール エントリーは手動で作成する必要があります（手動または
SPM を通じて引き続き実行できます）。

インフラストラクチャ オーケストレーションでは、以下ような種類のストレージ プロビジョ
ニングを利用できます。システム全体で、これらのプロセスの一部または全部を組み合わせて
使用できます。

• オンデマンドのストレージ プロビジョニング
ストレージ管理者は SPM カタログにアレイおよびストレージ プールを設定しておき、ス
トレージ テンプレートをさまざまなポリシー（それらのプールへのアクセスを含む）で定
義します。新しいボリュームは、ストレージ サービスの使用を通じて既存のプールから分
配できます（管理者によって、またはインフラストラクチャ オーケストレーションによっ
て）。プロビジョニング ポリシーは、ストレージ設計者がテンプレート要件を使用して制
御します。

オンデマンドのプロビジョニングは、HP EVA/P6000 および HP 3PAR ストレージ システ
ムでサポートされます。また、Brocade SAN 環境内での SAN 自動ゾーニングを含むこと
ができます。

注記: オンデマンドのストレージ プロビジョニングはデフォルトでは無効です。オンデ
マンドのストレージ プロビジョニングの有効化については、「SPM でのオンデマンドの
ストレージ プロビジョニングの有効化 」を参照してください。

• 事前プロビジョニングのストレージ プロビジョニング
ストレージ管理者は、ストレージ サービスの実行に使用される予定のアレイ、ストレージ
プール、およびすべてのボリュームを SPM カタログに設定しておき、それらのボリュー
ムへのアクセス権を設定します。ボリューム選択ポリシーは、ストレージ設計者がテンプ
レート要件を使用して制御します。
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事前プロビジョニングのストレージは、HP P6000/EVA、HP P9000/XP、および HP 3PAR
ストレージ システムでサポートされます。
事前プロビジョニングのストレージ プロビジョニングは、以下のような場合には使用でき
ません。

◦ SPM が設定されていない

◦ 環境がプライベート ディスクと共有ディスクを NPIV なしで併用している

◦ ブート ディスクとプライベート ディスクが別個のストレージ プール エントリーに含
まれている

ストレージ リクエストはユーザーにより手動で、または Matrix インフラストラクチャにより
自動で作成でき、ストレージ サービスのフルフィルメントのために SPM に送信されます。SPM
はオンデマンドまたは事前プロビジョニング ストレージで実行できます（ユーザーは、返され
た候補から選択する、または IO に最適な候補を選択させることができます）。
特定のストレージ ソリューション モデルおよびソフトウェア バージョンの詳細は、HP の Web
サイト http://www.hp.com/go/matrixoe/docs の『HP Storage Provisioning Manager (SPM)
User Guide』を参照してください。
SAN ボリュームが事前プロビジョニングされた後、インフラストラクチャ オーケストレーショ
ンは 2 つの異なる方法によってサーバーへの LUN の提供プロセスを自動化できます。

• マルチイニシエーター NPIV による静的 SAN ボリュームの自動化

• 動的 SAN ボリューム自動化

SPM を使用する IO による事前プロ
ビジョニングのストレージ プロビ

ジョニング
論理サーバー管理を使用する手動ス
トレージ プロビジョニング

✓静的（NPIV）

✓✓動的（SPM）

マルチイニシエーター NPIV による静的 SAN ボリュームの自動化
このプロセスの使用では、SAN ボリュームは SAN 内で 1 つ以上のイニシエーター WWN に
対して事前にマスクされています。論理サーバーは 1 つの物理 HBA ポートで複数のイニシエー
ターをサポートできます（マルチイニシエーター NPIV）。ゾーニングも事前に設定されます。
これで、Matrix OE ビジュアル化のストレージ プール内で SAN ボリュームがストレージ プー
ル エントリーとして使用可能となります。
インフラストラクチャ オーケストレーションはサービス作成時に、ストレージ プールからス
トレージ プール エントリーを 1 つ以上選択します。インフラストラクチャ オーケストレー
ションに対して表示する既存のストレージ プール エントリーは、すでにストレージ ボリュー
ムに関連付けられています（手動フルフィルメント、または SPM を介したフルフィルメント
を使用）。適切なストレージ プール エントリーがなく、SPM が使用中の場合、インフラスト
ラクチャ オーケストレーションはストレージ プールを作成し、SPM を通じて実行を試みます。
SPM フルフィルメントが失敗した場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは手動
ストレージ プロビジョニングが必要であることを示します。各ストレージ プールについて、
インフラストラクチャ オーケストレーションはそれぞれのストレージ プール エントリーに関
連付けられているイニシエータ ―WWM を検証して、サーバーに対する必要な割り当てを実
行します。これにより、ストレージ プール エントリーによって定義される SAN ボリューム
ターゲットのセットに対して SAN 内のサーバーが表示されるようになります。
このプロセスは、OS のプロビジョニングの中で、既存の SAN 管理インターフェイスにアク
セスすることなく、サーバーに対してブートとデータのストレージを別々に表示できるという
利点があります。この方法は、Virtual Connect 管理対象サーバーに限定されます。
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注記: Integrity 以外のサーバーの場合、NPIV はデフォルトで有効です。
ストレージの自動プロビジョニングにプライベート ディスクと共有ディスクの両方を使用する
Integrity サーバーの場合には、NPIV を手動で有効にします。..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties の
npiv.integrity.enabled=true を設定して、Integrity サーバーの NPIV サポートを有効に
します。（npiv.integrity.enabled プロパティはデフォルトでは false に設定されていま
す。）

動的 SAN ボリューム自動化
より動的な環境では、事前プロビジョニングされた SAN ボリュームで LUN マスキングを適切
に調整できます。また、SAN ボリュームを適切な LUN マスキングを用いてオンデマンドでプ
ロビジョニングすることもできます。

事前プロビジョニングを使用する場合、SAN ボリュームは SPM 内であらかじめ作成されてい
ますが、1 つ以上のイニシエーター WWN に対してマスクされていません。ゾーニングはあ
らかじめ設定されている必要があります。SAN ボリュームは SPM ストレージ カタログ内で使
用可能になると、Matrix OE ビジュアル化のストレージ プールにストレージ プール エントリー
として表示されます（手動作成のストレージ プール エントリー用に事前に表示されるか、イ
ンフラストラクチャ オーケストレーションが自動でストレージ プール エントリーを生成する
場合にはサービス プロビジョニングで表示される）。
サービス作成時に、インフラストラクチャ オーケストレーションは適切なストレージ プール
エントリーの検出を試みます。ストレージ プール エントリーは、論理サーバーのストレージ
要件（SAN ボリュームの個数、サイズ、RAID レベル、OS タイプ、冗長性、オプションで 1
つ以上のタグのセット）を完全に満たす必要があります。上記のマルチイニシエータ ―NPIV
の方法とは異なり、インフラストラクチャ オーケストレーションは SPM を通じて自動 LUN
マスキングとホスト モード割り当てを行うことができます。インフラストラクチャ オーケス
トレーションはこれによって、OS のプロビジョニング中にブートとデータのストレージを別々
に表示することができます。また、1 つのストレージ プール エントリーを別々の論理サーバー
上で再使用できます。これは、論理サーバーの要件に基づいてホスト モードも動的に設定でき
るからです。

適切なストレージ プール エントリーが検出されない場合、インフラストラクチャ オーケスト
レーションは SPM を通じてストレージ プール エントリーを作成しリクエストの実行を試みま
す（SPM ストレージ テンプレート ポリシーに基づいて、事前にプロビジョニングされたボ
リュームと照合するか、オンデマンドのプロビジョニングを使用します）。戻されたストレー
ジ プールは、適切なイニシエーター WWN へのマスキング/提供も含め、プロビジョニング
されるサービスの要件を満たしています。

このプロセスは Virtual Connect が管理するサーバーでのみサポートされます。この手法では、
SAN ボリューム インベントリおよび LUN マスキングの操作を実行できるように、SAN 管理
者がディスク アレイ管理インターフェイスへの制限付きアクセスを許可する必要があります。
さらにオンデマンドのプロビジョニングを使用する場合は、ボリューム作成操作と、SAN ゾー
ニングのための Brocade SAN 管理 SMI-S 計測へのアクセスも許可される必要があります。ス
トレージ管理者は SPM を使用してストレージ テンプレート内でポリシーを指定できます。SPM
では、ストレージ管理者がストレージ テンプレートを作成し、その中に、サイズ（限度）、
RAID レベル（使用するレベル、または避けるレベル）、タグ、事前プロビジョニングされた
SAN ボリュームとオンデマンド プロビジョニングの使用、シン プロビジョニングの使用（ま
たは、これを使用しない）、などのさまざまなポリシーを含めることができます。SPM カタロ
グのエントリーは事前プロビジョニングされた SAN ボリュームを表し、操作を詳細に制御で
きます（LUN マスキングとホスト モードの変更をサポートしている場合と、していない場合
があります）。これにより、サーバー管理者にストレージ アレイにアクセスするための Admin
パスワードを与えるよりも、ずっと詳細な制御を行うことができます。
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手動ストレージ プロビジョニング
手動ストレージ プロビジョニングは、Matrix OE ビジュアル化 論理サーバーの管理 [変更]→[論
理サーバー ストレージ プール]画面および SPM を使用して実行できます。
手動ストレージ プロビジョニングは、論理サーバー用にストレージが事前プロビジョニングさ
れていない場合、またはストレージの一部しか事前プロビジョニングされていない場合に使用
されます。インフラストラクチャ オーケストレーションは、サービス作成時にストレージ リ
ソースを検索して割り当てようとします。ストレージ プール エントリーは、論理サーバーの
ストレージ要件（SAN ボリュームの個数、サイズ、RAID レベル、OS タイプ、冗長性、オプ
ションで 1 つ以上のタグのセット）を完全に満たす必要があります。
ストレージ リソースが見つからない場合は、リクエスト全体が一時停止され、管理者が手動で
必要なストレージをプロビジョニングします。管理者は Operations Orchestration が生成する
電子メール メッセージで通知を受け取ります。この電子メールには、プロビジョニング中の
サービスと必要なストレージ リソースの詳細が含まれます。管理者がストレージ プロビジョ
ニング プロセスを完了すると、リクエストが再度アクティブ化されて続行可能となります。
IO 管理者がストレージ リクエストを SPM に発行し、その候補が戻されなかった場合、実行さ
れなかったリクエストは SPM 内に表示されます。ストレージ管理者が適切なストレージを要
件に合わせて作成する（適切な SAN ゾーニングも行う）と、SPM でリクエストが実行されま
す。

IO が、自動生成されたストレージ プール エントリーのストレージを見つけられない場合、そ
のストレージ プール エントリーは削除されています。 管理者はストレージ リクエストを手動
で満たすか、SPM 内でストレージを調整することができます。たとえば、ストレージ プール
エントリーの作成を再度試行する前に、カタログのボリュームを増やす、アレイをインポート
する、テンプレートを変更する、などを行って、SPM を通じてリクエストを満たします。

Matrix OE ビジュアル化での SAN に接続されたストレージの手動作成
Matrix OE ビジュアル化において SAN に接続されたストレージ プール エントリーを手動で作
成するには、以下の手順を実行してください。

1. Systems Insight Manager がターゲット エンクロージャーを正しく検出していることを確
認します。

2. VCEM でターゲット エンクロージャーを含む Virtual Connect ドメイン グループを作成し
ます。

3. Matrix OE を更新して、VCEM との同期を取ります。Matrix OE を更新するには、次の手
順を実行します。

a. Systems Insight Manager を使用して、[ツール]→[HP Matrix OE ビジュアル化]の順に
選択します。次に、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択します。
[サーバー リソース情報の更新]ページが表示されます。

b. [Virtual Connect Enterprise Manager（VCEM）]および [ストレージ プール エントリー]
を選択して、[更新]をクリックします ｡
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4. [変更]→[論理サーバー ストレージ プール]の順にクリックします。

5. [ポータビリティ グループ]リストで、ターゲット Virtual Connect ポータビリティ グルー
プを選択します。
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ストレージ プール エントリーの追加または変更の方法について詳しくは、[ストレージ プール
の管理]画面のヘルプ、または HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual の『HP Matrix Operating Environment 論理サーバー管理 ユーザーガ
イド』を参照してください。

Matrix OE ビジュアル化でのストレージ プール エントリーの事前定義
以下の例では、Linux SAN ボリュームを選択してストレージ プール エントリーを構築してい
ます。

Matrix OE ビジュアル化で[変更]→[論理サーバー ストレージ プール]を選択します。[ストレー
ジ プールの管理]画面では、ターゲット ポータビリティ グループ（この場合は Virtual Connect
ドメイン グループ）が選択され、新しいストレージ プール エントリーが追加されています。

画面でポートおよびボリュームの情報を指定し、ストレージ プール エントリーを保存します。
これは、今後のサービス プロビジョニング リクエストで使用することができます。
SPM カタログ エントリーによってこのエントリーが認証されると、インフラストラクチャ オー
ケストレーションはストレージ プール エントリーの LUN マスキングおよび必要に応じてホス
ト モードを動的に調整できます。要件を満たすボリュームが事前プロビジョニングされておら
ず、使用しているテンプレートでオンデマンド プロビジョニングが有効である場合、SPM は
適切なストレージを作成できます（さらに、Brocade SAN 環境で自動ゾーニングを実行できま
す）。

Matrix OE ビジュアル化での使用事例およびストレージの管理方法の詳細については、HP の
Web サイト Matrix Operating Environment Information Library （英語）のホワイトペーパー『HP
Storage Provisioning Manager (SPM) User Guide』、『HP Matrix Operating Environment 論理
サーバー管理 ユーザーガイド』、および『Faster storage provisioning in an HP BladeSystem
Matrix and Insight Dynamics environment』を参照してください。

ストレージ タグの作成
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、ストレージ プール エントリーの [タ
グ リスト]から選択されたタグと、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で提
供される論理ディスク タグとの照合を行います。

重要: 論理ディスク タグがテンプレート設計で指定されている場合、まったく同じタグを持
つボリュームのみが割り当てられます。論理ディスク タグ情報が指定されていない場合、割り
当てプロセスはストレージ ボリューム タグを無視します。
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ストレージ タグを作成するには、以下の手順を実行してください。
1. Systems Insight Manager を使用して、[ツール]→[HP Matrix OE ビジュアル化]の順に選択

します。

2. [変更]→[論理サーバー ストレージ プール]を選択します。
[ストレージ プールの管理]ページが表示されます。

3. [タグの管理]をクリックします。
[ストレージ タグの管理]ページが表示されます。

4. ストレージ タグと、オプションで説明を追加します。
ストレージ タグは、すべてのストレージ プール エントリーの [タグ リスト]に表示されま
す。ストレージ プール エントリーの横の [変更]をクリックし、タグ名の横のチェックボッ
クスをチェックしてタグをストレージ プール エントリーに関連付けます。
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Storage Provisioning Manager カタログの設定
動的 SAN ボリューム自動化を使用するには、1 つ以上のアレイにアクセスできるように SPM
を設定します。SPM を起動するには、インターネット ブラウザーを開き、https://localhost:8000
にアクセスします。ここで、「localhost」はプライマリ CMS の名前です。

注記: デフォルトで、Matrix OE は、「localhost」 のホスト指定を使用して SPM サービスの
検索および通信を実行します。クラスター環境で Matrix OE から SPM を使用するには、C:\
Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa\lsa.properties ファ
イルを編集します。

SPM_HOST=localhost プロパティを SPM_HOST=<cluster FQDN> に変更します。

左側のツリー ビューで [アレイ]を選択して、右下部の [アレイのインポート]をクリックしま
す。[アレイタイプの選択]画面が表示されます。

管理対象アレイでは、SPM によって、プロパティ情報の収集、ホストモードの変更、LUN マ
スキングの実行、オンデマンド プロビジョニングなど特定のストレージ操作を実行できます。
管理されていないアレイは、ホスト モードの変更および LUN マスキングのための自動化メカ
ニズムやオンデマンド プロビジョニングの実行をサポートしません。事前提示される SAN ボ
リュームは、XML ファイルを通じて管理対象外のストレージとして SPM と通信でき、これに
より、あらかじめ設定されたカタログのストレージ プール エントリーに一致するカタログ エ
ントリーを作成し、インフラストラクチャ オーケストレーションによる使用に適した論理サー
バー ストレージを提供します。
SPM はポートされるストレージ ソリューション（P6000/EVA、HP 3PAR ストレージ システ
ム、P9000/XP など）と適切な通信を行うデバイス管理層をサポートします。
SPM は既定のサポートを拡張するために使用できる拡張メカニズムを備えています。詳しく
は、HP の Web サイト Matrix Operating Environment Information Library （英語）の『HP Storage
Provisioning Manager (SPM) User Guide』を参照してください。
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以下のように、インポートするアレイ（3PAR F & T シリーズ アレイなど）の接続情報を指定
します。

インポートするアレイを 1 つ以上選択します。アレイのインポート後、アレイに表示されてい
る SAN ボリュームを確認して選択し、カタログに追加するボリュームを選択します。
各アレイについて、設定を選択します。

重要: セキュリティ グループに [Matrix Security Group] を選択します。

154 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのストレージ管理



左側のナビゲーション バーで [ボリューム]を選択し、インポートするボリュームを選び、[ボ
リュームのインポート]を押します。

SPM カタログが設定された後、以下を行うことができます。
• 事前プロビジョニングされたストレージを引き続き使用する（追加の手順は必要ありませ

ん）

• インフラストラクチャ オーケストレーションがストレージ プール エントリーを自動生成
できるようにする（追加の手順は必要ありません）

• オンデマンドのストレージ プロビジョニングを有効にする（「SPM でのオンデマンドの
ストレージ プロビジョニングの有効化 」を参照してください）

• Matrix OE ビジュアル化のストレージ プール エントリー画面を使用してストレージ プー
ル エントリーを事前定義し、SPM からインポートされたボリュームを参照する 1 つ以上
のプール エントリーを構築する（「Matrix OE ビジュアル化でのストレージ プール エン
トリーの事前定義」を参照してください）

SPM でのオンデマンドのストレージ プロビジョニングの有効化
オンデマンド プロビジョニングを有効化する方法には、以下の 2 つがあります。
• [HP Matrix Default Storage Template] で有効にします。オンデマンド プロビジョニングは、

論理サーバーの管理からのすべてのリクエスト、手動で論理ディスク情報を指定する IO
からのリクエスト、および HP Matrix Default Storage Template が選択されたリクエストに
適用されます。オンデマンド プロビジョニングの有効化は、通常、容量の制約（256GB
以下など）と共に行われます。この制約はデフォルト テンプレートを使用するすべてのリ
クエストに適用されます。これにより、オンデマンドでプロビジョニングされるボリュー
ムのみに制約を適用し、事前プロビジョニングされるボリュームには適用しないようにす
ることができます。

• 新しくテンプレートを作成し、その新規テンプレートでオンデマンド プロビジョニングを
（容量の制約とともに）有効化します。オンデマンド プロビジョニングは、このストレー
ジ テンプレートを選択した IO サービス テンプレートで使用されます。

重要: これらの変更はすべての同様のリクエストに影響を及ぼすため、デフォルトの Matrix
テンプレートを変更する場合は注意してください。たとえば、テンプレートの最大サイズを
100GB に設定した場合、100GB を超えるボリュームを持つ SPM を通じて手動パスを実行す
ることはできません。同様に、すべての手動リクエストのオンデマンド プロビジョニングを有
効化する場合は、デフォルト Matrix テンプレートを変更して行います。オンデマンド プロビ
ジョニング ボリュームの容量ボリュームが 500 GB を超えないようになど容量を強制的に制
約できますが、事前プロビジョニングされるボリュームには制限がありません。
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オンデマンドのストレージ プロビジョニングの有効にするには、以下の手順を実行してくださ
い。

1. Storage Provisioning Manager にログインします。オンデマンドのストレージ プロビジョ
ニングを有効化するには、ストレージ管理者である必要があります。

SPM を起動するには、インターネット ブラウザーを開き、https://localhost:8000 にアク
セスします。ここで、「localhost」は使用中の CMS の名前です。

2. [ストレージ サービス]の下の [テンプレート]タブを選択します。
3. テンプレートのリストで [HP Matrix Default Storage Template] を探して選択します。また

は、[テンプレートの作成]をクリックして新しいテンプレートを作成します。

4. [テンプレートの編集]をクリックします。
5. [テンプレートの編集]ダイアログで、[読み取りのみの要件]タブを選択します。
6. テンプレート読み取り専用要件の中の [Resource Existence] 要件を選択します。

7. [編集]をクリックします。
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8. レベルを [必要] から [推奨]に変更します。[既存のボリュームの使用]が選択されているこ
とを確認します。

9. [OK] をクリックして、[要件の編集-Resource Existence] ダイアログを終了します。
10. [OK]（または [適用]）をクリックします。

物理ストレージのプロビジョニング
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、プロビジョニングに使用可能なスト
レージ ボリュームをインフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ストレージ]
タブに表示します。ストレージ プール エントリーでもあるボリュームは、 Matrix OE ビジュ
アル化- [論理サーバー ストレージ プール] の変更ページにも表示されます。
サービスのプロビジョニング中に、インフラストラクチャ オーケストレーションは適切なスト
レージ プール エントリーを検索し、何も見つからなかった場合はエントリーを作成できます。
自動生成ストレージ プール エントリーは、pre-provisioned カタログ ストレージ プールのエン
トリー、またはオンデマンドでプロビジョニングされたストレージのどちらかを使用して SPM
で実行されます。

物理論理サーバーごとに、インフラストラクチャ オーケストレーションは最大 16 個のデータ
ディスクをサポートします。

サービス テンプレートは、[ストレージテンプレートの選択] を使用してストレー
ジを定義

ストレージ設計者は HP Storage Provisioning Manager（SPM）を使用してストレージ テンプ
レートを作成し、すべてのストレージ プロビジョニング リクエストで使用することができま
す。SPM を使用すると、ストレージ設計者はストレージ テンプレート定義の中にポリシーを
カプセル化し、各種の要件（たとえば、特定の RAID レベル、容量の制約、またはシン プロビ
ジョニングの使用が推奨と必須のどちらであるか）を指定することができます。

これらのストレージ テンプレートは、サービス テンプレートで論理ディスクを定義するとき
にインフラストラクチャ オーケストレーション Designer で確認および選択できます。また、
論理ディスク属性を手動で定義することもできます。どちらの場合でも、リクエストを実行す
るストレージは、あらかじめプロビジョニングしておくこと、または SPM を使用してオンデ
マンドで新しく作成することができます。

選択したストレージ テンプレートの要件は、ユーザーが変更または追加したすべての要件と組
み合わされ、プロビジョニング プロセスが満たす目標を形成します。
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注記: ストレージ テンプレートの指定は、要件と一致する既存のストレージ プール エント
リーが存在しない場合にのみ、SPM でのストレージの実行にのみ使用されます。
インフラストラクチャ オーケストレーションに既存のストレージ プール エントリーではなく
ストレージに SPM を強制的に使用させるには、使用可能な一致するストレージ プール エント
リーが存在しないことを確認します。これを行う 1 つの方法は、ストレージ プール エントリー
に関連付けられていないが、SPM のボリュームまたはストレージ プールに関連付けられてい
るストレージのタグを選択することです。

ストレージ設計者は SPM の中で、必要とされる保護の度合い（たとえば、Windows ブート
ディスク、HP-UX ブート ディスク、トランザクション ログ用の LUN、各種アプリケーション
用の LUN）を満たすポリシーを表す、ストレージ テンプレートのセットを作成します。SPM
はオンデマンドでストレージ ボリュームを作成し、適切なプレゼンテーション ステップとゾー
ニング ステップを実行します。ストレージ設計者は、「[Resource Existence]」 要件をテンプ
レートの読み取り専用要件として定義することにより、オンデマンドのプロビジョニング機能
を使用する範囲を決定します。「[Resource Existence]」 を必須のものとして設定し、「[Use
Existing Volume]」 を選択して必須のものにした場合は、オンデマンド プロビジョニングは使
用されず、リクエストを満たすために既存のボリュームのみが使用されます。

重要: 連携 CMS 環境で使用するようにセカンダリ CMS を設定した場合は、SAN ストレー
ジボリューム がそれぞれ 1 つの HP Storage Provisioning Manager によってのみ管理されるよ
うにします。(ストレージ アレイは複数の SPM によって共有することができます。)
サービス テンプレートで物理ストレージを設定するときは、[HP Matrix Default Storage Template]
を選択し、オプションで追加の属性を定義することをおすすめします。

CMS はそれぞれが個別の HP Matrix Default Storage Template を持っており、各テンプレート
は独立しています。インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で表示されるデフォ
ルト ストレージ テンプレートは、プライマリ CMS のデフォルト ストレージ テンプレートで
す。ただし、ストレージの自動プロビジョニングはテンプレートをデプロイする CMS 上で検
出されたテンプレートに基づいて行われます。

HP Matrix Default Storage Template ではなく、ユーザー定義のストレージ テンプレートを選択
する場合は、同じ SPM サーバーがすべてのボリューム定義に使用されます。1 つの SAN スト
レージ ボリュームを複数の SPM または CMS によって管理すると、予測不可能な結果が生じ
る場合があります。

サービス テンプレートは、[必要な属性の指定] を使用してストレージを定義
サービスのプロビジョニングにおいて、インフラストラクチャ オーケストレーションはサービ
ス テンプレート定義で指定された SPM ストレージ テンプレートを使用します。また論理ディ
スク プロパティが手動で指定された場合は、SPM であらかじめ定義され、Matrix OE に統合
されている [HP Matrix Default Storage Template] を使用します。サービス テンプレートで指定
した必要な属性は、HP Matrix Default Storage Template の中で定義されているすべての要件と
組み合わされます。

あらかじめ定義された HP Matrix Default Storage Template は最小限の制約を記録していて、任
意の容量、RAID レベル、プレゼンテーション要件、またはタグを許容し、あらかじめプロビ
ジョニングされたストレージを必要とします。SPM を使用して HP Matrix Default Storage
Template を編集するか、コピーして追加のテンプレートを作成することができます。
デフォルトで、「Resource Existence」は HP Matrix Default Storage Template の中で必須のもの
として設定されるので、手動で定義したすべてのストレージ リクエストを満たすために既存の
ボリューム（事前にプロビジョニングされたストレージ）のみが使用されます。この中には、
（[必要な属性の指定]を選択して）サービス テンプレートに対して論理ディスク情報を指定す
ること、または Matrix OE ビジュアル化 論理サーバーの管理の中でストレージ プールのエン
トリーを手動で作成し、SPM を使用して実行することが含まれます。
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「Resource Existence」を変更して、手動で指定したすべてのストレージに対してオンデマンド
プロビジョニングを有効にする方法については、「SPM でのオンデマンドのストレージ プロ
ビジョニングの有効化 」を参照してください。

注記: HP Matrix Default Storage Template に対して加えた編集は、手動で指定したすべての
ストレージに適用されます。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer でサービス テンプレートを設定すると
きにストレージ テンプレートを選択すると、ストレージ テンプレートのデフォルト要件によっ
て、設定しているストレージの必要な属性が定義されます。これらの値を変更すること、およ
びストレージ テンプレートで定義されていなかった付加的な値を追加することもできます。
SPM ストレージ テンプレートを定義する場合は、[説明] フィールドを使用して要件を要約し
ます（テンプレートが RAID 1 および RAID 5 をサポートしている場合など）。この説明はイ
ンフラストラクチャ オーケストレーション Designer で設計者に対して表示されます。IO で特
定の SPM ストレージ テンプレートを使用している場合は、ストレージ テンプレートの容量、
RAID、およびタグ要件に注意してください（[説明] フィールドにあります）。これらの要件、
または正しくプロビジョニングされない可能性のあるストレージと競合する値を指定しないで
ください。

