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第1章法的な注意事項
本書で取り扱っているコンピュータ ソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製に
は、HP から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業用コンピュー
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りや不作為の責任を負いません。
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第2章はじめに
オンライン ヘルプ

HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、その管理機能を詳しく説明するオンライン ヘルプ システ
ムがあります。このオンライン ヘルプ システムでは、HP SIM の使用法と管理方法に関する一般情報が
提供されます。オンライン ヘルプを表示するには、任意のページでクエスチョン マークのアイコンを
クリックするかヘルプ メニューを使用してください。

HP SIM ヘルプ カテゴリ
HP SIM ヘルプ システムでは、次のカテゴリが取り扱われています。

• 製品概要 HP SIM の機能について概説します。詳細については、第3章 「製品概要」を参照して
ください。

• お使いになる前に HP SIM の使用と管理を始めるための手順について説明します。詳細について
は、第4章 「お使いになる前に」を参照してください。

• 検出と識別 識別、hosts ファイルの管理、検出テンプレートなど、検出タスクの作成手順と管理
手順について説明します。詳細については、第5章 「検出と識別」を参照してください。

• ユーザと認証 ユーザ、ユーザ グループ、ツールボックス、および認証の作成手順と管理手順に
ついて説明します。詳細については、第6章 「ユーザと認証」を参照してください。

• ディレクトリ サービス ディレクトリ サービスの設定手順とコンテナ オブジェクトの識別名の入
力手順について説明します。詳細については、第7章 「ディレクトリ サービス」を参照してくださ
い。

• ネットワークとセキュリティ 信頼関係の設定など、ネットワークとセキュリティに関する手順に
ついて説明します。詳細については、第8章 「ネットワークとセキュリティ」を参照してくださ
い。

• システム、イベント、クラスタの監視 システムとイベントの監視手順について説明します。詳細
については、第9章 「システム、クラスタ、イベントの監視」を参照してください。

• ストレージ統合 SNMP および SMI-S（Storage Management Interface - Specification）ストレージ
デバイスを検出し、それらの情報を表示する手順について説明します。詳細については、「SNMP
を使用したストレージ統合」および「SMI-S を使用したストレージ統合」を参照してください。

• タスクによる管理 タスクのスケジュール設定と実行によりシステムとイベントを管理するための
手順について説明します。詳細については、第11章 「タスクによる管理」を参照してください。

• 管理を拡張するツール HP SIM のデフォルト ツールの使用手順について説明します。詳細につい
ては、第12章 「管理を拡張するツール」を参照してください。

• パートナー アプリケーション パートナー アプリケーションについて説明します。また、各アプ
リケーションの概要も紹介します。詳細については、第13章 「パートナー アプリケーション」を
参照してください。

• レポート機能 カスタム レポートの作成手順と生成手順について説明します。詳細については、
第14章 「レポート機能」を参照してください。

• システムとイベントの管理 HP SIM の管理方法とメンテナンス方法について説明します。詳細に
ついては、第15章 「システムとイベントの管理」を参照してください。

• トラブルシューティング。 HP SIM のトラブルシューティング手順について説明します。詳細に
ついては、第16章 「トラブルシューティング」を参照してください。

• リファレンス。 データベース テーブル、Microsoft® Windows NT® エラー ログ メッセージ、マ
ルチシステム対応（MSA）ツール、およびサービス/サポートについて説明します。詳細について
は、第17章 「リファレンス情報」を参照してください。
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第3章製品概要
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、HP の統一サーバ/ストレージ管理戦略の基盤です。HP SIM
は、HP ProLiant、Integrity、HP 9000 サーバ、HP StorageWorks MSA、EVA、XP アレイ、サードパー
ティ製アレイ上の複数のオペレーティング システムをサポートする、ハードウェア レベルを対象にし
た管理製品です。HP SIM は、Microsoft® Windows®、HP-UX 11iv1、HP-UX 11iv2、HP-UX 11iv3、Red
Hat、および SuSE Linux を対象とした単一の管理ビューを介して、システム検出、識別、単一イベント
ビュー、インベントリ データ収集、そしてレポート機能といった基本管理機能を提供します。HP SIM
ソフトウェアの中核部分では、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）を使用して、すべての HP
製サーバ プラットフォームの管理に不可欠な機能が提供されます。
HP SIM を拡張して、システム管理用に、HP クライアント、ストレージ、電源、およびプリンタ製品の
プラグインを提供することができます。ユーザは、HP Integrity Essentials を使用した負荷管理、容量管
理、仮想マシン（VM）管理、パーティション管理のプラグイン アプリケーションにより、ハードウェ
ア資産の完全なライフサイクルの管理機能を提供する付加価値ソフトウェアを選択できます。

その他のリソース
その他のリソースについては、HP SIM の Web サイト http://www.hp.com/jp/hpsim を参照してくださ
い。

関連トピック

• 機能

• 新機能

• 製品アーキテクチャ

• 支援

• 法的な注意事項

機能

HP SIM 管理
• 障害管理とイベント処理  HP SIM は、実際のコンポーネント障害警告、または発生しようとして

いるコンポーネント障害警告の障害予測通知を提供します。自動イベント処理では、Email 、ポケ
ベル、または Short Message Service（SMS）ゲートウェイ を通じて、適切なユーザに障害を通知
するためのアクションを設定したり、スクリプトの自動実行や、HP OpenView Network Node
Manager または HP OpenView Operations などのエンタープライズ プラットフォームへのイベン
ト自動転送が可能です。

注記: Windows ベースの中央管理サーバ（CMS）にのみポケベルのサポートがあります。

注記: 日本国内では、ポケベル機能はサポートされていません。

• 一貫性のあるマルチシステム管理 HP SIM では、CMS 上でコマンドを 1 回実行するだけで、複
数のシステムまたはノード上でタスクを起動できます。この機能によって、各システムでそれぞれ
操作する煩わしさがなくなります。

• 2 つのユーザ インタフェース HP SIM では、ブラウザ ベースの GUI またはコマンド ライン イン
タフェース（CLI）を選択できるため、HP SIM を既存の管理プロセスに容易に組み込めます。

• HP-UX、Linux、および Storage Management Initiative Specification（SMI-S）デバイスに対する Web
ベース エンタープライズ管理（WBEM）イベントの操作。 HP SIM では、GUI または CLI を介し
て、WBEM イベントの予約と予約解除ができます。

セキュリティ

• 役割ベースのセキュリティ HP SIM では、どのユーザが、どのシステムで、どの管理操作を実行
できるかを、システム管理者が細かく制御できるので、管理責任を効果的に委任できます。
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• Secure Shell（SSH）キーの管理。 SSH キー機能により、known_hosts ファイルに保存される
SSH パブリック キーを CMS から表示および管理することができます。SSH キーによって、CMS
は、管理対象システムとの間で安全な接続を認証できます。

• 安全なリモート管理 HP SIM では、ユーザ認証のオペレーティング システム セキュリティ機能、
SSL（Secure Sockets Layer）、SSH（Secure Shell）が活用され、管理通信が暗号化されます。

• エージェントの設定および修復 この機能を使用すると、HP SIM によってサポートされている
Windows、Linux、および HP-UX システムにおいて、SNMP 設定の認証情報、System Management
Homepage、またはマネジメント HTTP サーバとの信頼関係を修正できます。詳細については、
「エージェントの設定および修復」を参照してください。

インストール

• 簡単で迅速なインストール HP SIM は、HP-UX 11i v1、HP-UX 11i v2、または HP-UX 11i v3 が実
行されている PA-RISC/Integrity サーバ プラットフォーム上、あるいは Windows または Linux が実
行されている ProLiant プラットフォーム上に迅速かつ簡単にインストールできます。

• ファーストタイム ウィザード HP SIM は、HP SIM の初期設定の実行手順を順番に示すオンライ
ンの指示を提供します。このウィザードは、中央管理サーバ（CMS）で HP SIM を設定する際に役
立ちます。

検出

HP SIM では、ネットワークに接続されているシステムの自動検出および自動識別が可能です。検出フィ
ルタにより、特定のネットワーク セグメントや IP アドレスの範囲に検出を限定できます。検出フィル
タを使用することにより、不必要なシステム タイプの検出を避けることができます。

カスタム ツール
HP SIM は、単純な XML 文書を使ってツールを定義することにより、既成ツールとユーザ定義ツールを
統合できます。ツールには、コマンド ライン ツール、Web ベースのアプリケーション、スクリプトな
どがあります。統合されたツールへのアクセスは、役割ベースのセキュリティで制御されます。

レポート機能

• データ収集とインベントリ レポート HP SIM では、総合的なシステム データ収集が実行され、
ユーザが管理対象システムの詳細インベントリ レポートを迅速に作成できます。レポートは、
HTML、XML、または CSV フォーマットで生成できます。HP Superdome システムおよびその他の
セルラー複合体用にデータ収集およびレポート機能が追加されました。収集可能なデータには、
シャーシ、キャビネット、セル、メモリ、Integrity 仮想マシン、Integrity 以外の仮想マシン、仮想
パーティション（vPars）、およびハード パーティション（nPars）に関する情報が含まれます。収
集されるデータのタイプは、選択されるフィルタ、またはインストールされている WBEM プロバ
イダによって決まります。

• スナップショット比較 HP SIM では、4 つまでの異なるサーバの設定スナップショットを比較し
たり、1 つのサーバの設定スナップショットを時間の経過に沿って比較したりすることができま
す。この機能により、IT 担当者は、システムの不安定な動作の原因になる可能性がある設定上の問
題点を正確に見つけることができます。また、スナップショットの比較により、標準設定の画像を
保存して他のシステムと比較することもできます。

パートナー アプリケーション
• HP バージョン コントロール HP SIM は、Windows および Linux を実行する HP ProLiant および

HP Integrity サーバについて、最新の BIOS、ドライバ、およびエージェントのアップデート データ
を自動的にダウンロードし、古いシステム ソフトウェアを実行しているシステムを識別し、サーバ
グループ全体でシステム ソフトウェアを更新できるようにします。HP-UX システムの場合は、
Software Distributor が HP SIM に統合されています。

• HP Service Essentials Remote Support Pack HP SIM に、新しい HP Service Essentials Remote Support
Pack プラグインが含まれています。このプラグインは、HP Service Essentials Remote Support Pack
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（Remote Support Pack）テクノロジの要素を利用し、HP SIM と Remote Support Pack 機能を統合
して提供します。この機能は、Windows ベースの中央管理サーバ（CMS）に配備され、次の特徴
を備えています。

• HP SIM によるローカル監視を補完するリモート イベント監視

• リアルタイムのハードウェア イベント監視と HP サポートへの安全なイベント提示。ハード
ウェアで発生する可能性のある重大な問題の識別と発生防止に役立ちます。

• サポートされているシステムやデバイスを動作可能な状態に短時間で復旧。

• 会社の収益部門や生産性への被害を最小限に抑える。

• データ センタの HP SIM 単一ビューが強化され、次のサービス機能属性が追加されています。

システムの契約および保証に関する詳細情報。•

• HP ケース ID、サービス ケース ステータスなど、リモート サポート詳細を含むサービス
イベント ビュー。

• HP によって監視される CMS ハートビート ポーリングにより、HP へのイベント提示が機能し
ていないことを IT チームに早期に伝達。

注記:  HP Service Essentials Remote Support Pack プラグインの画面の表示は英語のみとなります。
HP インスタント サポート エンタープライズ エディション（ISEE）テクノロジについての詳細は、
HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/proliant_isee を参照してください。

• Web-Based Enterprise Services および Open Service Event Manager これらの分析ツールは、重大
なシステム イベントの発生あるいは将来の発生を通知します。Web-Based Enterprise Services
（WEBES）System Event Analyzer（SEA）および Open Service Event Manager（OSEM）は、HP
サービスのお客様向けの Remote Support Pack サービス製品の一部およびスタンドアロン ツールと
して使用されます。WEBES および OSEM は、保守の必要なイベントがあると判断すると、特定の
SNMP トラップ タイプを使用して、HP SIM に対するサービス通知を生成します。Remote Support
Pack をインストールすると、WEBES および OSEM のサービス通知は、リモートで発生したサポー
トの必要な事項についてのステータス情報も提供します。

• System Management Homepage System Management Homepage は、単一システム管理用の統合
インタフェースを提供します。HP Web ベース エージェントおよび管理ユーティリティからデータ
を集約することにより、System Management Homepage は、個々のサーバのハードウェアの障害
やスタータスの監視、パフォーマンス データ、システム スレッショルド、診断およびソフトウェ
アのバージョン コントロールを行うための使いやすい共通インタフェースを提供します。

• HP Performance Management Pack HP SIM は、HP ProLiant サーバおよび HP StorageWorks Modular
Smart Array（MSA）共有ストレージのハードウェア ボトルネックの検出、分析、説明を行うソフ
トウェア ソリューションを提供します。HP SIM で使用可能な HP Performance Management Pack
（PMP）ツールには、オンライン分析、オフライン分析、CSV ファイル生成レポート、システム概
要レポート、静的分析レポート、設定、ライセンス契約、および手動ログ パージがあります。PMP
ツールは、HP SIM と統合された環境で動作します。監視対象サーバには、Insight マネジメント
エージェント以外のソフトウェアをインストールする必要はありません。PMP 4.3 は以下の機能を
備えています。

• HP SIM 5.x のサポート（PMP 4.3 は、HP SIM 4.x をサポートしません）

• Oracle® データベースのサポート（ローカルまたはリモート）

PMP 4.3 では次のサーバがサポートされています。

• ProLiant BL465c G1 サーバ

• ProLiant BL685c G1 サーバ

• ProLiant BL25p G2 サーバ

• ProLiant BL45p G2 VR1 サーバ

• ProLiant DL320 G5 サーバ

• ProLiant DL360 G5 サーバ

• ProLiant DL365 サーバ
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• ProLiant DL585 G2 サーバ

• ProLiant ML310 G4 サーバ

• Integrity rx7620 サーバ

• Integrity rx7640 サーバ

• Integrity rx8620 サーバ

• Integrity rx8640 サーバ

• Integrity Superdome サーバ
注記：Integrity Superdome には、Intel Itanium 2 Montecito、M9M、および MX2 プロセッサの
サポートが含まれます。

• Ultra 160 SCSI アダプタ

• HP NC370i NIC

• rx8620 Gigabit LoM（5701）NIC

• rx8640 Gigabit LoM（5703）NIC

• LAN/SCSI コンボ カード（Castor、AB290A）

PMP 4.3 では、以下の新しいオペレーティング システムがサポートされています。

• VMware ESX 2.5.2

• VMware ESX 2.5.3

• VMware ESX 2.5.4

• VMware ESX 3.0

HP Performance Management Pack の詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/
servers/pmp を参照してください。

• HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack HP ProLiant Essentials Vulnerability
and Patch Management Pack は、セキュリティの脆弱性を識別し、解決するためのアドバイスを提
供します。また、取得の自動化、配備の最適化、セキュリティ パッチの強化の継続によって、高度
なパッチ管理を提供します。HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack は、
Management CD から手動でインストールする必要があります。また、管理するターゲット システ
ムごとに 1 つずつライセンスが必要です。HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management
Pack には、評価の目的でサーバまたはデスクトップ上で使用でき、すべての機能を利用できる無期
限のライセンスが 5 つ付属しています。インストールおよびセットアップの詳細については、
Management CD に収録されている『 HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management
Pack Quick Setup Poster』 および『 HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack
User Guide』 を参照してください。HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack
の詳細については、http://www.hp.com/jp/servers/vpm にある『 HP ProLiant Essentials Vulnerability
and Patch Management Pack』 にアクセスしてください。

注記: Vulnerability and Patch Management Pack V2.01 より、日本語環境へのインストールをサ
ポートしています。画面の表示は英語のみとなります。詳細は、HP の Web サイト
http://www.hp.com/jp/servers/vpm を参照してください。

• HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack HP SIM に統合された仮想マシン管理機
能は、機能が拡張され、物理サーバ リソースと仮想サーバ リソースの両方で構成される IT インフ
ラストラクチャの統合管理、プロビジョニングの簡素化と統合、中央インタフェースからのすべて
のサーバ リソースの管理と移行を実現します。
HP SIM の仮想マシン管理機能は、HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack と HP
Server Migration Pack - Universal Edition を統合することにより有効になります。2 つのコンポーネ
ントは 1 つのコンポーネントとして同時にインストールされますが、ライセンスは別です。

• HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack Virtual Machine Management Pack
は、Microsoft 社の Virtual Server および VMware 社の GSX Server または ESX Server 仮想マシ
ンの集中管理と制御を可能にします。Virtual Machine Management Pack を使用すると、すべ
ての仮想マシンおよび仮想マシン（VM）ホストを HP SIM コンソールから管理できます。
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Virtual Machine Management Pack は、HP SIM コンソールの左側のウィンドウに、仮想マシン
ホストと仮想マシン ゲストのツリー ビューを表示します。左側のウィンドウのツリーからシ
ステムを選択すると、選択したシステムに関する情報が右側のウィンドウに表示されます。こ
のウィンドウで、Virtual Machine Management Pack エージェントのインストール、登録、登
録解除、アップグレードなどを行えます。Virtual Machine Management Pack は、HP SIM に統
合されました。 Virtual Machine Management Pack の資料と詳細については、HP の Web サ
イト http://www.hp.com/jp/servers/vmmanage を参照してください。

• HP Server Migration Pack - Universal Edition HP Server Migration Pack - Universal Edition（SMP
Universal）は、Virtual Machine Management Pack の機能を拡張して、統合 P2V
（Physical-to-Virtual）、V2V（Virtual-to-Virtual）、V2P（Virtual-to-Physical）、および P2P
（physical-to-ProLiant）移行機能を提供します。SMP Universal により、サーバの統合プロセス
が簡単になります。追加ライセンスの購入については、HP の Web サイト http://www.hp.com/
go/migrate （英語）を参照してください。

• HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager  HP SIM は、ブレードの設
置、設定、および監視ツールへのアクセスを統合するために設計されたブレード環境を提供しま
す。ピクチャー ビューは、ラックおよびエンクロージャを対象に使用できます。HP BladeSystem
Integrated Manager は、HP SIM とともに自動インストールされるため、ライセンス キーは不要で
す。HP BladeSystem Integrated Manager にアクセスするには、[ツール]→[内蔵コンソール]→[HP
BladeSystem] を選択します。 詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/
bim を参照してください。

• HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack - Windows Edition HP ProLiant Essentials Rapid
Deployment Pack（RDP）は、マルチサーバ展開ツールです。このツールを使用すると、IT 管理者
は、無人化（自動化）された方法で多数のサーバを簡単に展開できます。RDP は、HP SIM とは別
にインストールされ、管理されるサーバごとに 1 つずつライセンスが必要です。RDP をインストー
ルする前に、RDP 製品を登録して、ライセンスを購入するか 10 ノード 30 日間ライセンスを入手
する必要があります（10 ノード 7 日間試用ライセンスはソフトウェアに付属しています）。RDP
は、独自の DVD からインストールされます。試用ライセンスの入手または製品登録のためのリン
クなど、RDP については、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/rdp/ を参照してくだ
さい。ネットワーク環境のセットアップ、サーバ配備の要件、およびインストール手順の詳細につ
いては、RDP のマニュアルを参照してください。

• HP Storage Essentials HP は、データ センタの管理の経済性を向上させつづけています。HP Storage
Essentials は、HP SIM に統合されるように設計された最初のオープンな標準ベース ストレージ製品
スイートです。HP Storage Essentials の詳細については、HP の Web サイト
http://h50146.www5.hp.com/products/storage/software/esuite/ を参照してください。

• HP Insight Power Manager HP Insight Power Manager（IPM）は、サーバの消費電力や熱出力を
データ センタ レベルで集中管理できる統合電力監視/管理アプリケーションです。このアプリケー
ションにより、ProLiant サーバに必要な総電力および冷却機能を制御できるようになり、データ セ
ンタの能力を拡張できる。ProLiant パワー レギュレータ テクノロジに基づく PMP は、新しいサー
バ エネルギー計測レバーを HP SIM に付与して、優れた統合インフラストラクチャ管理を実現しま
す。

• HP-UX Serviceguard クラスタのサポート HP SIM は、HP-UX Serviceguard クラスタを認識し、GUI
に表示します。検索リストの Serviceguard クラスタをクリックすると、HP Serviceguard Manager
が起動し、クラスタに関する情報を表示します。

関連トピック

• 新機能

• 製品アーキテクチャ

• 支援

• 法的な注意事項

• お使いになる前に
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新機能

インストール

• HP SIM Windows インストレーションの MSDE を SQL 2005 Express Edition Service Pack 2 に変更

• 中央管理サーバ（CMS）および管理対象システムによる Windows Server 2008 および Windows
Vista サポートの追加

• HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack および HP Performance Management Pack
のデフォルト インストレーション セットからの削除によるインストールの円滑化

• Oracle データベースのサイレント インストールのサポートを追加

• 中央管理サーバ（CMS）および管理対象システムでの、Red Hat Enterprise Linux 5 for x86 Update
1 および SUSE Linux Enterprise Server 10 for x86 Service Pack 1 のサポートの追加

• HP SIM の自動インストールが、x64 ビット オペレーティング システムでサポートされるようにな
ります。

• Postgres SQL を HPSMDB に変更

ファーストタイム ウィザード
• ユーザの環境で管理されるオペレーティング システムを指定できるようにすることで、選択したオ

ペレーティング システム専用の収集、レポート、およびツールを利用できるようにして、アプリ
ケーションを簡素化

• 検出実行時に管理対象システムを自動設定できる機能

• Email 設定の指定時に、Email 設定のテストが可能

セキュリティ

SSL Web サーバ証明書内の複数の名前。システムで別々の名前を使用する場合のブラウザによる名前不
一致エラーを軽減

ユーザと認証

HP SIM では、どのユーザでも検出、監査ログの表示、自動イベント処理などの機能にアクセスできるよ
うに設定可能。また、ユーザが HP SIM のセキュリティ設定を追加または更新できるようにするための
単一設定を用意

検出と識別

• 簡単なホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名を、検出用の ping 包括範囲およ
び除外範囲に含めることが可能

• HP ProLiant ハードウェアの広範なハードウェア情報セットの入手のための HP Insight Management
WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 の検出と識別。

• 1 つの nPar で収集した情報から、現在アクティブでないものも含め、複合体内のすべての nPar の
検出が可能

• 1 つの vPar で収集した情報から、現在アクティブでないものも含め、vparmonitor 内のすべての
vPar の検出が可能

管理対象システムのセットアップ

HP SIM 機能が強化され、管理対象システムのセットアップが簡単になります。

• エージェントの設定および修復機能は、以下の拡張機能を含むようになります。

Windows 中央管理サーバ（CMS）からの初期 HP ProLiant Support Pack タスクを使用して、
Windows を実行する ProLiant サーバに HP Insight マネジメント エージェントをインストール
できます。

•

• SNMP トラップを管理対象システムから送信して、HP SIM CMS でのトラップ受信をチェック
できます。
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• WBEM イベントを、WBEM プロバイダをサポートする管理対象システムから送信して、HP-UX
を実行する HP SIM CMS の受信を確認できます。

• 管理対象システムへのシングル サインオンを設定します。

• HP バージョン コントロール エージェントおよび Secure Shell（SSH）をエージェントの設定
および修復からインストールして設定できます。

• エージェントの設定および修復から WBEM プロバイダをインストールして設定できます。

• 新しい通信の管理機能により、CMS と管理対象システム間の通信の問題をトラブルシューティン
グできます。

データ収集

• Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）プロトコルを使用して、iCAP 対応複合体の、セル
およびプロセッサの iCAP（instant capacity）プロパティを収集して表示できるようになります。

• ISS HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 対応の管理対象ノー
ドで、データ収集が、特定の属性について WMI/SNMP よりも HP Insight Management WBEM
Providers for Windows Server 2003/2008 に優先権を提供します。

注記: HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 では、現在、
SNMP の限定サポートがあります。データ収集が HP Insight Management WBEM Providers for
Windows Server 2003/2008 よりも優先する場合、SNMP により以前に収集されたレポート内の
いくつかの項目はブランクになります。

注記: iCAP プロバイダは、HP-UX 11i v3（11.3）、HP-UX 11i v2（11.31）、および HP_UX 11i
v1（11.11）（HP 9000 および Integrity サーバにのみインストール可能）で利用できます。

• セルベースの Integrity サーバや HP 9000 サーバを対象にしたノード パーティション（nPars）水平
検出の追加

• セルベースの HP-UX 9000 サーバやプロシージャベースの HP 9000 サーバを対象にした仮想パー
ティション（vPars）水平検出の追加

• バージョン コントロール エージェント（VCA）がインストールされたシステムを対象にする、ソ
フトウェア/ファームウェア（sw/fw）ベースライン名およびバージョンのデータ収集の追加

自動イベント処理

• 新しい ProLiant WBEM イベントのサポート。このため、WBEM イベントに対応する SNMP トラッ
プを持つイベント タイプ条件を含むイベント収集がアップグレードされ、WBEM イベントが選択
されます。

• 自動イベント処理タスクの作成または管理時に、ユーザのポケベル情報を指定できます。

ライセンス マネージャ
• iLO 固有の拡張を含むための SSH および CLP の拡張サポート

• グラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）のライセンス マネージャ メニュー機能を使用した、
iLO 2 でのライセンス移行の追加

• SSH 認証情報の入力のためのグラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）の追加

レポート機能

• ベースライン情報を表示する新しい HP バージョン コントロール エージェントレポート

• バージョン コントロール エージェント（VCA）がインストールされたシステムを対象にする、ソ
フトウェア/ファームウェア（sw/fw）ベースライン名およびバージョンのデータ収集の追加

ナビゲーション

• ツール検索機能により、検索およびフィルタに使用されるテキスト（多くの場合、単語全体を入力
しなくても検索できます）を入力してツールを迅速に見つけることができます。検索は、ツール
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名、HP SIM のカスケード メニュー構造内の位置、ツールの説明を条件にしてテキスト入力により
行います。

• よく使われるツールへの クイック起動メニューによるシングル クリック アクセス。メニューはカ
スタマイズ可能で、メニューに表示するツールを選択できます。

• [システム ページ] を含む、最後に表示した収集またはツールに戻るための [・・・・に戻る] リン
ク

• 作業領域を最大化して、システム ステータスの概要、検索、[システムおよびイベント収集] パネ
ル、HP SIM メニューを折り畳めるようにします。また、バナーも最小化されます。作業領域は、1
回のクリックでデフォルトのサイズに戻せます。

タスク ウィザード
• パフォーマンスの向上

• 検索ツールを使用したターゲット システムの選択機能の追加

その他の機能

• HP-UX システムにインストールされたソフトウェアおよびファームウェアを検索することができま
す。

• HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 および OpenVMS プロバ
イダ用の、プロパティ ページが実装されます。HP-UX のプロパティ ページが更新され、新しい
HP-UX プロバイダを反映します。

• HP-UX 11i.x、Linux Itanium Processor Family（IPF）、Windows Server 2003 および 2008、Windows
XP、Windows Vista、および OpenVMS の [プロパティ] ページでのサポート

関連トピック

• ツール検索

• クイック起動メニュー

• 検出と識別

• 支援

• 機能

製品アーキテクチャ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、分散型アーキテクチャが採用されており、システムは 3
つのタイプ（中央管理サーバ（CMS）、管理対象システム、および Web ブラウザ クライアント）に分
類されます。

CMS と管理対象システムとを合わせて、HP SIM 管理ドメインと呼びます。

中央管理サーバ

それぞれの管理ドメインには、CMS が 1 つずつあります。CMS は、HP SIM ソフトウェアを実行する
管理ドメインのシステムで、ドメイン内のすべての集中操作が開始されます。CMS では、HP SIM ソフ
トウェアに加え、永続的なオブジェクト用のストレージとなるデータベースが保守管理されます。デー
タベースは、ローカル システムにインストールすることも別のシステムにインストールすることもでき
ます。マルチシステム対応（MSA）ツールを実行するアプリケーションも、通常、CMS に常駐します。
ただし、これらのアプリケーションは CMS 上に常駐させる必要はありません。ネットワーク上の任意
の場所で使用することができます。

CMS は管理環境内のシステムであるため、ドメインの一部としてシステム自身を管理します。別の CMS
を使ってドメインを管理する場合、他の管理ドメインに管理対象システムとして CMS を追加できます。

管理対象システム

管理ドメインを構成するシステムは、管理対象システムと呼ばれます。システムは、サーバ、デスクトッ
プ、ラップトップ、プリンタ、ワークステーション、ハブ、ストレージ システム、ストレージ エリア
ネットワーク（SAN）、ルータなど、HP SIM とやり取りできるネットワーク上のすべてのデバイスを
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指します。ほとんどの場合、これらのデバイスには、関連する IP アドレスがあります。管理対象システ
ムは、必要に応じ、複数の CMS によって管理できます。
管理対象になる管理対象システムには、1 つ以上のマネジメント エージェントをインストールする必要
があります。SNMP に基づく ProLiant Insight マネジメント エージェント、Windows システムで見られ
るWindows Management Instrumentation（WMI）、HP-UX 用のシステム障害管理プロバイダなどの Web
ベース エンタープライズ管理（WBEM）プロバイダなど、さまざまなエージェントがあります。これら
のエージェントは、CMS に管理情報と警告（指示）を提供します。これに対応して、SSH エージェン
ト（サービス）は、HP SIM CMS が管理対象システムにログインしてスクリプトを介し、管理コマンド
を実行できるようにします。

システム収集

システム収集は、HP SIM データベースでシステムをグループ化する方法を提供します。収集は、オペ
レーティング システムやハードウェア タイプなどの共通の属性を備えるシステムをフィルタするため
に使用できます。システム収集は、任意のシステムの集合体と見ることもできます。システムは、1 つ
以上のシステム収集に属することができます。デフォルトの共有システム収集が数多く提供されており、
また、ユーザが自分の共有収集とプライベート収集を作成することもできます。システム収集を使うこ
とで、ユーザは、システム収集内のすべてのシステムに対して 1 回の手順でタスクを実行できます。す
べての共有システム収集の詳細リストについては、「共有システム収集」を参照してください。

Web ブラウザ クライアント
HP SIM は、サポートされるどのネットワーク クライアントからもアクセスできます。ネットワーク ク
ライアントは、管理ドメインの一部にすることができます。ただし、GUI、または SSH クライアント ア
プリケーションにアクセスすることで、CLI に安全にアクセスするためには、互換性のあるブラウザを
実行する必要があります。CMS での Web サーバへのアクセスは、特定のユーザに対し、IP アドレス範
囲を指定して、制限することができます。

関連トピック

• 機能

• 新機能

• 支援

• 法的な注意事項

• お使いになる前に

支援

その他のリソース

HP Systems Insight Manager（HP SIM）のその他のリソースを参照するには、次を参照してください。

• HP SIM の Web サイト http://www.hp.com/jp/hpsim/ 。一般製品情報と、ソフトウェア ダウン
ロード、マニュアル、およびトラブルシューティング情報へのリンクを掲載しています。

• ＨＰ ProLiant マニュアルの Web サイト http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual 。HP SIM
のマニュアルおよびリリース ノートにアクセスできます。

• HP Systems Insight Manager の Web サイト http://www.hp.com/jp/hpsim/ 。HP SIM ソフトウェ
ア ダウンロードにアクセスできます。

• HP ビジネス サポート センタの Web サイト http://www.hp.com/bizsupport/ （英語）。HP SIM
とその他の個人ユーザ向け HP 製品のサポート情報が掲載されています。

• HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/support 。HP SIM とその他の企業ユーザ向け HP 製品の
サポート情報が掲載されています。

• HP SIM SMI-S プロバイダの Web サイト http://www.hp.com/go/hpsim/providers （英語）。デバ
イス サポートと SMI-S プロバイダについての情報が掲載されています。

• HP SIM と Essentials の紹介ビデオ http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/
hpsim/infolibrary.html （英語）。

• HP SIM フォーラム（http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/categoryhome.do?categoryId=455
（英語））。HP SIM について話し合うことができます。
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• HP SIM ツールとスクリプト フォーラム（http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/
categoryhome.do?categoryId=495 （英語））。HP SIM で使用するスクリプトの自主的な提供（こ
れらのスクリプトは、HP がサポートするものではありません）。

テクニカル サポート
HP では、HP Systems Insight Manager をインストールするサーバをご購入から 90 日間、インストール
に関してのサポートを提供しています。HP の Web サイト http://welcome.hp.com/country/jp/ja/
contact_us.html を参照してください。
90 日間を経過した後や、インストール後の設定、構成に関してのお問い合わせについては、以下のサ
ポート オプションがあります。
HP SIM を含む ProLiant Essentials 製品のサポートを購入できるようになりました。9×5 の受付時間で、
製品番号は UE121E です。

注記: ProLiant Essentials OE は、同年数・同サービスレベルの OS 保守を購入されることがサービス適
用の条件となります。詳しくは、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/carepack を参照してくだ
さい。

テクニカル FAQ
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/techsupport.html（英語）

関連トピック

• リソース ライブラリ

• 機能

• 新機能

• 製品アーキテクチャ

• 法的な注意事項

• お使いになる前に
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第4章お使いになる前に
HP Systems Insight Manager（HP SIM）を初めて使用する場合は、まず、第3章 「製品概要」セクション
にある情報を参照して、ソフトウェアの使い方に慣れ、ご自身の環境に合わせて設定する必要がありま
す。次に、以下の手順に従ってください。

• GUI にサインインします。詳細については、「サイン イン」を参照してください。

• HP SIM ホームページについて調べます。詳細については、「ホーム ページのナビゲート」を参照
してください。

• 新規インストールの場合は、初期設定を実行します。

ファーストタイム ウィザードは、管理者権限が HP SIM に最初にサインインする際に、起動しま
す。ウィザードは、HP SIM の初期設定手順を順番に示します。HP SIM GUI から、追加の設定オプ
ションを使用することができます。詳細については、「ファーストタイム ウィザードの使用」およ
び「初期設定の実行」を参照してください。HP SIM を設定できるのは、管理者権限があるユーザ
だけです。

• タスクの実行およびスケジュールの方法について調べます。詳細については、第11章 「タスクに
よる管理」を参照してください。

• HP SIM レポートの機能について調べます。詳細については、第14章 「レポート機能」を参照して
ください。

• コマンド ライン インタフェース（CLI）を使用する場合は、HP SIM コマンドを参照してください。
詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」および
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』 を参照してください。

• ホーム ページおよび システム ステータスパネルをカスタマイズします。詳細については、「ホー
ム ページのカスタマイズ」および「システム ステータス パネルのカスタマイズ」を参照してくだ
さい。

関連プロシージャ

• サイン イン

• サイン アウト

• 製品登録

• ホーム ページのナビゲート

• 初期設定の実行

• コマンド ライン インタフェース コマンドの使用

• ホーム ページのカスタマイズ

• システム ステータス パネルのカスタマイズ

関連トピック

• 製品概要

• システム、クラスタ、イベントの監視

• タスクによる管理

• システムとイベントの管理

製品登録
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、HP SIM ソフトウェアを HP に登録するためのオプション
が用意されています。ソフトウェアを登録すると、次のようなメリットがあります。

• ソフトウェア アップデートの通知

• 製品サポート警告

• HP SIM 使用に関するヒントおよびテクニックを掲載するニュースレター（オプション）
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注記: HP SIM を登録するには、インターネットに接続する必要があります。

1. [登録] ウィンドウは、Windows システムでのインストール時および HP SIM へのサインイン時（登
録が済んでない場合）に、自動的に表示されます。[登録] ウィンドウが開いていない場合は、[オプ
ション]→[登録] を選択してください。

2. 今すぐ登録をクリックします。[HP Systems Insight Manager License] ページが表示されます。
3. Receive for free をクリックします。HP Systems Insight Manager 登録ウィンドウが表示されま

す。

4. 要求される情報を入力します。アスタリスクの付いた項目は必須項目です。次に進む前に、保証お
よびライセンス条項をよく読み、受諾する必要があります。

5. [次へ] をクリックします。ライセンス受け取りページが表示されます。
6. [Download Software] 列の [HP SIM License Key] リンクをクリックします。Adobe Reader ファ

イルが開き、HP SIM のライセンス キー情報が表示されます。
注記：このファイルは、登録中に入力した Email アドレスにも送られてきます。ライセンス キー
ファイルを表示するには、Adobe Reader をインストールしておく必要があります。

7. Adobe Reader [選択] ツールのアイコンをクリックします。

8. ライセンス キー番号を選択してコピーします。
9. [登録] ウィンドウで、入力ボックスになっている 5 つのフィールドのいずれかにカーソルを配置

し、Ctrl + V キーを押してライセンス キーを貼り付けます。右クリックして貼り付けることもでき
ます。

5 つのフィールドそれぞれに 5 文字が入力された状態で、ライセンス キーが表示されます。

10. [サブミット] をクリックします。HP SIM により、ライセンス キーが正常に追加されたことが通知
されます。[登録] ウィンドウを閉じます。

サイン イン
Web ブラウザを使用して GUI にアクセスするか、または Secure Shell（SSH）クライアントを使用して
コマンド ライン インタフェース（CLI）にアクセスします。
初めて HP Systems Insight Manager（HP SIM）にサインインする際には、ファーストタイム ウィザード
ウィンドウが表示されます。ファーストタイム ウィザードには、HP SIM の使用を開始するための情報
と手順が表示されます。終了をクリックしてウィンドウを閉じます。HP SIM にサインインするたびにこ
のウィンドウを表示させたくない場合は、[今後自動的にこのウィザードを表示しない。] を選択してか
ら 終了をクリックしてください。詳細については、「ファーストタイム ウィザードの使用」を参照し
てください。

GUI へのサインイン
Web ブラウザを使用して任意のネットワーク クライアントから HP SIM の GUI にアクセスできます。
サポートされているブラウザについては、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『
HP Systems Insight Manager 5.2 インストレーション ガイド』にある HP SIM のインストール ガイドを
参照し、ご使用のオペレーティング システム用のガイドを選択してください。

注記: HP SIM へのアクセス後、同じブラウザで同じ HP SIM URL を使用して別のウィンドウを開く場
合は、HP SIM にサインバックする必要はありません。ただし、ブラウザの新しいインスタンスを開始し
て HP SIM に移動する場合は、サインインが必要です。
HP SIM にサインインしてから別のサイトに完全に移動する場合、HP SIM のセッションはタイムアウト
になります。20 分以内にブラウザの同じプロセスを使用して HP SIM に戻る場合は、再びサインインす
る必要はありません。
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HP SIM への手動でのサインイン
HP SIM に手動でサインインする理由はいくつかあります。

• 自動サインインが失敗し、サインイン ページが表示される場合。 この状態は、ユーザが HP SIM
アカウントではないアカウントでオペレーティング システムにログインする場合に発生します。

• 自動サインインを試みていない場合。 この状態はブラウザが自動サインイン用に正しく設定され
ていないか、HP SIM で機能が無効になっている場合に発生します。

• HP SIM から [サインアウト] をクリックした場合。 これにより、あるユーザ アカウントを使用し
てオペレーティング システムにログインしているユーザが、別のユーザ アカウントを指定して使
用することができます。

HP SIM に手動でサインインするには、次のように操作します。
1. ネットワーク クライアント上でサポートされている Web ブラウザを開き、http://hostname:280/

に移動して、サインイン ページのアドレスを入力します。hostname には CMS のホスト名を指定
します。

注記：Windows CMS に直接サインインする場合は、HP SIM デスクトップ アイコンを使用してサ
インイン ページにアクセスするか、[スタート]→[プログラム]→[HP Systems Insight Manager]→[HP
Systems Insight Manager] を選択してください。

2. 必要に応じて、ユーザ名、パスワード、ドメイン、およびタイム ゾーンを入力します。
注記：ブラウザでタイムゾーンが確定している場合は、[タイム ゾーン] 選択フィールドは表示され
ません。