以下のようなストレージ要件を手動で定義できます。

• ディスクの [名前]

• [個々のディスク サイズ]は、ギガバイト（GB）単位でのディスクのサイズです。物理
（SAN）ディスクの場合、この属性は、指定されている値以上の容量を備える SAN ディ
スクの検出に使用されます。（物理ストレージの場合、MB×1,000=GB。）

• [GB あたりのコスト]は、ギガバイトあたりの推定コストの数値です。

• [RAID レベル]は、特定の RAID レベルか、「任意」を指定します。RAID レベルを指定する
場合は、その選択肢は、サービス割り当て時に Matrix OE のストレージ ボリュームのプ
ロパティと比較されます。一致する RAID レベルを持つ SAN ボリュームのみが、そのテ
ンプレートのプロビジョニングを満たすために使用されます。

• [ディスクは起動可能]は、ディスクがサーバー グループのブート ディスクであることを示
します。

• [ディスクへリダンダント SAN パス]は、ディスクへのリダンダントパスをディスクが持つ
ことを示します。ディスクがブート ディスクの場合、選択するソフトウェアは、内蔵マル
チパス ソフトウェアを含むイメージでなければなりません。

• [ディスクはサーバー全体で共有]は、このディスクが、グループ内のすべてのサーバーで
共有されるデータ ディスク（ブート ディスクではない）であることを示します。

• [タグ]では、Matrix OE 論理サーバー管理によって定義されているタグのリストから、1 つ
または複数のタグを選択できます。ストレージ タグは、Matrix OE インベントリ（または
SPM ストレージ カタログ）内にある、対応する SAN ストレージボリュームと比較する目
的で使用されます。タグ セットは、IO によってあらかじめ定義されることも、制限され
ることもありません。

• [タグの追加]では、コンマ区切りのタグ リストを入力できます。

注記: サービス割り当ての中で、指定されたタグは、既存の Matrix OE ストレージ プー
ル エントリーで条件に合う適切な割り当てを検出するために使用されます。または、新し
く作成されるストレージ プール エントリーの実行のために SPM に渡されます。一致する
タグを持つ SAN ボリュームのみ（事前プロビジョニングされているか、オンデマンドで
作成される）が、その IO テンプレートのプロビジョニングを満たすために使用されます。
タグ フィールドを空白にすると、その IO テンプレートに関するプロビジョニング オプ
ションが拡張されます。
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仮想ストレージのプロビジョニング
[構成] タブのインフラストラクチャ オーケストレーション Designer [仮想ストレージ]コンポー
ネントでは、仮想ストレージに接続されているサーバー グループ内の各サーバーのブート可能
ディスクまたはデータ ディスクを設定できます。

注記: 仮想マシン論理サーバーのすべてのストレージ ボリュームは、同じデータストアの一
部である必要があります。ファイル ボリュームは仮想マシンの設定ファイルと同じディスク上
に作成されます。

以下のような仮想ストレージ要件を手動で定義できます。

• ディスクの [名前]

• [個々のディスク サイズ]はディスクのサイズです。単位（メガバイトまたはギガバイト）
も指定します。仮想ディスクの場合は、この値によりディスクの実際のサイズが設定され
ます。（仮想ストレージの場合、MB×1024=GB。）

• [GB あたりのコスト]は、ギガバイトあたりの推定コストの数値です。

• [ディスクは起動可能]は、ディスクがサーバー グループのブート ディスクであることを指
定します。

ブート可能ディスクの場合は、VM ホスト上のマウントされたボリューム名に一致するス
トレージ ボリューム名を割り当てることができます。[ストレージ ボリューム名] が一致
しない場合は、仮想ストレージを手動で割り当てることができます。論理サーバー用に設
定されたデータ ディスクは、ブート ディスク用に設定された名前を継承します。
ブート ディスク以外（[ディスクは起動可能]がチェックされていない場合）では、[スト
レージ ボリューム名] フィールドは有効になりません。ストレージ ボリューム名は、ブー
ト ディスクのものと同じです。

• [ディスクはサーバー全体で共有]は、このディスクがデータ ディスクであること（ブート
ディスクではないこと）、そしてそれがグループ内のすべてのサーバーで共有されること
を指定します。

• [ストレージボリューム名]は、接続されているサーバー グループに仮想ストレージを割り
当てる目的で使用される VM ホスト ストレージ ボリュームを指定する、コンマ区切りの
リストです。（これは、[物理ストレージ] タグを使用して物理サーバーにストレージを割
り当てる際に使用するストレージ ボリュームの指定と似ています。）[ストレージボリュー
ム名]を設定または編集できるのは仮想ブート ディスクのみです。ただし、ブート ディス
クに対して指定したボリューム名は、データ ディスクを含め、サーバー グループに接続
されているすべてのディスクに適用されます。

[ストレージ ボリューム名]は、単純な VMware ESX データ ストア名（「ClusterStorageOne」
など）、単純な Hyper-V データ ストア名（「S」など）、または HP-UX 共有論理ボリュー
ム グループ（「/dev/slvm_disk1」など）にできます。1 つまたは複数のボリューム名を
指定する場合は、テンプレートをプロビジョニングするときに、これらの名前に一致する
ボリュームのみが対象になります。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのストレージ予約
および割り当ての方法

サービス作成のプロセスでの重要な手順として、サービス テンプレートが必要とするすべての
リソースを予約するフェーズと割り当てるフェーズがあります。このセクションでは、スト
レージ アルゴリズムでのストレージの予約および割り当ての規則を説明します。
以下の規則が順次に適用されます。1 つの規則は、部分的一致とすることはできません。一致
とするには、規則定義の全体が一致する必要があります。各規則は、最初にブート ディスクで
の一致の検出を優先的に行います。

1. 論理サーバーのブート ディスク定義に完全に一致するブート ディスクのみを含むストレー
ジ プール エントリー（SPE）を見つけます。
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a. 上記のブート ディスクが見つかったら、論理サーバーのデータ ディスク定義に完全
に一致する追加の SPE を 1 つ以上見つけます。

結果：規則 1 と 1a の両方が一致した場合、一致した SPE を含むサーバーをプロビジョニ
ングします。それ以外の場合は、一致する SPE を別の構成内で引き続き探します。

2. ブート ディスク予約が単一の SPE と独立したデータ ボリューム エントリーで満たされな
い場合は、論理サーバーのブート ディスク要件とプライベート データ ディスク要件の両
方と完全に一致する単一の SPE を探します。（共有データ ディスクはそれぞれ独自のス
トレージ プール エントリーに含まれる必要があります。）
結果：規則 2 に一致する SPE が見つかった場合、一致した SPE を含むサーバーをプロビ
ジョニングします。

3. ブート ディスクの予約がまだ満たされない場合は、論理サーバーのブート ディスク定義
のみに完全一致する単一の SPE を探します。（これは規則 1 で検出される SPE と同じ場
合があります。）

結果：一致するブート ディスクがあった場合は、データ ディスクのストレージをプロビ
ジョニングするために規則 5 に進みます。

4. ブート ディスクの予約がまだ満たされない場合、Matrix OE は、SPM を通じて自動的に
行われる、ブート ディスクとプライベート データ ディスクを含む SPE の自動作成を試み
ます。

結果：ブート ディスクが依然として満たされない場合は、リクエストを一時停止し、ブー
ト ディスクとデータ ディスクの手動ストレージ プロビジョニングをリクエストする電子
メール アラートを（Operations Orchestration ワークフローを使用して）生成します。サー
ビスが共有データ ディスクを含む場合、Matrix OE は必要に応じて別々の SPE を作成し、
SPM を通じての実行を試みます。
ブート ディスクとデータ ディスクのリクエストが行われたが、手動ゾーニングが必要な
ことを SPM が示している場合は、リクエストを一時停止し、該当するディスクの手動ス
トレージ ゾーニングをリクエストする電子メール アラートを（Operations Orchestration
ワークフローを使用して）生成します。ストレージ管理者がストレージのゾーニングを行
い、SPM の XML ファイルを編集します。この後、リクエストは再開されます。このとき、
Matrix OE は特定された SPE を使用します（上記のアルゴリズムを繰り返すことはありま
せん）。

5. ブート ディスクが予約され、データ ディスクの予約がまだ満たされていない場合、Matrix
OE は、SPM を通じて行われる、データ ディスク用 SPE の自動作成を試みます。
結果：データ ディスクがまだ実行されていない場合は、リクエストを一時停止し、データ
ディスクの手動ストレージ プロビジョニングをリクエストする電子メール アラートを
（Operations Orchestration ワークフローを使用して）生成します。
ブート ディスクとデータ ディスクのリクエストが行われたが、手動ゾーニングが必要な
ことを SPM が示している場合は、リクエストを一時停止し、該当するディスクの手動ス
トレージ ゾーニングをリクエストする電子メール アラートを（Operations Orchestration
ワークフローを使用して）生成します。ストレージ管理者がストレージのゾーニングを行
い、SPM の XML ファイルを編集します。この後、リクエストは再開されます。このとき、
Matrix OE は特定された SPE を使用します（上記のアルゴリズムを繰り返すことはありま
せん）。

6. ストレージ プロビジョニングの一時停止されたすべてのリクエストについて、管理者はス
トレージ プール エントリーを手動で作成し、手動での実行、または SPM を通じての実行
（リクエストを事前にプロビジョニングされたストレージと照合するか、有効化されてい
る場合はオンデマンド プロビジョニングを使用）を試みることができます。ストレージ
ゾーニングのために一時停止されているリクエストは、ストレージ管理者が手動でスト
レージのゾーニングを行い、そのゾーニングを反映するように SPM XML ファイルを編集
した後で再開されます。
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注記: 手動ストレージ プロビジョニングのために一時停止されたリクエストを続行する場
合、インフラストラクチャ オーケストレーションは、予約アルゴリズムに再入し、論理サー
バーのブート ディスクおよびデータ ディスクの両方の要件を満たすために同じロジックを適
用します。

SPM を通じて実行される場合、IO はそのジョブ ステータスを監視します。完了したら、サー
ビス リクエストでそのストレージを使用します。手動ストレージ ゾーニングのために一時停
止されていたリクエストを続行する場合、インフラストラクチャ オーケストレーション アル
ゴリズムは、すでに SPM を通じて実行された適切な SPE（ゾーニングが行われ、使用に適切
な状態になっている）を使用します。

ストレージ要件を満たす操作は、上記の手順を使用して以下の優先順位で実行されます。

1. 試行：マルチイニシエーター NPIV による静的 SAN ボリューム自動化（各ボリュームは
別個の SPE 内にある）

2. 代替手段：LUN マスキングによる動的 SAN ボリューム自動化（複数の SPE 内で複数のボ
リュームを結合）

a. 既存の SPE を検索する
b. 見つからない場合、SPE を自動生成し、SPM を通じての実行を試みる

3. 代替手段：手動ストレージ プロビジョニング
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6 Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションで
のマルチテナンシ

異なるテナント間でデータ センターのリソースを動的かつ安全に共有することを可能にするマ
ルチテナンシは、各組織に仮想インフラストラクチャ オーケストレーション システムを提供
することで実現されています。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、テ
ナントは組織として認識されます。.
詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/matrixoe （英語）の 『Multi-Tenancy in
HP Matrix OE Infrastructure Orchestration』および『HP CloudSystem Matrix Step-by-Step Guide:
Multi-tenancy』 を参照してください。

組織の概要
組織の仮想インフラストラクチャ オーケストレーションシステムは、以下の特長を持つ企業体
を想定しています。

• インフラストラクチャ オーケストレーションシステムを使用してサービスを作成すること
を希望する多数のユーザー、またはユーザーからなるグループが所属している。

• リソース、活動、およびユーザーに関する情報を組織内で秘密に保ち、他の組織による干
渉から保護することを必要とする。

異なる組織が使用する仮想 IO システムの間には、情報セキュリティとプライバシーがありま
す。組織からサービス プロバイダーまたは CMS へのアクセス手段はありません。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションには、サービス プロバイダー、および組
織という 2 つのレベルがあります。

• サービス プロバイダー
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは単一の恒久的なサービス プロバイ
ダー（基本的には、以前のバージョンの IO システム）を含みます。サービス プロバイ
ダーは以下の役割を持ちます。

◦ サービス プロバイダーの管理者
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを使用します。また、
すべての組織のインフラストラクチャ オーケストレーションの Organization

–

Administrator Portal とインフラストラクチャ オーケストレーション Self Service
Portal にログインできます。

– IO システムおよびそのすべてのリソースにフルアクセスして制御できます。

– インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールでの組織作成と組織へ
のリソースの割り当てを担当します。

– プールを作成して、サービス プロバイダーのユーザーをプールに割り当てること
ができます。
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◦ サービス プロバイダーの設計者
インフラストラクチャ オーケストレーション Designer にアクセスして、サービス プ
ロバイダーおよび組織で使用するテンプレートを作成、修正、および公開できます。

◦ サービス プロバイダーのユーザー
インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal にログインし、公開
済みテンプレートを使用してプロビジョニング リクエストを開始できます。

• [組織]
サービス プロバイダーの管理者はインフラストラクチャ オーケストレーション コンソー
ルを使用して組織を動的に作成し、組織がリソースを利用できるようにします。詳しく
は、「組織の作成」および「組織へのリソースの追加」を参照してください。

組織ごとに、CMS 上で Microsoft Windows の 2 つのグループが作成されます。

◦ <organization-id>_Administrators は、インフラストラクチャ オーケストレーショ
ンの Organization Administrator Portal を使用して、その組織の仮想 IO システムを管
理します。

◦ <organization-id>_Users は、基本的にはサービス プロバイダーのユーザーと同
じです。ただし、組織のユーザーのアクセスと制御の対象は、その組織の仮想 IO シ
ステムに割り当てられたリソースに限られます。

詳しくは、「組織へのユーザーの割り当て」を参照してください。

インフラストラクチャ オーケストレーションのマルチテナンシにおけ
るセキュリティ

インフラストラクチャ オーケストレーションでのマルチテナンシは、1 つの組織の情報が他の
組織に渡ることがないことを保証します。表 9 「サービス プロバイダーおよび組織の管理者/
ユーザーに表示されるリソース」および表 10 「サービス プロバイダーおよび組織の管理者/
ユーザーに表示される情報」は、リソースおよび情報がどのようにフィルターされるのかを示
しています。

リソースへのアクセス

インフラストラクチャ オーケストレーションでのリソースへのアクセスは階層的になっていま
す。サービス プロバイダーの管理者はリソースへの無制限のアクセスを持ち、各組織がリソー
スを利用できるようにすることができます。組織内では、組織の管理者が、組織のユーザーに
よる演算リソースへのアクセスを制御します。

サービス プロバイダーの管理者は、サービス プロバイダー ユーザーをテンプレートに割り当
てます。ただし、組織の管理者は組織ユーザーをテンプレートに割り当てることができませ
ん。組織のユーザーは、その組織に割り当てられているすべてのテンプレートへのアクセス権
を持っています。

Windows ユーザーは、サービス プロバイダー ユーザーと組織ユーザーの両方になる可能性が
あります。この場合、Windows ユーザーが Self Service Portal にログインすると、ユーザーは
自身に割り当てられたテンプレートへのアクセス権を持ちます。Windows ユーザーが
Administrator Portal をログインすると、ユーザーは組織に割り当てられたすべてのテンプレー
トへのアクセス権を持ちます。
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表 9 サービス プロバイダーおよび組織の管理者/ユーザーに表示されるリソース

組織のユーザー/
グループによるア
クセス

組織の管理者によ
るアクセス

サービス プロバ
イダーのユー
ザーによるアク
セス

サービス プロバイ
ダーの管理者によ
る制御組織リソース

組織の管理者に
よって組織に割り

サービス プロバ
イダーの管理者に

公開されている
場合に表示され

1 つ以上の組織に
割り当てる、サー

インフラストラク
チャ オーケスト

インフラストラ
クチャ オーケス

当てられている場よって組織に割りる。アクセス制ビス プロバイレーショントレーション テ
ンプレート 合に表示される

（公開済みのみ）
当てられている場
合に表示される

限が有効な場合
は、公開済み

ダーのユーザー/
グループによるア
クセスを制限する

Designer を使用し
て IO 設計によっ
て作成される （公開済みか未公で、かつそのテ

開かにかかわら
ず）

ンプレートが
ユーザー/グルー
プに割り当てら
れている場合に
表示される

組織の管理者に
よって組織に割り

サービス プロバ
イダーの管理者に

制限なし1 つ以上の組織に
割り当てる1

IO によって作成
または検出され
る。サービス プ

ネットワーク

当てられている場
合に表示される

よって組織に割り
当てられている場
合に表示される

ロバイダーの管理
者によって編集可
能

組織に割り当てら
れ、組織の管理者

サービス プロバ
イダーの管理者に

リソースがサー
ビス プロバイ

サービス プロバ
イダー側で維持す

IO によって検出
される

演算リソース
（物理サー

によってそのリよって組織に割りダー レベルで維るか、1 つの組織
に割り当てる

バー、VM ホス
ト、ESX リソー ソースを含むプー当てられている場

合に表示される
持され、サービ
ス プロバイダース プール、およ ルにユーザーが割
の管理者によっびクラウド リ

ソース）2
り当てられている
場合に表示されるてそのリソース

を含むプールに
ユーザーが割り
当てられている
場合に表示され
る

個別のストレージ
タグを各組織に割

Matrix OE によっ
て自動的に生成さ

ストレージ プー
ル エントリー

り当てる。論理れる、またはサー
ディスクのタグとビス プロバイ
ストレージ プーダーの管理者に
ル エントリーのよって Matrix OE
タグを照合する、論理サーバー管理
または IO テンプと、オプションで
レート内のタグをStorage
使用して適切なProvisioning
SPM ストレージManager を使用

して作成される テンプレートを選
択する

1 IO は VLAN 間のアクティブなファイアウォールを含みません（または除外します）。
2 物理サーバー ブレードのストレージ管理はサービス プロバイダーの管理者のみが実施できます。

情報のセキュリティ

以下の表は、サービス プロバイダーの管理者、サービス プロバイダーのユーザー、組織の管
理者、および組織のユーザーのそれぞれに表示される情報を示しています。

サービス プロバイダーの管理者とユーザーは、その組織に関連するメッセージのみ確認できま
す。情報がストレージを通じて 1 つの組織から別の組織に渡るのを避けるため、インフラスト
ラクチャ オーケストレーションはサービスを削除するときにブート ディスクとデータ ディス
クの両方をスクラブします。
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サービス プロバイダーの管理者のみがインフラストラクチャ オーケストレーション CMS に
ログインし、他のテクノロジー（論理サーバーの管理、Systems Insight Manager など）と、詳
細なインフラストラクチャ オーケストレーション ログにアクセスできます。

表 10 サービス プロバイダーおよび組織の管理者/ユーザーに表示される情報

組織のユーザー（Self
Service Portal を使
用）

組織の管理者
（Organization
Administrator Portal
を使用）

サービス プロバイ
ダーのユーザー（Self
Service Portal を使
用）

サービス プロバイ
ダーの管理者（コン
ソールを使用）情報

表示不可：
他のユーザー

組織に割り当てられ
たユーザーとグルー
プ
表示不可：
他の組織

表示不可：
他のユーザー

各組織に関連付けら
れた Windows ユー
ザーとグループ

ユーザー1

そのユーザーから、
またはユーザーがメ
ンバーとして所属し
ているすべての組織
から発信されたメッ
セージ

組織のすべてのユー
ザーのリクエストか
らのメッセージ

ユーザーのリクエス
トからのメッセージ

制限なしリクエストのメッ
セージ

そのユーザーによっ
て作成されるサービ
ス

組織のすべてのユー
ザーによって作成さ
れるサービス

そのユーザーによっ
て作成されるサービ
ス

制限なしサービス2

1 ユーザーは複数の Windows グループに所属できます。つまり、通信の外で情報共有が発生する可能性があります。
2 サービス名は 1 つの組織内では一意でなければなりませんが、別の組織では同じ名前を使用できます。ただし、組
織によって使用されている名前を使ってサービス プロバイダーの管理者またはユーザーがサービスを作成すること
はできません。

組織の作成
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [組織]タブを使用して、サービス
プロバイダーの管理者は組織を作成する必要があります。この作成後、組織の管理者はインフ
ラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal にログインできる
ようになります。

組織を作成するときに、各組織には固有の名前、および org< 数字から成る文字列 > という
形式の固有の識別子が割り当てられます。組織の識別子は、CMS 上に存在して組織の管理者
とユーザーを格納しているローカルの Windows グループで、名前の一部として使用されます。
組織の名前を変更するときも、組織の識別子は変化しません。

組織を作成するには、以下の手順に従ってください。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [組織]タブで、[作成]をクリッ
クします。[組織の作成]ページが表示されます。
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2. [組織名]に、新しい組織の名前を入力します。
3. [追加]をクリックします。
4. （オプション）組織の管理者を追加します。ローカル ユーザー、Windows の Active

Directory（AD）ユーザー、または Windows の AD グループの名前を入力し、[ユーザーの
追加]または [グループの追加]のどちらか適切なものをクリックします。

5. （オプション）組織のユーザーを追加します。ローカル ユーザー、Windows の AD ユー
ザー、または Windows の AD グループの名前を入力し、[Add User] または [Add Group]
のどちらか適切なものをクリックします。

6. [閉じる]をクリックします。
組織を削除するには、組織に対して演算リソースが何も割り当てられていないこと、およびす
べてのサービスが削除されていることが必要です。

組織の削除
組織を削除するには、組織に対して演算リソースが何も割り当てられていないこと、およびす
べてのサービスが削除されていることが必要です。

1. インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal の [サー
ビス]タブで、組織のユーザーによってプロビジョニングされたすべてのサービスを削除し
ます。

組織の削除 167



2. インフラストラクチャ オーケストレーションの Organization Administrator Portal の [サー
ビス]タブで、すべてのサーバー プールを未割当プールに移動します。インフラストラク
チャ オーケストレーション コンソールの [サーバー]タブにプールが表示されます。

3. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで、すべてのテンプレート、ネッ
トワーク、サーバー プールを組織から割り当て解除します。

4. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [組織]タブで組織を削除しま
す。

組織へのユーザーの割り当て
インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを使用して、サービス プロバイダー
の管理者は <organization-id>_Administrators グループと <organization-id>_Users
グループを、既存のローカル Windows ユーザーを追加することによって設定します。CMS が
Windows ドメインの一部である場合、すでに存在している Active Directory ユーザーとグルー
プを、<organization-id>_Administrators グループと <organization-id>_Users グルー
プに追加することもできます。

高可用性（HA）CMS が新しいノードにフェイルオーバーすると、各組織の
<organization-id>_Administrators グループと <organization-id>_Users グループはそ
の新しいノードに自動的に作成されます。現在アクティブなノードに対して有効でないグルー
プは削除されます。

注記: サービス プロバイダーの管理者が <organization-id>_Administrators グループま
たは <organization-id>_Users グループを Organization Administrator Portal 以外から（た
とえば、Windows の [ローカル ユーザーとグループ] から）変更する場合は、Matrix インフラ
ストラクチャ オーケストレーションが Systems Insight Manager で実行されている必要があり
ます。実行されていない場合、すべての変更はインフラストラクチャ オーケストレーションの
再起動時に失われます。

Organization Administrator Portal 以外から何らかの変更を加えた後は、ioexec sync
Organizations を実行するか、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\hpio.properties ファイルの organization.sync.interval
の値に基づいて IO が変更を自動的に同期するのを待ちます。デフォルトは、600 秒（10 分）
です。

組織へのリソースの追加
サービス プロバイダーの管理者は、インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール
の [組織]タブで演算リソースを組織に割り当てます。
新しく作成した組織には、デフォルトで [メンテナンス]プールと [未割当]プールが含まれてい
ます。

重要: 組織への割り当てを行うには、演算リソースはサービス プロバイダーの未割当プール
の中に存在している必要があり、使用中であってはなりません。

組織に割り当てた後は、演算リソースはその組織の未割当プールの中に表示されます。[組織]
タブでは、組織からリソースを削除することもできます。それら削除された演算リソースは、
サービス プロバイダーの未割当プールに移動されます。
サービス プロバイダーの管理者は以下について割り当てと割り当て解除を行うことができま
す。

• 一連の演算リソース。ここで、演算リソースとは、仮想マシン ホスト、物理ブレード、
ESX リソース プール、またはクラウド リソースを指します。
複数の組織で単一の演算リソースを共有することはできません。

サービス プロバイダーおよび組織の管理者はリソース プールを作成できます。演算リソー
スは、使用中ではなく未割当プールにある場合に、組織に割り当てたり、割り当てを解除
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したりすることができます。組織の未割当プールのみがサービス プロバイダーの管理者に
表示されます。

1 つのクラスター内のすべてのノードをサービス プロバイダー レベルに維持するか、同
じ組織に割り当てることをおすすめします。

• 一連のネットワーク。

ネットワークを複数の組織に割り当てることができます。複数の組織でネットワークを共
有することはインフラストラクチャ オーケストレーションでは禁止されていません。これ
はサービス プロバイダーのポリシーとして決定できます。サービス プロバイダーの管理
者はネットワークを 1 つ以上の組織に割り当てられます。使用中のネットワークを組織か
ら割り当て解除できます。既存のサービスに影響はありませんが、組織のユーザーはその
ネットワークを使用するサービスを作成できなくなります。サービス プロバイダーのポリ
シーでネットワーク共有を禁止する場合は、ネットワークが他の組織に再割り当てされる
前に、そのネットワークを使用するすべてのサービスを削除する必要があります。

詳しくは、「VLAN 分離のためのネットワークの組織への割り当て」を参照してください。

• 一連のインフラストラクチャ オーケストレーションテンプレート。
IO テンプレートを複数の組織に割り当てることができます。

リソースの割り当てまたは割り当て解除を行うには、以下の手順を実行してください。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [組織]タブで、組織を選択し
ます。組織名は、右の [組織]リスト内で表示されます。

2. [サービスプロバイダー]リストから、演算リソース、ネットワーク、またはテンプレート
を選択します。

サービス プロバイダーの未割当プール内にあり使用中でない演算リソースのみ、移動でき
ます。

3. ツリーを展開して 1 つ以上のリソースを選択し、左の [サービスプロバイダー]リストで 1
つのリソースを選択し、右矢印をクリックします。この操作により、選択したリソースが
右の [組織]リストに移動され、そのリソースが組織に割り当てられます。リソースを選択
して左矢印をクックすると、組織からリソースが割り当て解除されます。

リソースの選択を続けるには、矢印を使用して組織へのリソースの割り当てを調整しま
す。
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4. [保存]をクリックします。

VLAN 分離のためのネットワークの組織への割り当て
異なる Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのネットワークを各組織に割り当
てることにより、物理ホストまたは仮想ホストのいずれかのプロビジョニングでの VLAN 分離
が実現します。

IO テンプレートが定義されている場合、特定のネットワークを選択する代わりに属性を使用
してネットワークを指定できます。属性の 1 つはネットワーク名です。命名規則を使用して、
テンプレートは名前の一部でネットワークを呼び出すことができ、サービスの割り当て中に組
織に適切なネットワークが割り当てられます。次に例を示します。

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールタブで、VLAN の
organization_1_Production を organization_1 に、organization_2_Production を
organization_2 に割り当てます。

2. インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、テンプレートを作成し、次の
ようにネットワークを指定します。

a. [ネットワークの設定] タブで、[必要な属性の指定] を選択します。
b. 「割り当て名のヒント」に「_Production」を指定します。

organization_1 にサービスが作成されると、ネットワークは organization_1_Production にバイ
ンドされます。

organization_2 にサービスが作成されると、ネットワークは organization_2_Production にバイ
ンドされます。

注記: [必要な属性の指定] を選択してネットワークを指定している場合、サービスの作成時
はネットワークをカスタマイズできません。ネットワークのカスタマイズは指名されたネット
ワーク上でのみ実行できます。
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7トラブルシューティング
CMS 設定の確認

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションでは、CMS の設定に関わる問題の特定と
解決に役立てるために、vseassist ツールと Systems Insight Manager 診断メニューが使用されま
す。[CMS 構成のチェック] タスクは、CMS の構成を確認します。このタスクを実行するには、
Systems Insight Manager メニューから[診断]→[のトラブルシュート Matrix OE]→[CMS 構成の
チェック]を選択します。また、システムへのインフラストラクチャ オーケストレーションの
インストール時には、インフラストラクチャ オーケストレーションの設定およびリソースを利
用できるどうかについての一連のチェック機能を実行してインフラストラクチャ オーケスト
レーションの設定の問題を特定することができます。

IOAssist には独自のコマンド ライン インターフェイスがあります。ただし、IOAssist は主に
vseassist で使用されます。この際、Systems Insight Manager インターフェイスまたは vseassist
コマンド ライン インターフェイス（vseassist -c）が使用されます。vseassist について詳
しくは、vseassist（1M）のマンページおよび Matrix Operating Environment のヘルプ システム
を参照してください。

構文

ioassist [–f <filter>] [–o <output type>]
ioassist —g <group id> [–f <filter>] [–o <output type>]
ioassist —c <check id> [–d] [–f <filter> ] [–o <output type>]
ioassist —L <locale>

ここで、

• [–f <filter>] はレベルごとに出力をフィルターします。有効なエントリーは ALL、
PASS、INFO、WARN、および FAIL です。

• [–g <group id>] は、特定グループへのチェックを実行します。

• [–d] は、依存性チェック全体の実行を強制します（必ず —c と一緒に使用されます）。

• [–c <check id>] は、提供されたチェック識別番号によって識別されるチェックの検証を
実行します。

• [–L <locale>] は、出力を該当する言語（英語で出力したい場合は en、日本語は ja）で
表示します。

• [–o <output type>] は、デフォルトまたは XML の形式で出力を表示します。

• [–l ]は、使用可能なチェックおよびグループ、または指定されたグループに使用可能な
チェックをリストします。

• [–h ]は、ヘルプを表示して終了します。
例：CLI でのすべてのチェックの実行
..\Documents and Settings\Administrator>ioassist -g all
HP IO Assist tool Executing checks...Checking group all ----------------------------------- Check:HP IO Database
Responsiveness Result:PASS Actions:----------------------------------- Check:HP SIM Responsiveness in Primary
CMS Result:PASS Actions:----------------------------------- Check:HP IO And Domain User Groups Configured
Result:WARN Actions:There are no users or user groups in HPIO_Users group in the Primary CMS.Assign a valid
user or user group to the HPIO_Architects group.There are no users or user groups in HPIO_Users group in the
Primary CMS.Assign a valid user or user group to the HPIO_Users group.(...) Amount of checks executed:xx

CMS 設定の確認 171



インフラストラクチャ オーケストレーションで提供されるチェック

説明名前

CMS が連携環境で正常に通信しているかどうかを検証
します。

IO CMS の通信

データベース通信のインフラストラクチャ オーケスト
レーション設定ファイルを検証します。

IO データベースの応答性

インフラストラクチャ オーケストレーションと Systems
Insight Manager の間の通信を検証します。

IO の応答性

Windows で、インフラストラクチャ オーケストレーショ
ンのユーザー グループが基本操作用に正しく設定されて
いるかどうかを検証します。

IO ユーザー グループの設定

Systems Insight Manager で、インフラストラクチャ オー
ケストレーションのユーザー グループがインフラストラ

HP SIM での IO ツールボックスの設定

クチャ オーケストレーションの操作用に正しく設定され
ているかどうかを検証します。

インフラストラクチャ オーケストレーションと仮想マシ
ン管理の間の通信を検証します。

Insight Control 仮想マシン管理ソフトウェアの応答性

Systems Insight Manager での仮想インフラストラクチャ
サーバーの設定を検証します。

Virtual Infrastructure Server の設定

デプロイメント サーバーがオペレーティング システム
の自動デプロイメントに使用可能であるかどうかを検証
します。

デプロイメント サービス

インフラストラクチャ オーケストレーションが論理サー
バー管理と通信可能であるかどうかを検証します。

Logical Server Management の通信

インフラストラクチャ オーケストレーションで、少なく
とも 1 つのネットワークが、プロビジョニング用のパラ

IO ネットワークの設定

メーターの最小要件を満たして正しく設定されているか
どうかを検証します。

インフラストラクチャ オーケストレーションのユーザー
プール（仮想および物理）でのリソースの可用性を確認
します。

IO ユーザー プールの設定 - リソースの可用性

インフラストラクチャ オーケストレーションのプールに
割り当てられているユーザーがいるかどうかを確認しま
す。

IO ユーザー プールの設定 - プールに割り当てられてい
るユーザー

構成された各組織のネットワーク、リソース プール、
ユーザー プール、ユーザー グループ、およびテンプレー
トを確認します。

組織、プール、ネットワーク、ユーザー、およびテンプ
レート

Operations Orchestration で設定されている使用可能な
インフラストラクチャ オーケストレーション ワークフ
ローを確認します。

Operations Orchestration ワークフローの設定

仮想ソフトウェアのカスタマイズが、オペレーティング
システムの自動デプロイメント向けに正しく設定されて
いるかどうかを確認します。

仮想ソフトウェアのカスタマイズ

公開済みの有効なインフラストラクチャ オーケストレー
ション テンプレートがあるかどうかを確認します。

使用可能な公開済み IO テンプレート

各 VCDG で物理プロビジョニング向けに使用可能なス
トレージ プールがあるかどうかを確認します。

VCDG に割り当てられているストレージ プール

プロビジョニングできる物理ネットワーク、仮想ネット
ワーク、および混合ネットワークがあるかどうかを確認
します。

使用可能なネットワーク
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説明名前

インフラストラクチャ オーケストレーション操作に使用
可能な仮想サーバーおよび物理サーバーがあるかどうか
を確認します。

サーバーの可用性

デプロイメント サーバーにオペレーティング システム
の自動デプロイメント用のソフトウェアが含まれている
かどうかを検証します。

使用可能なソフトウェア

構成されているクラウド キャパシティ プールがあるこ
とを確認し、プールの数を表示します。

クラウド キャパシティ プールの構成

使用可能なクラウド キャパシティ イメージがあること
を確認し、イメージの数を表示します。

クラウド キャパシティ プールで使用可能なソフトウェ
ア イメージ

IO が作成したが管理できなくなったと考えられるクラ
ウド サーバーをチェックし、これらの不明なクラウド
サーバーの名前が表示されます。

管理できなくなったクラウド サーバー

IO が作成したが管理できなくなったと考えられるファ
イアウォール（セキュリティ グループ）をチェックし、

管理できなくなったクラウド ファイアウォール

これらの不明なファイアウォールの名前が表示されま
す。

各チェックが実行されると、以下のステータス インジケーターのうちの 1 つが表示されます。
• PASS - 設定に問題はありません。

• FAIL - 深刻な設定上の問題が検出されました。正常な操作のめには解決する必要がありま
す。

• WARN - 設定上の問題があります。この問題によって、必ずしも操作上問題が発生するわ
けではありませんが、機能によっては操作が制限される場合があります。

• N/A - チェックはこのタイプのシステムに該当しません。

IOAssist 実行のタイムアウト

ioassist でのチェックがインフラストラクチャ オーケストレーションと通信できず、
TimeoutException を生成する。

問題

VM ホストの詳細についての仮想マシン管理の応答が遅延しました。
各 IOAssist チェックのデフォルトのタイムアウト値は 2 分です。タイムアウトの発生は、検証
されたコンポーネント（インフラストラクチャ オーケストレーション、そのサブシステムまた

考えられる原因

はパートナー）が応答していない、使用可能でない、または応答しているが想定外の時間がか
かっている、のいずれかを意味します。

IOAssist のタイムアウトからは、コンポーネントが想定される応答時間内に応答しないという
ことがわかるだけです。必ずしもコンポーネントが使用不可であるということではありません。
IOAssist のエラー メッセージには、これ以外の理由が表示されます。

次のいずれかを選択します。アクション

• ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
ioassist.properties で、timeout.await を 120 秒より大きい値に設定します。

• Windows のコマンド プロンプトで、ioassist コマンドを実行します。

連携 CMS の手動での有効化
連携 CMS 環境には、インフラストラクチャ オーケストレーションを実行する 1 つのプライマ
リ CMS と、Matrix OE を実行する 1 つまたは複数のセカンダリ CMS が含まれます。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション連携 CMS 環境は、新規インストール時に
デフォルトで有効になる。新規インストールの最後の段階で、Insight Management のインストー
ラーが以下を表示する。

問題
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警告 — HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは正常にインストールされまし
たが、連携 CMS 機能が有効化されませんでした。連携 CMS を有効にする方法については、
『HP Matrix infrastructure orchestration User Guide』を参照してください。

インストール時に CMS の IP アドレスが CMS の FQDN に正しく名前解決できなくなり、イン
ストーラーが CMS の IP アドレスを managed_cms_list プロパティに追加しています。ただ
し、managed_cms_list は、CMS の FQDN で設定する必要があります。

考えられる原因

連携 CMS 環境では、正引き DNS 検索によって CMS ホスト名が IP アドレスに解決されます。
さらに、プライマリ CMS では、各セカンダリ CMS を正引きおよび逆引き DNS 検索で解決で
きる必要があります。

アクション

1. 各システムの FQDN を使用して、すべての DNS 検索を解決できることを確認してくださ
い。

2. 連携 CMS を手動で有効にします。詳しくは、「連携 CMS 環境の設定」、および HP の Web
サイト Matrix Operating Environment Information Library （英語）の『HP Matrix Operating
Environment Federated CMS Overview』ホワイト ペーパーを参照してください。

サービスの作成

物理サービスの作成

同じ Virtual Connect ドメイン グループでサーバーおよびネットワークを割り当てできない

同じ Virtual Connect ドメイン グループでサーバーおよびネットワークを割り当てるこ
とができません。より多くの利用可能なサーバーが必要か、メモリサイズ、ディスク領域およ
びプロセッサー数要求に対して既存のサーバーと一致していません。

障害メッセージ

予約に失敗した理由：考えられる原因

• 作成リクエストで参照されたサーバー プールに、適切なサーバーが十分になかった。

• 使用可能と見なされる 1 台以上のサーバーが、実際にはメンテナンス プール内にあった。

• 参照されたユーザー サーバー プール内の 1 台以上のサーバー ブレードに、プロファイルが
すでに割り当てられていた。

アクション • テンプレートのすべてのサーバー、ストレージ、およびネットワーク要件を考慮に入れて、
作成リクエストで参照されているインフラストラクチャ オーケストレーションサーバー プー
ルに適切なサーバーが十分にあることを確認してください。

• 以前にプロビジョニングが失敗して、サーバーがメンテナンス プールに移動されていないか
どうかを確認します。「clean-me」論理サーバーを確認してください。サーバーがある場合
は、手動でクリーンアップを実行してください。「手動クリーンアップ プロセス（物理）」
を参照してください ｡

• これらの手順で問題を特定できない場合は、インフラストラクチャ オーケストレーションに
よって空きと見なされている各サーバー（ブレードのみ）に、Virtual Connect プロファイル
が割り当てられていないことを確認してください。確認するには、インフラストラクチャ
オーケストレーション内の利用可能な（「使用中」ではない）各サーバー ブレードを識別し
て、以下の手順に従ってください。

1. Systems Insight Manager から、[ツール]→[内蔵コンソール]→[Virtual Connect Enterprise
Manager] を選択します。

2. [サーバー プロファイル]タブを選択して、サーバー ブレードに関連付けられたプロファ
イルを割り当て解除します。

3. Matrix OE ビジュアル化の画面で、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択して、Matrix
OE を構成し、変更を有効にします。

4. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [サーバー]タブで、円形の緑
色の矢印アイコン（[サーバー リソースを更新するにはクリックしてください]の左）をク
リックして変更が検出されるようにします。
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少なくとも 1 つの OS またはソフトウェアのデプロイメントが失敗する。

論理サーバー < 論理サーバー名 >….のタスクは、障害：少なくとも 1 つの OS またはソフ
トウェアのデプロイメントが失敗する。デプロイメント サービスを確認して詳細を診断してく
ださい。

障害メッセージ

考えられる原因 • サーバーに割り当てられている LUN の問題かまたはサーバーのファームウェアの問題

• Insight Control サーバー配備 ProLiant ML/DL/BL アレイ設定の消去 {LinuxPE} ジョブ
がインフラストラクチャ オーケストレーション向けに修正されていません。

LUN またはサーバー ファームウェア、あるいはその両方を検証するために、次の手順を実行し
てください。

アクション

1. リモート デスクトップを使用してサーバー配備サーバーにログインします。
2. 論理サーバー XYZ 用のエンクロージャー ベイのサーバー配備コンソールを調べます。

RDeploy：ディスクが見つかりませんでしたというメッセージが表示されます。

3. リクエスト メッセージで、この論理サーバーに割り当てられている LUN を特定します。
4. メッセージが LUN のサーバー WWN の問題の可能性を示している場合は、「ストレージ
プール エントリー、FC ゾーン、およびディスク アレイ提供の設定」を参照してください。

5. ファームウェアに問題があると考えられる場合は、iLO を使用してサーバー ブートの進行状
況を監視します。WARNING Adapter NVRAM contains invalid data というメッセー
ジが表示されたら、<ALT-Q> を押して Fast!UTIL を起動し、アダプターをリセットしてデフォ
ルト設定に戻します。詳しくは、「チェックサム エラーの修正」を参照してください。

6. 影響を受けている論理サーバーに対して、手動でクリーンアップを行います。「手動クリー
ンアップ プロセス（物理）」を参照してください ｡

Insight Control サーバー配備のジョブを修正するには、次の手順を実行してください。
1. サーバー配備ジョブ フォルダーの作成の手順を実行します。このジョブは、次に示す 2 つ
のステップだけで構成されるはずです。

説明タスク

ディスクをク
リーンアップし
ます。

スクリプトの実
行

シャットダウン
（可能な場合）
します。

電源制御

2. 影響を受けている論理サーバーに対して、手動でクリーンアップを行います。

サービスのプロビジョニング リクエストが一時停止した

<service_id> のプロビジョニング リクエストは、一時停止されました。手動データ ディ
スクの割当が必要です。

障害メッセージ

このエラーは、サービスをプロビジョニングするための十分な LUN がないことを示していま
す。

考えられる原因

LUN を作成してからプロビジョニングを再開します。アクション

マルチディスクのリクエストでのストレージのプロビジョニング中にタイムアウトが発生する

ストレージのプロビジョニング中にタイムアウトが発生しました。障害メッセージ

マルチディスクのリクエスト（たとえば、1 つのサーバーを含む論理サーバー グループ、1 つ
のプライベート ディスク、および 1 つの共有ディスクなど）の発行は、想定以上の時間がかか
るとタイムアウトとなります。

考えられる原因

アクション 1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [リクエスト]タブで、一時停止
されたリクエストを削除します。

2. インフラストラクチャ オーケストレーションのプロパティ ファイルで、
timeout.generate.storage.entry プロパティを編集します。このファイルはデフォル
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トで C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties にあります。

3. デフォルトのタイムアウトを 25 分（1500 秒）から 60 分（3600 秒）に増やします。
4. 論理サーバー管理のプロパティ ファイルで、spm_timeout プロパティを編集します。この
ファイルはデフォルトで C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\
conf\lsa\lsa.properties にあります。

5. デフォルトのタイムアウトを 20 分（1,200,000 ミリ秒）から 40 分（2,400,000 ミリ秒）
に増やします。

6. HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスを再起動します。
7. HP Logical Server Automation サービスを再起動します。
8. [テンプレート]タブで、テンプレートを選択し、新しいサービス作成リクエストを発行しま
す。

論理サーバーのタスクが無効な UUID のために失敗する

論理サーバー <logical_server_id> のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジョブ
(ID =…) は、障害ステータスで完了しました。デプロイメント サービスは指定されたシステ

障害メッセージ

ム UUID を記録していません。デプロイメント サーバー コネクターは提供されたシステム
UUID を確認できません。

デプロイメント サーバーがサーバーをブートストラップできません。この問題は、サーバーに
接続されている LUN に OS がすでにデプロイされているために、サーバーが指定のデプロイメ

考えられる原因

ント サーバーにブートするのではなく、提供されている LUN からブートする場合に発生する
可能性があります。

アクション 1. 「論理サーバーをプロビジョニング中です」というメッセージを見つけてください。この
メッセージで、使用中のサーバー ブレードを特定できます。

2. 影響を受けている論理サーバーに対して、手動でクリーンアップを行います。「手動クリー
ンアップ プロセス（物理）」を参照してください ｡

ストレージ プール エントリーのステータスが「エラーが発生したが提示は完了 - 操作不能」ま
たは「提示が完了 - 操作不能」になる

SPM にインポートされたアレイからストレージ プール エントリーを作成した後、Matrix OE ビ
ジュアル化の [ストレージ プールの管理] 画面でストレージ プール エントリーのステータスが、
「エラーが発生したが提示は完了 - 操作不能」または「提示が完了 - 操作不能」になる。

問題

アレイを SPM にインポートしたときに、アレイのプロパティ画面で Matrix Security Group 以
外のセキュリティグループが選択されていました。

考えられる原因

ストレージ管理者、または SPM を使用する権限のある管理者が、以下の手順を実行する必要が
あります。

アクション

1. https://localhost:8000 を指定してブラウザーを開き、SPM を起動します。ここで、
「localhost」は CMS の名前です。

2. アレイを右クリックし、[セキュリティ グループの変更]を選択します。
3. [Matrix Security Group] を選択します。
4. Matrix OE で、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]、または[変更]→[論理サーバー ストレージ
プール]画面で、ストレージ プール エントリーを更新します。

操作不能なストレージ プール エントリーのステータスが、「提示が完了 - 使用可能」に変化し
ます。

自動プロビジョニング ストレージが「一致するストレージが見つからない」というエラーで失
敗する

Matrix OE 論理サーバー管理は、Storage Provisioning Manager からのストレージが IO テンプ
レート内の要件に一致することを要求する。一部の環境では、自動プロビジョニングが成功せ
ず、「一致するストレージが見つからない」というエラーが表示される。

問題

IO の非リダンダント ストレージ リクエストの場合：考えられる原因
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Matrix OE 論理サーバー管理はファブリックを 1 つ選び、そのファブリック上に、IO 設計者が
定義した要件に一致するストレージがあるかどうかを SPM に尋ねます。ファブリックが一致す
るストレージを戻さない場合、論理サーバーの管理はリスト内の次のファブリックを試します。
これをストレージが見つかるか、すべてのファブリックが終了するまで繰り返します。すべて
のファブリックを終了しても一致するストレージが見つからない場合、自動プロビジョニング
は失敗します。

ファブリックが最初のボリュームに使用されると、同じストレージ プール エントリー内にある
他のすべてのボリュームは、同じファブリック上で検出される必要があります。検出されない
場合、自動プロビジョニングは失敗します。

IO のリダンダント ストレージ リクエストの場合：
試行可能なファブリックの組み合わせは膨大な数になるので、論理サーバーの管理は組み合わ
せを制限するために、接続ベイのナチュラルなペアに関連付けられているファブリックのペア
のみを選択します。たとえば、エンクロージャー内で、ベイ 3 とベイ 4 がナチュラルなペアで
あり、さらにベイ 5、6、7、8 が存在するとします。ナチュラルなペア以外のペアは、VC ド
メイン グループにファブリックが 2 つしかない場合にのみ試行されます。
ファブリックのペアが最初のボリュームに使用されると、同じストレージ プール エントリー内
にある他のすべてのボリュームは、同じファブリックのペア上で検出される必要があります。
検出されない場合、自動プロビジョニングは失敗します。

Matrix OE ビジュアル化 論理サーバーの管理の[変更]→[論理サーバー ストレージ プール]画面
を使用して、手動でストレージを設定します。

アクション

論理サーバーを、SLVM ファイルベースのストレージを使用するゲストに関連付けると、論理
サーバーは操作不能になる

HP Integrity VM ホストを開始後、論理サーバーを、SLVM ファイルベースのストレージを使用
するゲストに関連付けると、論理サーバーは操作不能になる。

問題

HP Integrity ゲストは、SLVM ストレージを使用できます。これは、Matrix OE 論理サーバー管
理の中では、ファイルベース ストレージと呼ばれるものです。これらのボリュームは、HP-UX

考えられる原因

LVM ボリューム グループの中で作成されます。デフォルトでは、HP-UX ホストの起動時に、こ
のボリューム グループはオンラインになりません。この結果、既存のゲストは自らのストレー
ジにアクセスできず、さらに、関連付けられているすべての論理サーバーも操作不能になりま
す。

各 SLVM ボリューム グループに対して複数ノードの Serviceguard パッケージを作成し、ホスト
の再起動後にボリューム グループをアクティブ化します。これにより、HP Integrity VM ホスト

アクション

の起動時に Serviceguard が開始されるときに、SLVM ボリューム グループが開始されるように
なります。
HP の Web サイト http://www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs （英語）から入手できる『HP Integrity
Virtual Machines 4.3: Installation, Configuration, and Administration』のセクション 10.5.2（SLVM
バッキング ストレージを持つ Serviceguard パッケージとしての VM の作成および構成）にあ
る最初の 2 つの手順に従ってください。
HP Integrity VM ホストの起動時に Serviceguard が自動的に開始するようにするには、/etc/
rc.config.d/cmcluster で AUTOSTART_CMCLD を 1 に設定します。

サーバーのシリアル番号が見つからない、または論理サーバーのタスクが失敗する

障害メッセージ • シリアル番号 <serial_number> を備えたサーバーを見つけられませんでした。

• 論理サーバー <logical_server_id> のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジョ
ブ <job_id> は、障害ステータスで完了しました。障害：以下への接続作成時の例外：
15.2.50.138; 、ネストされている例外：java.net.NoRouteToHostException:No
route to host:connect.

• 論理サーバー <logical_server_id> のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジョ
ブ <job_id> は、障害ステータスで完了しました。障害：テーブルにそのようなオブジェ
クトがありません。

プロビジョニングの実行中、割り当て済みのサーバー ブレードで、電力が足りないことを示す
警告、停電など、ハードウェアまたはファームウェアの問題が発生しています。

考えられる原因

アクション 1. Onboard Administrator を使用して、サーバー ブレードのステータスを確認します。
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2. サーバー ブレードに最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。
3. 影響を受けている論理サーバーに対して、手動でクリーンアップを行います。「手動クリー
ンアップ プロセス（物理）」を参照してください ｡

手動ストレージ プロビジョニングに関する電子メールに、要求されているものより多くのデー
タ LUN を追加すべきと説明してある

手動ストレージ プロビジョニングに関する電子メールに、要求されているものより多くのデー
タ LUN を追加すべきと説明してある

問題

次の項目のうち 1 つ以上が該当する場合、新しいサーバーを既存のサービスに追加するとこの
ような電子メールが送信されます。

考えられる原因

• [サーバーの追加] 機能を使用して、デプロイ済みのサーバー グループにサーバーを追加し
た。

• 選択したグループ内のサーバーが共有データ ディスクに接続されている。

• データ ディスクについて手動でのストレージ プロビジョニング操作が必要である。

このような電子メールが届く場合は、LUN 情報を新しいサーバーと既存のサーバーの両方に追
加します。Matrix OE ストレージ プール エントリーに LUN 情報を追加する必要があるのは、
新しいサーバーについてだけです。

アクション

静的 IP アドレスを使用する既存のサービスにサーバーを追加できない

静的 IP アドレスを使用する既存のサービスにサーバーを追加できない。問題

静的 IP アドレスの割り当てに関する制約
サービスに複数のサーバーが含まれネットワークが静的 IP アドレスで設定されている場合、イ
ンフラストラクチャ オーケストレーションのインターフェイスでリクエストを作成する際に警

考えられる原因

告は表示されませんが、プロビジョニング済みのサービスにサーバーを追加することはできま
せん。このようなリクエストは、処理の際に失敗します。

テンプレートが、IP アドレスを静的に定義したサーバー グループと、自動割り当てされるネッ
トワークを定義している場合、そのテンプレートからサービスをプロビジョニングできるのは
1 回だけです。通常、静的 IP アドレスは明示的に定義されたネットワークと一緒にテンプレー
トで使用されます。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、重複する IP アド
レス セットで別々のネットワークおよび VLAN に分割される複数のインフラストラクチャをサ
ポートしません。1 つのネットワークに割り当てられた静的 IP アドレスを、別のネットワーク
に再割り当てすることはできません。

テンプレートを使用するたびにテンプレート内の静的 IP アドレスを変更するか、または IP アド
レスを自動で割り当てるようにします。IP アドレスを自動で割り当てれば、複数のインフラス

アクション

トラクチャに対してテンプレートを複数回使用できます。この場合、各インフラストラクチャ
ではサービスに別々の IP アドレス セットが割り当てられます。

手動でのストレージ割り当て中にプロビジョニング リクエストが一時停止のままとなり、スト
レージ プール エントリーが作成されない

手動でのストレージ割り当て中にプロビジョニング リクエストが一時停止したまま（5% 前後）
になり、ストレージ プールの画面に VC ドメイン グループが表示されないため、Matrix OE で
ストレージ プール エントリーを作成できない。

問題

VCDG が工場出荷時のデフォルト MAC/WWN 設定を使用しています。Matrix OE およびイン
フラストラクチャ オーケストレーションは、工場出荷時のデフォルト MAC/WWN 設定を持

考えられる原因

つ VCDG をサポートしません。論理サーバーでは、ブレード サーバー間で WWN および MAC
アドレスを移動できなければなりません。

Virtual Connect Enterprise Manager で VCDG を作成するときに、[HP 定義]オプションを選択し
て、移動可能な WWN および MAC アドレスを有効にしてください。（詳しくは、HP の Web

アクション
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サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual で Virtual Connect Enterprise Manager
のマニュアルを参照してください。）

• この問題を避けるには、移動可能なアドレスで設定されていない VCDG から提供されるサー
バーがインフラストラクチャ オーケストレーションのサーバー プールに含まれていないこ
とを確認します。

• 問題がすでに発生している場合にその問題を解決するには、リクエストを取り消して、移動
可能なアドレスが設定された VCDG から提供されるサーバーを含むターゲットインフラス
トラクチャ オーケストレーションプールを使用してリクエストを再発行します。

Integrity ブレードのプロビジョニング中に Integrity ファームウェア ブレードが破損する

以下の Integrity ブレードのプロビジョニング中の Integrity ファームウェア ブレードの破損：
BL870c、BL870c i2,、BL890c、または BL860c i2。

問題

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、Integrity ブレードをデプロイするとき、
プロビジョニングとプロビジョニング解除中に電源再投入操作を実行します。起動プロセスが

考えられる原因

完了する前に電源再投入操作が実行されると、ブレード HBA ファームウェアが壊れることがあ
ります。

電源再投入に必要な時間は、電源投入から EFI シェル プロンプトが表示されるまでの時間とし
て測定されます。

物理プロビジョニングを正しく行うには、最も遅いサーバー ブレードが起動を完了するまで十
分な長さの時間を待つように、インフラストラクチャ オーケストレーションと論理サーバー管
理を設定する必要があります。

アクション

• インフラストラクチャ オーケストレーションでは、..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties ファイルで、
serverboot.physical.wait.seconds プロパティの値を増やします。

• 論理管理サーバーでは、..\Program Files\HP\Virtual Server environment\conf\
lsa\lsa.properties ファイルで、INTEGRITY_POWERON_WAITTIME プロパティの値を
増やします。