3. サインインをクリックします。

自動サインイン

デスクトップへのログインに使用したアカウントで HP SIM にサインインして、HP SIM のサインイン
ページをバイパスすることができます。ユーザ グループが HP SIM 用に設定されている場合、そのグ
ループのメンバーシップが受け入れられ、手動でサインインする場合と同じように処理されます。

この機能が正しく機能するには、ユーザのネットワーク環境で一定の条件が満たされる必要があります。

• CMS は、ドメイン内でサービス プリンシパル名（SPN）を使用して登録する必要があります。こ
の操作には、ドメイン管理者が必要です。ドメイン管理者は、ドメインのメンバになっている任意
のシステムから Windows Support Tools の setspn.exe ユーティリティを実行できます。次に例
を示します。

setspn -a HTTP/<cms_fqdn> <sim_service_account>

ここで「HTTP」はすべての大文字で表記します。<cms_fqdn> は、CMS の完全修飾ドメイン名
（FQDN）、<sim_service_account> は、HP SIM の実行に使用しているドメイン アカウント
です。

• この機能は、HP SIM の globalsettings.props ファイルで有効にする必要があります。機能を
有効にするには、mxglobalsettings コマンドを使用するか、またはファイルを直接修正しま
す。AutomaticSignIn プロパティの値を「1｣ に指定してください。HP SIM の再起動は不要で
す。globalsettings.props ファイルの修正について詳しくは、「globalsettings.props ファイル
のプロパティ」を参照してください。

• アクセスに使うシステムと CMS は、ともに Windows ドメインのメンバでなければなりません。

• アクセスに使うシステムで Windows ドメインにログインする必要があります。また、HP SIM は
SPN を使用して登録されたドメイン アカウントを使用して実行しなければなりません。

注記:  ローカルの CMS アカウントを自動サインイン用に使うことはできません。

• ブラウザと CMS の間にプロキシ サーバが存在してはなりません（ブラウザのプロキシ バイパス
リストを設定するか、プロキシをまったく使わないように設定します）。

• ブラウザが、自動サインインをサポートするように設定されていなければなりません。Internet
Explorer では、[ツール]→[インターネット オプション]→[詳細設定] タブの下の [統合 Windows 認
証を使用する] をチェックします。CMS は、[イントラネット] または [信頼済みサイト] ゾーンに
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存在する必要があります。この設定は、[ツール]→[インターネット オプション]→[セキュリティ]
タブで指定できます。CMS が Internet Explorer の [イントラネット] ゾーンにある場合は、[イント
ラネット ゾーンでのみ自動的にログオンする] を選択します。CMS が Internet Explorer の [信頼済
みサイト] ゾーンにある場合は、[現在のユーザー名とパスワードで自動的にログオンする] を選択
します。

Firefox は、自動サインインを実行できるサイトのリスト（例：CMS）を使用して設定する必要が
あります。また、ローカル イントラネット サイトに制限する必要があります。このリストは、
Firefox のアドレス バーに about:config と入力することで設定できます。[設定名] のリストで、
[network.negotiate-auth.trusted-uris] を選択し、ダブルクリックするかまたは右クリックして 値
を変更を選択します。ここで、URL のカンマ区切りのリストまたはドメインを指定できます。HP
SIM へのアクセスに使用する URL のリストを入力してください。たとえば、「https://cms_fqdn」
と入力します。ここで、cms_fqdn は CMS の完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

自動サインインが発生すると、中間的なサインページが表示され自動サインインが発生していることを
示します。このページで キャンセルをクリックすると、手動サインインのページが表示されます。予想
外のネットワーク エラーやドメイン エラーが発生した場合は、このページで自動サインインをキャン
セルすることができます。ブラウザ設定のエラーが検出されると、自動サインインはキャンセルされ、
設定エラーの表示とともに手動サインインのページが表示されます。

自動サインイン中に発生した障害は、標準的なサインイン障害として、監査ログとイベント ログの両方
に記録されます。HP SIM またはブラウザで有効にされていないために自動サインインが試みられない場
合、障害は検出されず HP SIM によるログ記録も行われません。
自動サインインが設定されている場合でも、HP SIM に手動でサインインすることができます。

• 自動サインインが失敗し、手動サインイン ページが表示される場合。 この状態は、ユーザが HP
SIM アカウントではないアカウントでオペレーティング システムにログインする場合に発生しま
す。

• 自動サインインを試みていない場合。 この状態はブラウザが自動サインイン用に正しく設定され
ていないか、HP SIM で機能が無効になっている場合に発生します。

• HP SIM から [サインアウト] をクリックした場合。 これにより、あるユーザ アカウントを使用し
てオペレーティング システムにサインインしているユーザが、別のユーザ アカウントを指定する
ことができます。

Secure Sockets Layer を使用したサインイン

注意: アクセスする HP SIM システムが予想している HP SIM システムかどうかが不明な場合、最後の
2 つの Secure Sockets Layer（SSL）オプションは、どちらも選択しないでください。HP SIM システムを
詐称する不正なシステムにサインイン認証情報を与えることになるか、HP SIM システムを詐称する不正
なシステムから証明書をインポートすることになるか、または HP SIM システムを詐称する不正なシス
テムから証明書をインポートして、その不正なシステムにサインイン認証情報を与えることになります。

HP SIM システムの SSL システム証明書でブラウザを設定していない場合は、SSL で HP SIM に初めてア
クセスしたとき、出所が信頼できない証明書に関するセキュリティ警告が表示されます。セキュリティ
警告が表示された場合は、次の手順のうちの 1 つを実行します。

• ブラウザを使用して、ブラウザに証明書をインポートします。ロック アイコン（ ）をダブルク
リックして証明書を表示し、証明書をインストールします。詳細については、「サーバ証明書のイ
ンポート」を参照してください。

• ローカル ブラウザから HP SIM システムにアクセスし、システム証明書を手動でリモート ブラウ
ザにインポートして、HP SIM システム証明書をファイルにエクスポートします。詳細については、
「サーバ証明書のエクスポート」を参照してください。

• 今回は信頼証明書なしで HP SIM システムにサインインし、将来、証明書をインポートすることに
します。データは暗号化されます。

HP SIM との SSL セッションが確立すると、ブラウザと HP SIM 間のすべての通信が SSL を使用して保
護されます。
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CLI へのログイン
HP SIM の CLI には中央管理サーバ（CMS）から直接アクセスするか、または SSH クライアント ソフト
ウェアを使用してネットワーク クライアントからアクセスできます。

注記: HP-UX または Linux CMS では、有効な HP SIM ユーザとしてオペレーティング システムにログ
インして CLI を使用できます。すべてのユーザがすべての CLI 機能を使用できるわけではありません。
一部の機能は、CMS 上で管理者権限やオペレータ権限があるユーザだけが使用できます。Windows CMS
では、ユーザがローカルの Administrator グループのメンバでないと、使用できないコマンドがありま
す。該当するコマンドは、次のとおりです。

• mxagentconfig

• mxauth

• mxcert

• mxcollection

• mxexec

• mxglobalprotocolsettings

• mxglobalsettings

• mxlog

• mxmib

• mxngroup

• mxnode

• mxquery

• mxreport

• mxstm

• mxtask

• mxtool

• mxtoolbox

• mxuser

• mxwbemsub

CMS への直接ログイン
1. 有効なユーザ名とパスワードを使用して CMS にログインします（SSH システム名）。

HP SIM が、オペレーティング システムのユーザ ログインに基づいて権限を付与します。

2. 端末ウィンドウかコマンド プロンプト ウィンドウを開いて、HP SIM コマンドを実行します。

SSH クライアントを使用したリモートでのログイン
リモートからログインする有効な方法は、SSH クライアントを使用することです。Telnet や rlogin でも
ログインはできますが、どちらも安全に接続することができません。

1. 任意のネットワーク クライアント上で SSH クライアント アプリケーションを開きます。
2. 有効なユーザ名とパスワードを使用し、SSH クライアント ソフトウェア経由で CMS にログインし

ます。

HP SIM が、オペレーティング システムのユーザ ログインに基づいて権限を付与します。

関連トピック

• お使いになる前に

• サイン アウト

• コマンド ライン インタフェース コマンドの使用
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• ネットワークとセキュリティ

サイン アウト
必ず、HP Systems Insight Manager（HP SIM）からサインアウトして、席を離れたすきにアクティブな
セッションに権限のないユーザがアクセスできないようにしてください。

HP SIM の監視中は、ブラウザを閉じたり別の Web サイトに移動しない限り、セッションがアクティブ
なままとなり、定期的に更新されます。別のブラウザを表示すると、HP SIM によって 20 分後にサイン
アウトされます。

HP SIM で操作を行っている間は、セッションはアクティブの状態を保ちます。20 分以上操作が行われ
ないと、HP SIM がセッションを終了してユーザをサインアウトします。セッションを実行中の状態に保
つための手順については、「ブラウザ タイムアウト オプションの設定」を参照してください。

GUI からのサインアウト
1. HP SIM バナーで、[サイン アウト] をクリックします。
2. Web ブラウザを閉じます。

コマンド ライン インタフェースからのログアウト
CMS または Secure Shell（SSH）クライアント アプリケーションからログオフします。
関連トピック

• お使いになる前に

• サイン イン

ファーストタイム ウィザードの使用
ファーストタイム ウィザードは、管理者権限があるユーザが最初に HP Systems Insight Manager（HP
SIM）にサインインするときに、自動的に起動します。HP SIM のインストールに使用された管理者アカ
ウントが、管理者の初期アカウントです。ウィザードが完了する前にキャンセルすると、管理者権限が
あるユーザが次にサインインする際に再び起動します。[今後自動的にこのウィザードを表示しない。]
チェックボックスを選択して キャンセルをクリックすると、ウィザードは取り消され、それ以後は自動
起動しなくなります。[オプション]→[ファーストタイム ウィザード] を選択すると、ウィザードを手動
で起動できます。

ファーストタイム ウィザードは、HP SIM の初期設定手順を順番に示します。HP SIM （GUI）では、追
加の設定オプションを使用することができます。

ファーストタイム ウィザードを使用すると、中央管理サーバ（CMS）に関する以下の設定を行うことが
できます。設定が完了したら、次へをクリックして、ファーストタイム ウィザード設定手順を続けま
す。ファーストタイム ウィザードでは、ユーザが [概要] ページで 完了をクリックするまでは、変更は
適用されません。

注記: Firefox のデフォルト設定では、ファーストタイム ウィザードをブロックします。ファーストタ
イム ウィザードを表示するには、Firefox では、ポップ アップ ブロッカを無効にする必要があります。

注記: ファーストタイム ウィザードでの設定内容は、概要ページで 終了をクリックするまで適用され
ません。

ファーストタイム ウィザードは、以下のオプションを含みます。

• はじめに。ファーストタイム ウィザードの目的を説明します。ファーストタイム ウィザードをキャ
ンセルすることや、管理者権限があるユーザがサインインしたときにウィザードが自動的に起動し
ないようにすることができます。

• 管理対象環境。 中央管理サーバ（CMS）により管理されるすべてのオペレーティング システム
を示します。ここでの選択により、選択される管理環境だけを対象に HP Systems Insight Manager
（HP SIM）が収集、ツール、およびレポートを表示するように設定できます。

• WBEM . デフォルトの Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）ユーザ名とパスワードを入
力します。この情報は、WBEM 管理プロトコルを使用するシステムの検出に使用されます。
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WMI（Windows Management Instrumentation）を使用して Windows システムと通信する、Mapper
プロキシ システムのホスト名とポート番号を入力します。

• SNMP  新たに検出されるすべてのシステムに使用される読み込みコミュニティ名を入力します。
コミュニティ名によって、HP SIM と管理対象システムの間の通信を許可する認証が設定されます。
この情報は、SNMP 管理プロトコルを使用するシステムの検出に必要です。
WBEM および SNMP については、「グローバル プロトコル」を参照してください。

• 検出 ウィザードを使用して、検出を有効化し、検出スケジュールを設定し、検出したいシステム
の IP アドレス範囲またはホスト名を入力します。検出は、HP SIM が、ネットワーク上のシステム
を検出および識別し、その情報を使ってデータベースを作成するプロセスです。データの収集およ
びシステム ヘルス ステータスの追跡を行うには、システムを検出する必要があります。

• 管理対象システムの設定 管理対象システムの検出時に、WBEM およびWindows Management
Instrumentation（WMI）、SNMP、Secure Shell（SSH）アクセスと信頼関係を設定して、管理対象
システムを設定します。

• Email Email 通知を送信するために CMS が使用する Email 設定を入力します。CMS が特定のイ
ベントを受信したときに HP SIM に Email を送信するよう指示する自動イベント処理タスクを設定
できます。

• 概要 すべての ファーストタイム ウィザード設定と、設定変更またはファーストタイム ウィザー
ド終了のためのオプションを表示します。

注記: ファーストタイム ウィザードは、HP SIM の基本設定のみを行います。詳細については、
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレー
ション ガイド』にある HP SIM のインストール ガイドと「関連トピック」のセクションを参照してくだ
さい。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

関連トピック

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• ファーストタイム ウィザードの概要

• ファーストタイム ウィザードの終了

• 初期設定の実行

• システムとイベントの管理

• プロトコル

• データ収集

• 検出と識別

• イベント

• イベント管理について

管理対象環境の設定

このページから、中央管理サーバ（CMS）が管理するオペレーティング システムを選択します。選択で
きるオプションは 4 つです（Windows、Linux、HP-UX、および Other）。ここでの選択により、HP
Systems Insight Manager（HP SIM）が設定され、使用しないオペレーティング システムの収集、ツー
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ル、およびレポートが非表示になります。デフォルトでは、CMS オペレーティング システムは、この
ページで選択されます。

注記:  これらの設定はいつでも変更できます。非表示収集、ツール、およびレポートは、再度表示さ
せることができます。HP SIM メニューからこれらの設定を変更するには[オプション]→ [管理対象環境]
の順に選択します。

1. CMS で管理するオペレーティング システムを選択します。
2. 次へをクリックしてファーストタイム ウィザードの次のステップに進むか、戻るをクリックして前

のステップに戻ります。

関連プロシージャ

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• ファーストタイム ウィザードの概要

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• ファーストタイム ウィザードの使用

WBEM 設定の入力
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、管理対象システムとの通信にWeb ベース エンタープライ
ズ管理（WBEM）プロトコルが使用されます。WBEM 設定は、ファーストタイム ウィザードで、また
は HP SIM メニュー バーから入力することができます。GUI で WBEM 通信を無効にしたり設定を入力
したりするには、[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定]を HP SIM メニューか
ら選択します。

ネットワークに WBEM システムがない場合は、ここで情報を入力する必要はありません。WBEM シス
テムがある場合、それらのシステムのユーザ名とパスワードを入力しないと、HP SIM はそれらを検出し
ません。

注記: 単一システムまたは類似システム グループのプロトコル設定の調整については、「システムま
たはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定」 を参照してください。単一システムま
たは類似システム グループのプロトコル設定の調整については、を参照してください。

ファーストタイム ウィザードの [WBEM] ページから WBEM 設定を入力するには、次のように操作しま
す。

1. [ユーザ名]、[パスワード]、および [パスワードの確認] フィールドに、必要な数だけデフォルト ユー
ザ名およびパスワードを入力します。デフォルトのユーザ名とパスワードのペアを追加するには、
追加をクリックします。ユーザ名とパスワードのペアを削除するには、削除をクリックします。こ
れらのデフォルトは、新しく検出されるすべてのシステムに適用されます。

全体の検出実行時間を短縮するために WBEM ユーザ名とパスワードの組み合わせを 10 個までに制
限することをおすすめします。WBEM ユーザ名とパスワードのペアを 10 個より多く追加するに
は、追加セットごとに、次のコマンドを実行します。$ mxnodesecurity -a -p wbem -cユー
ザ名:パスワードシステム権限を定義する XML ファイルを作成してから検出を実行することもでき
ます。詳細については、「10 を超える WBEM ユーザ名/パスワード ペアを追加する XML ファイル
の例」を参照してください。

ネットワークにストレージ システムが含まれている場合は、このセクションで、各 SMI CIMOM の
ユーザ名とパスワードを入力します。たとえば、Windows 用の HP ホスト バス アダプタ（HBA）
（Emulex OEM）を使用している場合は、ユーザ名 cimadmin とパスワード pwd580 を入力しま
す。SMI CIMOM のユーザ名とパスワードについては、ストレージ システムの SMI-S プロバイダの
マニュアルを参照してください。
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システム識別プロセスでは、正常な応答があるまで、ユーザ名とパスワードの各ペアが試されます。
システムのその後の WBEM 要求では、システム識別プロセスに正常に応答したユーザ名とパスワー
ドが使用されます。Windows ベース システムの場合は、domainname\username のように、ユー
ザ名にドメイン名を含めます。

root と administrator のパスワードを先にリストし、次にユーザとゲストのパスワードをリストする
という順序で、ユーザ名とパスワードのペアを入力します。この順序で入力すると、検索時間が短
くなります。

UNIX の場合、一部のプロバイダについては、root パスワードが必要です。root パスワードが必要
な WBEM プロバイダは、次のとおりです。

• FC HBA

• SCSI HBA

• IOTree

• LVM（物理ボリューム グループ情報についてのみ必要な root）

2. [WMI Mapper プロキシ] セクションで、Mapper プロキシの ホスト名と ポート番号を入力します。
WMI Mapper プロキシが既に検出されている場合は、ここで表示されます。
前のページで Windows システムを管理しないよう選択した場合、この選択は表示されません。

3. ファーストタイム ウィザードの次のステップに進むには、次へをクリックします。前のステップに
戻るには 戻るをクリックします。
WBEM アクセスに使用されるユーザは、サインインするために設定する必要はありません。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• ファーストタイム ウィザードの概要

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの使用

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• グローバル プロトコル

• プロトコル

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

• 10 を超える WBEM ユーザ名/パスワード ペアを追加する XML ファイルの例

SNMP 設定の入力
[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定]

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、管理対象システムとの通信に SNMP が使用されます。コ
ミュニティ名によって、HP SIM と管理対象システムの間の通信を許可する認証が設定されます。読み込
みコミュニティ名は、ファーストタイム ウィザードで、または HP SIM メニュー バーから入力すること
ができます。SNMP 通信を無効にしたり、コミュニティ名を入力したり、ウィザードで使用できない他
の SNMP 設定を制御したりするには、[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定]
を HP SIM メニューから選択します。
ネットワークに SNMP システムがない場合は、ここで情報を入力する必要はありません。SNMP システ
ムがある場合、それらのシステムに適合する読み込みコミュニティ名を入力しないと、HP SIM はそれら
を検出しません。
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単一システムまたは類似システム グループのプロトコル設定の調整については、「システムまたはシス
テム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定」 を参照してください。
ファーストタイム ウィザードの [SNMP] ページから SNMP 設定を入力するには、次のように操作しま
す。

1. [読み込みコミュニティ名] フィールドでは、最大 10 の読み込みコミュニティ名を入力します。こ
の値では、大文字と小文字が区別されます。認証プロセスでは、正常な応答を取得するまで、それ
ぞれのコミュニティを使用して、システムとの通信が試されます。その後の SNMP 要求では、正常
な応答があったコミュニティ名が使用されます。

システムと一致する読み込みコミュニティ名を入力していない SNMP システムがある場合は、それ
らのシステムは検出されません。

2. ファーストタイム ウィザードの次のステップに進むには、次へをクリックします。前のステップに
戻るには 戻るをクリックします。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• ファーストタイム ウィザードの概要