推奨される最小値は次のとおりです。各サーバー ブレードのメモリの量と HBA カードの枚数
によっては、値を最小値より大きくする必要があります。

• Integrity BL860c および BL860c i2 ブレード：

◦ インフラストラクチャ オーケストレーションの serverboot.physical.wait.seconds
では、デフォルトの最小値 360 秒を使用してください。

◦ LSM の INTEGRITY_POWERON_WAITTIME では、デフォルトの最小値 360000 ミリ秒を
使用してください。

• BL870c および BL870c i2 ブレード：

インフラストラクチャ オーケストレーションの serverboot.physical.wait.seconds
では、デフォルトの最小値 540 秒を使用してください。

◦

◦ LSM の INTEGRITY_POWERON_WAITTIME では、デフォルトの最小値 540000 ミリ秒を
使用してください。

• BL890c および BL890c i2 ブレード：

◦ インフラストラクチャ オーケストレーションの serverboot.physical.wait.seconds
では、デフォルトの最小値 1080 秒を使用してください。

◦ LSM の INTEGRITY_POWERON_WAITTIME では、デフォルトの最小値 1080000 ミリ秒
を使用してください。

gWLM がホストを制御しているときに Integrity VM ゲストをデプロイできない

IO が gWLM によって制御されているホストを Integrity VM ゲスト サービス テンプレートのデ
プロイに選択した場合、ゲストは開始できず、次のメッセージが /var/opt/hpvm/common/
command.log に表示されます。

問題
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05/31/12 11:43:45|ERROR|Guest_number|root|Guest Guest_number は開始可能に
マークされていません。

05/31/12 11:43:45|ERROR|Guest_number|root| このホスト上で外部マネージャー
（gWLM) が VM を管理しています。このマネージャーは location にあり、
http://location からアクセスできます。起動できるように VM をマネージャーに追加し
ます。

gWLM が VM ホストを制御しているときに Integrity VM ゲストはデプロイできません。考えられる原因

gWLM が制御している Integrity VM ホストおよび VSP を IO サーバー プールから除外します。アクション

SAN ブートの物理サーバーにデプロイする際、Insight Control サーバー配備による OS デプロ
イメントが失敗する

SAN ブートの物理サーバーにデプロイする際、Insight Control サーバー配備によるオペレーティ
ング システム デプロイメント プロセスが失敗する。

問題

ターゲット サーバーが環境内で他のサーバーと FC ゾーンを共有している場合、RSCN（Registered
State Change Notification）イベントなどの SAN 内の変更により、オペレーティング システム
デプロイメントまたは SAN ブートが失敗することがあります。

考えられる原因

ファブリック内の各サーバーを隔離するために、イニシエーター WWN ゾーンを使用します。
サーバーを SAN 内のディスクから起動する場合は、これが SAN の標準的なベストプラクティ

アクション

スです。「ストレージ プール エントリー、FC ゾーン、およびディスク アレイ提供の設定」を
参照してください ｡

ターゲットの再構成段階で、サービスの作成が失敗する

ターゲットの再構成段階で、サービスの作成が失敗します。
RedHat Enterprise Linux 6 OS でサービスを作成するとき、サービスの作成が断続的に失敗しま
す。

障害メッセージ

バージョン 8.70 以前の HP ヘルス エージェントの問題が原因で、ターゲット サーバーがシャッ
トダウンに失敗しています。

考えられる原因

アクション 1. メンテナンス サーバー プールで、問題のあるターゲット サーバーを特定します。
a. インフラストラクチャ オーケストレーションで、[サーバー]タブを選択します。
b. [メンテナンス]サーバー プールを展開します。
c. このサーバー プールでサーバーの名前をメモします。サーバーの名前は、サーバーのシ
リアル番号です。

2. Matrix OE ビジュアル化から論理サーバーを削除します。
a. Systems Insight Manager で、[ツール]→[Matrix OE ビジュアル化]を選択します。
b. [観点] ドロップダウン ボックスで、[論理サーバー]を選択します。
c. 名前が「Clean-me」で始まり前の手順で記録したシリアル番号を含む、論理サーバー エ
ントリーを特定します。

d. [削除]→[論理サーバーの削除]の順に選択し、該当する論理サーバーを選択して削除しま
す。

3. 論理サーバーを正しく削除したら、サーバーをメンテナンス プールから該当するサーバー
プールに移動します。

a. [ツール]→[Infrastructure orchestration] の順に選択して、[サーバー]タブを選択します。
b. メンテナンス プールからサーバーを移動する先のサーバー プールを選択します。
c. [プール修正]ボタンをクリックします。
d. ドロップダウン リストから [メンテナンス]を選択します。
e. 表示されるリストから移動する必要があるサーバーを選んで、[>>] ボタンをクリックしま
す。

f. サーバー プールを保存します。
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Windows Server OS を選択すると、サービス作成が物理リクエストで失敗する

Windows Server OS を含む物理テンプレートを選択すると、サービス作成が失敗する。ター
ゲット サーバーでの HP Insight Management WBEM プロバイダーのインストールがハングす
る。

問題

Insight Control サーバー配備が Insight マネジメント エージェントのインストールを完了するの
を待っている間に、インフラストラクチャ オーケストレーションがタイムアウトしました。

考えられる原因

リクエストが失敗すると、インフラストラクチャ オーケストレーションはリクエストを自動的
に再試行し、要求されているサービスで新しいサーバーがプロビジョニングされます。元のサー

アクション

バーはメンテナンス プールに移動されるため、クリーンアップして有効なサーバー プールに戻
すことができます。失敗が頻繁に発生する場合は、以下の手順に従うことで Insight Management
WBEM プロバイダーのインストールを無効にすることができます。WBEM プロバイダーがイ
ンストールされていない場合でも、Insight Management SNMP エージェントが、引き続き、管
理機能を提供します。

1. <Insight Management のインストール先フォルダー >\rdp\deployment server\
hpfeatures\hpagents-ws\components フォルダーの下にある install.cmd ファイル
を編集して、次の 2 つの行を削除します。
• call :installsc wbem%PROCESSOR_ARCHITECTURE%

• if %cpresult% geq 1 set /a cpresults=cpresults+1

2. ファイルを保存します。
新しいサービス リクエストは、Insight Management WBEM プロバイダーのインストールを試
みなくなります。

開始日がまだ来ていないリクエストが 10% に留まり、ステータスが予約済みになる

開始日がまだ来ていないリクエストが 10%（[進行中]フィールド）に留まり、ステータスが（ス
ケジュール済みでなく）予約済みになる。

問題

リクエストはスケジュール済みですが、ステータスが更新されていません。考えられる原因

以下のいずれかを実行します。アクション

• 選択した開始日まで待ちます。リクエストは自動的にプロビジョニングを開始します。

• リクエストを取り消し、再発行します。

注記: サービスがプロビジョニングされる前にリース期間の変更を予定している場合の準
備としては、このオプションを使用してください。

• インフラストラクチャ オーケストレーションを再起動します。リクエストのステータスが更
新されます。

Insight Control サーバー配備を使用した物理サーバーのプロビジョニングが最後の個別設定ス
テップで失敗する

IE で自動プロキシ設定スクリプトを使用して CMS を設定するとき、Insight Control サーバー配
備を使用した物理サーバーのプロビジョニングが最後の個別設定ステップで失敗する。

問題

Microsoft Internet Explorer で設定された自動設定スクリプトに問題があるか、自動設定スクリプ
トとの通信に遅れがあります。Windows .NET の問題であり、プロキシ設定は IE と.NET 間で
共有されます。
プロキシ設定が物理デプロイメントの失敗の原因となっている場合は、..\Program Files\
HP\Matrix infrastructure orchestration\logs にあるインフラストラクチャ オーケ
ストレーションのログ ファイルに次のようなエラーが表示されます。

考えられる原因

エラー com.hp.hpio.sbapi.tasks.CreatePhysicalServerTask.execute - OS を
ホスト uuid で個別設定中にエラー：38C77BED-9FAE-4886–8C06–0F536BA46507
com.hp.hpio.sbapi.exception.AresAdapterException:配備サーバーはカスタマイズ
データを受け入れませんでした。
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Insight Control サーバー配備を駆動するコネクター ソフトウェアのログ ファイル（..\Program
Files\HP\Systems Insight Manager\logs\Alc1_0.0.log）に、カスタマイズを実行
する操作のタイムアウトが記録されています。

以下のいずれかを実行します。アクション

• 自動設定スクリプトを使用する代わりに、明示的なプロキシ サーバー アドレスと適切な例
外処理を使用して Internet Explorer を設定します。CMS 上にサーバー配備サーバーがある場
合は、「ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない」を選択します。そうでな
い場合は、プロキシ サーバーを設定するための [詳細設定] オプションの [例外] フィールド
に、サーバー配備サーバーのアドレスを入力します。

• Internet Explorer 用の.NET 設定ファイルを提供し、システムのデフォルト プロキシを使用し
ないようにします。以下の内容を持つ ..\Program Files\HP\Systems Insight
Manager\bin\alc-rdpaccess.config ファイルを作成します。
<configuration> <system.net> <defaultProxy> <proxy usesystemdefault
= "false" /> </defaultProxy> </system.net> </configuration>

割り当て済みプールにサーバーが存在する場合でも、サーバーの予約と割り当てが失敗する

サーバーがテンプレート要件を満たす割り当て済みプールに存在する場合でも、サーバーの予
約と割り当てが以下のメッセージで失敗する。

問題

• 論理サーバー < サーバー > の予約に失敗しました。次の要件を満たす物理サーバーを見
つけることができません：サービスのプロビジョニングに有効な使用可能ターゲットがあり
ません。選択したプールのターゲットがメンテナンス中かどうか確認してください。

• 同じ Virtual Connect ドメイン グループでサーバーおよびネットワークを割り当てる
ことができません。より多くの利用可能なサーバーが必要か、メモリサイズ、ディスク領域
およびプロセッサー数要求に対して既存のサーバーと一致していません。

論理サーバーの管理と OA の間で通信エラーがあったため、リソースの検出中に Matrix インフ
ラストラクチャ オーケストレーションの Resource Manager によってサーバーが「無効」にな
ります。

考えられる原因

エンクロージャー内のサーバー ブレードのステータスを確認します。アクション

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールで、[サーバー]タブを選択し、[エ
ンクロージャー]列を確認します。環境内の C-Class エンクロージャーが表示されています。

2. 各エンクロージャーを、Systems Insight Manager の [すべてのエンクロージャー]コレクショ
ンで見つけます。各エンクロージャーのページには、Onboard Administrator（OA）へのリ
ンクが含まれます。

3. OA にログインし、[エンクロージャー情報]の下で、[デバイス ベイ]をクリックしてステータ
ス エラーや警告を解決します。

ヒント: アクティブな OA をリセットすると、ステータス エラーを解決できる場合があり
ます。

作成リクエストは失敗するが、サービスが「予約済み」状態で [サービス] タブに残り、リソー
スは割り当てられない

作成リクエストは失敗するが、サービスが「予約済み」状態で [サービス]タブに残り、リソー
スは割り当てられない。

問題

作成リクエストが承認を待っている間にデータ移行が試行されました。考えられる原因

作成リクエストが承認待ちの間は、データ移行を行わないでください。作成リクエストを承認
または拒否してリクエストを完了させ、データを移行します。

アクション
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仮想サービスの作成

Windows 2008 R2 以降のプロビジョニングされた VM でパスワードが空白になる

インフラストラクチャ オーケストレーションから Windows 2008 R2 OS の VM を、Sysprep
ファイルにパスワードを設定せずにプロビジョニングすると、以下のような状況が発生する。

問題

• VM は、ESX および ESXi ホスト ブート アップにデプロイされ、空白のパスワードでログイ
ンできる。

• VM は、Hyper-V ブート アップにデプロイされ、ユーザーにパスワードを設定するように求
めるプロンプトが表示される。

マイクロソフトは、「パスワードを無期限にする」というオプションを Windows 2008 R2 以
降では削除しています（Sysprep の一部）。

考えられる原因

VMware は、「次回ブート時にパスワードを求めるプロンプトを表示する」というオプション
を無効にしています。

アクション • Windows 2008 R2 以降のオペレーティング システムを含む VM のデプロイメントについ
て、Sysprep.ini ファイルで明示的にパスワードを指定します。

• Sysprep.ini ファイルで空の文字列""をパスワードとして指定します。こうすることにより、
VMware から、「次回ブート時にパスワードを求めるプロンプトが表示」されます。

論理サーバーのデプロイメント エラー：仮想マシンのコピーの失敗：ファイル
vmware-template-name.vmdk にアクセスできない

vm://<vmhost-ip>/vmfs/volumes/...<vm-hostnames>.vmx/で実現される
<vm-hostname>_ls からの論理サーバーのデプロイメント エラー。仮想マシンのコピーの

障害メッセージ

失敗：
[inactive-datastore-name]vmware-template-name/vmware-template-name.vmdk
ファイルにアクセスできません。.

上記のメッセージで、「/.../」の部分は VM 用に割り当てられたデータストアを表し、
「[inactive-datastore-name]」はテンプレートがあるデータストアを表しています。

ESX VM のプロビジョニング用に選択したテンプレートがアクティブでないデータストアにあ
ります。

考えられる原因

以下のいずれかを実行します。アクション

• 選択した VMware テンプレートが存在するデータストアをアクティブにします。

• インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、ESX VM のプロビジョニング用
に別の VMware テンプレートを選択します。

仮想マシンの起動機能の失敗：操作を実行するために十分なライセンスがインストールされて
いない

仮想マシン <logical_server_id> の起動機能が失敗しました。操作を実行するために十分
なライセンスがインストールされていません。

障害メッセージ

ESX ホストにライセンスが適用されていません。考えられる原因

vCenter を使用して、完全な ESX ライセンスをホストに適用してください。アクション
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ターゲット先として空のフォルダーを選択または作成することを求められる

ターゲット先として、空のフォルダーを選択または作成してください。障害メッセージ

インフラストラクチャ オーケストレーションがデプロイしようと試みるディレクトリが空いて
いません。おそらく、以前に障害が発生した、完全にクリーンアップされなかったプロビジョ
ニングのためです。

考えられる原因

仮想マシンをデプロイする場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想マシンが
プロビジョニングされる場所にディレクトリ構造を作成します。作成されるディレクトリは、

アクション

<VMFS ボリューム >\< サービス名 >\<VM 名 > という形式に従います。このフォルダーに
は、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダーとファイルが含まれます。このフォルダー
とその中身をすべて削除してください。

ESX の場合、これを実行する最も簡単な方法は、vCenter クライアントを使用して、ESX サー
バー データストアを参照します。次に、そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクト
リと、そのディレクトリの内容を削除します。

<vm name> を削除できない、または削除に失敗する

障害メッセージ • <host:path/to/vm> 上の <vm name> を削除できませんでした。VM はまだ存在してい
る可能性があります。ディレクトリを手動でクリーンアップしてください。

• VM <vm name> を <host:path/to/vm> から削除できませんでした。ディレクトリを手
動でクリーンアップしてください。

プロビジョニングが失敗し、インフラストラクチャ オーケストレーションと仮想マシン ホスト
との通信が失われました。その結果、インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想マシ
ンの削除を完了できませんでした。

考えられる原因

仮想マシンをデプロイする場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想マシンが
プロビジョニングされる場所にディレクトリ構造を作成します。作成されるディレクトリは、

アクション

<VMFS ボリューム >\< サービス名 >\<VM 名 > という形式に従います。このフォルダーに
は、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダーとファイルが含まれます。このフォルダー
とその中身をすべて削除してください。

ESX の場合：
1. vCenter クライアントを使用して、ESX サーバー データストアを参照します。
2. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削除
します。

Hyper-V の場合：
1. Hyper-V ハイパーバイザーに接続します。
2. Hyper-V Manager から VM を削除します（すでに削除されていない場合）。
3. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削除
します。

VM のプロビジョニングに、HP Server Automation (SA) デプロイメントが使用されている場合：
1. 上記の手順に従い、ESX VM や Hyper-V VM を削除します。
2. SA サーバーに接続します。
3. HP Server Automation (SA) の「デバイス」ビューで、VM を選択します。
4. 「アクティブ化の解除」と「削除」を行います。

未割当プールに新しいサーバーが表示されない

インフラストラクチャ オーケストレーションの未割当プールに新しいサーバーが表示されな
い。

問題

リソースがインフラストラクチャ オーケストレーションの未割当プールに追加されるのは、リ
ソースが使用可能であること、ライセンスが適用されていること、正しく設定されていること

考えられる原因

をインフラストラクチャ オーケストレーションが認識した場合です。デフォルトでは、インフ
ラストラクチャ オーケストレーションは使用できるリソースを 1 時間に一度検出して更新しま
す。直近に追加されたリソースがインフラストラクチャ オーケストレーションの未割当プール
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に表示されるのは追加の 1～2 時間後です（Insight Control 仮想マシン管理、VCEM、Matrix OE
など、使用する他の製品の検出プロセスに左右されます）。

アクション • Matrix OE の管理画面で、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択して、Matrix OE を更新
し、変更を有効にします。インフラストラクチャ オーケストレーションの画面で、[サーバー]
タブをクリックし、[更新]ボタンをクリックしてサーバー インベントリの更新を開始します。

• Systems Insight Manager 検出を実行します。インフラストラクチャ オーケストレーション
でサーバーを使用するには、そのサーバーを IP アドレス検出メカニズムを介して Systems
Insight Manager のレベルで検出しておく必要があります。VM ホストは Insight Control 仮想
マシン管理に登録されている必要があります。

• サーバーに Matrix OE のライセンスが適用されていることを確認します。

• VMware ESX ホストに ESX の（基本ライセンスではなく）完全なライセンスが適用されてい
ることを確認します。

Hyper-V テンプレートのデプロイ時に「マウントされたディスク ドライブの詳細を取得できま
せん」エラー

Hyper-V VM をカスタマイズしているときに、エラーマウントされたディスク ドライブの詳細
を取得できませんが表示されます。

障害メッセージ

Insight Control 仮想マシン管理では、Hyper-V のブート ディスクがディスク ide0:0 上にある必
要があります。

考えられる原因

アクション • SCVMM 内のテンプレートを編集してブートディスクが ide0:0 内にあるように変更するか、
または

• 仮想マシン管理テンプレートを削除し、元の VM を変更してブート ディスクを ide0:0 に設
定し、テンプレートを再作成します。

Insight Control 仮想マシン管理で Hyper-V VM を管理できない

Hyper-V VM を仮想マシン管理で管理できません。障害メッセージ

サービス作成後、Hyper-V VM の ide1:1 に単一のローカル ディスクがあり、ide1:1 に OS がイ
ンストールされている場合、VM を仮想マシン管理で管理できません。

考えられる原因

アクション • SCVMM 内のテンプレートを編集してブートディスクが ide0:0 内にあるように変更するか、
または

• 仮想マシン管理テンプレートを削除し、元の VM を変更してブート ディスクを ide0:0 に設
定し、テンプレートを再作成します。

VM のカスタマイズ段階で、サービスの作成が失敗する

VM のカスタマイズ段階で、サービスの作成が失敗する問題

• Hyper-V ホスト上で仮想マシンを作成するとサービスの作成に失敗する

• 仮想マシンのデプロイメントのカスタマイズ段階で、サービスの作成に失敗する。VMware
の障害 fault.CustomizationPending.summary が Insight Control 仮想マシン管理のロ
グファイルに表示される。

• Windows Server 2008 仮想マシンをカスタマイズする際の障害。VM コンソールに、次のエ
ラー メッセージが表示されます。
Windowsは、pass [specialize]について自動応答ファイルを解析または処理できませんでした。応答ファイルで指定されてい
る設定を適用できません。エラーは、[Microsoft-Windows-Shell-Setup]コンポーネントの設定の処理中に検出されました。
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コンピューターが予想に反して再起動したかまたは予想外のエラーが発生しました。Windowsのインストールを続行できません。
Windowsをインストールするには、[OK]をクリックしてコンピューターを再起動してから、インストールを再開します。

考えられる原因 • 環境の設定が不十分です。

• 仮想マシン管理テンプレートで使用された仮想マシンの電源が適切に切断されていません。

• vCenter または vSphere が正しく設定されていないため、カスタマイズを正常に行うことが
できません。

• Sysprep ファイルでのオペレーティング システムのプロダクト キーの指定が誤っていま
す。

• IO Sysprep ファイルに無効なパラメーターが含まれています。

• Hyper-V ホストに対して設定されているパスワードに、「｜」または「“」文字が含まれてい
ます。

• Windows Sysprep ファイルが追加されていないまたは欠落しています。

アクション • VMware ESX VM では、テンプレートの作成に使用するソース VM に VMware Tools がイン
ストールおよび設定されていることを確認します。Linux VM ゲストでは、ツールのインス
トール後に、vmware-config-tools.pl コマンドが実行されているかどうかを確認しま
す。

• テンプレートの作成前に、テンプレートの作成に使用するソース VM が、停止または一時停
止（サスペンド状態ではなく）されていることを確認します。

• テンプレートの作成前に、テンプレートの作成に使用されるソース VM が、正しくシャット
ダウンされていることを確認します。ゲストが正しい手順でシャットダウンまたは停止され
ていないと、カスタマイズ段階の失敗の原因になることがあります。

• 次のテストを実行して、Sysprep ファイルで使用されているプロダクト キー（および他の
設定オプション）が VM で機能していることを確認します。vCenter または vSphere で：

◦ 問題が起きている仮想マシン管理テンプレートの作成に使用した元の VM を見つけます。

◦ VM を右クリックし、[テンプレート]→[テンプレートとしてクローン作成]の順に選択しま
す。この操作により、VM の vSphere テンプレートが作成されます。

◦ vSphere で vSphere テンプレートから新しい VM を作成します。VM 作成ウィザードで、
VM をカスタマイズするためのオプションを選択し、要求されるカスタマイズ パラメー
ターを入力します。

◦ この VM カスタマイズ プロセスが失敗すると、IO でのデプロイメントが失敗します。
vSphere のカスタマイズの問題を修正し、正常に機能する VM をベースにして新しい
Insight Control 仮想マシン管理テンプレートを作成します。IO からのデプロイメント手順
に移ります。

• IO Sysprep ファイルに無効なパラメーターが含まれています。サンプル ファイルをリファ
レンスとして使用します。

• VMware VM では、VMware vCenter Server で、vCenter 管理サーバーの VMware
VirtualCenter\sysprep\svrOS フォルダーに Sysprep ツールをインストールする必要
があります。Hyper-V では、CMS の Insight Control 仮想マシン管理 Sysprep フォルダーに
Sysprep ツールが必要です。

• Hyper-V ホストのパスワードを、「｜」または「“」文字を含まないパスワードに変更しま
す。

1. システム リストから Hyper-V ホストを選択します。
2. システム認証情報を編集します。[オプション]→[セキュリティ]→[認証情報]→[システム認
証 …] の順に選択して、リストから Hyper-V ホストを選択します。

3. サインイン認証情報を変更して、新しい認証情報を保存します。ホストが再識別を完了す
るまで、数分待ちます。

4. IO サービス リクエストを開始します。
5. Windows Sysprep ファイルが追加されていることを確認します。

◦ Windows を実行する Hyper-V VM の場合は、CMS に移動し、Sysprep ファイルを C:\
Program Files\HP\Insight Control virtual machine management\
Sysprep\2003 にコピーします。

◦ Windows を実行する VMware ESX VM の場合は、Virtual Center がインストールされ
ているシステムに移動し、Sysprep ファイルを以下のパスにコピーします。

Virtual Center 4.x および 5.x：C:\Documents and Settings\All Users\
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Application Data\VMware\VMware VirtualCenter\sysprep\svr2003–

仮想マシンのカスタマイズ エラーでサービス作成が失敗する

仮想マシンのカスタマイズ エラーが表示され、作成リクエストが失敗する問題

考えられる原因 • 環境の設定が不十分です。

• 仮想マシン管理テンプレートで使用された仮想マシンの電源が完全には切断されていませ
ん。

環境の構成が不十分な場合、仮想マシンのカスタマイズ手順の実行中にリクエストが失敗する
ことがあります。問題には、vCenter Server での sysprep フォルダーの欠落、vCenter Server
でのライセンスが不完全、vCenter Server でサポートされていないゲスト オペレーティング シ
ステムを含む仮想マシンのカスタマイズの試みなどがあります。

アクション • 環境が正しく設定されていることと、プロビジョニング対象のゲスト オペレーティング シ
ステムがサポートされていることを確認してください。設定について詳しくは、http://
www.hp.com/jp/insight で『HP Insight Management インストール/コンフィギュレーション
ガイド』を参照してください。

• 仮想マシン管理テンプレートを作成する前に仮想マシンの電源を完全に切ります。

同時サービス作成リクエストにより Hyper-V ホストが VM の UUID を変更する

10 個以上のサービス作成リクエストが Hyper-V VM ホストに同時に到達すると、Hyper-V ホス
トが一部の UUID を変更します。

問題

IO によって提供される入力：UUID は ｖalue= で示されています。障害メッセージ
2012-05-22 07:04:29,682 | DEBUG | RMI TCP Connection(18256)-172.16.101.0
| 8026 | Entering |
setDeviceProperty(config=vmfile://172.16.0.161/E:\VSE_VirtualMachines\
Template1_5_22_c_testCirotest06, device=BIOSSerial, prop=BIOSGUID,
value=2EFDF6C5-8FAE-9C41-BB68-DF1598E3BCB4) | 1337681069682

Insight Control 仮想マシン管理での VM の詳細：biosID= の UUID が上記とは異なることに注意
してください。

vm://172.16.0.161/E:\VSE_VirtualMachines\Template1_5_22_c_testCirotest09\Virtual
Machines\2BC14013-0967-46EC-AFDC-E0A743A5626B.xml biosId =
C11CA80F-C9A0-4891-B213-5CC78A09FCFC

アクション • より大きいブート ディスク サイズを指定して並行したリクエスト間で十分な時間を作りま
す。または、

• VM を 2 つ以上の異なる Hyper-V VM ホスト上に作成します。

内部エラーでサービスの作成が失敗する

次のようなエラーでサービス作成リクエストが ESX または Hyper-V 上で失敗する。「失敗しま
した。論理サーバー ESXre301 のタスクは、失敗しました。論理サーバーのジョブは、障害ス

問題

テータスで完了しました。障害：内部エラー（デプロイ テンプレートの操作中にエラーが発生
しました：null)」。

Systems Insight Manager および Insight Control 仮想マシン管理サービスのスタートアップ中に
このエラーが表示されます。この問題は、アップグレード中、データ移行後のサービスの再起

考えられる原因

動中、または CMS の再起動中に発生する可能性があります。完全にアップおよび実行中にな
るこれらのサービスのタイミングで時間の小さいウィンドウが示され、その結果データの初期
化が正しくなくなります。

Insight Control 仮想マシン管理サービスを再起動し、サービス作成リクエストを再試行します。アクション
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サービス作成が「ブート ディスク パスが見つからない」で失敗する

次のようなエラーでサービス作成リクエストが ESX または Hyper-V 上で失敗する。「論理サー
バー {logical_server}_ls のブート ディスク パス H:\VSE_VirtualMachines が見つかりません。VM

問題

ホスト {vm_host} には、ターゲット データ ストアとして表示できるローカル ディスクが複数あ
る可能性があります。単一のローカル ディスクを持つ VM ホストを選択するか、選択した VM
ホストがローカル ディスクを 1 つのみ持つようにアップグレードしてください。」

このエラーは、仮想化のタイプに対する同時リクエストの数が多すぎる場合に表示されます。考えられる原因

アクション 1. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties ファイルを編集します。

2. esx.max.concurrent.requests または hyperv.max.concurrent.requests あるい
はその両方の値を 5 に設定します。

3. サービス リクエストの作成を再試行します。

サービス作成が「リモート例外：VM の VLAN ID をスイッチ ポート null の設定中にエラー」
で失敗する

サービス作成リクエストが、一定の時間、Hyper-V ホストで「リモート例外：VM の VLAN ID
をスイッチ ポート null で設定中にエラー」で失敗する。Hyper-V ホスト イベントは次のエラー
コードを表示する： 2424869.

問題

この問題についての Microsoft のサポート技術情報 では、特定のバックアップ プログラムがホ
ストにインストールされ実行されているときに発生する、タイミング上の問題であると説明さ
れています。

考えられる原因

サービス作成リクエストを別のホストで再試行します。または、しばらく時間をおいた後に同
じホストで再試行します。

アクション

サービス作成が「論理サーバーの電源入れ時のエラー」で失敗する

自動 OS デプロイメントを含む ESX VM テンプレートで、サービス作成リクエストが失敗する。
次のエラーが表示される。
障害：論理サーバーの電源オン時のエラー。仮想マシン vm-name の起動機能が失敗しまし
た。VMware ESX サーバーは仮想ディスク disk-name をクラスター化用にオープンできま

問題

せん。仮想ディスクが「thick」オプションを使用して作成されていることを確認してくださ
い。ディスク disk-name、またはこれが依存するスナップショット ディスクの 1 つがオー
プンできません。理由：Thin/TBZ ディスクは、書き込みプロセスが複数のモードでは開くこ
とができません。このエラーは、ターゲット VM ホストで使用可能な仮想マシン ライセンス
がないときに発生することがあります。

VMware ESX Server 3.5 がターゲット VM ホストになっています。これは、インフラストラク
チャ オーケストレーションではサポートされなくなりました。

考えられる原因

VM ホストを ESX のサポートされるバージョンに更新します。または、IO サービスを編集し、
ESX のサポートされるバージョンを含む ESX VM ホストが存在する別のリソース プールを選択
します。

アクション

Sysprep.inf で設定されたタイム ゾーンが Microsoft Windows 2008 の仮想マシン ゲストで反
映されない

Sysprep.inf で設定されたタイム ゾーンが Microsoft Windows 2008 仮想マシン ゲストで反
映されず、デフォルトの GMT（グリニッジ標準時）に設定される。

問題

仮想マシン管理インストール時のデフォルトの設定ファイルには、定義済みのワールドワイド
標準タイムゾーンが含まれており、カスタマイズに使用できます。仮想マシン管理のデフォル

考えられる原因

ト設定ファイルに含まれていないタイム ゾーンの場合、tzmapping ファイルでインデックス
が割り当てられていません。

アクション 1. bin ディレクトリ（..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\bin）にある tzmapping ファイルを編集します。
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2. 仮想マシン ゲストに含める必要がある新しいタイム ゾーンの一意のインデックスを割り当
てます。

< 一意の番号 >=< 新しいタイム ゾーン >

次に例を示します。

235=Tokyo Standard Time

サーバー追加リクエスト中の DHCP アドレスの取得エラー

ユーザーがサーバーの追加中に特定のサブネットの DHCP アドレスを割り当てることができな
い

問題

この問題は、次の条件が満たされると発生します。考えられる原因

• Matrix OE を連携 CMS 環境で実行している

• サブネット上で同時に変更が行われている（サブネットの編集中に IP アドレスの割り当てを
要求している）

• エラー メッセージの後で、バックアップ/復元プロセスが開始した

この問題を回避するには、次のようにします。アクション

• リクエスト（サーバーの作成/削除/追加）によって変更されたアドレスを持つサブネットを
編集しない

• 複数のログ ユーザーによる同じサブネットの編集を許可しない

この問題が発生した場合:
システムはしばらくすると自然にこの状態から回復します。

仮想データ ディスクの名前に、ダブルバイト文字を含むことができない

テンプレートの作成時に仮想データ ディスクの名前に無効な文字やダブルバイト文字が含まれ
ると、要求は発行されず、次のエラー メッセージが表示されます。ディスク < ディスク名 >

問題

の無効な論理ディスク名。有効な論理ディスク名が含むことができる文字は、A～Z、a～z、0
～9、'_'、'-'、および' 'のみです。これ以外の文字は許可されません。

物理データ ディスクとブート ディスクは、ローカルライズされた名前を含むことができます。

仮想データ ディスクの名前に、アルファベット（A～Z、a～z）、数字（0～9）、スペース、
下線、およびハイフン以外の文字が使われています。

考えられる原因

有効な文字を使用して仮想データ ディスクの名前を付け直してから、リクエストを再発行しま
す。

アクション

Microsoft Windows 2008 仮想マシン ゲストが、Active Directory ドメインに参加できない

Microsoft Windows 2008 仮想マシン ゲストが、Active Directory ドメインに参加できない問題

考えられる原因 • [ネットワーク]タブの [Windows 設定]タブおよび [DNS] タブで、または Sysprep.inf ファ
イル内で、ドメイン名が指定されていません。

• DomainAdmin ユーザー名の先頭には、Sysprep.inf ファイルのドメイン名が付きます。

インフラストラクチャ オーケストレーションが新しい仮想マシンを Microsoft Windows ドメイ
ンに自動的に参加させるように指定するには、以下の手順に従ってください。

アクション

1. 仮想マシンを接続するネットワークのドメイン名を指定します。
a. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [ネットワーク] ページで、
ネットワークを選択して [ネットワークの編集]ダイアログ ボックスを開きます。

b. [DNS] タブを編集して、MS Domain を指定します。
c. [Windows 設定]タブを編集して、MS Domain を指定します。
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2. インフラストラクチャ オーケストレーションの Sysprep.inf ファイルを編集します。こ
れは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
sysprep\Sysprep.inf にあります。
次の各行で、ドメインのユーザー名とパスワードを指定します。DomainAdmin 値は、ドメ
イン プレフィックスを除くユーザー名でなければなりません。
DomainAdmin="Administrator" DomainAdminPassword="password"

仮想マシンのプロビジョニングが「VM はカスタマイズのために電源を切る必要がある」とい
うエラー メッセージで失敗する

仮想マシンのプロビジョニングが VM must be powered off for customization とい
うエラー メッセージを表示して失敗した

問題

使用している Insight Control 仮想マシン管理テンプレートは、仮想マシンが一時停止状態のと
きに作成されています。

考えられる原因

仮想マシンが一時停止状態のときに仮想マシン管理テンプレートが作成され、その後インフラ
ストラクチャ オーケストレーションで使用された場合は、カスタマイズ中にエラー メッセージ

アクション

が表示されてプロビジョニングが失敗します。この問題を解決するには、仮想マシンから仮想
マシン管理テンプレートを作成する前に仮想マシンの電源を切る必要があります。

VM ホストのハードウェア構成が適切でないため、プロビジョニングされた VM が機能しない

VM ホストのハードウェア構成が適切でないため、プロビジョニングされた VM が機能しない。
プロビジョニングされた VM のカスタマイズが失敗して、HP Matrix インフラストラクチャ オー
ケストレーションのサービス リクエストが失敗する。

問題

Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1/SP2 を搭載する ProLiant サーバー上での VM の迅速なプロビ
ジョニングの際に、仮想ネットワーク マネージャーをロードできません。次のエラー メッセー
ジが表示されます。
論理サーバーのタスクが失敗しました。障害が発生した仮想マシンのハードウェアが正しく設
定されていませんでした。

考えられる原因

アクション 1. HP NCU 10.10 をインストールします。インストール手順については、HP Network
Configuration Utility for Windows Server 2008 R2 を参照してください。

2. Hyper-V ホストで TCP オフロード機能を有効にします。
• VM ホストの [Network Adapter のプロパティ] ウィンドウにアクセスします。

• [詳細設定]タブをクリックします。

• [プロパティ] リストで [TCP 接続オフロード]を選択して、値として [有効]を選びます。

• [OK] をクリックします。

VM ホスト サービスを削除しても、VM ホスト サーバー ブレードがサーバー プールに「未使
用」のサーバーとして戻されない

VM ホスト サービスを削除しても、VM ホスト サーバー ブレードがサーバー プールに「未使
用」のサーバーとして戻されない。サーバー ブレードのマークは「使用中」の VM ホストのま
まであり、他のデプロイメントに使用できない。

問題

VM ホストを Insight Control 仮想マシン管理から登録解除せずに、VM ホストの HP Matrix イン
フラストラクチャ オーケストレーション サービスが削除されました。

考えられる原因

Insight Control 仮想マシン管理クライアント API を使用して VM ホストを登録解除します。アクション

1. 次のようにログインします。
..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>adminlogin

2. 次のコマンドで VM ホストの登録を解除します。
..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>cli unregisterAgent -host <VM_host_IP_address>
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3. 次のコマンドで、VM ホストとして登録されている IP アドレスのリストを取得します。
..\Program Files\HP\Insight Control virtual machine
management\clientapi\bin>cli getHostIds

4. 当該の VM ホストの IP アドレスがリストから削除されていることを確認します。

論理サーバーのタスクの失敗：ソース サーバー上のサービス コンソール負荷平均がしきい値
より高いです。

論理サーバー <ls name> のタスクは、失敗しました。障害：ソース サーバー上のサービス
コンソール負荷平均がしきい値より高いです。その操作を後で再度実行してください。

障害メッセージ

ソースまたはターゲット VM ホスト上の負荷平均が高すぎる可能性があります。..\Program
Files\HP\Virtual Machine Management\log\hpvmmsvc.log にある Insight Control 仮

考えられる原因

想マシン管理のログ ファイルを調査して、この問題を検証します。次のようなログ メッセージ
を探してください。

• 2009/07/29 08:31:02 | INFO - Source server 16.92.61.30 load average
for 5 Minute -> 1.85

• 2009/07/29 08:31:02 | INFO - Source server 16.92.61.30 load average
for 15 Minute -> 2.27

• 2009/07/29 08:31:02 | WARN - Source server 16.92.61.30 load average
exceeded the threshold

このようなログ メッセージは、「Source server」 タグで識別される VM ホストが、許容される
しきい値を超え、VM デプロイメントが失敗したことを示しています。

VMware サービス コンソールに割り当てられているメモリと CPU 共有は、VM ホストのパフォー
マンスを改善するために増加させることができます。詳しくは、「VMware サービス コンソー
ルのメモリと CPU 共有の増加」を参照してください。

アクション

Matrix OE で定義されたストレージ プール エントリーがインフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールの [ストレージ] タブに表示されない

Matrix OE で定義されたストレージ プール エントリーがインフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールの [ストレージ] タブに表示されない。

問題

考えられる原因 • Matrix OE の [ストレージ プールの管理] ページでの変更後、インフラストラクチャ オーケ
ストレーション コンソールの [ストレージ] ページが更新されていません。

• インフラストラクチャ オーケストレーションの使用に対して無効であるため、ストレージ
プール エントリーが除外されています。

アクション • インフラストラクチャ オーケストレーションの [ストレージ] ページを更新します。

• Matrix OE の [ストレージ プールの管理] ページでストレージ プール エントリーを確認し、
インフラストラクチャ オーケストレーションの使用に対して有効にしてください。

◦ ストレージ エントリーのオペレーティング システムが正しく指定されていることを確認
してください。

◦ WWN が正しく指定されていることを確認してください。

◦ LUN が正しく指定されていることを確認してください。

◦ インフラストラクチャ オーケストレーションの [ストレージ] ページを更新します。
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サービスの削除

物理サービスの削除

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのサービスの削除リクエストで、
「clean-me」 論理サーバーが残る

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのサービスの削除リクエストで、「clean-me」
論理サーバーが残る

問題

Insight Control サーバー配備を使用している場合、「ProLiant ML/DL/BL アレイ設定の消去
{LinuxPE}」ジョブがインフラストラクチャ オーケストレーション向けに修正されていませ
ん。

考えられる原因

Ignite-UX を使用している場合、クライアントのセットアップの際に、Systems Insight Manager
でディスク消去ジョブを実行するアクセス許可が与えられていません。

Insight Control サーバー配備を使用する場合、サーバー配備ジョブ フォルダーの作成の手順の
手順 9 に従います。このジョブは、次に示す 2 つのステップだけで構成されるはずです。

説明タスク

アクション

ディスクをク
リーンアップし
ます。

スクリプトの実
行

シャットダウン
（可能な場合）
します。

電源制御

注記: mxnode コマンドを使用するには、プロビジョニングされたサーバーの root/<root
password> を Systems Insight Manager のグローバル認証に入力します（[オプション]→[セキュ
リティ]→[認証]→[グローバル認証])。
mxagentconfig –a –n <target IP or DNS name> –u <user> –p <password>

ここで、

<user>
は root です。
<target IP or DNS name>
は新規作成した Systems Insight Manager ノードの IP アドレスです。
<password>
は新規作成した Systems Insight Manager ノードのルート パスワードです。

プロビジョニングの解除中、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションがディスクを
正しく消去していない

プロビジョニングの解除中、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションがディスクを
正しく消去していない

問題

Insight Control サーバー配備のディスク消去ジョブの名前が間違っています。考えられる原因

サーバー配備の英語版以外のバージョンを使用して物理サーバーのプロビジョニングを解除す
る際に、インフラストラクチャ オーケストレーションがディスクの内容を正しく消去するに

アクション

は、Server Deployment Toolbox\1 - Hardware Configuration\Array\サーバー配
備フォルダーの下に、英語版の Erase ProLiant ML/DL/BL Array Configuration
{LinuxPE} ジョブが存在する必要があります。同じフォルダーに英語以外のサーバー配備ジョ
ブをコピーして貼り付け、Erase ProLiant ML/DL/BL Array Configuration {LinuxPE}
ジョブを変更します。ジョブの修正について詳しくは、「サーバー配備ジョブ フォルダーの作
成」を参照してください。

192 トラブルシューティング



削除した覚えのないインフラストラクチャ サービスが削除されている

削除した覚えのないインフラストラクチャ サービスが削除されている問題

リース期間終了後、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションがインフラストラク
チャ サービスを削除するように設定されている可能性があります。インフラストラクチャ サー

考えられる原因

ビスのリース期間が終了してサービスが削除されると、リース期間の満了により削除プロセス
がトリガされた場合でも、[履歴] および [リクエスト詳細] には「オーナーが削除プロセスを開
始した」という内容のメッセージが表示されます。

リース期間終了とサービス削除についての電子メール通知は、そのイベントの 1 週間前と 1 日
前に送信できます。電子メールは Operations Orchestration の System

アクション

Property:HpioNotificationRecipients に設定されているアドレスに送信されます。
Operations Orchestration Studio で、この設定パラメーターを設定してください。

削除リクエストが失敗する

削除リクエストが失敗したため、環境を手動でクリーンアップする必要がある問題

—考えられる原因

仮想論理サーバーの場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは、仮想マシン ホスト
の下に、ユーザーが入力したインフラストラクチャ サービスと同じ名前でフォルダーを作成し

アクション

ます。このフォルダーには、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダーとファイルが含
まれます。このフォルダーとその中身をすべて削除してください。

仮想論理サーバーの場合、すべての仮想マシンおよびインフラストラクチャ フォルダーの名前
が vCenter Server から削除されていることを確認してください。仮想マシン ホストの下で、
ユーザーが入力したインフラストラクチャと同じ名前のインフラストラクチャ オーケストレー
ション フォルダーを探します。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想マ
シンをこのフォルダーの下に作成します。これらが削除されずに残っている場合は、仮想マシ
ンとインフラストラクチャ フォルダーを削除する必要があります。
物理論理サーバーの場合、影響を受ける論理サーバーに対して手動でクリーンアップを実行し
ます。「手動クリーンアップ プロセス（物理）」を参照してください ｡

仮想サービスの削除

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションがリソースを正常に予約できない

環境によっては、インフラストラクチャ オーケストレーションが属性によって指定されるネッ
トワークと仮想論理サーバー グループを含むテンプレートの作成リクエストを処理中に、リ
ソースがあってもこれを予約できない場合がある。

問題

この問題に対して特定の失敗メッセージはありませんが、この問題はサーバー予約失敗メッセー
ジとして示されます。この問題は、仮想論理サーバーでのみ発生します。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションはサーバー割り当ての前にサブネット割り
当てを実行します。以下の場合を考えてみましょう。

考えられる原因

2 つのサブネット（Subnet1、Subnet2）が LogicalSubnetA に対応している。
Subnet1 が VmHost1 にのみ関連付けられている。
Subnet2 が VmHost2 にのみ関連付けられている。
サブネット割り当ての条件によると、Subnet1 が LogicalSubnetA に最適です。
ただし、VmHost1 が LogicalSubnetA に関連付けられている LogicalServerGroups に適していな
い場合は、Subnet2 が評価されずに予約が失敗します。VmHost1 は、修復可能でないかプロセッ
サーの数が不足しているため、不適切であるかもしれません。このような場合には、以下のサー
バー予約エラーメッセージが表示されます。

「論理サーバー SvrGrp1-1 の予約に失敗しました。次の要求を満たす物理サーバーを見つけ
ることができません：修復可能。3 プロセッサー"

この問題を解決するには、ネットワーク選択オプションを細かく指定します。つまり、ネット
ワーク選択の属性から汎用的な指定（「Any」 オプション）を取り除きます。汎用的なオプショ

アクション
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ンをすべて削除しても、正しいネットワークが選択されない場合は、ネットワークを名前で指
定するか、リクエストを発行する際に選択するサーバー プールとリソースを少なくします。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションで指定された論理サーバーでプロビジョニ
ングされているインフラストラクチャ サービスを見つけられない

Matrix OE 論理サーバーの観点から、[Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションで論
理サーバーを管理する]アイコンをクリックすると、次のメッセージが表示される。Matrix イ

障害メッセージ

ンフラストラクチャ オーケストレーションで指定された論理サーバーでプロビジョニングされ
ているインフラストラクチャ サービスを見つけられませんでした。物理サーバーが選択され、
インフラストラクチャ サービスがインフラストラクチャ オーケストレーションでプロビジョ
ニングされていた場合、ステータスがスタンバイになっていないかどうかを確認してください。

論理サーバーが非アクティブ化されました。考えられる原因

アクション • そのサーバーが「 clean-me」 論理サーバーでない場合は、インフラストラクチャ オーケス
トレーションに戻りその論理サーバーに対する [サーバーの使用開始]リクエストを発行しま
す。

• そのサーバーが「 clean-me」 論理サーバーの場合は、そのサーバーを手動でクリーンアッ
プします。「手動クリーンアップ プロセス（物理）」を参照してください ｡

サービスへのサーバーの追加

データ ディスク追加リクエストが失敗する

データ ディスクの追加リクエストが失敗する問題

サーバーが非アクティブ化されました。考えられる原因

非アクティブ化された論理サーバーにデータ ディスクを追加しようとすると、このエラーが発
生することがあります。データ ディスクの追加を続行するには、[サーバーの使用開始]リクエ
ストを開始し、サービスを回復してから論理サーバー グループにディスクを追加します。

アクション

非アクティブ化、アクティブ化、電源オフ、または電源オンの操作

管理者が一時停止中のブート ディスク デプロイメントを取り消すと、メッセー
ジが表示される

管理者が停止中のブート ディスク デプロイメントを取り消すと、どんなメッセージが表示され
ますか

問題

—考えられる原因

管理者が一時停止中のブート ディスク割り当て操作を取り消すと、インフラストラクチャ オー
ケストレーションの [リクエスト]ページに 2 つのメッセージが表示されます。

アクション

• 最初のメッセージは、以下の例のようにブート ディスク デプロイメントが管理者によって
取り消されたことを示します。

「3Tier_infra_1 のリクエストは、Ann によりキャンセルされました。」

• 2 番目のメッセージには、たとえば以下のような、取り消しの際に管理者が入力したメモが
含まれます。

「これをすぐには実行できません。スケジュールを再設定するので、555-1234 までお電
話ください。Ron」。メモが管理者によって入力されたものでない場合は、このメッセージ
が省略されます。
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コンソール操作

ログイン失敗のために Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ツー
ルが表示されない

Systems Insight Manager のインフラストラクチャ オーケストレーション コンソールに次のよう
に表示される。

障害問題

「Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ツールを表示できません。問題：
Systems Insight Manager から HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーショ
ンサービスへのログインが失敗しました。」

ログインしている Windows ユーザーは、HPIO_Administrators グループに所属していません。
Administrators グループのメンバーは、自動的に HPIO_Administrators グループのメンバーにな
るわけではありません。

考えられる原因

ユーザーを HPIO_Administrators グループに追加します。たとえば、Windows 2008 の場合は
以下の手順に従ってください。

アクション

1. [スタート]→[管理ツール]→[コンピューターの管理]の順に選択します。
2. [システム ツール]→[ローカル ユーザーとグループ]を選択します。
3. [グループ]をクリックします。
4. [HPIO_Administrators] を右クリックして、[グループに追加]を選択します。
5. [追加...]をクリックします。
6. [選択するオブジェクト名を入力してください（例）]フィールドで、< 追加したいユーザー
名 > を入力します。

7. [OK] をクリックします。
8. [OK] をクリックします。

HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ツールが表示されず、
ユーザーが認証されないというメッセージが表示される

Matrix OE Systems Insight Manager でインフラストラクチャ オーケストレーション コンソール
が次のようなメッセージを表示する。HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーショ

問題

ン ツールを表示できません。 また、次のようなエラー ダイアログが表示される。ユーザーが
認証されません。

インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールからインフラストラクチャ オーケス
トレーション Designer を起動（[テンプレート]タブの [新規]または [編集]ボタンを使用）した
後、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer からサインアウトしています。

考えられる原因

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer で、[サインアウト]をクリックするので
はなく、IE7 ブラウザー（右上の閉じる（X）ボタンを使用）を閉じるか IE7 ブラウザーのタブ

アクション

（インフラストラクチャ オーケストレーション Designer タブの右端の閉じる（X）ボタンを使
用）を閉じます。

サービスとの通信失敗のために Matrix インフラストラクチャ オーケストレーショ
ン ツールが表示されない

Systems Insight Manager でインフラストラクチャ オーケストレーションにログインするとき
に、次のようなエラー ページが表示される。Matrix インフラストラクチャ オーケストレー

問題

ション ツールを表示できません。<service-name> で実行中のインフラストラクチャ オーケ
ストレーションサービスと通信できません。

インフラストラクチャ オーケストレーション サービスが CMS で実行されていません。考えられる原因

CMS の [サービス] ウィンドウで、HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サー
ビスが実行されていることを確認します。

アクション

1. たとえば、Windows 2008 の場合、[スタート]→[管理ツール]→[サービス]を選択します。
2. インフラストラクチャ オーケストレーションのステータスが開始済みであることを確認しま
す。確認します。
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サーバー プールをリストするときに Matrix インフラストラクチャ オーケストレー
ション ツールが表示されない

Systems Insight Manager で、サーバー プールをリストするときに 1 分のタイムアウト超えた場
合、[Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ツールを表示できません]というイン
フラストラクチャ オーケストレーション エラー ページが表示される。

問題

考えられる原因 • 物理サーバーまたは仮想マシン ハイパーバイザーが応答していない。

• HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスが停止している。

• ネットワークで遅延が発生しているかネットワークが接続されていない。

アクション • 物理サーバーと VM ホストが使用可能であることを確認します。

• HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスが開始されていることを確
認します。

• ネットワークが正しく設定されていることを確認します。

• [サーバー]ページを更新します。

HPIO_Administrators グループに追加したユーザーが、インフラストラクチャ オー
ケストレーション コンソールにログインできない

HPIO_Administrators グループに追加したユーザーが、インフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールにログインできない

問題

HPIO_Administrators グループが、Systems Insight Manager のインフラストラクチャ オーケスト
レーションツールボックスと関連付けられていません。

考えられる原因

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール後、HPIO_Administrators グ
ループは Systems Insight Manager で Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ツー

アクション

ルボックスに関連付けられる必要があります。Systems Insight Manager でこの関連付けが正し
く行われていることを確認してください。詳しくは、「Windows でのインフラストラクチャ
オーケストレーションユーザーの設定」を参照してください。

サービスの詳細ページにオペレーティング システム情報が表示されない

[サービスの詳細]ページにオペレーティング システム情報が表示されない問題

サーバーまたはサービスの状態が「UNKNOWN」の場合、そのサーバーまたはサービスで問
題が発生します。

考えられる原因

オペレーティング システムがデプロイされていないと、[サービスの詳細]ページにオペレーティ
ング システム情報が表示されません。この状況では、インフラストラクチャ オーケストレー

アクション

ションはデータベースを消去できますが、パートナー ドメインからサービスまたはサーバーを
削除しないことがあります。この問題が発生する場合は、システム管理者がアクセス不可能な
サーバーを消去する必要があります。物理サーバーの場合は、「手動クリーンアップ プロセス
（物理）」を参照してください。

仮想サーバーの場合は、トラブルシューティング項目「削除リクエストが失敗したため、環境
を手動でクリーンアップする必要がある」を参照してください。
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[ネットワーク] タブがネットワーク情報を取得しない

[ネットワーク] タブがネットワーク情報を一切取得しない、または IO 割り当ての失敗とプロビ
ジョニングの失敗が発生する。

問題

考えられる原因 • VMware vCenter Server の認証情報が、設定されていないか、Insight Control 仮想マシン管理
のアップグレード中に失われています。

• VMware vCenter Server が到達不可能です。

アクション • VMware vCenter Server の認証情報を HP SIM で入力します。
1. [オプション]→[VME オプション]→[VME 設定の参照]に移動し、vCenter のステータスを

確認します。

2. このページで手順を実行します。または以下の手順を実行します。

a. [オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[システム認証]を選択します。
b. システム認証情報を編集します。
c. [アドバンスド プロトコル認証を表示]→[VME タブ]をクリックします。
d. 認証情報を入力して、[OK] をクリックします。

• 設定された VMware vCenter Server が到達可能であることを確認します。

予約プロセスが完了すると、リクエストの詳細に、割り当て済みと表示される

予約プロセスが完了すると、リクエストの詳細に、割当て済みと表示される問題

リソースが予約されています。考えられる原因

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、プロビジョニング リクエストに対し
てリソースを予約すると、「allocated」 メッセージを表示します。スケジュール設定されたプ

アクション

ロビジョニング操作についてこのメッセージが表示される場合、そのリソースは将来のリース
期間に向けて予約されていますが割り当てはされていません。

インストール後またはユーザーを別のインフラストラクチャ オーケストレーショ
ン グループに割り当てた後、そのユーザーがインフラストラクチャ オーケスト
レーションにログインできない

インストール後またはユーザーを別のインフラストラクチャ オーケストレーショングループに
割り当てた後、そのユーザーがインフラストラクチャ オーケストレーションにログインできな
い

問題

CMS が再起動を必要としています。考えられる原因

インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール後、またはインフラストラクチャ
オーケストレーション ユーザー グループ間でユーザーを移動した（例：HPIO_Administrators

アクション

グループから HPIO_Users グループへ）後、そのユーザーが Systems Insight Manager のインフ
ラストラクチャ オーケストレーション コンソールやインフラストラクチャ オーケストレーショ
ン Self Service Portal にログインできないことがあります。この問題を解決するには、CMS を
再起動します。

リース期間の延長が、具体的な理由やエラー メッセージを表示することなく失敗
する

リース期間を延長するとき、具体的な理由やエラー メッセージが表示されることなく操作が失
敗する

問題

リソースが不足しています。含まれるリソースで静的 IP アドレスが不足している場合や仮想マ
シン ホストの容量が不十分な場合、そのリソースにとって実際に使用できる期間より長くイン

考えられる原因

フラストラクチャのリース期間を延長しようとすると、「通知されたリース期間は他のインフ
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ラストラクチャ サービスのリース期間と矛盾するので更新できません」というエラー メッセー
ジが表示されます。