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの使用

• ファーストタイム ウィザードの終了

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• グローバル プロトコル

• プロトコル

自動システム検出の有効化

HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、自動検出を使用して、ネットワーク上のシステムを検出し、
識別します。システム自動検出タスクは、デフォルトの検出タスクで、デフォルトでは無効になってい
ます。システム自動検出タスクは、ファーストタイム ウィザードで、または HP SIM メニューから[オプ
ション]→[検出] を選択することで、有効にしたり、設定したりすることができます。
システム自動検出タスクを有効にすると、タスクはファーストタイム ウィザードが終了した時点で即座
に実行され、検出されたデータは最初のデータとして HP SIM データベースに格納されます。
HP SIM メニューから[オプション]→[検出] を選択し、詳細データを入力することにより、追加の自動検
出タスクを作成することができます。また、手動検出を実行して単一のシステムを検出することもでき
ます。詳細については、「自動検出の設定」および「システムの手動追加」を参照してください。

ファーストタイム ウィザードの [検出] ページから自動システム検出を有効にするには、次のように操
作します。

1. ファーストタイム ウィザードの終了後検出がただちに実行されるように HP SIM を設定するには、
[ウィザードが終了した後に、検出を実行] を選択します。

2. 定期的にシステム自動検出タスクを実行したい場合は、[スケジュール] を選択して、実行間隔と 1
日のうちでのタスクの実行時間を入力します。詳細については、「時間フィルタの適用」を参照し
てください。

3. [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールド
で、ping の対象範囲に含める IP アドレスを指定します。このタスクを使用して SMI-S ストレージ
システムを検出したい場合は、各 SMI CIMOM の IP アドレスも指定してください。簡単なホスト
名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名も入力できますが、ホスト名の範囲を入力する
ことはできません。IP アドレス範囲の入力について詳しくは、「IP 範囲」を参照してください。既
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存の hosts ファイルを使用する場合は、$< ホスト ファイル名 > という形式で hosts ファイル名を
入力します。

SMI-S ストレージ システムを検出するには、各 SMI CIMOM の IP アドレスをシステム自動検出タ
スクに追加する必要があります。

または、SMI CIMOM の個別検出タスクを作成することもできます。詳細については、「検出タス
クの編集」および「新規検出タスクの作成」を参照してください。

4. 次のファーストタイム ウィザードのステップに進む場合は 次へをクリックし、前のステップに戻
る場合は 戻るをクリックします。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• ファーストタイム ウィザードの概要

• 自動検出の設定

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの使用

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• 検出と識別

• 自動検出一般設定の指定

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

管理対象システムの設定

ファーストタイム ウィザードの [管理対象システムの設定] ページでは、管理対象システムが検出され
たときにそのシステムを設定できます。また、エージェントの設定および修復の実行パラメータを指定
することもできます。すべてのステップはオプションであり、HP SIM の [オプション] メニューからあ
とで設定することができます。このステップを省略するには、次へをクリックして次のファーストタイ
ム ウィザードのステップに進みます。
ファーストタイム ウィザードの [管理対象システムの設定] ページから管理対象システムを設定するに
は、次のように操作します。

1. 管理対象システムが最初に検出されたときにファーストタイム ウィザードを使用してシステムを設
定するには、[最初に検出を実行する時に、管理対象のシステムを設定する] を選択します。

2. 管理対象システムの管理ユーザ アカウントにユーザ名とパスワードの組み合わせを入力します。
3. [WBEM/WMI の設定] で、以下のオプションから選択します。

• WBEM イベントのサブスクリプションを作成する 

• そのイベントが HP Systems Insight Manager イベント リストに表示されるように、HP Systems
Insight Manager のこのインスタンスにテスト WBEM または WMI イベントを送信する  

• HP Systems Insight Manager WBEM 証明書をターゲット システムにインストールして、クライ
アント証明書認証をサポートする 
管理対象 HP-UX システムがない場合、このオプションは表示されません。

4. [SNMP の設定] で、以下のオプションから選択します。

• 読み込みコミュニティ名の設定 
この文字列は、ファーストタイム ウィザードの [SNMP] ページでは事前に入力されています。

• HP Systems Insight Manager のこのインスタンスを参照するトラップを設定 
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• イベントが HP Systems Insight Manager イベント リストに表示されるように、HP Systems
Insight Manager のこのインスタンスにテスト SNMP トラップを送信する  

5. [セキュア シェル（SSH）アクセスの設定] の下で、次のいずれかを選択します。

• ホスト ベースの認証 

• 各ユーザは、管理されたシステムで認証される必要があります。 

6. [信頼関係] を選択して、管理対象システムと中央管理サーバ（CMS）間の信頼関係を設定します。
7. 次のファーストタイム ウィザードのステップに進む場合は 次へをクリックし、前のステップに戻

る場合は 戻るをクリックします。
関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• Email 設定の指定

• ファーストタイム ウィザードの概要

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの使用

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• グローバル プロトコル

• プロトコル

Email 設定の指定
自動イベント処理によって、Email 通知を送信するように HP SIM を設定するためにファーストタイム
ウィザードを使用する方法は、次のとおりです。

1. SMTP ホスト名を入力します。SMTP ホストは、Email 通知を送信するために CMS が使用する送信
メール サーバです。

2. Email 通知の送信時に管理サーバが使用する Email 送信元アドレスを [送信者の Email アドレス]
ボックスに入力します。

3. （省略可能）[テスト Email の送信] を選択して、受信先の Email アドレスを入力します。
[テスト Email を今すぐ送信] をクリックします。

4. SMTP サーバを認証するには、[サーバには認証が必要です] を選択します。
5. アカウント ユーザ名およびパスワードを対応するボックスに入力します。
注記 有効な SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）ホストを入力しなかった場合は、HP SIM によって、
Email 通知が送信できないことを示すメッセージが表示されます。この時点で Email 設定を入力しない
場合は OK をクリックします。または、キャンセルをクリックして有効な SMTP ホストを入力します。

注記: [サーバには認証が必要です] オプションが選択されている場合、間違ったアカウント情報を入力
すると、Email イベント通知は、目的の受信者に届きません。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定
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• ファーストタイム ウィザードの概要

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの使用

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• グローバル プロトコル

• プロトコル

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

• 10 を超える WBEM ユーザ名/パスワード ペアを追加する XML ファイルの例

ファーストタイム ウィザードの概要
HP Systems Insight Manager（HP SIM） ファーストタイム ウィザードへの情報入力が完了したら、[概
要] で選択項目を確認し、終了をクリックして、設定を保存します。
自動検出を有効にした場合やウィザードの終了後に検出を開始した場合は、ファーストタイム ウィザー
ドの終了時に検出が実行されます。自動検出またはウィザード終了後の検出実行を有効にしなかった場
合は、HP SIM メニューから[オプション]→[検出] を選択して、検出タスクを有効にするかタスクを選択
して すぐに実行をクリックしないと、検出は実行されません。詳細については、「自動検出の設定」を
参照してください。

HP SIM および管理対象システムのセットアップについては、「初期設定の実行」および 「管理対象シ
ステムのセットアップ」を参照してください。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

関連トピック

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• ファーストタイム ウィザードの概要

• ファーストタイム ウィザードの終了

• 初期設定の実行

• システムとイベントの管理

• プロトコル

• データ収集

• 検出と識別

• イベント

• イベント管理について

ファーストタイム ウィザードの終了
ファーストタイム ウィザードで 完了をクリックすると、Your changes are being applied,
please do not close the window というメッセージを含む [完了] ページが表示されます。[検出]
ページで [ウィザードが終了した後に、検出を実行] を選択していた場合は、検出が実行されることと
HP Systems Insight Manager（HP SIM）内で検出の進行状況が表示される位置を知らせるメッセージが表
示されます。このページには、管理対象になる検出済みシステムを確認できる位置とこれらのシステム
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を円滑に管理するためにアクセスすべき位置を示す情報も表示されます。ファーストタイム ウィザード
を閉じるには、終了をクリックします。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• グローバル プロトコル設定

• 自動検出の設定

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

関連トピック

• 管理対象システムのセットアップ

• 検出と識別

• ファーストタイム ウィザードの使用

• ファーストタイム ウィザードの概要

• オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

• 初期設定の実行

• システムとイベントの管理

• プロトコル

• データ収集

• イベント

• イベント管理について

オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール

オペレーティング システム固有の収集
ファーストタイム ウィザードの [管理対象] ページで関連するオペレーティング システムが選択されて
いない場合、または HP Systems Insight Manager（HP SIM） UI（[オプション]→[管理対象] を選択）の
[管理対象] ページから関連するオペレーティング システムが選択されていない場合、以下の収集が削除
されます。以下の収集は、[タイプ別システム] の下にある [すべての VSE リソース] を除き、[オペレー
ティング システム別システム] および [タイプ別クラスタ] の下の [システムおよびイベント収集] パネル
にあります。次の表に、オペレーティング システム別の収集を示します。

その他HP-UXLinuxWindows

[SCO Unix]。[HP-UX]。[Red Hat Linux]。[Microsoft Windows Server
2003]。

[HP True64 UNIX]。[HP Serviceguard]（[タイプ別
クラスタ] の下）。

[SuSE Linux]。[Microsoft Windows 2000]。

[HP OpenVMS]。[すべての HP Integrity VM ホス
ト]*。

[Linux]。[Microsoft Windows NT]。

[HP NonStop Server]。[すべての Virtual Partition サー
バ]*。

[すべての HP Serviceguard ク
ラスタ]*。

[Microsoft Windows XP]。

[HP TruCluster]。[すべてのリソース パーティ
ション]*。

[Microsoft Windows 95、98、
ME]。

[OpenVMS クラスタ]。[すべての共有リソース ドメイ
ン]*。

[MSCS クラスタ]。
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その他HP-UXLinuxWindows

[Novell Netware]。[すべての HP Serviceguard ク
ラスタ]*。

[Microsoft Vista]。

[すべての Virtual Partition]*。[Microsoft Windows Server
2008]。

[HP Serviceguard]（[タイプ別
クラスタ] の下）。

[すべての HP Integrity VM ホス
ト]*。

* - [すべての VSE リソース] の下にあります。

オペレーティング システム固有のレポート
次のレポートは、HP-UX 専用であり、HP-UX が選択されるかどうかにより追加または削除されます。
Windows や Linux 固有のレポートはありません。

• セルラー システム - サーバ

• HP-UX ファイル システム - HP-UX

• HP-UX カーネル パラメータ - HP-UX

• HP-UX 論理ボリューム - HP-UX

• HP-UX ネットワーク詳細 - HP-UX

• HP-UX 物理ボリューム - HP-UX

• HP-UX ソフトウェア バンドル - HP-UX

• HP-UX ソフトウェア製品 - HP-UX

• HP-UX ボリューム グループ - HP-UX

• I-O デバイス - HP-UX

• 論理メモリ詳細 - HP-UX

• オペレーティング システム詳細 - HP-UX

以下のレポートは、HP-UX のデータがないために、HP-UX だけが選択対象になっていると、削除されま
す。

• バッテリ

• システム ライセンス情報

• 論理ディスク ドライブ

• インストールされているコントローラ

• 物理ディスク ドライブ

オペレーティング システム固有のツール
以下のセクションは、オペレーティング システム別の（メニュー パスごとの）HP SIM ツールを示しま
す。

Windows

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Windows] およびすべてのツールが、ここに表示されます
（copy、del、dir、net、netstat、rmdir、および type）。

• [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]。

• [設定]→[ディスク スレッショルド]。

• [設定]→[エージェント設定のレプリケート]。
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Linux

• [ツール]→[内蔵コンソール]→[Webmin]。

• [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]。

• [設定]→[ディスク スレッショルド]。

• [設定]→[エージェント設定のレプリケート]。

• [展開]→[RPM パッケージ マネージャ] およびすべてのツールが表示されます（パッケージのイン
ストール、パッケージのクエリ、パッケージのアンインストール、パッケージの確認）。

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Unix/Linux] およびすべてのツールが、ここに表示されます
（bdf、cat、cp、df、find、ls、mv、ps、rm）。

HP-UX

• [設定]→[HP-UX 設定] およびすべてのツールがここに表示されます（カーネル設定、ディスクおよ
びファイル システム、ユーザおよびグループのアカウント、監査、システム セキュリティ ポリ
シー、認証済みコマンド、カード、プリンタおよびプロッタ、システム プロパティ、カードおよび
デバイス-pdweb、カーネル設定-kcweb）。

• [展開]→[Software Distributor] およびすべてのツールが、ここに表示されます（インストール済み
ソフトウェアの表示、デポ ソフトウェアの表示、CLI ソフトウェア リスト、CLI インストール プレ
ビュー、CLI ソフトウェア検証）。

• [診断]→[Event Monitoring Service]。

• [最適化]→[Process Resource Manager] およびすべてのツールがここに表示されます（リソース
使用状況の表示、Process Resource Manager コンソール、リソース アベイラビリティのリスト）。

• [タスク & ログ]→[SAM ログの表示]。

• [タスク & ログ]→[Software Distributor エージェント ログの表示]。

• [タスク & ログ]→[Software Distributor デーモン ログの表示]。

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Unix/Linux] およびすべてのツールが、ここに表示されます
（bdf、cat、cp、df、find、ls、mv、ps、rm）。

• [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO] およびすべてのツールが、ここに表
示されます（新規ユーザ、ユーザの編集、ユーザの削除、LAN アクセス、LDAP 設定、 ファーム
ウェア アップグレード、iLO コントロール、および SSH パブリック キーの展開）。

• [ツール]→[内蔵コンソール]→[Webmin]。

その他

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Unix/Linux] およびすべてのツールが、ここに表示されます
（bdf、cat、cp、df、find、ls、mv、ps、rm）。

関連プロシージャ

• 管理対象環境の設定

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• 自動システム検出の有効化

• 管理対象システムの設定

• Email 設定の指定

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの概要

• ファーストタイム ウィザードの終了
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管理対象システムのセットアップ

概要

管理対象システムの設定には、必要な管理エージェントソフトウェアのインストール、および HP Systems
Insight Manager ソフトウェアとやり取りするためのサポート プロトコルの設定が含まれます。
中央管理サーバ（CMS）から管理対象システムをセットアップするための手順については、以下を参照
してください。

• 「Linux CMS」

• 「HP-UX CMS」

• 「Windows CMS」

Linux CMS

Linux CMS からの管理対象システムのセットアップ
Linux 中央管理サーバ（CMS）からの管理対象システムのセットアップに役立つガイドラインとして次
のチェックリストを使用してください。

1. HP Systems Insight Manager（HP SIM）が CMS にインストールされていることを確認します。
2. ファーストタイム ウィザードが CMS で完了していることを確認します。詳細については、「ファー

ストタイム ウィザードの使用」を参照してください。
重要：管理対象システムのセットアップを開始する前に、検出を実行しておく必要があります。詳
細については、「検出タスクの実行」を参照してください。自動検出の設定は、ファーストタイム
ウィザードに含まれています。

3. 中央管理サーバに ProLiant または Integrity Support Pack をインストールします。Linux システムへの
ProLiant または Integrity Support Pack の初期インストールを参照してください。

4. 管理対象システム ソフトウェアを設定します。管理対象システム ソフトウェアの設定を参照して
ください。

Linux システムへの ProLiant または Integrity Support Pack の初期インストール
Linux システムの場合は、Linux 展開ユーティリティを使用して、ローカル システムを対象にあらかじめ
設定したコンポーネントを含む最新のサポート パックをインストールします。Linux 展開ユーティリティ
を使用した、サポート パックのインストールの詳細については、http://www.hp.com/servers/psp （英
語）を参照してください。

管理対象システム ソフトウェアの設定
HP SIM のエージェントの設定および修復ツールを使用すると、最も迅速かつ簡単に、Linux、HP-UX、お
よび Windows 管理対象システムを設定して、Linux CMS から HP SIM と通信することができます。

注記: Linux システムを手動で設定することができます。Linux 管理対象システムの手動セットアップを
参照してください。

エージェントの設定および修復を複数のシステムに対してリモートから同時に実行するためには、エー
ジェントの設定および修復ツールの実行権限が必要です。

また、ノード セキュリティ ファイルの HP SIM コミュニティ名を変更するためには、CMS の完全な設
定権が必要です。さらに、ターゲット システムに対する root または管理者レベルのユーザ認証情報を
入力する必要があります。

エージェントをリモートから設定するには、次のように操作します。

エージェントの設定および修復は、HP Systems Insight Manager の他の多くのツールと同様に、スケ
ジュールに基づいて自動実行されるように設定できます。また、手動での実行も可能です。一度にエー
ジェントの設定および修復ツールの複数のインスタンスを実行することはできません。

Linux 管理対象システムの手動セットアップ
HP SIM エージェントの設定および修復ツールを使用すると複数の Linux 管理対象システムを一度に設定
できますが、管理対象システムを手動で個別に設定することもできます。
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Linux 管理対象システムを手動で設定するには、各管理対象システムに対して次のように操作します。
1. SSH をインストールして設定します。

a. 次のコマンドを実行して、管理対象システム上に SSH がインストールされていることを確認し
ます。

rpm -qa | grep ssh

インストールされていない場合は、Linuxn プロバイダに SSH のインストール方法を問い合わせ
てください。

b. CMS で、SSH 生成パブリック キーを CMS から管理対象システムにコピーし、実行可能ユー
ザ（root または Administrator）の認証済みのキーファイルに配置します。
重要：英語版以外の CMS では、administrator アカウント（administrator と正確に綴る）が
CMS 上に存在すること、および作成された administrator アカウントに対して mxagentconfig
が CMS で実行されていることを確認してください。
i. CMS コマンド プロンプトから [SSH キーの管理] ダイアログ ボックスを開きます。

mxagentconfig -a -n hostname -u username -p Password

ii. 接続をクリックします。

2. SNMP トラップを送信できるように、システムを設定します。
注記：この手順は、Linux のバージョンによって多少異なる場合があります。ファイル パスとファ
イル名がシステムにない場合、詳細については、Linux プロバイダに問い合わせてください。
a. 次のコマンドを実行して、SNMP がインストールされていることを確認します。

rpm -qa | grep snmp

インストールされていない場合は、Linuxn プロバイダに SNMP のインストール方法を問い合わ
せてください。

b. HP SIM をインストールしているプラットフォーム上で、HP サーバ管理ドライバとエージェン
ト デーモンを、次のコマンドを使用して停止させます。
/etc/init.d/hpasm stop

注記：HP サーバ管理ドライバとエージェント デーモンがインストールされていない場合、こ
の手順と手順 F は省略してください。

c. SNMP デーモンを停止させます。
/etc/init.d/snmpd stop

d. 任意のテキスト エディタを使用して snmpd.conf ファイルを編集します。
Red Hat Linux の場合、vi エディタでこのファイルを開くコマンドは、次のとおりです。 vi
/etc/snmp/snmpd.conf

SUSE SLES 8 の場合、vi エディタでこのファイルを開くコマンドは、次のとおりです。 vi
/usr/share/snmp/snmpd.conf

i. trapsink 行からコメント記号（#）を削除して、CMS の IP アドレスを追加します。
trapsink IPaddress

ここで、IPaddress は、CMS の IP アドレスです。

ii. 次の行を追加し、読み取り専用コミュニティに CMS を追加します。
rocommunity CommunityName IPaddress

ここで、CommunityName は CMS によって使用される SNMP コミュニティ名、IPaddress
は CMS の IP アドレスです。

iii. 変更内容をファイルに保存します。vi エディタを使用して変更内容を保存し、ファイルを
閉じる場合、Esc キーを押し、:wq! と入力して、Enter キーを押します。

e. 次のコマンドを実行して、SNMP デーモンを起動します。
/etc/init.d/snmpd start

f. HP サーバ管理ドライバとエージェントデーモンがインストールされている場合、システム上で
次のように起動します。
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/etc/init.d/hpasm start

3. Linux ProLiant Support Pack をインストールします。このソフトウェアをダウンロードしてインス
トール情報を参照するには、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/swdrivers にアクセ
スします。

4. HP SIM GUI にサインインします。詳細については、 「サイン イン」を参照してください。
5. デフォルトの WBEM ユーザ名およびパスワードを、HP SIM GUI の [グローバル プロトコル設定]

ページに追加します。

注記：WBEM のユーザ名とパスワードを組み合わせた、最低 1 つのアカウントが、各管理対象シ
ステムに必要です。

注記：この手順は、セットアップするすべての管理対象システムに対して 1 度に実行することがで
きます。

a. [オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択します。
b. [デフォルト WBEM 設定] セクションで、[WBEM 有効] チェックボックスが選択されているこ