次のリソースが十分あり利用できることを確認してください。アクション

• 静的 IP アドレス

• 仮想マシンのメモリ リソース

• ディスク リソース

VCDG の下にあるサーバーに対する操作で、リクエストされた操作が完了しない

VCDG の下にあるサーバーに対する操作で、リクエストされた操作が完了しない問題

サーバーが Virtual Connect Enterprise Manager によって管理されていません。インフラストラ
クチャ オーケストレーションがそのリソースに対して操作を正しく行うには、Virtual Connect

考えられる原因

ドメイン グループのステータスが「Virtual Connect Enterprise Manager による管理」と表示さ
れている必要があります。

Virtual Connect Enterprise Manager で管理される Virtual Connect ドメインに対してメンテナン
ス操作を実行する際に、VCDG のメンテナンス中に利用できない物理サーバーをインフラスト
ラクチャ オーケストレーションが使用しないようにするには、以下の手順を実行します。

アクション

1. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールにアクセスして、[サーバー]タブを
選択します。

2. VCDG 内の物理サーバーをメンテナンス プールに移動します。
3. Virtual Connect Enterprise Manager にアクセスして、必要な手順を実行し、目的の操作を完
了します。

4. インフラストラクチャ オーケストレーションで、物理サーバーをメンテナンス プールから
該当するサーバー プールに戻し、インフラストラクチャ オーケストレーションで使用でき
るようにします。

[サーバー] タブに一部の仮想リソースが表示されない

[サーバー]タブに一部の仮想リソースが表示されない。問題

更新ボタンをクリックしてから 5 分経過しても、[サーバー]タブに仮想ホストが表示されませ
ん（getVMHostServerPools 呼び出しからの TimeoutException が、CMS の

考えられる原因

hpio-controller.log ファイル内のスタック トレースにあります。）原因としては、仮想
マシン管理が一部の VM ホストとの通信に予想外に時間がかかる環境の問題、または仮想マシ
ン管理がすべての VM ホストからの情報検索に時間がかかる大規模セットアップなどが考えら
れます。時間内に応答する VM ホストは、その結果を [サーバー]タブに戻します。
hpio-controller.log ファイルで以下の形式の警告メッセージを確認します。「割り当てら
れた時間内に、VM ホストのすべてについてはデータを取得できません。一部のホストからの
データは返されません。」および「割り当てられた時間内にホスト < ホスト名 > の VM ホスト
データを取得できません。」という形式の警告メッセージがないか確認します。

環境の問題を修正するか、次のタイムアウト プロパティの設定値を増やしてください。（特に
上記のアクション 3 および 4 で）ブレードがプロビジョニング用に再び使用可能になると予想

アクション

されない場合は、使用不能サーバー用に特別に作成された別のサーバー プールにこのブレード
を移動できます。

1. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties ファイルを編集します。

2. timeout.get.serverpools をこれまでよりも長い間隔に設定します（たとえば、20 分
間隔にするには、timeout.get.serverpools=20 と設定します）。

3. timeout.get.vmhost をこれまでよりも長い間隔に設定します。ただし、
timeout.get.serverpools よりは短くしてください timeout.get.vmhost のデフォ
ルト値は 10 です（この値を変更した場合、インフラストラクチャ オーケストレーションの
アップグレード後、値はデフォルトにリセットされます）。

timeout.get.vmhost の値は、必ず、timeout.get.serverpools の値よりも小さくして
ください。
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使用中でないサーバー ブレードがインフラストラクチャ オーケストレーション
サーバー プールに表示されるが、それらはプロビジョニング用に割り当てられて
いない

使用中でないサーバー ブレードが IO サーバー プールに表示されるが、IO はそのブレードを
プロビジョニング用に割り当てない。

問題

サーバー ブレードが、プロビジョニングの有効なターゲットではありません。考えられる原因

sbapi GetServerPools コマンドを実行し、ブレード用の isValidTarget の値をチェッ
クします。

アクション

• IsValidTarget=true の場合は、[サーバー] の表示を更新して再試行してください。

• IsValidTarget=false の場合、ブレードはプロビジョニング用に使用できません。考え
られる原因：

1. ブレード ハードウェアの問題です。
2. ブレード エンクロージャーがメンテナンス モード中（VCEM で確認）
3. ブレードがエンクロージャーにない（OA で確認）
4. VC ドメイン グループが削除されている（VCEM で確認）

ブレードがプロビジョニング用に再び使用可能になると予想されない場合は、使用不能サーバー
用に特別に作成された別のサーバー プールにこのブレードを移動できます（IO には内蔵メンテ
ナンス プールがあります）。

サーバーをメンテナンス プールに移動すると、サーバーが常に非アクティブ化さ
れる

サーバーを [メンテナンス] プールに移動すると、サーバーが常に非アクティブ化される問題

サーバーを [メンテナンス]プールに移動すると、リソースが非アクティブ化されます。今後使
用するためにサーバーを予約しているサービスが取り消されることを示す警告が表示され、リ
ソースを使用している現在の論理サーバーが非アクティブ化されます。

考えられる原因

サーバーを [メンテナンス]プールに移動する際、サーバーがメンテナンスに移動された理由を
示すメモをサーバーに添付します。

アクション

サーバーの使用停止操作を行っても、仮想マシン ホストに割り当てたメモリ リ
ソースが利用できるようにならない

[サーバーの使用停止]操作を行っても、仮想マシン ホストに割り当てたメモリ リソースを利用
できるようにならない

問題

仮想インフラストラクチャまたは個々のサーバーが非アクティブ化されても、インフラストラ
クチャ オーケストレーションは、以前に論理サーバーに割り当てられていたメモリを他の仮想
マシンに割り当てできるメモリとして認識しません。

考えられる原因

—アクション

[リクエストの詳細] でステップが失敗となる

リクエストの詳細ページのステップが「失敗した」と表示される問題

リクエストを実行すると、インフラストラクチャ オーケストレーションが [リクエストの詳細]
ページに 1 つまたは複数のステップの失敗をレポートすることがあります。このエラーが発生

考えられる原因

したあと、インフラストラクチャ オーケストレーションは、タスクを再試行するかまたはリ
ソースを割り当て直すことで、修復を試みます。インフラストラクチャ オーケストレーション
は、回復のための割り当てプロセスで、最初のリクエストで選択されたサーバー プールを使用
します。あるステップが何度も失敗する場合は、リクエスト全体が失敗しています。

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties ファイルで、再試行の回数を設定します。

アクション
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取り消した後でも、リクエストの処理が続く

取り消した後でも、リクエストの処理が続く問題

現在のタスクが進行中です。考えられる原因

リクエストが取り消された場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは、管理対象環
境内の進行中のタスクを完了させなければなりません。新しいタスクが開始されることはあり

アクション

ませんが、リクエストを取り消すには、事前に、進行中のタスクをすべて完了させる必要があ
ります。

一部の Microsoft SCVMM テンプレートが [ソフトウェア] タブに表示されない

一部の SCVMM テンプレートが [ソフトウェア]タブに表示されない。問題

—原因

アクション 1. SCVMM サーバーで、仮想マシン管理の powershell コマンド プロンプトを開きます。
2. 次のコマンドを入力します。

get-vmmserver –ComputerName localhost get-template | select -Property Name get-template | select
-Property Name, VirtualizationPlatform

VirtualizationPlatform を「Hyper-V」として返すテンプレートが、インフラストラクチャ オーケ
ストレーションの [ソフトウェア]タブにリストされるようになります。

インフラストラクチャ オーケストレーションのアンインストール中に、インフラ
ストラクチャ オーケストレーション サーバー プールのツリーが Systems Insight
Manager から削除されない

インフラストラクチャ オーケストレーションのアンインストール中に、インフラストラクチャ
オーケストレーション サーバー プールのツリーが Systems Insight Manager から削除されない。

問題

インフラストラクチャ オーケストレーションがアンインストールされているときに、Systems
Insight Manager が使用可能ではありませんでした。

考えられる原因

アクション • HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスを停止します。

• HP SIM 収集を手動で削除します。

• HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスを開始します。

Self Service Portal 操作

Linux サーバーで最近追加したデータ ディスクがリストされない

使用している Linux サーバーで最近追加したデータ ディスクがリストされない問題

サーバーが再起動されていません。考えられる原因

既存のサービスに新しいデータ ディスクを追加する際、サーバーが物理 Linux サーバーである
場合やデータ ディスクが手動で追加されている場合（マルチイニシエーター NPIV が使用され

アクション

ていない場合など）は、ディスクを使用可能にするために Linux サーバーを再起動する必要が
あります。
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ネットワークの WINS 設定でホスト名を入力すると、Windows のカスタマイズ
に失敗する

ネットワークの WINS 設定でホスト名を入力すると、Windows のカスタマイズに失敗する問題

—考えられる原因

IP アドレスを入力するか、ネットワーク WINS 設定を空白のままにします。アクション

インフラストラクチャ オーケストレーションの未割当プールにリソースが表示さ
れない

リソースを追加したが、インフラストラクチャ オーケストレーションの未割当てプールに表示
されない

問題

リソースがインフラストラクチャ オーケストレーションの未割当プールに追加されるのは、リ
ソースが使用可能であること、ライセンスが適用されていること、正しく設定されていること
をインフラストラクチャ オーケストレーションが認識した場合です。

考えられる原因

VM ホストを表示するには以下の手順を実行します。アクション

1. Insight Control 仮想マシン管理で、VM ホストを登録します。
2. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [サーバー]タブで、円形の緑色
の矢印アイコン（[サーバーリソース更新するにはクリックしてください]）をクリックしま
す。

物理サーバーを表示するには以下の手順を実行します。

1. Matrix OE ビジュアル化のメニューで、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択するか、論
理サーバー管理で自動検出されるまで 60 分間（デフォルト。他の値に設定可能）待ちます。

2. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールの [サーバー]タブで、円形の緑色
の矢印アイコン（[サーバーリソース更新するにはクリックしてください]）をクリックしま
す。

サーバーがサーバー プールから「消失する」

サーバーがサーバー プールから「消失する」問題

インフラストラクチャ オーケストレーション インベントリ プロバイダー（論理サーバー管理
または仮想マシン管理）のいずれかで通信の問題が発生しているか、またはプロバイダー サー
ビスが停止しています。

考えられる原因

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、管理対象環境でサーバー（ブレードま
たは仮想マシン ホスト）を定期的に取得して、インフラストラクチャ オーケストレーション

アクション

サーバー プールにリストされているリソースを更新します。デフォルトのポーリング間隔は、
60 分です。2 回のポーリング間隔を過ぎてもリソースがインベントリに表示されない場合、イ
ンフラストラクチャ オーケストレーションはリソースをサーバー プールから削除します。リ
ソースは管理対象の環境から削除されていると考えられるため、インフラストラクチャ オーケ
ストレーションのサーバー プールからも削除されるべきと判断されます。
通信を回復するかまたはプロバイダー サービスを再開します。次に、Systems Insight Manager
を使用して Matrix OE を更新します。これには、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択しま
す。[Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)] と [Insight Control 仮想マシン管理 (VMM)] の
うち該当する項目を選んでください。

代替策として、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties の server.keep.alive.rounds プロパティの値を変更して、ポーリン
グ間隔の回数を変えサーバーの削除開始を遅らせることもできます。

公開されているテンプレートで、作成リクエストが失敗する

公開されているテンプレートで、作成リクエストが失敗する問題

リソースが使用できません。テンプレートは、公開されるときにインフラストラクチャ オーケ
ストレーション Designer で検証されます。しかし、公開の後、リソースがシステム（ソフト

考えられる原因
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ウェア、ネットワーク）から削除されると、テンプレートはリソースがないために無効となる
場合があります。この場合、テンプレートは再度検証され、インフラストラクチャ オーケスト
レーション Designer で保存されるまで、インフラストラクチャ オーケストレーションによっ
て検出されません。

環境設定を変更した後、影響のあるテンプレートをすべて再検証します。アクション

Designer 操作

一定時間操作を行わなかった後、テンプレートの保存を試みるまで、テンプレー
トは編集可能であるように見える

一定時間操作を行わなかったが、テンプレートは編集できるようだった。ただし、編集後テン
プレートを保存することはできない

問題

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer セッション サービスの期限が切れてい
ます。

考えられる原因

Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション Designer はユーザーをログアウトして
いますが、変更内容は消去されていません。テンプレートを保存するには、ログインして、変
更内容を復元しテンプレートを保存してください。

アクション

サーバー グループに接続されたネットワークのうち先頭のネットワーク以外に
は、仮想 IP アドレスを割り当てることができない

サーバー グループに接続されたネットワークのうち先頭のネットワーク以外には、仮想 IP アド
レスを割り当てることができない

問題

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer はサーバー グループに仮想 IP アドレス
を定義できます。インフラストラクチャ オーケストレーションでは、グループに複数のネット

考えられる原因

ワークが接続されている場合、仮想 IP アドレスを割り当てることができるのはそのサーバー グ
ループ用のリストの先頭に表示されるネットワークだけです。ネットワークは、英数字の順序
でリストされます。

アクション • 使用する予定のネットワーク名を「 a」 で開始することで、強制的にリストの先頭になるよ
うにします。または、

• テンプレートの XML ファイルをエクスポートして編集し、仮想 IP アドレスに割り当てるネッ
トワークを変更します。

論理ネットワークの予約が失敗する

論理ネットワーク < ネットワーク名 > の予約が失敗した。ネットワーク向けに設定されている
静的 IP アドレス範囲に、IP アドレス「xx.xx.xx.xxx」が含まれる必要がある

問題

テンプレートで定義される静的 IP アドレスは、選択したネットワークの静的 IP アドレスの範囲
内である必要があります。

考えられる原因

静的 IP アドレスが選択したネットワークの静的 IP アドレスの範囲内となるようにテンプレート
を変更するか、選択したネットワークの静的 IP アドレスの範囲をテンプレートの静的 IP アドレ
スを含むように変更します。

アクション
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Designer の [コスト単位] フィールドで特殊文字が検証されない

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の [コスト単位] フィールドで特殊文字
が検証されない。

問題

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer は、[コスト単位] テキスト フィールド
の検証は行いません。

考えられる原因

想定していない文字が表示されないようにするには、テンプレート設定の際に [コスト単位]
フィールドに特殊文字を入力しないでください。

アクション

ユーザーおよび設計者に対し、テンプレートへのアクセスが制限される

ユーザーおよび設計者に対し、テンプレートへのアクセスが制限される問題

管理者以外（設計者およびユーザー）によるテンプレートの表示および使用に関しては、管理
者によって、アクセスが割り当てられているテンプレートの表示および使用に限定されるよう
設定されている場合があります。制限の内容は、通常、以下のとおりです。

考えられる原因

• 管理者は、インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal で、自身のテン
プレートのみ表示および使用できる。

• 設計者は、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer およびインフラストラク
チャ オーケストレーション Self Service Portal で、自身のテンプレートのみ表示および使用
できる。

• ユーザーは、インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal で、アクセス
権のある公開済みテンプレートを表示および使用できる。

この問題を解決するには、管理者にお問い合わせください。..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties で、管理者は、CMS のテン

アクション

プレートを制限する template.access.restricted=true 、または CMS のテンプレート
を公開する template.access.restricted=false 制限されている場合は、インフラスト
ラクチャ オーケストレーションのコンソールで、[テンプレート]をクリックし、続いて [ユー
ザー修正]をクリックしてテンプレートに各ユーザーを割り当てるか割り当て解除します。

Designer を初期化中に致命的なエラーが発生する

Designer のエラー ダイアログ メッセージ：
Designer を初期化中に致命的なエラーが発生しました。

問題

HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスが実行中であることを確
認して再試行してください。

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer をインフラストラクチャ オーケストレー
ション コンソールから起動するとき（[テンプレート]タブの [編集]ボタンを使用するとき）に
発生します。

考えられる原因

ブラウザーを使って https://<cms>:51443/hpio/designer を指定してインフラストラクチャ
オーケストレーション Designer を起動し、目的のテンプレートを開きます。

アクション

テンプレート XML の手動編集の間違いのいくつかは、インフラストラクチャ オー
ケストレーション Designer へのインポート時に検出されない

テンプレート XML の手動編集の間違いのいくつか（たとえば、重複する論理サーバー グルー
プの起動順序など）はインフラストラクチャ オーケストレーション Designer で XML からテン
プレートをインポートする際に検出されない。

問題

テンプレートがインフラストラクチャ オーケストレーション Designer から XML にエクスポー
トされた後、XML が手動で編集され、重複する <Ordinal /> の値が含まれました。この後で、
XML がインフラストラクチャ オーケストレーション Designer にインポートされました。

原因

XML テンプレートをインフラストラクチャ オーケストレーション Designer 以外で編集しない
でください。XML テンプレートをインフラストラクチャ オーケストレーション Designer 以外

アクション

で編集することはサポートされず、ドキュメントでの説明もありません。XML スキーマは公開
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されているインターフェイス仕様の一部ではありません。当社は XML スキーマを通知すること
なく変更する場合があります。XML テンプレートを変更するユーザー、または XML テンプレー
トを独自に作成するユーザーは、自身の責任においてそれを行ってください。無効なテンプレー
トを使用すると、プロビジョニングが失敗する場合があります。当社は、サポートを提供する
前に、IO が生成した未変更のテンプレートを使用して問題を再現するように、ユーザーに依頼
する場合があります。

IO の新しいリリースで作成されたテンプレート XML ファイルの旧リリースへの
インポートと下位互換性

IO の新しいリリースで作成されたテンプレート XML ファイルの旧リリースへインポートする
と次のようなエラーが表示されます。「テンプレートが無効です。IO サーバーによって準備

問題

がされていません。[詳細] タブには、テンプレート XML のどの部分が無効であるのかにつ
いて詳細な情報が提供されます。」

IO テンプレートについて、下位互換性はサポートされていません。上位互換性がサポートされ
ます。

原因

ターゲットにしている最も古い IO バージョンでテンプレートを作成および公開してください。アクション

インフラストラクチャ オーケストレーション Designer のインターフェイスが IE6
で散発的に失敗する

IE6 では、インフラストラクチャ オーケストレーション Designer からインフラストラクチャ
オーケストレーション コンソールを起動すると、インフラストラクチャ オーケストレーション

問題

Designer インターフェイスが散発的に失敗することがあります。Systems Insight Manager の
Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールは次のようなメッセージを
表示します。「HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション ツールを表示でき
ません。」

—考えられる原因

Systems Insight Manager で、[ツール]→[Infrastructure orchestration] を選択し、インフラストラ
クチャ オーケストレーション コンソールを通常の表示に戻します。

アクション

その他の問題

電子メールおよび通知

インフラストラクチャ オーケストレーションの電子メール メッセージ（承認、通知など）が
送信されない

インフラストラクチャ オーケストレーションの電子メール メッセージ（承認、通知など）が送
信されない。

問題

考えられる原因 • SMTP の設定パラメーターが誤っています。

• SMTP の認証情報が正しくありません。

• SMTP サーバーが応答していません。

• CMS が SMTP サーバーと通信できません。

アクション • SMTP の設定パラメーターと認証情報が正しいことを確認します。 .

• CMS と SMTP サーバーの接続をチェックします。

• SMTP サーバーが正しく動作していることを確認するための調査を行います。
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インフラストラクチャ オーケストレーションの通知電子メールに、Microsoft Outlook でリンク
として表示されない URL が含まれる

インフラストラクチャ オーケストレーションの通知電子メールに、Microsoft Outlook でリンク
として表示されない URL が含まれる。

問題

—考えられる原因

URL リンクを手動でコピーし、ブラウザーに貼り付けます。アクション

インフラストラクチャ オーケストレーションが、サーバー プールに割り当てられたユーザー、
または割り当てが解除されたユーザーに電子メール通知を送信しない

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションが、サーバー プールに割り当てられてい
るユーザーまたは割り当てが解除されサーバー プールから削除されたユーザーに電子メール通
知を送信しない

問題

—考えられる原因

..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties で、oo.user.pool.notification.enabled=true が設定されている
ことを確認します。

アクション

プライベート ネットワークを使用して電子メール通知からインフラストラクチャ オーケスト
レーションの Web ページにアクセスするときのエラー

プライベート ネットワークを使用して電子メール通知からインフラストラクチャ オーケスト
レーションの Web ページにアクセスするときのエラー

問題

ユーザーのリクエストを続行するか拒否するかをたずねる通知電子メールから、承認/拒否の
Web ページ（および Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションの他のページ）に管

考えられる原因

理者がアクセスできない場合があります。予想されるインフラストラクチャ オーケストレー
ション リクエストの Web ページの代わりに、アクセス ページ エラーが表示されます。
インフラストラクチャ オーケストレーション CMS がプライベート ネットワークを使用するよ
うに設定され、プライベート ネットワークがパブリック ネットワークと通信する場合、このエ
ラーが発生します。プライベート ネットワークは IO CMS からのみアクセス可能であり、仮想
および物理のインフラストラクチャをプロビジョニングするために使用されます。通知電子メー
ルに含まれる URL への外部アクセスを許可しないこのプライベート ネットワーク設定で、IO
通知電子メールが設定されています。

アクション 1. HP Operations Orchestration Studio を起動し、有効な認証情報を使用してログインします。
2. Configuration ノードを展開します。
3. System properties ノードを展開します。
4. HpioCmsIP プロパティをダブルクリックします。
5. ロックボタンをクリックして、プロパティをチェックアウトします。
6. プロパティの値を CMS のホスト名に更新します。
7. 保存、チェックインの順にクリックします。

Operations Orchestration

Operations Orchestration Studio のインストールが「Studio バージョン：9.00 が Central
バージョン：2.0 と一致しません。」というエラーで失敗する

Operations Orchestration Studio をインストールできない。次のエラーが表示される。Studio
バージョン 9.00 が Central バージョン：2.0 と一致しません。セットアップは終了しま
す。が表示される。

インフラストラクチャ オーケストレーションのインストール時に、OS のタイプ（32 ビットか
64 ビット）に合わせて正しいバージョンの Operations Orchestration Studio が CMS にインス

問題

トールされます。インフラストラクチャ オーケストレーション Designer の [ワークフロー] タ
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ブのギア アイコンをクリックしてダウンロードできるのは Operations Orchestration Studio の
32 ビット版だけです。

64 ビット CMS OS に、32 ビット版の Operations Orchestration Studio をインストールしよう
としました。

考えられる原因

64 ビット OS が CMS にインストールされている場合は、HP Insight Management DVD #2
の/matrixio フォルダーにある 64 ビット版の Operations Orchestration Studio をインストール
します。

アクション

Operations Orchestration がデフォルト パスにインストールされていない場合の ESA フローの
編集

インフラストラクチャ オーケストレーションがデフォルト パス（..\Program Files\HP\
Matrix infrastructure orchestration）以外にインストールされている場合は、IO が
インストールされているパスを参照するようにワークフロー操作を編集する必要があります。

問題

考えられる原因

アクション 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Hewlett-Packard]→[Operations Orchestration]→[Operations
Orchestration Studio] の順に選択します。

2. ログイン プロンプトで、次の認証情報を使用して Operations Orchestration 管理者アカウン
トにログインします。

a. ユーザー名：admin
b. パスワード：インストール中に指定された Insight Management サービス アカウントのパ
スワード

3. 左側のウィンドウに表示されるツリーで、[Library]、[Hewlett-Packard]→[ESA]→[Server]→[Flows]
の順に展開します。

4. [Get Inventory] フローをダブルクリックして、フローをチェックアウトします。
5. [Readfile] 操作をダブルクリックします。
6. インスペクター グリッドで、右側の矢印ボタンをクリックし、実際のパスに合わせて [定数
値]フィールドに表示されるパスを編集します。

7. [保存]をクリックしてパスを保存し、更新した情報とともにフローをチェックインして保存
します。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション Windows サービス

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションが、サーバーが認識されるのを待ってタイ
ムアウトすることがある

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションが、サーバーが認識されるのを待ってタイ
ムアウトすることがある。

問題

長時間に及ぶサーバーのポスト時間。特に、BL620c G7 または BL680c G7 の使用時。考えられる原因

任意のサーバーでこの問題を回避するには、以下の手順に従ってください。アクション

1. ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties を編集して、retry.count.ares.pxe パラメーターを 30 を超える
値に設定します。

2. HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスを再起動します。
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HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスが、システムの再起動の後、
「mxpassword からデータベース パスワードを取得できない」というエラーで自動的に開始し
ないことがある

HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションサービスは、システムの再起動後、自
動的に開始しないことがある。次のエラーが表示される。mxpassword で、HPIO のデータ
ベース パスワードを取得できません。

問題

CMS の使用率が高いとき（ほとんどの場合、サービスの起動時）に、Systems Insight Manager
の mxpassword コマンドが結果を返すまでに 1 分を超え、インフラストラクチャ オーケスト
レーション起動時の前提条件のチェック中に障害が発生することがあります。

考えられる原因

次のいずれかの操作を実行します。アクション

• 他のサービスの起動完了後に、HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サー
ビスを手動で開始します。

• IO が必要な情報を取得するためのタイムアウトを長くし、試行回数を増やします。..\
Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties で以下のプロパ
ティの値を大きくします。

◦ launcher.mxpasswd.retry.count

mxpassword コマンドが失敗した場合、IO が実行する回数です。デフォルトは、6 です。

◦ launcher.mxpasswd.retry.timeout

各試行の間の時間（秒）です。デフォルトは、30 秒です。

CMS クラッシュの復旧

CMS クラッシュの復旧の後、サービス作成リクエストが正常に完了しない

CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、サービス作成リクエストが正常に完了しない。
IO が推奨する手動ステップは、論理サーバーを復旧し、リクエストを正常に再発行するには不
十分です。

問題

VCEM と Virtual Connect Manager（VCM）は、サーバー プロファイルの割り当て中に CMS ク
ラッシュが起こると、同期が取れなくなります。

考えられる原因

アクション • VC ドメインのメンテナンスの実行。詳しくは、『HP Virtual Connect Enterprise Manager
ユーザー ガイド 』を参照してください。

• リストされているすべての clean-me-<LS>logical server を削除します。

• ブレードを、メンテナンスから別のサーバー プールに移動します。これにより、サーバー
IP アドレスが開放され、ブレードが使用可能としてマークされます。

• 論理サーバー管理から、サーバーのリソースを更新します。

• インフラストラクチャ オーケストレーションのサービス作成リクエストを再発行します。
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CMS クラッシュの復旧の後、物理サーバーの使用停止が正常に完了しない

CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、物理サーバーの使用停止が正常に完了しない。
IO が推奨する手動ステップは、論理サーバーを復旧し、リクエストを正常に再発行するには不
十分です。

問題

VCEM と VCM は、サーバー プロファイルの割り当て解除中に CMS クラッシュが起こると、
同期が取れなくなります。

考えられる原因

アクション • VCEM で VC ドメイン グループのメンテナンスを行います。これによりサーバー プロファ
イルが割り当て解除されます。詳しくは、『HP Virtual Connect Enterprise Manager ユーザー
ガイド』 を参照してください。

• 論理サーバーを、メンテナンスから別のサーバー プールに移動します。これにより、サー
バー IP アドレスが開放され、ブレードが使用可能としてマークされます。

• 論理サーバー管理から、サーバーのリソースを更新します。

• 論理サーバー管理から、サーバーをアクティブ化します。

• インフラストラクチャ オーケストレーションの非アクティブ化リクエストを再発行します。

CMS クラッシュの復旧の後、仮想サーバーの使用開始/停止が正常に完了しない

CMS がクラッシュから復旧した後、仮想サーバー操作の使用開始または使用停止が正常に完了
せず、サービスが一部停止状態 (Partial/Down) ステータスのままである可能性がある

問題

使用開始/停止リクエストが完了せず、VM の現在の状態が不明です。考えられる原因

アクション • 手動更新を実行します。Matrix OE ビジュアル化で、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選
択します。