とを確認し、デフォルトの WBEM ユーザ名、パスワード、および確認パスワードを追加しま
す。

c. OK をクリックします。

例 Linux CMS からのリモートの Linux システムのセットアップ
1. CMS のフル設定権限で、Linux CMS 上の HP SIM にサインインします。
2. 実行済みでない場合、ファーストタイム ウィザードを実行します。ファーストタイム ウィザード

の実行について詳しくは、「ファーストタイム ウィザードの使用」を参照してください。
3. 実行済みでない場合、検出を実行します。詳細については、「検出タスクの実行」を参照してくだ

さい。

4. System Management Homepage およびバージョン コントロールコンポーネントを事前設定します。
SMH コンポーネントの事前設定については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual に
ある『 HP System Management Homepage インストール ガイド』を、バージョン コントロールに
ついては、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール
インストール ガイド』を参照してください。

5. リモート システムに、ProLiant または Integrity Support Pack をインストールします。Linux 展開ユー
ティリティを実行して、Linux および HP-UX システムに最新の Integrity Support Pack をインストー
ルします。詳細については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP ProLiant
Support Pack および展開ユーティリティ ユーザ ガイド』をダウンロードしてください。

6. エージェントの設定および修復機能を実行します。詳細については、管理対象システム ソフトウェ
アの設定を参照してください。

HP-UX CMS

HP-UX システムへの必要なソフトウェアのインストール
HP-UX 中央管理サーバ（CMS）からの管理対象システムのセットアップに役立つガイドラインとして次
のチェックリストを使用してください。

1. HP-UX 用の基本管理対象システム ソフトウェアに関する理解
HP-UX の場合、HP Systems Insight Manager（HP SIM）の必須機能が動作するには、次のソフトウェ
ア（推奨される最小バージョンを示しています）が必要です。このソフトウェアは、最新の HP-UX
11i v2 オペレーティング システムの一部としてデフォルトでインストールされますが、HP-UX 11i
v1 または前のバージョンの HP-UX 11i v2 のシステムではインストールまたは更新しなければなら
ない場合があります。

• HP-UX Secure Shell（T1471AA）

• HP WBEM Services for HP-UX（B8465BA）

複合体のセルおよびプロセッサ用の iCAP（Instant capacity）プロパティは、HP-UX Web ベース エ
ンタープライズ管理（WBEM）を使用して収集され表示されます。HP-UX の場合は、HP Systems
Insight Manager（HP SIM）の必須機能が稼動するために、次のソフトウェアが必要です。このソフ
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トウェアは、最新の HP-UX 11i v3（11.3）、HP-UX 11i v2（11.23）、および HP_UX 11i v1（11.11）
（HP 9000 サーバにのみインストール可能）の一部としてデフォルトでインストールされます。

• B9073BA version 08.01.01 WBEM Services for HP-UX

注記: WBEM プロバイダは、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）のもとでのみ収集さ
れます。

この WBEM Services バンドルには、HP SIM [プロパティ] ページに表示される基本システム装置が
含まれ、HP SIM のインベントリ機能によるデータ収集とレポート機能をサポートします。プロパ
ティ、インベントリ、およびイベント用に HP SIM の価値を最大限に高めるには、HP の Web サイ
ト http://www.hp.com/go/hpsim/providers （英語）で、最新の WBEM Services バンドルについて
確認してください。

最新の WBEM サービス バンドルについては、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/hpsim/
providers （英語）を参照してください。

2. 管理対象システム ソフトウェアがインストールされていることを確認します。
必要最低限のソフトウェアがインストールされていることを確認するには、リモート システムにロ
グインして、次のコマンドを実行します。

$ swlist –l bundle T1471AA B8465BA OpenSSL

オプションのプロバイダおよび System Management Homepage がインストールされていることを
確認するには、次のコマンドを実行します。

$ swlist –l bundle LVMProvider WBEMP-LAN-00 SysMgmtWeb SysFaultMgmt
OnlineDiag

3. インストールされていない場合は、そのソフトウェアを入手してインストールします。

SecureShell および WBEM バンドルは、HP-UX Operating Environment メディアと Application Release
メディアに収録されています。また、HP の Web サイト http://h18013.www1.hp.com/products/
servers/management/hpsim/dl_hpux.html （英語）からダウンロードできる HP-UX 用の HP SIM デ
ポにも含まれています。

WBEM プロバイダについては、HP の Web サイト http://h18013.www1.hp.com/products/servers/
management/hpsim/dl_hpux.html  （英語）を参照してください。
ソフトウェアを含むデポを入手したら、次のようなコマンドを使用して管理対象システムからイン
ストールできます。

$ swinstall –s <depot_location> OpenSSL

注記：B8465BA および B9073BA バージョン 08.01.01 は、OpenSSL に依存するため、先に OpenSSL
をインストールする必要があります。

$ swinstall –s <depot_location> T1471AA

$ swinstall –s <depot_location> B8465BA

$ swinstall –s <depot_location> <names of WBEM providers being installed>

4. 管理対象システム ソフトウェアを設定します。管理対象システム ソフトウェアの設定を参照して
ください。

管理対象システム ソフトウェアの設定
HP SIM のエージェントの設定および修復ツールを使用すると、最も迅速かつ簡単に、Linux、HP-UX、お
よび Windows 管理対象システムを設定して、HP-UX CMS から HP SIM と通信することができます。

注記: HP-UX システムを手動で設定することができます。HP-UX 管理対象システムの手動セットアップ
を参照してください。

エージェントの設定および修復を複数のシステムに対してリモートから同時に実行するためには、エー
ジェントの設定および修復ツールの実行権限が必要です。

また、システム セキュリティ ファイルの HP SIM コミュニティ名を変更するためには、CMS の完全な
設定権が必要です。また、ターゲット システムの root レベルのユーザの認証情報を入力する必要があ
ります。
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エージェントをリモートから設定するには、次のように操作します。

1. [設定]→[エージェントの設定および修復] を選択します。[ステップ 1:ターゲット システムの選択]
ページが表示されます。

注記：ツールの選択の前にターゲットを選択すると、[ステップ 1: ターゲット システムの確認] ペー
ジが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[ステップ 2: 認証情報を入力] ページが表示されます。このページで指定す

る認証情報は、ターゲット システムで権限を持つアカウントの情報です。

4. 次へをクリックします。[ステップ 2: 認証情報を入力] ページが表示されます。このページで指定す
る認証情報は、ターゲット システムで権限を持つアカウントの情報です。
注記：Windows ターゲット システムで SSH（secure shell）アクセスを設定しようと考えている
場合は、指定するアカウントが、ローカルの Administorators グループのメンバでなければなりませ
ん。ドメイン アカウントを使用する Windows ターゲットでは、該当する場合、このアカウントが
自動的にこのグループに追加されます。

5. [ステップ 2： 認証情報を入力] ページで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、システム管理者の名前を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザ名に対応するシステム管理者パスワー

ドを入力します。

c. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じシステム管
理者パスワードを再入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ドメイン アカウントを使用する
場合）。

注記：この手順で使用する証明書は、選択したすべてのターゲット システムで有効なものでな
ければなりません。ドメインの administrator 証明書を使用することをおすすめします。HP
SIM は、ここで入力した証明書を、スケジュールされたタスクをあとで実行する場合を除いて、
保存しません。

6. 次へをクリックします。[ステップ 3:エージェントの設定および修復ページが表示されます。
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7. [ステップ 3:エージェントの設定および修復] ページでは、ターゲット システム設定に使うオプショ
ンを選択できます。
使用できるオプションは次のとおりです。

• [WBEM/WMI の設定]。このセクションでは、WBEM イベントまたはイベントを HP Systems
Insight Manager に送信するようにターゲット Linux、Windows、または HP-UX システムを設定
できます。

このセクションでは、次を検討する必要があります。

• [WBEM イベントにサブスクリプションを作成]。

• [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル WBEM/WMI indication を送ります]。

注記：HP SIM の [イベント リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されま
す。[イベント リスト] で、テスト WBEM イベントを受け取っていない場合は、第16章
「トラブルシューティング」を参照してください。

注記：これは、WBEM プロバイダがインストールされている HP-UX および Windows 管
理対象システムでのみサポートされます。

• [システムを管理するためにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10
年間有効）を使用します。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプ
ションは HP-UX システムでのみ有効です。

• [WMI データにアクセスするための、HP SIM の非管理者アカウントの設定]。このオプ
ションは、HP WBEM プロバイダがインストールされている Windows システムにのみ適
用されます。管理対象システムの構成が更新され、指定したユーザがネットワーク経由で
WMI 情報にアクセスできるようになります。HP SIM はこのユーザを使用してシステムか
らのインベントリ情報や設定情報を読み取ります。このユーザは、システム プロトコル
設定で WBEM ユーザとして設定されます。HP SIM が管理者権限を持つユーザを使用し
て設定されている場合は、この設定手順は不要です。このユーザは HP SIM が作成するも
のではないため、ドメイン ユーザまたは管理対象システムのローカル ユーザのひとつと
してすでに存在する必要があります。

ユーザは、管理対象システムの「DCOM Users」グループに追加され、WMI 情報への読
み取り専用アクセス権と HPQ ネーム スペースへの読み取り/書き込み権限を与えられま
す。このユーザは、管理対象システムの管理者である必要はなく、ログオン権限も不要で
す。目的が限定されたドメイン アカウントをおすすめします。また、ドメイン管理者が
作成すべきです。
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HP SIM が管理対象システムにアクセスするための認証情報を入力するには、次のように
操作します。

1. [ユーザ名] フィールドに、ユーザの名前を入力します。
2. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザの名前のパスワードを入力し

ます。

3. [パスワード] フィールドに入力したものと同じパスワードを [パスワードの確認]
フィールドに再び入力します。

4. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ターゲットがドメイン
に所属する場合）。

管理者権限がないユーザの設定が正常に行われると、HP SIM でこれらの認証情報が
WBEM アクセス用のシステム プロトコル設定として保存されます。

• [SNMP の設定] このセクションにより、SNMP 設定を指定できます。
このセクションでは、次を検討する必要があります。

a. [読み込みコミュニティ名の設定] を選択して、コミュニティ名を指定します。デフォルト
では、HP SIM の最初のコミュニティ名（「public」ではありません）がフィールドに表示
されます。HP SIM にコミュニティ名が存在しない場合は、入力する必要があります。
注記：この時点でデフォルト SNMP インストレーションの HP-UX システムだけを設定す
る場合は、このオプションを設定する必要はありません。HP-UX は、デフォルトで読み取
りを許可します（HP-UX システムでは Get コミュニティ名がデフォルトで public に設定
されています）。

注記：このオプションを選択した場合、[読み込み] コミュニティ名がターゲット システ
ムに追加されます。ターゲット システムが SuSE Linux または Microsoft Windows 2003
の場合、管理対象システムは、管理対象システム自身とリモート ホストの間の SNMP 通
信を常に許可しません。この設定変更により、HP SIM システムのインスタンスから、こ
れらのターゲット システムとの SNMP を使用した通信が可能になります。
注記：コミュニティ名には、最大 255 文字を使用できます。
注記：[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名が現在存在しない場合の
み、SNMP 設定を修正すると、このコミュニティ名がターゲット システムに追加されま
す。このコミュニティ名は、システムごとに異なります。また、30 文字を超える文字（数
字と文字）で構成され、そのシステムの管理者権限を持つユーザだけが表示できます。こ
の [読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名は、Web エージェントが特定
のスレッショルド設定を行うために必要です。このコミュニティ名は、ターゲット シス
テム上でローカルで使用されるだけのものであり、HP SIM がネットワーク全体で使うも
のではありません。Linux および HP-UX システムは、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名を必要としません。このため、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名は Windows システムにのみ追加されます。

b. ターゲット システムの [SNMP トラップ送信先] で、[HP Systems Insight Manager のこ
のインスタンスを参照するトラップを設定] を選択します。この設定により、ターゲット
システムは、HP SIM のこのインスタンスに SNMP トラップを送信できます。

c. [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル SNMP トラップを送ります。] を選択して、HP SIM のイベント リストに SNMP
イベントが表示されることを確認します。

テスト トラップを正しく送信するには、トラップをこのインスタンスに送信するように
ターゲット システムを設定する必要があります。
注記：テスト トラップを送信できるのは、 HP Insight マネジメント エージェントがイン
ストールされた Windows 管理対象システムだけです。このタスクを Linux または HP-UX
管理対象システム上で実行しようとすると、操作がサポートされていないことを示すメッ
セージが表示されます。

注記：トラップは、システムからの一般トラップとして表示されます。HP SIM の [イベン
ト リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されます。

• [セキュア シェル（SSH）アクセスの設定]。このオプションを選択して、管理対象システム上
での SSH アクセスを設定します。
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このオプションを選択する場合、次のいずれかのオプションを選択する必要があります。

• ホスト ベース認証
注記：このオプションを使用するには、ステップ 2 で入力されるユーザ名とパスワード
が管理者レベルのアカウントのものでなければなりません。Linux または HP-UX ターゲッ
トの場合は、"root"アカウントとパスワードになります。

• 次のユーザ用のユーザ ベース認証
注記：HP SIM にログイン アクセスできるすべてのユーザがツールを実行できるようには
設定せずにアクセス権を持つ必要があるユーザを制限したい場合は、このオプションのほ
うが安全です。

注記：SSH は、OpenSSH サービスが管理対象システムで動作している場合にのみ設定で
きます。OpenSSH は、ステップ 3 で実行したように [OpenSSH のインストール] を実行
するか、または[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[Open SSH のインストール] の下のツールを選択して Windows システムにインス
トールできます。

• [信頼関係を"証明書による信頼"に設定]。このオプションを選択して、システムが System
Management Homepage との [証明書による信頼] 信頼関係を使用するように設定します。
ターゲット システム上の System Management Homepage の場合、このオプションは、信頼
モードを [証明書による信頼] に設定して、HP SIM のシステム証明書をターゲット システムの
信頼証明書ディレクトリにコピーします。このオプションにより、HP SIM ユーザは、認証に
証明書を使用して System Management Homepage に接続できます。詳細については、「信頼
証明書」を参照してください。

注記：後で Linux 管理対象システムに信頼ステータスを設定する際に問題が発生した場合は、
第16章 「トラブルシューティング」の [証明書の問題] を参照してください。
Onboard Administrators および Integrated Lights-Out 2（iLO）用に管理プロセッサへの SSO（シ
ングル サインオン）を設定できます。SSO を設定するには、[信頼関係の設定] を選択します。
SSO を設定したら、以降は、管理プロセッサへのログイン認証情報の入力を指示するメッセー
ジが表示されなくなります。

注記：マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のシステムでは、エージェントの設定および修復は、
管理者パスワードをマネジメント HTTP サーバストアに追加して SNMP 設定を変更しました
が、信頼関係情報は変更できませんでした。これは、マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のバー
ジョンが、信頼関係を配備しなかったからです。

• [バージョン コントロール エージェント（VCA）の設定]。このオプションを選択して、ソフト
ウェアとファームウェアのレポジトリの位置に当たる HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャ（VCRM）を参照するように VCA を設定します。これにより、バージョンの比
較とソフトウェアの更新が可能になります。このオプションは、Windows システムでのみ使
用できる機能です。このセクションには、Windows、Linux、HP-UX を含むすべての CMS シス
テムの [設定] セクションでアクセスできます。
VCA を設定するには、次のように操作します。
1. [VCRM がインストールされたシステムを選択してください] フィールドで、ドロップダウ

ン リストから VCRM がインストールされているサーバを選択します。
2. [ユーザ名] フィールドに、VCRM にアクセスするユーザ名を入力します。ここでは、デ

フォルトの Administrator ユーザを指定することはできません。管理者権限を持つユーザ
でなければなりません。

3. [パスワード] フィールドに、VCRM にアクセスするためのパスワードを入力します。
4. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じ VCRM

パスワードを再び入力します。

• Insight マネジメント エージェントバージョン 7.1 以前の管理者パスワードの設定。このオプ
ションを選択して、ターゲット システムにインストールされているすべての Insight マネジメ
ント エージェントの管理者パスワードを修正します（Windows および Linux システムについ
て該当する場合）。

注記：Insight マネジメント エージェント 7.2 以上がインストールされている場合、このオプ
ションは設定しないでください。

64 お使いになる前に



注記：リモート システムが HP-UX を実行している場合、このオプションは HP-UX システム上
では適用されないため、リモート システムでは実行されません。この時点で HP-UX ターゲッ
ト システムだけを設定する場合は、このオプションを設定する必要はありません。
このオプションを選択する場合は、必ず、次の各ステップを実行してください。

a. [パスワード] フィールドに、新しい管理者パスワードを入力します。
b. [パスワードの確認] フィールドに、前の手順で入力した新しい管理者パスワードをそのま

ま再入力します。

8. すぐに実行をクリックします。[タスク結果] ページが表示されます。
注記：このタスクを後で実行する場合は スケジュールをクリックします。
注記：エージェントの設定および修復ツールは、複数のターゲット システムの更新に使用できま
す。それぞれのシステムでの結果は異なる可能性があります。ログの結果は、修復が成功したかど
うかを示します。

[タスク結果] ページに、次の情報が表示されます。

• [ステータス] 。タスク インスタンス内の各ターゲット システムの詳細が表示されます。

• 終了コード。実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。戻り値が 0 または正の数の場
合、実行可能プログラムは正常に終了しました。負の値の場合、失敗しています。この終了
コードは、すべての設定の試みが成功したことを示すものではありません。一部が成功し一部
が失敗している可能性もあります。

• ターゲット名。ターゲットの名前/IP アドレスが表示されます。

• [標準出力] タブ。出力テキスト情報が表示されます。

• [標準エラー] タブ。実行可能プログラムでエラーが発生したかどうかに関する情報が表示され
ます。

• 印刷可能なレポートの表示。現在選択しているターゲット システムのレポートまたはタスク
インスタンスに関連しているすべてのターゲット システムのレポートを印刷できます。
レポートを印刷するには、次のように操作します。

a. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。

[オプション メッセージ] ボックスが表示され、現在選択しているターゲット システムの
みを含むレポート、またはタスク インスタンスに関連するすべてのターゲット システム
を含むレポートを生成するかどうか、質問されます。

b. 表示するレポートを選択します。

c. レポートを表示するには、OK をクリックします。[タスク結果の表示] ページに戻るに
は、キャンセルをクリックします。

9. ターゲット システムに、マネジメント HTTP サーバがインストールされている場合、マネジメント
HTTP サーバのパスワード ファイルで、ログイン証明書が更新されます。

エージェントの設定および修復は、HP Systems Insight Manager の他の多くのツールと同様に、スケ
ジュールに基づいて自動実行されるように設定できます。また、手動での実行も可能です。一度にエー
ジェントの設定および修復ツールの複数のインスタンスを実行することはできません。

HP-UX 管理対象システムの手動セットアップ
HP SIM のエージェントの設定および修復ツールを使用して複数の HP-UX 管理対象システムを同時に設
定することもできますし、各管理対象システムを手動で設定することもできます。

HP-UX システムを手動で設定するには、次のように操作します。
1. CMS で次の操作を行います。

a. このシステムの SSH キーを設定します。
b. デフォルトの WBEM ユーザ名およびパスワードを設定します（設定されていない場合）。
注記：HP-UX 11.23 システムには、SSH と WBEM がデフォルトでインストールされています。
11.11 システムについては、インストールされているかどうかを、次のコマンドで確認してく
ださい。

swlist B8465BA T1471AA
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c. WBEM イベントを予約します。
2. 各管理対象システムで次の手順を実行します。

a. SSH を管理対象システムにインストールします（インストールされていない場合）。
swinstall -s /directory/depot T1471AA ここで、directory はデポ ファイルへのパス、
depot はデポ ファイルのファイル名です。次に例を示します。
swinstall -s /tmp/HPSIM_download.depot T1471AA

b. WBEM を管理対象システムにインストールします（インストールされていない場合）。
注記： OpenWBEM はサポートされていません。
swinstall -s /directory/depot B8465BA

ここで、directory はデポ ファイルへのパス、depot はデポ ファイルのファイル名です。次に例
を示します。

swinstall -s /tmp/HPSIM_download.depot B8465BA

c. トラップを CMS に送信するように SNMP を設定します。
i. 次のファイル内に、trapdest という、CMS の完全ホスト名または IP アドレスを追加しま

す。

/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

trap-dest:hostname_or_ip_address

ii. 次のコマンドを使用して、SNMP マスタ エージェントとすべてのサブエージェントを停
止します。

/sbin/init.d/SnmpMaster stop

iii. 次のコマンドを使用して、SNMP マスタ エージェントとすべてのサブエージェントを再
起動します。

/usr/sbin/snmpd

d. 管理対象システムで、CMS のドメイン ネーム サービス（DNS）ホスト名を追加して、DMI を
設定します。

注記：DMI は、HP-UX 11.0 だけで設定できます。
i. 管理対象システムで DMI デーモンを停止させます。

/sbin/init.d/Dmisp stop

ii. /var/dmi/dmiMachines を編集して、このファイルの最後に CMS のホスト名を追加し
ます。ファイルを保存します。

iii. DMI デーモンを起動します。
/sbin/init.d/Dmisp start

e. CMS で、mxagentconfig を使用して、CMS から管理対象システムに SSH 生成パブリック
キーをコピーします。

次のいずれかのコマンドを使用します。

• mxagentconfig -a -n <hostname> -u root -f <file_with_root_password>

または

• mxagentconfig -a -n <hostname> -u root -p <root_password>

注記：-p オプションを使用すると ps 出力によってパスワードが知られてしまいます。こ
のため、mxagentconfig -a を使用する際は、-f オプションを使用することを強くお
すすめします（ファイルは、root だけが読み取れるように設定し、管理対象システムの
root パスワードだけを含むようにしてください）。-p オプションを使用する場合、パス
ワードに「&」や「$」などの特殊記号が含まれていなければ、パスワードを一重引用符で
囲んでください。詳細およびオプションについては、man mxagentconfig を使用して
mxagentconfig のマンページを参照してください。
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3. HP SIM GUI にサインインします。この手順については、「サイン イン」を参照してください。 GUI
を使用して、デフォルトの WBEM ユーザ名およびパスワードを [グローバル プロトコル設定] ペー
ジに追加します。

注記：WBEM のユーザ名とパスワードを組み合わせた、最低 1 つのアカウントが、各管理対象シ
ステムに必要です。

注記：この手順は、セットアップするすべての管理対象システムに対して 1 度に実行することがで
きます。

a. [オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択します。
b. [デフォルト WBEM 設定] セクションで、[WBEM 有効] チェックボックスが選択されているこ

とを確認し、デフォルトの WBEM ユーザ名、パスワード、および確認パスワードを追加しま
す。

c. OK をクリックします。
注記：WBEM のユーザ名とパスワードを組み合わせた、最低 1 つのアカウントが、各管理対象シ
ステムに必要です。[グローバル プロトコル設定] のユーザが管理対象システムに存在しない場合
は、[システム プロトコル設定] ページから、システムごとの WBEM ユーザ名およびパスワードを
設定することができます。

4. 以下の手順を実行して、WBEM イベントを予約します。
注記：HP-UX WBEM イベントの詳細については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/
management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 WBEM subscriptions in HP SIM』 ホワイト
ペーパーを参照してください。

a. 管理対象システムから、WBEM がすでにインストールされていることを確認します。
注記：管理対象システムでの WBEM イベントの予約はオプションです。

b. SysFaultMgmt プロバイダがインストールされていることを確認します。
SFM（System Fault Management）構成に合わせて、次を実行します。
cimprovider –lm SFMProviderModule

EMSWrapperProvider が表示されます。
または

cimprovider –ls

EMSWrapperProvider が表示されます。
注記：SFM について詳しくは、HP の Web サイト HP System Fault Management Diagnostics
（英語）を参照してください。

c. CMS から、以下の手順を実行します。
WBEM イベントを予約するには、root アクセスが必要です。[グローバル プロトコル設定] が
管理対象システムと一致しない場合、または [グローバル プロトコル設定] に root アクセスが
含まれていない場合は、WBEM イベントの予約ができません。次のコマンド ラインを実行す
ると、WBEM が持つアクセスのタイプを確認することができます。
mxnodesecurity –l –p wbem –n <systemname>

管理システムが root レベルのユーザ認証情報を設定していない場合は、この情報を個々のシス
テムに追加することができます。

注記：エージェントの設定および修復ツールを使用すると、root パスワードを永久に記録せず
に、この手順を実行することができます。

• 個々のシステムを変更するには、次のように操作します。

mxnodesecurity -a -p WBEM -c \

<username:password> -n <systemname

d. CMS から、WBEM イベント コマンド ラインを実行します。
mxwbemsub -l -n <systemname

詳細については、「WBEM イベントの予約」を参照してください。
管理対象システムは HP SIM で管理できるようになりました。
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例 HP-UX CMS からのリモートの HP-UX システムのセットアップ
1. CMS の完全な設定権限で、HP-UX 上の HP SIM にサインインします。
2. 実行済みでない場合、ファーストタイム ウィザードを実行します。詳細については、「検出タスク

の実行」を参照してください。

3. 実行済みでない場合、検出を実行します。ファーストタイム ウィザードの実行について詳しくは、
「ファーストタイム ウィザードの使用」を参照してください。

4. 管理対象システム ソフトウェアがインストールされていることを確認します。詳細については、
「HP-UX システムへの必要なソフトウェアのインストール」を参照してください。

5. エージェントの設定および修復機能を実行して管理対象システムを設定します。詳細については、
「管理対象システム ソフトウェアの設定」を参照してください。

Windows CMS

Windows CMS からの管理対象システムのセットアップ
Windows 中央管理サーバ（CMS）からの管理対象システムのセットアップに役立つガイドラインとし
て次のチェックリストを使用してください。

1. HP Systems Insight Manager（HP SIM）が CMS にインストールされていることを確認します。
2. ファーストタイム ウィザードが CMS で完了していることを確認します。詳細については、「ファー

ストタイム ウィザードの使用」を参照してください。
重要：管理対象システムのセットアップを開始する前に、検出を実行しておく必要があります。詳
細については、「検出タスクの実行」を参照してください。自動検出の設定は、ファーストタイム
ウィザードに含まれています。

3. 管理対象システム ソフトウェアを設定します。詳細については、エージェントの設定および修復機
能を使用した CMS からの管理対象システム ソフトウェアの設定を参照してください。

エージェントの設定および修復機能を使用した CMS からの管理対象システム ソフトウェアの
設定

HP SIM のエージェントの設定および修復ツールを使用すると、最も迅速かつ簡単に、Linux、HP-UX、お
よび Windows 管理対象システムを設定して、Windows CMS から HP SIM と通信することができます。
複数のシステムに同時にリモートからエージェントの設定および修復を実行するには、エージェントの
設定および修復ツールを実行する権限を持っていなければなりません。

また、システム セキュリティ ファイルの HP SIM コミュニティ名を変更するためには、CMS の完全な
設定権が必要です。また、ターゲット システムの administrator レベルのユーザの認証情報を入力する
必要があります。

エージェントをリモートから設定するには、次のように操作します。

1. [設定]→[エージェントの設定および修復] を選択します。[ステップ 1:ターゲット システムの選択]
ページが表示されます。

注記：ツールの選択の前にターゲットを選択すると、[ステップ 1: ターゲット システムの確認] ペー
ジが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[ステップ 2: 認証情報を入力] ページが表示されます。このページで指定す

る認証情報は、ターゲット システムで権限を持つアカウントの情報です。
注記：Windows ターゲット システムで SSH（secure shell）アクセスを設定しようと考えている
場合は、指定するアカウントが、ローカルの Administorators グループのメンバでなければなりませ
ん。ドメイン アカウントを使用する Windows ターゲットでは、該当する場合、このアカウントが
自動的にこのグループに追加されます。
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4. [ステップ 2： 認証情報を入力] ページで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、システム管理者の名前を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザ名に対応するシステム管理者パスワー

ドを入力します。

c. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じシステム管
理者パスワードを再入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ドメイン アカウントを使用する
場合）。

注記：この手順で使用する証明書は、選択したすべてのターゲット システムで有効なものでな
ければなりません。ドメインの administrator 証明書を使用することをおすすめします。HP
SIM は、ここで入力した証明書を、スケジュールされたタスクをあとで実行する場合を除いて、
保存しません。

5. 次へをクリックします。[ステップ 3： プロバイダとエージェントのインストール（オプション）]
ページが表示されます。

6. 管理対象システムには Insight マネジメント エージェントまたはプロバイダ（Web ベース エンター
プライズ管理または Simple Network Management Protocol）をインストールできます。このため、
HP SIM はこれらのシステムからインベントリ情報やステータス情報を収集したり、これらのシステ
ムからイベント通知を受け取ったりすることができます。インストールは、Windows オペレーティ
ング システムで動作する ProLiant または Itanium ベースのサーバでのみサポートされます。
[ステップ 3： プロバイダとエージェントのインストール（オプション）] ページでは、次の操作を
行います。

a. [Windows 用 WBEM/WMI プロバイダ（HP Insight Management WBEM Provider）のインス
トール] を選択して、WBEM またはWMI プロバイダを Windows 管理対象システムにインス
トールします。

b. [Windows 用 SNMP エージェント（HP Insight マネージメント エージェント）のインストー
ル] を選択して、SNMP エージェントを Windows 管理対象システムにインストールします。こ
の Insight マネジメント エージェントにより、ネットワークの監視と制御が可能になります。

c. [OpenSSH のインストール] を選択して、OpenSSH を Windows 管理対象システムにインス
トールします。詳細については、「OpenSSH のインストール」を参照してください。
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d. [バージョン コントロール エージェント（VCA）のインストール] を選択して、HP バージョン
コントロール エージェント（VCA）を Windows 管理対象システムにインストールします。
VCA により、システムにインストールされている HP ソフトウェアを表示し、そのソフトウェ
アの更新をレポジトリで入手できるかどうかを確認できます。詳細については、「バージョン
コントロール エージェントについて」を参照してください。

HP SIM は、システム タイプ、サブタイプ、およびシステムのオペレーティング システム説明に基
づいてインストールするエージェント/プロバイダのタイプを判断します。

表 4-1 インストールに使用されるコンポーネントのバージョン サポート マトリックス

バージョン コントロー
ル エージェント

Open SSHHP ProLiant エージェン
ト

HP WBEM プロバイダサポートされるシステ
ム

2.1.83.717.90（32 ビット）2.1（32 ビット）不明

2.1.83.717.90（32 ビット）2.1（32 ビット）32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2003、2008）で
動作する ProLiant シス
テム

2.1.83.717.90（64 ビット）2.1（64 ビット）32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2003、2008）で
動作する ProLiant シス
テム

2.1.83.717.60（32 ビット）サポートされません32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2000）で動作する
ProLiant システム

2.1.7.7703.715.1.10サポートされませんWindows オペレーティ
ング システム
（2003）で動作する
Itanium ベース システ
ム

必要に応じて、こららのエージェントとともに System Management Homepage バージョン 2.1.7
もインストールされます。

70 お使いになる前に



注記: 64 ビット エージェントまたはプロバイダをインストールする場合は、HP SIM でターゲッ
ト システムが 64 ビット システムとして識別されていることを確認してください。
システムが正しく識別されていない場合は、[システム ページ]→[システム プロパティの編集] にア
クセスし、正しいシステム タイプ、サブタイプを選択してからオペレーティング システムの説明
を手動で入力してください。

例：ProLiant Windows 64 ビットシステムで Insight マネジメント エージェント s をインストールす
るには、次のように操作します。

1. システム タイプ：サーバを選択します。
2. Select システム [サブタイプ 1]：ProLiant を選択します。
3. Microsoft Windows Server 2003, x64 Enterprise Edition Service Pack 1 としてのオペレーティン

グ システムの説明またはシステムの適切なオペレーティング システムの説明を入力します。

インストール後エージェントを設定する場合は、強制再起動オプションを選択します。これにより、
新しくインストールされたコンポーネントを、設定前に完全に初期化できます。

注記：再起動を伴うインストールは、通常、完了するまでに約 8 分かかります。

7. 次へをクリックします。[ステップ 4:エージェントの設定および修復ページが表示されます。

8. [ステップ 4:エージェントの設定および修復] ページでは、ターゲット システム設定に使うオプショ
ンを選択できます。
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使用できるオプションは次のとおりです。

• [WBEM/WMI の設定]。このセクションでは、WBEM イベントまたはイベントを HP Systems
Insight Manager に送信するようにターゲット Linux、Windows、または HP-UX システムを設定
できます。

このセクションでは、次を検討する必要があります。

• [WBEM イベントにサブスクリプションを作成]。

• [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル WBEM/WMI indication を送ります]。

注記：HP SIM の [イベント リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されま
す。[イベント リスト] で、テスト WBEM イベントを受け取っていない場合は、第16章
「トラブルシューティング」を参照してください。

注記：これは、WBEM プロバイダがインストールされている HP-UX および Windows 管
理対象システムでのみサポートされます。

• [システムを管理するためにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10
年間有効）を使用します。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプ
ションは HP-UX システムでのみ有効です。

• [WMI データにアクセスするための、HP SIM の非管理者アカウントの設定]。このオプ
ションは、HP WBEM プロバイダがインストールされている Windows システムにのみ適
用されます。管理対象システムの構成が更新され、指定したユーザがネットワーク経由で
WMI 情報にアクセスできるようになります。HP SIM はこのユーザを使用してシステムか
らのインベントリ情報や設定情報を読み取ります。このユーザは、システム プロトコル
設定で WBEM ユーザとして設定されます。HP SIM が管理者権限を持つユーザを使用し
て設定されている場合は、この設定手順は不要です。このユーザは HP SIM が作成するも
のではないため、ドメイン ユーザまたは管理対象システムのローカル ユーザのひとつと
してすでに存在する必要があります。

ユーザは、管理対象システムの「DCOM Users」グループに追加され、WMI 情報への読
み取り専用アクセス権と HPQ ネーム スペースへの読み取り/書き込み権限を与えられま
す。このユーザは、管理対象システムの管理者である必要はなく、ログオン権限も不要で
す。目的が限定されたドメイン アカウントをおすすめします。また、ドメイン管理者が
作成すべきです。

HP SIM が管理対象システムにアクセスするための認証情報を入力するには、次のように
操作します。

1. [ユーザ名] フィールドに、ユーザの名前を入力します。
2. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザの名前のパスワードを入力し

ます。

3. [パスワード] フィールドに入力したものと同じパスワードを [パスワードの確認]
フィールドに再び入力します。

4. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ターゲットがドメイン
に所属する場合）。

管理者権限がないユーザの設定が正常に行われると、HP SIM でこれらの認証情報が
WBEM アクセス用のシステム プロトコル設定として保存されます。

• [SNMP の設定] このセクションにより、SNMP 設定を指定できます。
このセクションでは、次を検討する必要があります。

a. [読み込みコミュニティ名の設定] を選択して、コミュニティ名を指定します。デフォルト
では、HP SIM の最初のコミュニティ名（「public」ではありません）がフィールドに表示
されます。HP SIM にコミュニティ名が存在しない場合は、入力する必要があります。
注記：この時点でデフォルト SNMP インストレーションの HP-UX システムだけを設定す
る場合は、このオプションを設定する必要はありません。HP-UX は、デフォルトで読み取
りを許可します（HP-UX システムでは Get コミュニティ名がデフォルトで public に設定
されています）。

注記：このオプションを選択した場合、[読み込み] コミュニティ名がターゲット システ
ムに追加されます。ターゲット システムが SuSE Linux または Microsoft Windows 2003
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の場合、管理対象システムは、管理対象システム自身とリモート ホストの間の SNMP 通
信を常に許可しません。この設定変更により、HP SIM システムのインスタンスから、こ
れらのターゲット システムとの SNMP を使用した通信が可能になります。
注記：コミュニティ名には、最大 255 文字を使用できます。
注記：[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名が現在存在しない場合の
み、SNMP 設定を修正すると、このコミュニティ名がターゲット システムに追加されま
す。このコミュニティ名は、システムごとに異なります。また、30 文字を超える文字（数
字と文字）で構成され、そのシステムの管理者権限を持つユーザだけが表示できます。こ
の [読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名は、Web エージェントが特定
のスレッショルド設定を行うために必要です。このコミュニティ名は、ターゲット シス
テム上でローカルで使用されるだけのものであり、HP SIM がネットワーク全体で使うも
のではありません。Linux および HP-UX システムは、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名を必要としません。このため、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名は Windows システムにのみ追加されます。

b. ターゲット システムの [SNMP トラップ送信先] で、[HP Systems Insight Manager のこ
のインスタンスを参照するトラップを設定] を選択します。この設定により、ターゲット
システムは、HP SIM のこのインスタンスに SNMP トラップを送信できます。

c. [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル SNMP トラップを送ります。] を選択して、HP SIM のイベント リストに SNMP
イベントが表示されることを確認します。

テスト トラップを正しく送信するには、トラップをこのインスタンスに送信するように
ターゲット システムを設定する必要があります。
注記：テスト トラップを送信できるのは、 HP Insight マネジメント エージェントがイン
ストールされた Windows 管理対象システムだけです。このタスクを Linux または HP-UX
管理対象システム上で実行しようとすると、操作がサポートされていないことを示すメッ
セージが表示されます。

注記：トラップは、システムからの一般トラップとして表示されます。HP SIM の [イベン
ト リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されます。

• [セキュア シェル（SSH）アクセスの設定]。このオプションを選択して、管理対象システム上
での SSH アクセスを設定します。
このオプションを選択する場合、次のいずれかのオプションを選択する必要があります。

• ホスト ベース認証
注記：このオプションを使用するには、ステップ 2 で入力されるユーザ名とパスワード
が管理者レベルのアカウントのものでなければなりません。Linux または HP-UX ターゲッ
トの場合は、"root"アカウントとパスワードになります。

• 次のユーザ用のユーザ ベース認証
注記：HP SIM にログイン アクセスできるすべてのユーザがツールを実行できるようには
設定せずにアクセス権を持つ必要があるユーザを制限したい場合は、このオプションのほ
うが安全です。

注記：SSH は、OpenSSH サービスが管理対象システムで動作している場合にのみ設定で
きます。OpenSSH は、ステップ 3 で実行したように [OpenSSH のインストール] を実行
するか、または[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[Open SSH のインストール] の下のツールを選択して Windows システムにインス
トールできます。

• [信頼関係を"証明書による信頼"に設定]。このオプションを選択して、システムが System
Management Homepage との [証明書による信頼] 信頼関係を使用するように設定します。
ターゲット システム上の System Management Homepage の場合、このオプションは、信頼
モードを [証明書による信頼] に設定して、HP SIM のシステム証明書をターゲット システムの
信頼証明書ディレクトリにコピーします。このオプションにより、HP SIM ユーザは、認証に
証明書を使用して System Management Homepage に接続できます。詳細については、「信頼
証明書」を参照してください。
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注記：後で Linux 管理対象システムに信頼ステータスを設定する際に問題が発生した場合は、
第16章 「トラブルシューティング」の [証明書の問題] を参照してください。
Onboard Administrators および Integrated Lights-Out 2（iLO）用に管理プロセッサへの SSO（シ
ングル サインオン）を設定できます。SSO を設定するには、[信頼関係の設定] を選択します。
SSO を設定したら、以降は、管理プロセッサへのログイン認証情報の入力を指示するメッセー
ジが表示されなくなります。

注記：マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のシステムでは、エージェントの設定および修復は、
管理者パスワードをマネジメント HTTP サーバストアに追加して SNMP 設定を変更しました
が、信頼関係情報は変更できませんでした。これは、マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のバー
ジョンが、信頼関係を配備しなかったからです。