• 誤った状態のサーバーが手動で使用開始または使用停止します。

CMS クラッシュの復旧の後、物理サーバーの作成/停止が正常に完了しない

CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、仮想サーバーの作成/削除操作が正常に完了し
ない。

問題

作成した VM が削除されておらず、リソースが解放されていません。考えられる原因

アクション • サービスがまだ存在している場合は、インフラストラクチャ オーケストレーションでサービ
スを削除します。

• VMware vCenter から仮想マシンの手動削除を含む、論理サーバーの手動クリーンアップ プ
ロセスを実行します。「手動クリーンアップ プロセス（仮想）」を参照してください ｡

• 作成操作の場合は、インフラストラクチャ オーケストレーションのサービス リクエストを
再送信します。

CMS クラッシュの復旧の後、ESX 仮想サーバーのディスク追加リクエストが正常に完了しない

CMS がクラッシュから復旧した後の再開時に、ESX 仮想サーバーのディスク追加リクエストが
正常に完了しない。

問題

vCenter が仮想ディスクを作成しているときに CMS クラッシュが発生し、ディスク作成が完了
しませんでした。

考えられる原因

アクション • 途中まで作成された仮想ディスク ファイルを vCenter から削除します。

• 論理サーバー管理から、サーバーのリソースを更新します。

• ディスク追加リクエストを再発行します。
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ログ ファイル

エラーについて詳しい情報を得る方法を教えてください

エラーについて詳しい情報を得る方法を教えてください問題

—考えられる原因

CMS の ..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\logs にあ
る hpio-controller.log ファイルを参照してください。

アクション

vCenter サーバが Systems Insight Manager に設定されていないか、利用不可能になる

vCenter サーバーが Systems Insight Manager に設定されていないか、利用不可能に
なる。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションがこのようなメッセージを大量に生

問題

成し、インフラストラクチャ オーケストレーションのログ ファイルが急速に増大することがあ
る。

Insight Control 仮想マシン管理に登録されている ESX ホストがあるが仮想マシン管理で vCenter
の認証情報が設定されていない場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想マシ
ン管理が vCenter と通信するように設定されていないという内容のエラーを記録し続けます。

考えられる原因

アクション • Systems Insight Manager で、検出される vCenter ノードのシステム認証情報を登録し、VME
認証情報を追加します。Systems Insight Manager [オプション]→[VME オプション]→[VME 認
証の追加または編集]メニューを使用します。

• 「VMware vCenter Management Webservices」 サービスが開始されていることを確認しま
す。

• このメッセージがインフラストラクチャ オーケストレーションのログ ファイルの急速な増
大の原因になっている場合、回避策（ESX 上で VM のプロビジョニングを行っていない場
合）として、インフラストラクチャ オーケストレーションを hyperV 専用モードに設定しま
す。..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\
hpio.properties ファイルで以下のプロパティを変更します。
##### HYPERVISORS #### # Set this value to true if the only hypervisors in the # managed environment
is MS Hyper-V only.hyperv.hypervisors = true

hpio.properties ファイルを更新したら、HP Matrix インフラストラクチャ オーケスト
レーションを再起動してください。

修正手順

チャージバック データベースの手動アップデート

チャージバック サーバーが実行されていません。

チャージバック サーバーが何らかの理由で実行されていない場合、チャージバック データベー
スが期限切れになります。

問題

—考えられる原因

Update_Chargeback_DB.py コマンドを実行し、指定した日または一連の日のチャージバッ
ク データベースを強制的に追加します。

アクション

（デフォルトで）..\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\
chargeback にある Update_Chargeback_DB.py を実行します。
ツールを実行するには、Python および pyodbc が CMS にインストールされている必要があり
ます。このツールは、データベースへの管理権限を持つユーザーのみ実行できます。このコマ
ンドは、データベースへの接続に認証モードを使用します。

コマンドの使用例は次の通りです。ここで、start_date および end_date は yyyy-MM-dd
として指定します。

Update_Chargeback_DB.py start_date [end_date] [-force]
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通信障害のトラブルシューティング

通信障害のトラブルシューティング問題

—考えられる原因

アクション • Systems Insight Manager で、vCenter の認証情報が正しいことを確認します。

• 仮想マシン ホストが Insight Control 仮想マシン管理で使用できるように正しく登録されてい
ることと、Systems Insight Manager で問題を報告していないことを確認します。

• Matrix OE がリソース（物理または仮想）を正しく表示していることを確認します。

• Onboard Administrator 認証情報が Systems Insight Manager のエンクロージャー ノードに追
加されていることを確認します。

通信の問題があれば修正して、次の同期サイクルを待ちます。同期化が完了したら、インフラ
ストラクチャ オーケストレーションの未割当てプールにリソースが正しく表示されるはずで
す。

リソースが表示されない場合のタイムアウトの増加

インフラストラクチャ オーケストレーションのユーザー インターフェイスで表示されないイン
フラストラクチャ オーケストレーション リソースのタイプが 1 つ以上ある（仮想ネットワー
クなど）。

問題

取り出すリソースが多いため、インフラストラクチャ オーケストレーションの 1 つまたは複
数のリソースの取り出し操作が完了を待つ間にタイムアウトする場合があります。デフォルト

考えられる原因

では、インフラストラクチャ オーケストレーションの各リソースの取り出し時間は最大 5 分
に設定されます。

タイムアウトは、インフラストラクチャ オーケストレーションが実行されている CMS の
hpio.properties ファイルで設定できます。これは、たとえば、..\Program Files\HP\
Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties にあります。

アクション

増やすことが必要になる可能性のある主なタイムアウト プロパティは、以下のとおりです。
• timeout.get.serverpools

• timeout.get.subnets

多くの Software Automation（SA）またはデプロイメント イメージの場合、このプロパティは
timeout.get.images です。
他の設定可能なタイムアウト プロパティは、以下のとおりです。
• timeout.get.storagepools

• timeout.generate.storage.entry

• timeout.get.vmtemplates

• timeout.get.deployment.services

たとえば、fetch subnets timeout をデフォルト値の 5 分から 15 分に増やすには、
timeout.get.subnets = 5 という行を、timeout.get.subnets = 15 に変更します。

手動クリーンアップ プロセス（物理）
インフラストラクチャ オーケストレーションの物理サーバー デプロイメントまたはサービス
削除リクエストが失敗する場合は、以下を含む手動クリーンアップ プロセスを実行します。
• オペレーティング システムをブート ディスクから完全に消去します。

• ブレードをストレージから切断します。

• この後のプロビジョニング リクエストのために、ブレードをインフラストラクチャ オー
ケストレーションのサーバー プールに戻します。

このような失敗があると、サーバー ブレードはインフラストラクチャ オーケストレーション
のメンテナンス プールに強制的に移され、Matrix OE 論理サーバーの名前はプレフィックス
「Clean-me-」を使用して変更されます。
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サーバー プロファイルとブート ディスクはそのまま確保されるため、管理者は、このサーバー
ブレードをユーザー プールに戻す前に、失敗の原因を確認し必要なメンテナンスを行うことが
できます。失敗したサーバー ブレードの手動クリーンアップは、プロビジョニングに使用され
るデプロイメント サーバーに依存します。
Insight Control サーバー配備の場合：
1. サーバー ブレードの電源を入れます。

サーバー ブレードがスタックの場合は電源を再投入します。
2. 次のいずれかの手順を実行して、接続されているブート LUN を消去します ｡

• Insight Control サーバー配備のコンソールから、ProLiant ML/DL/BL アレイ設定の
消去 {LinuxPE} ジョブを実行します。こちらの方法をおすすめします。

• または、サーバー ブレードの電源を入れて、F9 キーを押し、[システム デフォルト
オプション]→[起動ディスクの消去]を選択します。

3. 上記の手順を完了したら、サーバー ブレードの電源が切れていることを確認します。必要
に応じて、サーバー ブレードの電源を手動で切ります。

4. Insight Control サーバー配備のコンソールから、サーバー ブレードを手動で削除します。
Ignite-UX の場合
1. サーバー ブレードの電源を入れてオペレーティング システムをブートできるようにしま

す。

2. CMS から、Windows のコマンド プロンプトに以下のコマンドを入力して mxtool の Ignite
Erase Disks を実行します。
* mxexec –t “Ignite Erase Disks” –n <ip>

* ここで <ip> は消去中の Ignite サーバーの IP アドレスです。

HP Server Automation (SA) の場合：
1. サーバー ブレードの電源を入れます。
2. F9 キーを押し、[システム デフォルト オプション]、[起動ディスクの消去]を選択します。
3. 再起動し、再度 F9 キーを押して NIC を 1 番目のブート デバイスとして選択します。
4. 上記の手順を完了したら、サーバー ブレードの電源が切れていることを確認します。必要

に応じて、ブレード サーバーの電源を手動で切ります。
5. サーバー ブレードは、[Unprovisioned Servers] リストまたは [Unmanaged Servers] リスト

のデバイス リストに存在し、MAC アドレスで識別される場合があります（ハードウェア
またはネットワークのビューに切り替えて、MAC アドレスを確認します）。いずれのリ
ストからもサーバー ブレードを手動で削除します。

使用中のデプロイメント サーバーで上記の手順を完了した後、以下の手順を実行してストレー
ジ プール エントリーを今後のプロビジョニング リクエストで選択できるようにします。
1. 関連付けられている Matrix OE 論理サーバーが使用開始されている場合は、使用停止しま

す。Matrix OE のメニューの[ツール]→[論理サーバー]→[使用停止]を使用します。
2. 関連付けられている論理サーバーが使用停止された後、論理サーバーを削除します。Matrix

OE のメニューの[削除]→[論理サーバーの削除]を使用します。
[論理サーバーの削除]画面の [この操作を続行するには はいと入力:] という問いに [は
い]と答えて操作を確認してください。
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注記: [論理サーバーの管理解除]オプションは選択しないでください。このオプションを
選択すると、論理サーバーのストレージ プール エントリーが変更され、提供またはゾー
ニングとは関係なく新しい WWN が含まれるようになります。この問題を解決するには、
「ストレージ プール エントリー、FC ゾーン、およびディスク アレイ提供の設定」の手
順に従ってください。

3. Virtual Connect Enterprise Manager で、失敗したサーバー ブレードに関連付けられている
VC プロファイルが存在するかどうかを確認します。プロファイルが存在する場合、失敗
したサーバー ブレードに関連付けられている VC プロファイルの割り当てを解除し Virtual
Connect Enterprise Manager から削除します。

4. サーバー ブレードをインフラストラクチャ オーケストレーションのメンテナンス プール
から移動します。

a. インフラストラクチャ オーケストレーション コンソール（Systems Insight Manager
からアクセス）で、元のサーバー ブレード プールを選択し [修正]をクリックします
｡

b. 失敗したサーバーを、インフラストラクチャ オーケストレーションのメンテナンス
プールからこのサーバー ブレード プールに戻し、プールを保存します。

手動クリーンアップ プロセス（仮想）
インフラストラクチャ オーケストレーション仮想サーバー デプロイメントが失敗した場合、
またはインフラストラクチャ オーケストレーション仮想サーバーのサービス削除リクエストが
失敗した場合、仮想サーバーの Clean-me 論理サーバーが表示されます。このような失敗が
あると、サーバー ブレードはインフラストラクチャ オーケストレーションのメンテナンス
プールに移され、Matrix OE 論理サーバーの名前はプレフィックス Clean-me を使用して変
更されます。

仮想マシンをデプロイする場合、インフラストラクチャ オーケストレーションは仮想マシンが
プロビジョニングされる場所にディレクトリ構造を作成します。作成されるディレクトリは、
<VMFS ボリューム >\< サービス名 >\<VM 名 > という形式に従います。このフォルダーに
は、仮想論理サーバーに対応するすべてのフォルダーとファイルが含まれます。このフォル
ダーとその中身をすべて削除してください。

ESX の場合：
1. Matrix OE ビジュアル化で、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択します。
2. 論理サーバーという視点で、論理サーバーが存在しないことを確認します。存在する場合

は、[削除]→[論理サーバーの削除]の順に選択します。
3. vCenter クライアントを使用して、ESX サーバー データストアを参照します。
4. VM が存在する場合は、削除します。
5. ESX サーバー データストアを参照します。
6. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削

除します。

Hyper-V の場合：
1. Matrix OE ビジュアル化で、[ツール]→[論理サーバー]→[更新]を選択します。
2. 論理サーバーという視点で、論理サーバーが存在しないことを確認します。存在する場合

は、[削除]→[論理サーバーの削除]の順に選択します。
3. Hyper-V ハイパーバイザーに接続します。
4. Hyper-V Manager から VM を削除します。
5. そのディレクトリに移動して、問題のあるディレクトリと、そのディレクトリの内容を削

除します。

VM のプロビジョニングに、Server Automation（SA）デプロイメントが使用されている場合：
1. 上記の手順に従い、ESX VM や Hyper-V VM を削除します。
2. SA コア サーバーに接続します。
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3. SA デバイス リスト（All Managed Servers）から、VM を選択します。
4. [非アクティブ化]と [削除]を実行します。

ストレージ プール エントリー、FC ゾーン、およびディスク アレイ提供の設定
ストレージ プール エントリー、FC ゾーン、およびディスク アレイ提供の設定方法として、
以下の手順をおすすめします。

1. Matrix OE のストレージ プール管理画面を使用して、ストレージ プール エントリーを
Matrix Operating Environment 内に作成します。この例では、ストレージ プール エント
リーは次のように定義されます。

この例では、ストレージ プール エントリー名は「 e5_win_BD_05」 です。図では、接続
されている SAN、ターゲット、およびイニシエーター WWN が強調表示されています。

2. ストレージ ファブリックに移動して、ゾーンを作成します。この例では、上の図の「san3」
にあるスイッチが接続されます。強調表示されているエントリーで示されているように、
ゾーンの名前はストレージ プール エントリーと同じである必要があります。
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3. ディスク アレイ管理インターフェイス（この場合は、EVA を管理する CommandView）
に移動して、ホスト エントリーを作成し、LUN を提供します。最初の図では、EVA 上に
作成されたホスト エントリーは、ストレージ プール エントリーと同じ名前を使用してい
ます。ホスト エントリーには、ストレージ プール エントリーで識別されたイニシエー
ター WWN が割り当てられます。
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4. EVA 上に Vdisk を作成して、上の図のホストに提供します。
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この例では、1 つの Vdisk のみがストレージ プール エントリーによって要求されていま
す。名前は、ストレージ プール エントリー、FC ゾーン、アレイ上のホスト エントリー、
および Vdisk で同じです。このアプローチの場合、異なるツール間で、リソースの強力な
相互関係がサポートされます。また、ストレージ プール エントリーを複数の LUN で定義
することもできます。その場合、Vdisk の名前は、共通プレフィックスのパターンに従っ
て付けることができます（e10_vc_w2k_1、2、3、4 など）。命名規則を選択してから、
全ツールでそのパターンに従うことをおすすめします。

チェックサム エラーの修正
電源投入シーケンス中にサーバーの電源が遮断された場合は、ファイバー チャネル HBA ファー
ムウェアで無効なチェックサム エラーが発生することがあります。このエラーが発生した場合
は、サーバーの電源オン中に以下のメッセージが表示されます。
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1. この問題を解決するには、CTRL+Q キーを押して HBA Fast!UTIL ユーティリティを起動しま
す。次の画面が表示されます。

2. この画面で、Enter キーを押します。Enter を押すことで、NVRAM が修正され、新しい
チェックサムが生成されます。このプロセスおよびサーバー再起動の間、Virtual Connect
は、HBA 設定パラメーターの提供を継続してデータ消失を防止します。
Enter を押した後に以下の画面が表示されます。NVRAM が修正されたことが示されていま
す。
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3. ESC キーを押してユーティリティを終了します。次の画面が表示されます。

4. Enter キーを押してシステムを再起動します。システムが再起動されると、Virtual Connect
によってすべての HBA 設定パラメーターが再び提供され、サーバーが正常動作に戻りま
す。

VMware サービス コンソールのメモリと CPU 共有の増加
VMware サービス コンソールに割り当てられているメモリと CPU 共有は、VM ホストのパ
フォーマンスを改善するために増加させることができます。VM ホストの管理を提供している
vCenter サーバーにログインして、以下の変更を実行します。
1. ESX 3.X または ESX 4.X サービス コンソールに割り当てられた RAM の量を増やします。

a. 管理者権限のあるユーザーが、Virtual Infrastructure Client から vCenter にログインし
ます。

注記: vCenter がない場合は、ESX ホストに root として直接ログインします。

b. インベントリから ESX Server ホストを選択します。
c. [構成]タブを選択します。
d. [メモリ]をクリックします。
e. [プロパティ]をクリックします。
f. [メモリ] ウィンドウで、256～800MB のサービス コンソール パラメーターの値を入

力します。

注記: トラブルシューティングのために、VMware はサービス コンソールの RAM
を 800MB に増加させることを推奨しています。

g. [OK] をクリックします。ESX ホストを再起動するまで、変更は有効になりません。
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ESX ホストの再起動について詳しくは、VMware のナレッジ ベース記事：http://
kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&
externalId=1003501 を参照してください。

2. ESX 3.X または ESX 4.X のサービス コンソールに割り当てられる CPU 共有の数を増やし
ます。

a. 管理者権限のあるユーザーが、Virtual Infrastructure Client から vCenter にログインし
ます。

b. 左側のツリー ブラウザーから VM ホストを選択します。
c. [構成]を選択します。
d. [ソフトウェア]パネルで、[システム リソース割り当て]を選択します。
e. [詳細]を選択します。
f. システム リソース プールから [コンソール]を選択します。
g. [設定の編集]を選択します。
h. [シェア：]を [高]に調整します。
i. [予約] の値が [制限] の値の半分より小さい場合は、[予約] の制限を [制限] の値の 70%

に調整します。以下の例では、[制限] が 3065MHz であるのでこの値は 70% の 2145
です。

j. 値を適用するには、[OK] をクリックします。

注記: コンソールの予約値を増やすと、ホスト上の仮想マシンの利用可能な CPU サ
イクルに影響が及ぶ可能性があります。
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8サポートと他のリソース
ご連絡の前にご用意いただく情報

ご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。

• ソフトウェア製品名

• ハードウェア製品モデル番号

• オペレーティング システムの種類とバージョン

• 該当するエラー メッセージ

• サードパーティ製のハードウェアまたはソフトウェア

HP テクニカル サポートへのご連絡方法
次の方法で HP のテクニカル サポートに問い合わせてください。

• 次の「Contact HP Worldwide」の Web サイトで問い合わせ方法を確認してください。
http://www.hp.com/go/assistance

• 次の HP サポートセンターの Web サイトにある[HPにお問い合わせ] リンクを使用してく
ださい。

http://www.hp.com/go/hpsc

• 米国では、1-800-334-5144 に電話で問い合わせてください。このサービスは、休日なし
で 24 時間ご利用いただけます。品質改善のため、通話内容が録音またはモニターされる
ことがあります。

ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サービスへの登録
HP CloudSystem Matrix には、標準で、3 年間または 1 年間、24 時間年中無休の HP ソフト
ウェア テクニカル サポートおよびアップデート サービスと 24 時間年中無休の 4 時間以内対
応 HP ハードウェア サポート サービスが含まれています。このサービスは、ソフトウェアの
実行の解決またはオペレーション問題をアシストするために HP テクニカル リソースへのアク
セスを提供します。

このサービスはさらにソフトウェア アップデートおよびリファレンス マニュアルへのアクセ
スを提供します。

このサービスで、Insight Management のお客様は、ソフトウェア アップデートの通知と入手
だけでなく効率の良い問題解決も受けることができます。SAID を受け取りましたら、ITRC（IT
リソース・センター）で ITRC ユーザー ID に SAID 情報をリンクすることで、ソフトウェア
アップデート マネージャー（SUM）の Web ページを利用して、契約内容をオンラインで参照
したり、アップデートの電子配布を選択することが可能です。登録の具体的な方法について
は、以下の URL をご覧ください。
http://www.hp.com/jp/swsupport_entry

ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サービスの使用方法
ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新バージョンのソフトウェアとドキュメ
ントが入手できるようになります。ソフトウェア アップデートおよびライセンスのポータルで
は、HP ソフトウェア サポート契約にある製品に対するソフトウェア、ドキュメント、および
ライセンスのアップデートにアクセスできます。

このポータルには HP サポートセンターからアクセスできます。
http://www.hp.com/go/hpsc
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お客様のプロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクしたら、HP の Web サ
イト http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport にあるソフトウェア アップデートおよ
びライセンスのポータルを参照して、ソフトウェア、ドキュメント、およびライセンスのアッ
プデートを入手してください。

保証情報

HP は購入日から 90 日以内であれば、問題のある配布メディアを交換します。この保証は、す
べての Insight Management 製品に適用されます。

• http://www.hp.com/service_locator

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

docsfeedback@hp.com

HP が所有していないソフトウェア コンポーネントについての、セキュ
リティ報告およびアラート ポリシー

HP 製品には、オープン ソース ソフトウェア（OpenSSL など）や他社製ソフトウェア（Java
など）が含まれることがあります。HP では、Matrix Operating Environment のエンドユーザー
使用許諾契約書（EULA）にリストされている HP が所有していないソフトウェアコンポーネン
トが Matrix OE とともに収録されていることを明らかにしています。
EULA を見るには、テキスト エディターを使用して、HP-UX CMS では /opt/vse/src/README
ファイル、Windows CMS では < インストール先ディレクトリ >\src\README ファイルを
開きます（Windows CMS 上のデフォルト インストール先ディレクトリは、C:\Program
Files\HP\Virtual Server Environment ですが、インストール時に変更されている可能
性があります）。

HP では、EULA でリストされているソフトウェア コンポーネントのセキュリティ報告につい
て、HP 製品に対するサポートと同レベルのサポートで対応しています。
また、セキュリティ上の問題の削減に取り組み、そのような問題が発生してもユーザーがその
リスクを軽減できるよう支援しています。HP は、セキュリティ上の問題が発見された場合に
備え十分定義されたプロセスを用意しており、その成果がセキュリティ報告の公開です。セ
キュリティ報告には、問題に関する高レベルでの説明とセキュリティ上の問題を軽減するため
の方法の解説が掲載されています。

セキュリティ報告への登録

HP からセキュリティ情報（報告とアラート）を受け取るには、以下の手順に従ってください
｡

1. ブラウザーを起動して、HP のホームページ（英語）にアクセスします。
http://www.hp.com （英語）

2. [Support & Drivers] タブをクリックします。
3. Sign up:driver, support, & security alerts をクリックします。このリンクは、右ナビゲーショ

ン ペインの Additional Resources の下に表示されます。
4. [Business & IT Professionals] を選択して、[Subscriber's Choice] の Web ページを開きます。
5. 以下のいずれかを実行します。

• 登録済みのお客様は、サインインしてください。

• 電子メール アドレスを入力して、ここで登録します。次に、[Driver and Support alerts]
の横のボックスを選択して、[Continue] をクリックします。
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関連情報

ドキュメントとサポート

HP Matrix Operating Environment および関連製品のマニュアルならびにホワイトペーパーの最
新バージョンは、HP の Web サイトからダウンロードできます。Matrix Operating Environment
ソフトウェアに関するマニュアルは、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual にあります。
HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャ オーケストレーションおよび関連の製
品やソリューションについては、以下の HP Web サイトを参照してください。

• HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャ オーケストレーションの Web サ
イト：http://www.hp.com/jp/insightorchestration

• HP Matrix Operating Environment の Web サイト： http://www.hp.com/go/matrixoe

• HP Insight Control の Web サイト： http://www.hp.com/jp/insight

• HP Insight Control 仮想マシン管理の Web サイト：http://www.hp.com/jp/servers/
proliantessentials

• HP Insight Control サーバー配備 の Web サイト： http://www.hp.com/jp/servers/rdp

• HP Systems Insight Manager の Web サイト： http://www.hp.com/jp/hpsim

• VMware ドキュメント：http://www.vmware.com/support/pubs

• Ignite-UX ドキュメント：http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs （英語）

• HP Server Automation (SA) ドキュメント：http://support.openview.hp.com/selfsolve/
documents （英語）

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションドキュメント
HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャ オーケストレーションについて詳しく
は、現在のリリース用に提供されている以下の資料を参照してください。

• 『HP Insight Management サポート マトリックス』

• 『HP Matrix Operating Environment リリース ノート』

• 『HP Insight Management インストール/コンフィギュレーション ガイド』

• 『HP CloudSystem Matrix How-To Guide:ESXi Cluster Provisioning』

• 『Cloud bursting with CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and HP Cloud Services
or Amazon EC2』 （英語）

• 『Cloud bursting with CloudSystem Matrix infrastructure orchestration and Savvis』 （英語）
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用語集

CMS 中央管理サーバー を参照。
Command View HP ストレージ アレイを管理するソフトウェアとサーバー。
CSI Common Storage Interface を参照。
Enterprise Virtual
Array

HP のストレージ アレイの製品ライン。

ESA Extensible Server Adapter を参照。
ESX VMware のエンタープライズレベルの仮想化製品。
EVA Enterprise Virtual Array を参照。
Extensible Server
Adapter

HP のアダプターで、インフラストラクチャ オーケストレーションと Matrix Operating
Environment を他社のストレージ デバイスに接続します。

FC ファイバー チャネル を参照。
Flex-FC あらかじめ割り当てられた SAN リソース セットを、1 台または複数の物理サーバーで使用

可能な共有ストレージ プールに対して使用する技術：N_Port ID の仮想化。
HBA ホスト バス アダプター を参照。
HP Insight Control
仮想マシン管理

HP の仮想化管理技術。

HP Insight Control
サーバー配備

マルチサーバー展開ツール。このツールを使用すると、IT 管理者は、無人化（自動化）され
た方法でオペレーティング システムやアプリケーションを多数のサーバーに簡単に展開でき
ます。旧名、HP Insight Rapid Deployment ソフトウェア。

HP Insight Rapid
Deployment ソフ
トウェア

HP Insight Control サーバー配備を参照してください。  を参照。

HP SIM HP Systems Insight Manager を参照。
HP Storage
Provisioning
Manager

Matrix OE にバンドルされているオプションのソフトウェア ソリューションで、ストレージ
に対するサービス中心の管理インターフェイスを提供します。

HP Systems Insight
Manager

システムとリソースを監視および管理するための HP 製品。

HP Virtual Connect
Enterprise
Manager

エンクロージャーに適用される、HP のハードウェア仮想化管理ソフトウェア製品。

IE Internet Explorer を参照。
Internet Explorer
(IE)

Microsoft の Web ブラウザー。

IPv6 いんたあねつとぷろとこるばあじよん 6 を参照。
LUN 論理ユニット番号 を参照。
MAC メディア アクセス制御 を参照。
RDP HP Insight Control サーバー配備を参照してください。旧名、HP Insight Rapid Deployment ソ

フトウェア。 を参照。
Registered State
Change
Notification

ファイバー チャネル プロトコルで、RSCN は主要なファブリック変更のファイバー チャネ
ル ファブリックの通知です。RSCN はすべての指定のノードに送信され、ノードは変更に応
じて反応します。

RSCN Registered State Change Notification を参照。
Uniform Resource
Locator

インターネットと World Wide Web において、特定のコンピューティング リソースが使用
できる場所およびそれを取得するメカニズムを指します。

Universally Unique
Identifier

分散システムが一元管理によって情報を一意に識別するために使用される一意識別子。
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URL Uniform Resource Locator を参照。
UUID Universally Unique Identifier を参照。
VC Virtual Connect を参照。
VCEM Virtual Connect Enterprise Manager を参照。
vCenter VMware のエンタープライズレベルの仮想化管理製品。
Virtual Connect HP のハードウェア仮想化製品で、主にブレード サーバーで使用されます。
Windows Internet
Name Service

Microsoft のネーム サーバーおよびサービスで、ホスト名とネットワーク アドレス間のマッ
ピングを行います（ドメイン名と DNS の関係と似ています）。

WINS Windows Internet Name Service を参照。
World Wide Name 特定のファイバー チャネル（FC）、Advanced Technology Attachment（ATA）、または Serial

Attached SCSI（SAS）のターゲットを識別する一意識別子。各 World Wide Name 名は 8 バ
イトの識別子です。

WWN World Wide Name を参照。
インターネット プ
ロトコル バージョ
ン 6

インターネット プロトコル バージョン 6 は IPv4 の後継に指定されている次世代のインター
ネット プロトコルです。

インフラストラク
チャ サービス

マルチティア Web アプリケーションなど、ビジネス アプリケーションを実行するように設
計されたサービスで、インフラストラクチャ リソースを実際に稼動するように構成したも
の。サービスまたはサービス インスタンスとも呼ばれます。インフラストラクチャ リソース
には、サーバー ブレード、仮想マシン、SAN ディスク、ネットワーク、IP アドレスなどが含
まれます。

インフラストラク
チャ オーケスト
レーション
Designer

マルチサーバー、マルチティア インフラストラクチャをドラッグ アンド ドロップ式のイン
ターフェイスを用いて計画および設計できるようにする Web アプリケーション

インフラストラク
チャ オーケスト
レーション Self
Service Portal

公開されたテンプレートからインフラストラクチャ サービスを作成できるようにする Web
アプリケーション。利用できるテンプレートの確認、プロビジョニング要件を満たすテンプ
レートの選択、サービス リクエストの発行が可能です。

インフラストラク
チャ オーケスト
レーション コン
ソール

インフラストラクチャ オーケストレーションの全体的な動作ならびにそのユーザー、テンプ
レート、サービス、およびリソースのデプロイ、管理、および監視を可能にする Web アプ
リケーション（Systems Insight Manager プラグイン）

仮想インターフェ
イス

あるアプリケーション パッケージを実行するクラスター化された複数のサーバーへの単一の
ネットワーク アドレスとして使用される IP アドレス。サービス IP とも呼ばれます。

管理者 Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション コンソールを介してユーザー、リ
ソース プール、セルフ サービス リクエストを管理するユーザー。

検出 ネットワーク オブジェクトを検索および識別する管理アプリケーションの機能。HP の管理
アプリケーションでは、検出により、指定したネットワーク範囲にあるすべての HP 製シス
テムが検索および識別されます。

サーバー グループ 1 つまたは複数のサーバーのグループ。このグループを、層として使用することで、マルチ
ティア インフラストラクチャ サービスの構築が可能になります。1 つの層に属するサーバー
は同種のもので、すべてのグループの属性を満たす必要があります。

リソース プール Matrix Operating Environment で管理される物理および仮想リソースのグループ。管理者は、
リソース プールへのユーザー アクセスを許可することで、リソースの利用を管理します。

修復可能 デプロイメントの内容を障害が発生した時点の内容にまで回復する機能。システムの障害や
災害からシステムを速やかに回復するこの機能は、データの最新のバックアップがあるかど
うかだけでなく、そのデータを新しいハードウェアに回復できるように事前に計画されてい
るかどうかにも左右されます。

承認 ユーザーが生成するリクエストに対して管理者が与える許可。承認は、サービスの作成また
は更新の割り当ておよびプロビジョニング段階で発生します。
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ストレージ エリア
ネットワーク

データ ストレージ デバイスを対応するデータ サーバーに接続するネットワーク（またはサ
ブネットワーク）。ストレージ エリア ネットワークは、通常、コンピューティング リソー
ス全体のネットワークの一部を構成します。

ストレージ プール
エントリー

ストレージ プールのコンテキスト内のストレージをトラックする方法（各ポータビリティ グ
ループにつき 1 つのストレージ プールを持ちます）。ストレージ プール エントリーには、
要求/要件（サイズ、RAID レベル、タグ、サーバー イニシエーター WWN）、およびこれら
の要求と一致するストレージ（ストレージ コントローラー WWN、LUN 情報）の情報が含
まれます。Matrix OE は 3 種類のストレージ プール エントリーをサポートしています。1 つ
は手動ストレージ指定用、2 つは HP Storage Provisioning Manager を介した実行用です。論
理サーバーにはストレージが必要であるため、これらは 1 つ以上のストレージ プール エン
トリーに関連付けられています。

設計者 Matrix OE インフラストラクチャ オーケストレーション Designer（グラフィカル デザイナー）
を使用してマルチサーバー インフラストラクチャ テンプレートを作成し公開するユーザー。
他のユーザーは、このテンプレートを利用してインフラストラクチャ サービスを作成しま
す。

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

テンプレート サーバー グループ、ネットワーク、ストレージについてのインフラストラクチャ サービスの
要件を指定する設計のブループリント。また、リクエストの実行中に Operations Orchestration
のワークフローを使用するカスタマイズ ポイントを含みます。

パブリック インターネットからアクセスできるサブネット。192.x.x.x または 10.x.x.x の範囲の IP アド
レスを含むことはできません。

ファイバー チャネ
ル

高速ストレージ ネットワーキングの標準。

プライベート データ センターから外にルーティングされないサブネット。通常含まれるアドレスは、
192.x.x.x または 10.x.x.x の範囲のアドレスだけです。

プロビジョニング テンプレートに基づいてサービスを作成するプロセス。ユーザーは、インフラストラクチャ
オーケストレーション Self Service Portal またはインフラストラクチャ オーケストレーション
コンソールを介して、サービスの作成リクエストを発行します。これに対し、インフラスト
ラクチャ オーケストレーションはコントローラーのインベントリを検索して、テンプレート
内のすべての論理リソース定義にコンピューティング リソースを割り当てます。

ホスト バス アダ
プター

サーバーとストレージ デバイス間の入出力処理と物理的接続を行う、回路板および統合回路
アダプターの両方またはいずれかを指します。

マルチイニシエー
ター NPIV

管理者が、SAN ストレージのプールを事前に定義できるようにして、長期間にわたり各サー
バーにストレージを柔軟に割り当てることができるようにします。各ストレージ プール エン
トリーは、1 つまたは複数の LUN、SAN 上でのその LUN の位置、および LUN へのアクセス
が許可される 1 つまたは複数のサーバー側イニシエーターを定義します。サーバーは、HBA
ポートの仮想化を利用して、1 つまたは複数のストレージ プール エントリーへのアクセス権
限を柔軟に付与されます。ストレージ管理に対するこのアプローチにより、SAN の管理者は
すべての SAN リソースを常に全面的に管理/制御できます。また、サーバーの管理者は、論
理サーバーのストレージ管理タスクを柔軟に自動化できます。

メディア アクセス
制御

ほとんどのネットワーク インターフェイス カード（NIC）またはネットワーク アダプターに
対し、製造元によって割り当てられる一意識別子。コンピューター ネットワーキングの場合
は、メディア アクセス制御アドレスを指します。別名 Ethernet ハードウェア アドレス
（EHA）、ハードウェア アドレス、アダプター アドレス、または物理アドレスとも呼ばれま
す。

ユーザー インフラストラクチャ オーケストレーション Self Service Portal を使用して、リソース プー
ルの優先付けされたリストからテンプレートをプロビジョニングすることでインフラストラ
クチャ サービスを作成し、サービス全体の開始および終了について規定するサービス リース
期間を指定するユーザー。

リース期間 インフラストラクチャ サービスの使用期間を意味し、ライフタイムにあたります。ユーザー
が設定または変更します。
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リクエスト セルフ サービス ユーザーによる操作で、管理者の承認が必要です。リクエストには、サービ
スのインスタンス化や削除などがあり、他のタスクの実行中に生成されます。リクエストは、
ユーザーが次の操作を希望するときに生成されます。

• サービスを作成する

• サービスを削除する

• サーバーを非アクティブ化する

• サーバーをアクティブ化する

• サービスを更新してサーバーを追加する

• サービスを更新してストレージを追加する

• リース期間を変更する

リダンダント SAN コンポーネントを二重化することで、SAN ソリューションの停止を防止します。
論理ユニット番号 SCSI、ファイバー チャネル、または iSCSI 論理ユニットの識別子。
ワークフロー インフラストラクチャ オーケストレーションがプロビジョニングするサービスにおいて、

ユーザー固有の IT タスクを自動化する一連のリンクされた処理を定義します。Operations
Orchestration は、インフラストラクチャ オーケストレーションに組み込まれているワークフ
ロー デザイナーに当たる Operations Orchestration Studio を使用して作成、修正、および保
存されます。ワークフローを使用すると、承認、手動でのオペレーティング システムのデプ
ロイメント、手動でのストレージ プロビジョニング、通知の送信などの IT プロセスとの統合
を定義できます。ワークフローは、インフラストラクチャ オーケストレーションテンプレー
トと関連付けることもできます。これらのサービス処理ワークフローは、関連付けられたリ
クエストの前後に実行されます。これらのワークフローは、テンプレートやそのテンプレー
トから作成されるサービス固有の処理の実行を目的にしています。サンプル ワークフロー
は、フォルダー Library/Hewlett-Packard/インフラストラクチャ オーケストレーショ
ン/Service Actions/Samples にあります。これらのサンプル ワークフローは、そのま
ま使うことも、コピー、あるいは修正して使うこともできます。

割り当て リクエストには、テンプレートで定義された条件、ユーザーに割り当てられているリソース
プール、および HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャ オーケストレーショ
ンにより実行されたその時点でのリソースの予約または割り当てに基づいて、サーバー、ス
トレージ、およびネットワーク リソースが割り当てられます。
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Aカスタマイズ可能な割り当てプロセス
概要

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、ビルトインの割り当てメカニズムを
使用して、上記のように、自動リソース割り当てを実行します。このビルトイン アロケーター
は、デフォルトの割り当てメカニズムです。また、リソースのカスタマイズ可能な割り当てプ
ロセスの一部でビルトイン アロケーターの代わりにカスタマイズ可能な割り当てメカニズムを
使用することができます。カスタマイズ可能なアロケーターは、JBoss Drools ルール エンジン
（http://www.jboss.org/drools ）を使用して、柔軟なルール ベースの調整プロセスをサポー
トします。インフラストラクチャ オーケストレーションを設定することで、必要に応じてカス
タマイズ可能な選択ルール ベースの調整プロセスを実現できます。デフォルトではすべての
ルール ベースの調整プロセスが無効となっており、ビルトイン アロケーターの調整プロセス
が使用されます。ここでは、ルール ベースの調整プロセスを有効にする方法について説明しま
す。

ポリシー設定ファイル

カスタマイズ可能な割り当てプロセスは、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure
orchestration\conf\policy 設定ファイルにあらかじめ定義されているポリシー フック
を使用します。ポリシー ファイル（policy.xml）には、複数のあらかじめ定義されたエント
リー ポイント（またはフック）、有効な状態、および対応するルール ファイルが含まれます。
以下に policy.xml ファイル内のエントリーのサンプルを示します。

• この例にある PhysicalServerPolicyCheck.applyFitting という名前は、物理サー
バー調整プロセスのエントリー ポイントまたはフックを示します。

• enabled というフラグで、このフックのルール ベースの調整を有効または無効にします。
• <policy-rule-file> は、調整プロセスの間に適用するルール ファイルの一覧を示します。
カスタマイズ可能な割り当てプロセスが起動すると、インフラストラクチャ オーケストレー
ションは policy.xml ファイルを読み込み、この情報を使用して、対応するフックの状態を
参照し使用する調整プロセスを検索します。フックが有効になっていると、フックはデフォル
トの調整プロセスを継続使用する場合以外はルール ベースの調整プロセスを使用します。
インフラストラクチャ オーケストレーション Windows サービスを再起動し、ポリシー ファ
イルに加えた変更を反映させます。

ルール ファイル
ルール ファイルは通常、.drl という拡張子が付いているテキスト ファイルです。.drl ファ
イルには、複数のルール、クエリ、および関数と、そのルールおよびクエリが割り当てて使用
するリソース宣言が含まれます。大量のルールを管理しやすくするために、ルールは複数の
ルール ファイルに分けることができます。
ルール ファイルの全体構成は以下のとおりです。
• パッケージのパッケージ名

• インポート

• グローバル

• 関数
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• クエリ

• ルール

宣言される要素の順序は、パッケージ名以外は重要ではありません。宣言する場合、パッケー
ジ名をルール ファイルの 1 番目の要素とする必要があります。
例：サーバーのメモリ条件を確認するためのルール
package com.hp.hpio.controller.policy;

import java.util.List; import java.lang.Integer;

import com.hp._2007.ess.sw.model.infrastructureutilityschema.LogicalServer; import
com.hp._2007.ess.sw.model.infrastructureutilityschema.ComputeServer;

import com.hp.hpio.controller.wrapper.LogicalServerWrapper;

import com.hp.hpio.common.messages.HPIOBundleKey; import com.hp.hpio.common.messages.HPIOMessage;

dialect "java" // Since we are using Java syntax with drools

/* * INIT should be the first rule in a drl file which inserts service * entity, resource list and result map
into working memory by reading * from PolicyExecutionVO passed to rule engine. * */

/* DO NOT MODIFY */ rule "INIT" salience 1000 when pVO :PolicyExecutionVO(); then
insert(pVO.getAllocationEntry().getServiceEntity()); insert(pVO.getResultMap()); insert(pVO.getResourceList());
end

/* * Rule to check memory criteria for a given service entity * (LogicalServer) compared to list of physical
resources available * (ComputeServer) * */

rule "MemorySizeCriteria"

when

$pVO :PolicyExecutionVO( ); $resLst :List();

$logicalServer :LogicalServer(); $computeServer :ComputeServer() from $resLst;

eval(memorySizeCriteria($logicalServer, $computeServer, $pVO));

then

$pVO.match($computeServer, HPIOMessage.get(HPIOBundleKey.ALLOCATION_CRITERIA_MEMORY));

end

function boolean memorySizeCriteria( LogicalServer logicalServer, ComputeServer computeServer, PolicyExecutionVO
pVO) {

pVO.doesNotMatch(computeServer,HPIOMessage.get(HPIOBundleKey.ALLOCATION_CRITERIA_MEMORY));

/* -------------- CUSTOM LOGIC ----------------------*/ Integer logicalMemorySizeMB =
LogicalServerWrapper.getMemorySizeMi(logicalServer);

if (computeServer.getMemoryConsumedMB() == null) { computeServer.setMemoryConsumedMB(0); } Integer
resourceMemorySizeMB = computeServer.getMemorySizeMB() - computeServer.getMemoryConsumedMB();

if(logicalMemorySizeMB.doubleValue() <= resourceMemorySizeMB.doubleValue()){ return true; }else{ return false;
} /* -------------- CUSTOM LOGIC ----------------------*/

既存ルールのカスタマイズ

ルールベースの割り当て調整プロセスを提供することの利点は、コードの CUSTOM LOGIC 部
分を変更することによって、ルールのカスタマイズとビジネス ロジックの変更が可能なことで
す。

既存のルールを変更または削除したり、新しいカスタム ルールを追加したりすることができま
す。ルールは Java または Drools の構文で記述されます。
カスタマイズに使用できるフック

• SubnetPolicyCheck.applyFitting

• AttributeBasedSubnetPolicyCheck.applyFitting

• SpecifiedSubnetPolicyCheck.applyFitting

• AutomaticIpAddressPolicyCheck.applyFitting

• StaticIpAddressPolicyCheck.applyFitting

• DhcpIpAddressPolicyCheck.applyFitting

• PhysicalServerPolicyCheck.applyFitting
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• PhysicalBootDiskPolicyCheck.applyFitting

• NPIVDataDiskPolicyCheck.applyFitting

• VirtualServerPolicyCheck.applyFitting

• EsxDiskPolicyCheck.applyFitting

• HypervDiskPolicyCheck.applyFitting

• DasDiskPolicyCheck.applyFitting

• SoftwarePolicyCheck.applyFitting

新しいルール ファイルの記述
テキスト エディターで新しい drl ファイルを開き、「ルール ファイル」で示したようにルー
ル ファイルに別のセクションを追加し、新しいルール ロジックを追加します。
• Package - パッケージの名前で、常に com.hp.hpio.controller.policy となります。
• Import - ルールのビジネス ロジックの書き込みに必要な他の Java クラスの使用を宣言し

ます。

• ルール

1 つのルール ファイル（.drl）で複数のルールを定義できます。◦
◦ 各ルールは、実行するビジネス ロジックを含みます。

◦ INIT ルールは、ルール定義の開始点として複製して使用できるサンプルの構造です。

Eclipse（http://downloads.jboss.com/drools/updatesite3.3/ ）などのツールを使用して、ルー
ル プロジェクトを作成する Drools Eclipse プラグインを追加し、必要なインフラストラクチャ
オーケストレーションライブラリをプロジェクトに追加して、ルール ファイルを記述すること
もできます。Eclipse では、構文の強調表示やコードの自動完了などが使用できるので便利で
す。

詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

• 『JBoss Rules User Guide』（http://downloads.jboss.com/drools/docs/4.0.7.19894.GA/
html_single/index.html ）

• 『JBoss Rules』（http://downloads.jboss.com/drools/docs/4.0.7.19894.GA/apidocs/
index.html ）

例：カスタム ルール
rule "CustomRule1"

when

$pVO :PolicyExecutionVO( ); $resLst :List();

/* --------------- CUSTOM LOGIC ------------------ */ // Get service entity and resource objects.$logicalSubnet
:LogicalSubnet(); $subnet :Subnet() from $resLst;

// call new user defined function with required arguments // function has to return true in case of success or
false // in case of failure. eval(customRule1($logicalSubnet, $subnet, $pVO)); /* --------------- CUSTOM LOGIC
------------------ */

then

/* --------------- CUSTOM LOGIC ------------------ */ // Since this is a custom rule/criteria construct HPIO
message // using ALLOCATION_CRITERIA_CUSTOM bundle key and providing // allocation failure message (string) to
be displayed.In case // this rule fails.NOTE same information should be used while // calling doesNotMatch in
the custom function below.

$pVO.match($subnet, HPIOMessage.get(HPIOBundleKey.ALLOCATION_CRITERIA_CUSTOM, “Failure message”)); /*
--------------- CUSTOM LOGIC ------------------ */ end

/* * The function is responsible to do criteria check and return * true/false based on the requested resource
and the available * resources.* Initialize result map with doesNotMatch to start with, if this * function returns
success (true) then rule result map will be * changed to match.* */ function boolean customRule1( LogicalSubnet
logicalSubnet, Subnet subnet, PolicyExecutionVO pVO) {

// Custom message. pVO.doesNotMatch(subnet, HPIOMessage.get(HPIOBundleKey.ALLOCATION_CRITERIA_CUSTOM, “Failure
message”));

boolean match=true; /* -------------- CUSTOM LOGIC ----------------------*/
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/* -------------- CUSTOM LOGIC ----------------------*/ return match;

}

ルールのデプロイ

1. iopolicyassist ツールを使用して、ルール ファイルが有効であることを確認します。
2. 確認されたファイルを、..\Program Files\HP\Matrix infrastructure

orchestration\conf\policy ディレクトリにコピーします。
3. 最新の定義済みルール ファイルが適用可能な場合は、これを変更または追加して

policy.xml ファイル内のフックの <policy-rule-file> 情報を更新します。
<policy enabled="false" name="SubnetPolicyCheck.applyFitting"> <policy-rule-file> SubnetCheck.drl,
newrulefile.drl </policy-rule-file> <policy-class-name>policy-class-name</policy-class-name> </policy>

4. 以下のいずれかを実行します。

• ポリシーを有効にするには、ポリシー ファイルの対応する有効なフラグを true に
変更します。

• ポリシーを無効にするには、ポリシー ファイルの対応する有効なフラグを false に
変更します。

5. 変更を有効にするために、インフラストラクチャ オーケストレーション Windows サービ
スを再起動します。

概要 231



B HP Operations Orchestration 通信のセキュリティ
この付録では、Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションと HP Operations
Orchestration の間の対話のセキュリティを説明します。
Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは Operations Orchestration と統合しま
す。Operations Orchestration によって、インフラストラクチャ サービスの実行中にさまざま
なポイントで呼び出せるカスタマイズ可能なワークフローが提供されます。インフラストラク
チャ サービスに関する情報は、インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations
Orchestration の間で、HTTPS（場合によっては SMTP）を使用してやり取りされます。IO と
OO は、デフォルトでは同じ中央管理サーバー（CMS）で動作しますが、IO と OO を別々の
サーバーで動作するように設定し、悪意のある通信が存在する可能性のあるネットワーク経由
でデータを交換することもできます。

インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations Orchestration によって行われるア
クションはログに記録されます。

以下の対処をおすすめします。

• 信頼されている管理者のみが、CMS にログインできる（デフォルト動作）。
• インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations Orchestration の設定ファイル

は、信頼されている管理者のみが使用できる（デフォルト動作）。

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションのテンプレートの作成および Operations
Orchestration のフローのカスタマイズは、信頼されている設計者のみが実行できる（デ
フォルト動作）。

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations Orchestration を信頼さ
れている企業ネットワークで接続し、公共または悪意のある通信が存在する可能性のある
インターネットを使用して接続しない（インフラストラクチャ オーケストレーションと
Operations Orchestration はデフォルトでは同じサーバーにインストールされます）。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations
Orchestration の対話

インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations Orchestration の間の対話は 2 種類
あります。

• 管理操作

管理操作を実行するインフラストラクチャ サービスのライフサイクルの中で起動される
Operations Orchestration のワークフローで、..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\conf\hpio.properties で設定されます。

• サービス操作

インフラストラクチャ オーケストレーション設計者によってインフラストラクチャ サー
ビス テンプレートに割り当てられる Operations Orchestration ワークフローです。設計者
はインフラストラクチャ サービス ライフサイクルの特定のポイントにワークフローを割
り当てます。

インフラストラクチャ オーケストレーションによって Operations
Orchestration に渡されるデータ

インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations Orchestration の間で交換される
データとしては、以下があります。

• 日付 - Operations Orchestration フローが起動した日付
• ユーザー トークン - ユーザーからの応答の認証に使用される一意の文字列。
• リクエスト XML - サーバー、ディスク、ネットワーク、使用するストレージ、サービスの

ユーザー名など、インフラストラクチャ サービスに関するデータ。
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• ユーザー XML - ユーザー名、電子メール アドレス、最新のログイン日時、ユーザー トー
クン（ユーザー名とパスワードがない場合はインフラストラクチャ オーケストレーション
との接続に使用不可）など、インフラストラクチャ オーケストレーション ユーザーに関
するデータ。

• ディスクまたはサーバーの識別子

• サーバー グループ名
• ネットワーク インターフェイス カード（NIC）の識別子
サービス操作ワークフローでは、以下のパラメーターを受け取る必要があります。

• リクエスト XML - インフラストラクチャを表現する XML。例を示します。
• ユーザー トークン - インフラストラクチャ オーケストレーションへのコールバックに使

用されるセキュリティ トークン
• 日付 - インフラストラクチャ オーケストレーションによってフローが起動された日時。

注記: これらのパラメーターは、ワークフローの中で使用されない場合でも、ワークフロー
の定義で必要です。

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations
Orchestration の通信

Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、HTTPS を使用して Operations
Orchestration サーバーと通信し、Operations Orchestration ワークフローを起動してワークフ
ローで必要なデータを渡します。Operations Orchestration サーバーは、インフラストラクチャ
オーケストレーションと同じ CMS 上に配置することも、別のサーバー上に配置することもで
きます。インフラストラクチャ オーケストレーションと Operations Orchestration は、信頼さ
れた同一の企業ネットワーク上に配置することをおすすめします。

Operations Orchestration ワークフローは、Windows Local System 権限で実行され、ファイル
システムの読み込み、ネットワーク接続の開始、または電子メールの送信などの任意の操作を
実行できるようにカスタマイズすることができます。

一部の Operations Orchestration フローでは、インフラストラクチャ オーケストレーションは
インフラストラクチャのライフサイクルの次のステップに移動する前にユーザーからの応答を
待機します。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、このような Operations
Orchestration フローに対する固有の、1 回だけ使用されるユーザー トークンを管理者定義の
電子メール受信者に渡します。このトークンはユーザーからの応答を認証するために使用され
ます。Matrix インフラストラクチャ オーケストレーションは、インフラストラクチャ サービ
スのライフサイクルの次のステップに移動する前に、正しいリクエスト ID を含むユーザー トー
クンがインフラストラクチャ オーケストレーション サービスに戻るまで待ちます。
デフォルトでは、これらのフローによって、応答ページの URL を含む電子メールがインフラス
トラクチャ オーケストレーションの管理者に送信されます。この URL には、ユーザー トーク
ンとリクエスト ID が含まれます。管理者が Web ブラウザーで URL を開くと、リクエストの
[Continue] または [Reject] を選択できるフォームが表示されます。[Continue] または [Reject] の
いずれかをクリックして、インフラストラクチャ オーケストレーション サービスへの HTTPS
接続を開始し、ユーザー トークン、リクエスト ID、およびリクエストされた操作を渡します。
インフラストラクチャ オーケストレーションによってリクエスト ID のユーザー トークンが正
しいことが確認されると、インフラストラクチャ オーケストレーションはそれに従ってリクエ
ストを継続またはキャンセルします。

ユーザー トークンがインターセプトされた場合は、インフラストラクチャ サービスで未認証
のユーザーがリクエストの手順を承認、拒否、継続、またはキャンセルできます。ただし、管
理者は自分以外の操作によってインフラストラクチャ サービスが継続されていることを認識
し、問題点を修正することができます。

管理操作

管理操作は、インフラストラクチャ サービスのライフサイクルの間に起動される Operations
Orchestration のワークフロー プロセスです。
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• 手動 OS デプロイメント - インフラストラクチャ オーケストレーションはユーザーからの
[続行] または [キャンセル] の応答を待ちます。

• 手動ストレージ プロビジョニング - インフラストラクチャ オーケストレーションはユー
ザーからの [続行] または [キャンセル] の応答を待ちます。

• 手動ストレージ削除 - インフラストラクチャ オーケストレーションはユーザーからの [続
行] または [キャンセル] の応答を待ちます。

• 手動ディスク スクラブ - インフラストラクチャ オーケストレーションはユーザーからの
[続行] または [キャンセル] の応答を待ちます。

• リクエスト承認 - インフラストラクチャ オーケストレーションはユーザーからの [承認] ま
たは [拒否] の応答を待ちます。

• サービス開始操作

• サービス終了操作

• グローバル サービス終了操作
• ユーザー通知

• ユーザー プール通知
• サービス リース通知
• サービス回復

• サービス失敗操作

サービス操作

サービス操作は、Operations Orchestration ワークフローを起動する可能性のあるインフラスト
ラクチャ サービスの段階です。
• サービス開始（または終了）の作成

• サービス開始（または終了）の追加

• データ ディスク開始（または終了）の追加
• リース開始（または終了）の変更

• サーバーまたはサービスの開始（または終了）のスタンバイ

• サーバーまたはサービスの開始（または終了）の再開

• サービス開始（または終了）の削除

インフラストラクチャ オーケストレーションおよび Operations
Orchestration で使用される設定ファイルと URL

• Operations Orchestration サービスの URL：
https://localhost:16443/PAS/services/WSCentralService

• 承認の応答 HTML ページの URL：
https://localhost:51443/hpio/ooflows/ApprovalResponse.html

• HP Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション サービスの URL：
https://localhost:51443/hpio/controller/

• 管理操作の Operations Orchestration サーバーおよび Operations Orchestration フローを指
定する Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション設定ファイル：..\Program
Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties

• Operations Orchestration logs:..\Program Files\HP\Operations Orchestration\
Central\logs

• Matrix インフラストラクチャ オーケストレーション logs:..\Program Files\HP\Matrix
infrastructure orchestration\logs
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