• [バージョン コントロール エージェント（VCA）の設定]。このオプションを選択して、ソフト
ウェアとファームウェアのレポジトリの位置に当たる HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャ（VCRM）を参照するように VCA を設定します。これにより、バージョンの比
較とソフトウェアの更新が可能になります。このオプションは、Windows システムでのみ使
用できる機能です。このセクションには、Windows、Linux、HP-UX を含むすべての CMS シス
テムの [設定] セクションでアクセスできます。
VCA を設定するには、次のように操作します。
1. [VCRM がインストールされたシステムを選択してください] フィールドで、ドロップダウ

ン リストから VCRM がインストールされているサーバを選択します。
2. [ユーザ名] フィールドに、VCRM にアクセスするユーザ名を入力します。ここでは、デ

フォルトの Administrator ユーザを指定することはできません。管理者権限を持つユーザ
でなければなりません。

3. [パスワード] フィールドに、VCRM にアクセスするためのパスワードを入力します。
4. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じ VCRM

パスワードを再び入力します。

• Insight マネジメント エージェントバージョン 7.1 以前の管理者パスワードの設定。このオプ
ションを選択して、ターゲット システムにインストールされているすべての Insight マネジメ
ント エージェントの管理者パスワードを修正します（Windows および Linux システムについ
て該当する場合）。

注記：Insight マネジメント エージェント 7.2 以上がインストールされている場合、このオプ
ションは設定しないでください。

注記：リモート システムが HP-UX を実行している場合、このオプションは HP-UX システム上
では適用されないため、リモート システムでは実行されません。この時点で HP-UX ターゲッ
ト システムだけを設定する場合は、このオプションを設定する必要はありません。
このオプションを選択する場合は、必ず、次の各ステップを実行してください。

a. [パスワード] フィールドに、新しい管理者パスワードを入力します。
b. [パスワードの確認] フィールドに、前の手順で入力した新しい管理者パスワードをそのま

ま再入力します。

9. すぐに実行をクリックします。[タスク結果] ページが表示されます。
注記：このタスクを後で実行する場合は スケジュールをクリックします。
注記：エージェントの設定および修復ツールは、複数のターゲット システムの更新に使用できま
す。それぞれのシステムでの結果は異なる可能性があります。ログの結果は、修復が成功したかど
うかを示します。

[タスク結果] ページに、次の情報が表示されます。

• [ステータス] 。タスク インスタンス内の各ターゲット システムの詳細が表示されます。

• 終了コード。実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。戻り値が 0 または正の数の場
合、実行可能プログラムは正常に終了しました。負の値の場合、失敗しています。この終了
コードは、すべての設定の試みが成功したことを示すものではありません。一部が成功し一部
が失敗している可能性もあります。

• ターゲット名。ターゲットの名前/IP アドレスが表示されます。

• [標準出力] タブ。出力テキスト情報が表示されます。
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• [標準エラー] タブ。実行可能プログラムでエラーが発生したかどうかに関する情報が表示され
ます。

• 印刷可能なレポートの表示。現在選択しているターゲット システムのレポートまたはタスク
インスタンスに関連しているすべてのターゲット システムのレポートを印刷できます。
レポートを印刷するには、次のように操作します。

a. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。

[オプション メッセージ] ボックスが表示され、現在選択しているターゲット システムの
みを含むレポート、またはタスク インスタンスに関連するすべてのターゲット システム
を含むレポートを生成するかどうか、質問されます。

b. 表示するレポートを選択します。

c. レポートを表示するには、OK をクリックします。[タスク結果の表示] ページに戻るに
は、キャンセルをクリックします。

10. ターゲット システムに、マネジメント HTTP サーバがインストールされている場合、マネジメント
HTTP サーバのパスワード ファイルで、ログイン証明書が更新されます。

エージェントの設定および修復は、HP Systems Insight Manager の他の多くのツールと同様に、スケ
ジュールに基づいて自動実行されるように設定できます。また、手動での実行も可能です。一度にエー
ジェントの設定および修復ツールの複数のインスタンスを実行することはできません。

例：Windows 管理対象システムの手動セットアップ
1. CMS のフル設定権限で、Windows CMS 上の HP SIM にサインインします。
2. 実行済みでない場合、ファーストタイム ウィザードを実行します。詳細については、「検出タスク

の実行」を参照してください。

3. 実行済みでない場合、検出を実行します。ファーストタイム ウィザードの実行について詳しくは、
「ファーストタイム ウィザードの使用」を参照してください。

4. System Management Homepage およびバージョン コントロールコンポーネントを事前設定します。
SMH コンポーネントの事前設定については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual に
ある『 HP System Management Homepage インストール ガイド』を、バージョン コントロールに
ついては、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール
インストール ガイド』を参照してください。

5. エージェントの設定および修復機能を実行します。詳細については、「エージェントの設定および
修復機能を使用した CMS からの管理対象システム ソフトウェアの設定」を参照してください。

初期設定の実行
初期設定は、管理対象システムの設定、検出の設定、イベント処理の設定、ユーザの追加、権限の定義
で構成されます。この時点で、中央管理サーバ（CMS）のインストールが完了済みであることが前提に
なります。ファーストタイム ウィザードをバイパスまたはキャンセルする場合は、以下の手順を実行す
ることで、ご使用の環境を HP Systems Insight Manager（HP SIM）を実行できるようにセットアップす
ることができます。

注記: ファーストタイム ウィザードは、管理者権限があるユーザが HP SIM に最初にサインインする
際に起動します。ウィザードが完了する前にキャンセルすると、管理者権限があるユーザが次にサイン
インする際に再び起動します。 [今後自動的にこのウィザードを表示しない。] チェックボックスを選択
すると、ウィザードは取り消され、それ以後は自動起動しなくなります。[オプション]→ファーストタ
イム ウィザードを選択すると、ウィザードを手動で起動できます。

既存の管理ドメインの管理を新たに担当する場合は、CMS が初期設定を終了していたとしても、以下の
手順について知っておくことは後々役に立ちます。このプロセスの手順は、HP SIM の管理者が定期的に
実行するタスクとして一般的なものです。

初期設定のプロセス

HP SIM を初めて起動すると、紹介ページには、[インストールを完了するために以下をすぐに実行して
ください] というセクションが表示されます。HP SIM を初めて使用するには、次のように操作します。
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1. 管理対象システムのセットアップ 管理対象システムのセットアップは、必須のマネジメント エー
ジェントのインストールと HP SIM ソフトウェアの設定で構成されます。詳細については、「管理
対象システムのセットアップ」を参照してください。

2. ストレージ システムの設定 ネットワーク上にストレージ システムがある場合、SMI-S プロバイ
ダをインストールして設定しないと、HP SIM がそれらを検出できません。詳細については、「ス
トレージ システムに対する HP SIM の設定」を参照してください。

3. プロトコル設定の指定 プロトコル設定を設定することにより、次のステップで検出を使用し HP
SIM に追加するシステムを定義します。詳細については、「グローバル プロトコル設定」を参照し
てください。

ファーストタイム ウィザードを実行している場合は、この手順は既に完了している可能性がありま
す。

重要: ネットワーク上にストレージ システムがある場合、各 SMI CIMOM のユーザ名とパスワー
ドを、[グローバル プロトコルの設定] ページの [デフォルト WBEM 設定] セクションに追加する必
要があります。この情報を追加しないと、ストレージ システムは検出されません。

4. 検出の設定：自動または手動 検出とは、HP SIM がネットワーク上のシステムの検出および識別
を実行し、その情報をに基づいてデータベースを作成するプロセスです。データの収集およびシス
テム ヘルス ステータスの追跡を行うには、最初にシステムを検出する必要があります。新しいシ
ステムを検出するには、次の 2 つの方法があります。

• 自動検出自動検出では、特定のプロトコルを実行しているシステムをネットワーク上で検索し
ます。自動検出は 24 時間ごとに自動的に実行されますが、任意の時刻に手動で実行すること
もほかの時刻に実行するようにスケジュールすることもできます。自動検出の詳細について
は、「自動検出の設定」を参照してください。

ファーストタイム ウィザードを実行している場合は、この手順は既に完了している可能性が
あります。

• 手動検出単体のシステムやシステムのグループを HP SIM データベースに追加します。
手動検出の詳細については、「システムの手動追加」を参照してください。

重要: ネットワーク上にストレージ システムがある場合、各 SMI CIMOM IP アドレスを検出タス
クに追加する必要があります。SMI CIMOM IP アドレスが検出タスクに含まれていないと、関連す
るストレージ システムが検出されません。

5. 新規ユーザの追加 有効なネットワーク ログインのあるユーザは HP SIM に追加されます。詳細
については、「ユーザとユーザ グループ」を参照してください。
ファーストタイム ウィザードを実行している場合は、この手順は既に完了している可能性がありま
す。

6. Email 設定の指定 Email 設定を指定することによって、ユーザは特定のイベントの Email 通知を
受信できます。Email 設定の詳細については、「Email 設定の指定」を参照してください。

7. ポケベル設定の指定 ポケベル設定により、ユーザは特定のイベントのあるユーザに通知するペー
ジを受信できます。ポケベル設定の詳細については、「ポケベル通知のためのモデム設定の指定」
を参照してください。

8. 自動イベント処理の設定 自動イベント処理の設定では、イベントが受信されるときに HP SIM が
実行するアクションを定義できます。自動イベント処理では、前のセクションで指定された Email
およびポケベルの設定を使用するよう設定できます。 詳細については、「自動イベント処理タスク
の作成」を参照してください。

関連トピック

• サイン イン

• サイン アウト

• ホーム ページのナビゲート

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定
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ホーム ページのナビゲート
グラフィカル ユーザ インタフェースの機能

この項では、GUI の機能について説明します。次の図は、GUI のスクリーン ショットのサンプルです。

GUI は、次の 6 つの区域に分かれています。
1. バナー。 バナーには、[ホーム] ページへのリンクと、HP SIM の [サイン アウト] へのリンクがあ

り、現在サインイン中のユーザを示します。バナーを最小化するには右上隅の最小化アイコン、最
大化するには最大化アイコンをクリックします。

2. [システム ステータス] パネル このパネルは、未確認のイベント ステータスおよびシステム ヘル
ス ステータス情報を提供し、特定のイベントまたはステータスについては警告して知らせます。
[システム ステータス] パネルは、環境に応じてカスタマイズすることができます。このパネルを常
に表示しておく必要がない場合は、パネルの右上のマイナス記号をクリックして折り畳むことがで
きます。パネルを展開するには、プラス記号をクリックします。[システム ステータス] パネルを折
り畳んでいても、警告を受け取ると、パネルが展開され、警告が表示されます。[新しいウィンドウ
で開く] アイコン（ ）をクリックして別の大きなウィンドウを表示し、パネルのサイズを拡大でき
ます。このウィンドウはサイズを変更できるため、HP SIM 端末から離れた位置からでも確認でき
ます。 詳細については、「システム ステータス パネルの拡大」を参照してください。

3. 検索パネル。  検索の機能により、システム名や共通のシステム属性を基に検索できます。条件
で選択して一致した内容について、さらに高度な検索を実行することもできます。検索プロセスを
高速化するために、ユーザが検索ボックスにシステム情報を入力すると、ドロップダウン リストが
表示され、入力された文字で始まるシステムのリストが表示されます。表示されるドロップダウン
リストからシステムを選択することも、続けて情報を入力することもできます。 使用できる検索条
件の種類の詳細については、「検索条件」を参照してください。このパネルを常に表示しておく必

要がない場合は、パネルの右上のマイナス記号（ ）をクリックして折り畳むことができます。パ

ネルを展開するには、プラス記号（ ）をクリックします。詳細については、「基本検索と高度な
検索」を参照してください。

4. [システムおよびイベント収集] パネル システム収集とイベント収集により、ある特定の管理環境
における既知のシステムとイベントをすべて表示できます。収集は、プライベート（作成者だけが
表示可能）または共有（すべてのユーザが表示可能）に設定できます。HP SIM は、デフォルトの
共有収集のみが定義された状態で出荷されます。 新しい収集のカスタマイズおよび作成について
は、第9章 「システム、クラスタ、イベントの監視」を参照してください。HP SIM に付属のデフォ
ルト共有収集の詳細については、「デフォルト共有収集」を参照してください。

5. メニュー。 HP SIM のメニューを使用して、ツール、ログ、ソフトウェア オプション、およびオ
ンライン ヘルプにアクセスできます。[オプション] メニューは、HP SIM ソフトウェアを管理して
いるユーザを主に対象にしています。これらのツールを使用する権限がない場合は、特定のメニュー
にアクセスできない可能性があります。

6. 作業領域。 作業領域は最新のリクエスト結果を表示します。ここには収集、ツール、レポートを
表示できます。ツールの中には、作業領域内に表示するのではなく、別のブラウザ ウィンドウや
X Window 端末を起動するものもあります。この領域には、ユーザが HP SIM にサインインしたと
きに表示される ホームページが含まれます。デフォルトでは、ホーム ページが紹介ページです。
紹介ページには、HP SIM に関する情報とヒント、および頻繁に使用する機能へのリンクが表示さ
れます。別のページを ホーム ページとして表示するように HP SIM をカスタマイズすることがで
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きます。 別の紹介ページを選択する詳細については、「ホーム ページのカスタマイズ」を参照し
てください。

注記:  作業領域を最大化するには、ヘルプ アイコンの横の [最大化] リンク（ ）をクリックし
ます。作業領域を元のサイズに戻すには、[元のサイズに戻す] をクリックします。

紹介ページには、次の 4 つのデフォルトのセクションがあります。

• インストールを完了するために以下をすぐに実行してください。 このセクションは、次の
条件を満たす場合にのみ表示されます。

• ユーザは、管理者権限を持っています。

• ユーザが [ホーム ページの設定] ページでこのセクションを無効にしていない。

• 監視。 このセクションには、システムおよびイベントの確認と追跡などの共通の監視タス
クへのリンクがあります。

• 管理。 このセクションには、上記の作業領域のメニューにある、頻繁に使用されるツール
や機能へのリンクがあります。これらのリンクを使用して、インベントリ レポート、ソフト
ウェアとファームウェアのデプロイメント、検出、イベント処理、統合カスタム ツール、お
よび認証にアクセスできます。

• 参照情報。 このセクションには、HP 製品、サービス内容、およびソフトウェアについての
情報提供元など、役立つヒントとショートカットが表示されます。

このセクションは、ユーザが [ホーム ページの設定] ページでこのセクションを無効にしてい
ない場合にのみ表示されます。

関連トピック

• ホーム ページのカスタマイズ

• システム ステータス パネルのカスタマイズ

ホーム ページのカスタマイズ
ホーム ページをカスタマイズすると、表示されるページを選択できます。また、デフォルト ホーム ペー
ジや紹介ページのエリアをカスタマイズすることもできます。

ホームページをカスタマイズするには、次のように操作します。

1. バナーの ホームをクリックして、作業領域に [ホーム] ページを表示します。
2. 紹介ページの右上隅にある [カスタマイズ] をクリックします。
注記：デフォルトの紹介ページ以外に ホーム  ページを設定した場合は[オプション]→[ホーム ペー
ジ設定] を選択して、[ホーム ページ設定] ページにアクセスできます。

3. 次から、[ホーム] ページとして使用するページを指定します。

• 紹介ページ（デフォルト）

• プラグイン（インストールされている場合）ページ

注記:  このオプションは、一部の HP SIM パートナー アプリケーションで各アプリケーショ
ンのホーム ページをポイントするために使用されます。ただし、このオプションを使用する
パートナー アプリケーションがない場合は、このオプションを選択しても HP SIM のデフォル
ト紹介ページが表示されます。

• 特定のシステム、クラスタ、またはイベント収集ビュー

注記：デフォルトの紹介ページは、ホーム ページとして設定されている場合のみ使用できます。こ
のページを ホーム ページとして設定していない場合に表示させるには、ホーム ページとして再選
択してください。

4. （省略可能）紹介ページがホーム ページとして選択されている場合、次のオプションを選択または
選択解除してページの内容をカスタマイズできます。
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["インストールを完了するためにすぐに実行してください"フレームを表示]。このセクション
が ホーム ページに表示されます。

•

• ["参照情報"イメージを表示]。ホーム ページの右下隅に、画像が表示されます。

5. （省略可能）[次の収集を表示] を選択した場合は、ドロップダウン リストから収集を選択します。
選択した収集がホーム ページとして表示されるとき作業領域を自動的に最大化したい場合は、この
ときに、[ワークスペースを自動的に最大化] を選択します。

関連トピック

• ホーム ページのナビゲート

• システム ステータス パネルのカスタマイズ

システム ステータス パネルのカスタマイズ

注記: [システム ステータス] パネルのカスタマイズ内容は、システム ステータス ポップアップ ウィ
ンドウにも表示されます。[システム ステータス] パネルを最小化するには、パネル タイトル バーの右
上隅の最小化アイコン（ ）をクリックします。[システム ステータス] パネルを最大化するには、パネ
ル タイトル バーの右上隅の最大化アイコン（ ）をクリックします。新しいウィンドウで [システム ス
テータス] パネルを開くには、[新しいウィンドウで開く] アイコンをクリックします。

次のステータス情報を表示するには、[システム ステータス] パネルをカスタマイズします。

• 未確認イベント ステータス 特定のシステム収集における、クリティカル、メジャー、マイナー、
正常といった、未確認イベント ステータスの数を示します。番号は、具体的なステータスの状態に
あるイベントの詳細なリストへのハイパーリンクです。番号をクリックすると、イベント収集が具
体的なイベントおよび対応するシステムとともに表示されます。

• [ヘルス ステータス] 指定されたシステム収集における、クリティカル、メジャー、マイナー、正
常といった、システム ヘルス ステータスがあるシステムの数を示します。番号は、具体的なステー
タスの状態にあるシステムの詳細なリストへのハイパーリンクです。番号をクリックすると、具体
的なシステムを含むシステム収集が表示されます。デフォルトではヘルス ステータスは表示されま
せんが、表示されるように設定することもできます。

注記: [システム ヘルス ステータス情報] は、システム ヘルス ステータスを表示するようにカス
タマイズされている場合のみ表示されます。

• 警告 警告は、指定されたシステム収集が特定の条件を満たす場合に表示させるようにカスタマイ
ズできます。警告では、収集内の 1 つ以上のシステムが特定の条件を満たしていることがユーザに
通知されます。たとえば、ストレージ システムで未確認のクリティカルなイベントが発生した、シ
ステムがクリティカルなヘルス ステータスになっているなどの警告を受け取ることがあります。
[システム ステータス] パネルは頻繁に更新されるので、イベントを確認するか、収集からシステム
を削除するか、警告のカスタマイズを変更して非表示にするまで、警告は表示されます。[システム
ステータス] パネルを折り畳んでいても、警告が発生すると、警告を確認できるようにパネルが自
動的に開きます。パネルは、閉じることができますが、警告が有効である間は開きつづけます。パ
ネルを折り畳んだままにするには、警告の原因となっているイベントまたはシステム ステータスを
確認するか、警告が表示されないようにステータス表示を設定しなおす必要があります。

• ステータス アイコンの凡例 ステータス アイコンのリストを表示するには、[システム ステータ
ス] パネルの [汎用] をクリックします。凡例情報は別のウィンドウで表示され、閉じるまで開いた
ままになります。デフォルト ユーザ テンプレートの詳細については、「システム ステータス タイ
プ」を参照してください。

注記: ステータスを表示しないように [システム ステータス] パネルをカスタマイズすると、タイムス
タンプは表示されません。

[システム ステータス] パネルをカスタマイズするには、次のように操作します。
1. [システム ステータス] パネルの右上隅にある [カスタマイズ] をクリックします。[システム ステー

タスのカスタマイズ] ページが表示されます。
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2. 最初の [概要の表示] を選択し、[未確認イベント ステータス] または [ヘルス ステータス] を選択し
ます。

a. システム収集の [すべてのシステム] を選択するか、ドロップダウン リストから別のシステム
収集を選択します。

b. 必要であれば、[ラベル] を編集します。
3. 2 番目の [概要の表示] を選択し、[未確認イベント ステータス] または [ヘルス ステータス] を選択

します。

a. システム収集の [すべてのシステム] を選択するか、ドロップダウン リストから別のシステム
収集を選択します。

b. 必要であれば、[ラベル] を編集します。
4. [システムが次の条件に適合したら、アラートを表示します] を選択します。

a. [条件] を選択します。
b. システム収集の [すべてのシステム] を選択するか、ドロップダウン リストから別のシステム

収集を選択します。

c. 必要であれば、[ラベル] を編集します。
5. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。
注記：デフォルトの復元をクリックすると、カスタマイズ画面がデフォルトの状態に戻ります。デ
フォルトでは、未確認イベント ステータスだけがバナーに表示されます。ヘルス ステータスおよ
び警告は表示されません。すべての個人用情報は削除されます。

関連トピック

• システム ステータス パネルの拡大

• ホーム ページのナビゲート

• ホーム ページのカスタマイズ

• システム ステータス タイプ

システム ステータス パネルの拡大
システムやイベントのステータスを監視するために、[システム ステータス] パネルを拡大することがで
きます。[システム ステータス] パネルのタイトル バーにある [新しいウィンドウで開く] アイコンをク
リックすると、ステータス パネル ポップアップ ウィンドウが表示されます。このウィンドウは、クリッ
クしてウィンドウの端をドラッグするとサイズを変更できます。ウィンドウを手動で閉じるには、[ウィ
ンドウを閉じる] アイコンをクリックします。また、HP Systems Insight Manager（HP SIM）ウィンドウ
が閉じられるか、もしくは更新されると、このウィンドウは閉じます。ユーザが HP SIM からサインア
ウトしたときも同様です。

拡大したステータス パネル ウィンドウは、[システム ステータス] パネルによく似ています。システム
ステータス パネルでステータスが変更されると、ポップアップ ウィンドウも更新されます。ステータ
ス値のいずれかをクリックすると、HP SIM のメイン ウィンドウが表示され、対応する収集が表示され
ます。たとえば、メジャー ステータス値をクリックすると、[ステータスがメジャーになっているすべ
てのシステム] テーブル ビュー ページが表示されます。このウィンドウは、[システム ステータス] パネ
ルのカスタマイズ用のオプションを使用してカスタマイズできます。詳細については、「システム ス
テータス パネルのカスタマイズ」を参照してください。
以下では、表示される可能性のあるエラー メッセージを示します。

• HP Systems Insight Manager is not configured to display any status.（HP
Systems Insight Manager は、ステータスを表示するように設定されていません）

この問題を解決するには、ウィンドウを閉じて、[システム ステータス] パネルの表示をカスタマイ
ズし再起動してください。

• This window does not have a connection with the main HP Systems Insight
Manager window.（このウィンドウは、HP Systems Insight Manager のメイン ウィンド
ウに接続されていません）

この問題を解決するには、ウィンドウを閉じます。
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注記:  システムでポップアップ ブロッカーを設定して実行している場合は、ステータス パネル ポッ
プアップ ウィンドウが表示されないことがあります。ポップアップ ブロッカーを無効にするか、また
は HP SIM アプリケーションによるポップアップ ウィンドウを許可するように設定する必要がありま
す。

注記:  HP SIM でセッション タイムアウトが有効に設定されている場合は、セッションがタイムアウ
トすると、ステータス ポップアップ ウィンドウはステータスを表示しなくなります。

RSS 機能の使用
RSS（Really Simple Syndication）は、XML（eXtensible Markup Language）ベースのデータ フォーマット
で、アプリケーションや Web サイトが他のアプリケーションにコンテンツを提供するために使用でき
ます。HP SIM は、ニュースフィード プログラムで表示できる [システム ステータス] パネル情報をパブ
リッシュするために、RSS を使用します。
HP SIM では、globalsettings.props ファイルの rssFeedEnabled プロパティを変更すること
で、RSS 機能を有効にできます。この値を変更すると、ニュースリーダやアプリケーションで [システ
ム ステータス] パネル情報を表示できます。RSS を有効にするには、次のように操作します。
1. HP SIM サービスを停止します。
2. globalsettings.props ファイルで、rssFeedEnabled プロパティを True に設定します。ファ

イルは、次の位置にあります。

• Windows の場合。 通常、C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config\
globalsettings.props にあります。

• HP-UX および Linux の場合。 /etc/opt/mx/config/globalsettings.props にありま
す。

3. HP SIM サービスを再起動します。
4. http://< サーバの名前 >:280/RSS にアクセスして、現在の HP SIM ステータス値の XML 出力

を表示します。

ステップ 3 の URL は、RSS リーダで同じデータを表示するのに使用できます。
関連プロシージャ

• システム ステータス パネルのカスタマイズ

関連トピック

• ホーム ページのナビゲート

• ホーム ページのカスタマイズ

言語ロケールの設定
オペレーティング システム、コマンド シェル、または Web ブラウザで使用する言語やロケールを英語
と日本語のいずれかに設定して、HP Systems Insight Manager（HP SIM）を実行できます。中央管理サー
バ（CMS）と管理対象システムの両方で指定の言語をすべてサポートする必要があります。HP SIM で
使用するラベル、メニュー、ステータス、およびエラー メッセージのすべてが要求された言語で表示さ
れます。ブラウザの GUI は、Web ブラウザで選択されている言語で表示されます。また、CMS を通じ
て対話形式で実行されるツールおよびタスクには、ターゲット システムでコマンド ラインを使用して
ツールを実行する言語と同じ言語が使用されます。これにより、希望した言語を使用して Web ブラウ
ザがツールを実行したり、スケジュールされたタスクを作成したり、スケジュールされたタスクを手動
で実行したりできます。同様に、コマンド シェルの言語設定が、mxexec および mxtask のコマンド
ライン コマンドを通じて転送され、ターゲット システムでコマンド ラインを使用してツールを実行す
る場合に、ツールの実行、タスクの手動実行、スケジュールされたタスクの作成で使用する言語が設定
されます。

また、CMS は、どのユーザ セッションからも独立した別のロケール（CMS ロケール）を備えています
（「HP SIM の設定」を参照）。ファイルのログや自動イベント処理によって送信される Email メッセー
ジなど、どのセッションからも中立な一部の機能では、このロケールが継承されます。
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Web ブラウザの言語またはロケールの設定
ユーザが Web ブラウザを設定して使いたい言語を選択すると、HP SIM GUI 全体は英語または日本語で
表示されていても、HP SIM GUI はブラウザが要求する言語で日付と時刻を表示します。ブラウザのロ
ケールも言語の設定およびツールのコマンドを実行する Secure Shell（SSH）コマンド シェルのエンコー
ディングに使用できます。ブラウザのロケールは、スケジュールされたタスクの作成時にタスク内に保
存され、単一システム対応（SSA）ツールの場合はターゲット システム、マルチシステム対応（MSA）
ツールの場合は実行システムの言語およびエンコーディング設定に使用されます。タスクを手動で実行
する場合は、今回のタスクの手動実行（SSA ツールと MSA ツール）については、現在のブラウザのロ
ケールが、スケジュールされたタスクに設定してあるロケールを上書きします。

Internet Explorer で使用する言語の設定（日本語へ）
Internet Explorer で優先言語を日本語に設定するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[インターネット オプション]→[言語] を選択します。[言語の優先順位] ウィンドウが表示

されます。

2. 追加をクリックします。[言語の追加] ウィンドウが表示されます。
3. リストから 日本語 [ja] を選択します。
4. OK をクリックすると、言語の優先順位リストに日本語が追加されます。
5. 言語の優先順位リストで [日本語] を選択し、上へをクリックしてリストの一番上に移動します。ま

たは、リストに表示されている他の言語を選択して削除します。

6. OK をクリックします。すべてのウィンドウが閉じるまで OK をクリックします。

Mozilla で使用する言語の設定（日本語へ）
Mozilla で使用する優先言語に日本語を設定するには、次のように操作します。
1. [編集]→[設定] を選択します。[設定] ウィンドウが表示されます。
2. 左側の [カテゴリ] リストで、[Navigator] ドロップダウン リストを選択して開き、[言語] を選択し

ます。[言語] ビューが右側に表示されます。
3. 追加をクリックします。[言語を追加] ウィンドウが表示されます。
4. リストから 日本語 [ja] を選択します。
5. OK をクリックすると、言語の優先順位リストに日本語が追加されます。
6. 言語の優先順位リストで [日本語] を選択し、上へをクリックしてリストの一番上に移動します。ま

たは、リストに表示されている他の言語を選択して削除します。

7. OK をクリックして、設定を保存し、ウィンドウを閉じます。

Windows で使用する言語またはロケールの設定
HP SIM をインストールして日本語モードで実行するには、まず、現在のユーザの ロケールを [日本語]
に設定する必要があります。詳細については、「Windows XP の言語設定（日本語へ）」か「Windows
2000 のロケール設定（日本語へ）」を参照してください。これらのステップ終了後に HP SIM をイン
ストールすると、日本語の言語モードで起動します。HP SIM のインストールの詳細については、
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレー
ション ガイド』にある HP SIM のユーザ ガイドを参照し、ご使用のオペレーティング システム用のガ
イドを選択してください。

Windows XP の言語設定（日本語へ）
1. [スタート]→[コントロール パネル]→[地域と言語のオプション]→[詳細設定] を選択します。
2. [Unicode 対応でないプログラムの言語] の下で、[日本語] を選択します。
3. 変更内容を適用するには、適用をクリックします。

4. システムを再起動します。

システムが再起動したら、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて、chcp 932（日本語）および chcp
437（英語）を実行して、2 つの言語を切り替えます。HP SIM の CLI コマンドは Code ページを使用し
てどのロケールかを判定して、dir などのコマンド プロンプト コマンド実行のための出力をエンコー
ディングします。
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Windows 2000 のロケール設定（日本語へ）
1. [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[地域のオプション]→[全般] を選択します。
2. 既定値に設定をクリックします。[システム ロケールの選択] ウィンドウが表示されます。
3. ドロップダウン リストから、[日本語] を選択します。
4. OK をクリックします。
5. 適用をクリックします。

6. システムを再起動します。

システムが再起動したら、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて、chcp 932（日本語）および chcp
437（英語）を実行して、2 つの言語を切り替えます。HP SIM の CLI コマンドは Code ページを使用し
てどのロケールかを判定して、dir などのコマンド プロンプト コマンド実行のための出力をエンコー
ディングします。

HP-UX および Linux の言語設定
希望する言語と文字マップのエンコーディングのサポートが管理対象システム（SSA ツール用）と実行
システム（MSA ツール用、通常は CMS）にインストールされていることを確認します。言語設定を確
認するには、次のコマンドを実行します。

locale -a

必要な言語と文字マップのエンコーディングがリストされているかを確認します。これ以外に、X-Window
タイプのコマンド ツールを実行する場合は、X-Window アプリケーションの表示用に選択した X Display
の設定が、このアプリケーションと、要求された言語で必要なフォント リストを使用するようになって
いることを確認してください。Motif X Window アプリケーション（X クライアント）の場合は、表示を
希望する言語に CDE（Common Desktop Environment）を設定をするだけで準備できる場合があります。
X11 Motif または Gnome widget 用の X11 リソース ファイルのプロパティを、使用する言語とエンコー
ディング（例：日本語および SJIS）をサポートするフォントで設定されているフォント リストにセット
するか、X クライアントの X リソース ファイルの設定を、各アプリケーションで使用する特定のフォン
ト リストにセットする必要があります。このプロセスは一般に、xlsfonts を実行して、どのフォント
がインストールされているかを検索し、X アプリケーションでどの言語がサポートされているかを調べ、
アプリケーションが自身の app-defaults ファイルにフォントをどのように設定しているかを確認し
た後で、X クライアントの X Resource ファイル プロパティを編集してアプリケーションのフォント リ
スト プロパティを設定することを意味します。

HP SIM の設定
HP SIM は、次のロケールを制御するロケール設定より優先させるために修正できる設定ファイルを備え
ています。

• CMS のロケール 自動イベント処理タスクによって送信される CMS のログおよび Email で使用さ
れる言語に影響する、CMS のロケールです。

• ターゲット ロケール SSH によってリモート システムでコマンドを実行する際に使用されるロ
ケール、文字マップ エンコーディング、Code Page、および LANG 変数です。

この設定ファイルは、globalsettings.props という名前で次の位置にあります。

• Windows の場合。 C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config\
globalsettings.props.

• HP-UX および Linux の場合。 /etc/opt/mx/config/globalsettings.props.

CMS のロケール
デフォルトでは、CMS ロケールは、環境によって決定されます。HP-UX CMS では、"LANG=" in
"/etc/rc.config.d/LANG"を検索して、その設定を使用します。Linux CMS では、"LANG=" in
"/etc/sysconfig/i18n" and "/etc/sysconfig/language"を検索して、その設定を使用しま
す。Windows CMS では、Java™ 仮想マシンのデフォルトのロケール設定が使用されます。これは、HP
SIM のインストールに使用されたユーザ アカウントのロケール設定に基づいています。
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CMS によって使用されるロケールが希望するロケールと異なる場合は、globalsettings.props を
手動で編集し、希望するロケールの行（CMSLocale=en_US など）を追加して、CMS ロケールを変更
することができます。

ターゲット ロケール
HP SIM では、ロケールの文字マップのエンコーディングは、オペレーティング システムおよび言語の
種類によって異なる場合があります。HP SIM で各ターゲット システム（SSA ツールを実行）または各
実行システム（MSA ツール、通常は CMS）で使用するエンコーディングを選択可能にするために、
globalsettings.props ファイルに追加可能ないくつかのプロパティのフォーマットが定義されてい
ます。これらのプロパティで提供する文字マップ エンコーディングは、オペレーティング システムご
とに特定の言語を使用できるようにしたり、Windows ターゲットおよび実行システムでそれぞれの言語
を使用するための Code Page コードを指定します。また、Linux または HP-UX システムで、LANG 環境
変数のエンコーディングを定義するストリングも提供されます。また、一部のプロパティは、各オペレー
ティング システムでサポートされない言語に使用する内容を定義します。このようなプロパティ名の
フォーマットは次のようになります。

"TargetCharacterMapEncoding_" + language + "_" + os_name + "=" + encoding
“TargetCodePage_” + language or encoding + “_” + os_name + ”=” + code page
number "TargetLangEncoding” + encoding + “_” + os_name + “=” + encoding string

language には、言語の 2 つの文字コードを指定し、os_name には、サポートされているオペレーティ
ング システム（LINUX、HPUX、WINNT など）の大文字のキーワードを入れます。また、encoding に
は、オペレーティング システムの言語の文字マップ エンコーディングの正式名称を指定します。サポー
トされている名前は、Web ページ http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/intl/encoding.doc.html
の 2 列目に記載されています。
次のように入力します。

TargetCharacterMapEncoding_ja_LINUX=EUC_JP

TargetCharacterMapEncoding_??_LINUX=ISO8859_1-

TargetCharacterMapEncoding_ja_HPUX=SJIS

TargetCharacterMapEncoding_??_HPUX=ISO8859_1

TargetCharacterMapEncoding_ja_WINNT=SJIS

TargetCharacterMapEncoding_??_WINNT=ISO8859_1

TargetCodePage_ja_WINNT=932

TargetCodePage_??_WINNT=437

Windows ターゲット システムおよび実行システムについては、これらのプロパティを使用して、SSH
コマンド プロンプト シェルで chcp コマンドを実行するように選択し、Windows コマンド ライン コ
マンドを実行するための言語とエンコーディングを強制設定します。次に例を示します。

chcp 932（言語を日本語 Shift-JIS に強制設定）
chcp 437（言語を英語（US）にし、最低でも ISO-8859-1 サポートを適用するように強制設定）
Linux と HP-UX のターゲット システムおよび実行システムの場合は、エンコーディングをロケールと共
に使用して、ターゲット システムと実行システムの SSH シェル環境に定義される LANG 環境変数を定
義します。これらのオペレーティング システムで locale -a コマンドを実行すると、使用されている
値の例を見つけることができます。次に例を示します。

LANG=en_US.iso88591

（HP-UX 上での英語（US）、ISO-8859-1 エンコーディング）
LANG=ja_JP.SJIS

（HP-UX 上での日本語、Shift-JIS エンコーディング）
LANG=ja_JP.eucjp

（Linux 上での日本語、EUC-JP エンコーディング）
LANG=en_US.utf8

（Linux 上での英語（US）、UTF-8 エンコーディング）
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コマンド ライン インタフェース コマンドの使用
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、GUI 以外にコマンド ライン インタフェース（CLI）を備えて
います。GUI で実行可能な機能の多くが、CLI を介しても使用できます。
HP SIM コマンドは、中央管理サーバ（CMS）上の次の場所にインストールされています。

• HP-UX および Linux： /opt/mx/bin/

• Windows： C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin\

注記: HP SIM がデフォルトの場所にインストールされていない場合、Windows のパスは上記とは異
なります。

CLI コマンドの詳細については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/
infolibrary.html （英語）にある『 Infrasctucture management using the HP SIM command line interface』
ホワイト ペーパーおよび http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/
infolibrary.html （英語）にある『 HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』 を参照してく
ださい。

マンページ

UNIX システムのマンページの表示
HP-UX および Linux システムの man ユーティリティを使用して、CLI コマンド ライン使用方法マンペー
ジをフォーマットし、表示することができます。表示するマンページを指定するフォーマットは、「#
man [ sectionNumber ] ManpageName」です。

HP-UX

• CLI コマンド ライン使用方法マンページは、セクション 1M と示されています。

• CLI XML（Extensible Markup Language）使用方法マンページは、セクション 4 と示されています。

例：mxtask CLI のコマンド ライン使用方法または XML 使用方法を表示するには、以下のいずれかのコ
マンドを入力します。

• % man mxtask は、mxtask CLI のコマンド ライン使用方法を表示します。

• % man 1m mxtask は、mxtask CLI のコマンド ライン使用方法を表示します。

• % man 4 mxtask は、mxtask CLI の XML 使用方法を表示します。

Linux

• CLI コマンド ライン使用方法マンページは、セクション 8 と示されています。

• CLI XML 使用方法マンページは、セクション 4 と示されています。

例：mxtask CLI のコマンド ライン使用方法または XML 使用方法を表示するには、以下のいずれかのコ
マンドを入力します。

• # man mxtask は、mxtask CLI のコマンド ライン使用方法を表示します。

• # man 8 mxtask は、mxtask CLI のコマンド ライン使用方法を表示します。

• % man 4 mxtask は、mxtask CLI の XML 使用方法を表示します。

Windows システムのマンページの表示
HP SIM Windows マンページは次のフォルダにあります。Manager\hpwebadmin\webapps\mxhelp\
mxportal\en\man.マンページ ファイルをダブルクリックすると、Web ブラウザに内容が表示されま
す。

コマンド

次の表には、HP SIM コマンドの完全なリストがあります。これらのコマンドの詳細については、マン
ページ リンクをクリックして関連マンページを表示するか、または http://h18013.www1.hp.com/
products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 HP SIM 5.2 Command Line
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Interface Reference Guide』 を参照してください。このページに戻るには、ブラウザの [戻る] ボタンを
使用します。

注記: 次の表で、CLI コマンド ライン使用方法マンページのマンページ セクション番号は、オペレー
ティング システムによって異なります。CLI コマンド ライン使用方法マンページのセクション番号は、
HP-UX および Windows システムについては 1M、Linux システムについては 8 です。CLI XML 使用方法
マンページのセクション番号は、すべてのオペレーティング システムについて 4 です。

表示可能なマンページ機能コマンド

mcompile(1M, 8)mxmib コマンドを使用して HP SIM にイ
ンポートするために、SNMP 管理情報
ベース（MIB）ファイルを中間フォーマッ
ト（CFG）ファイルにコンパイルしま
す。

mcompile

mxagentconfig(1M, 8)中央管理サーバのパブリック キーをユー
ザの SSH キー ディレクトリにコピーし
てから、そのキーを認証済みキー ファイ
ルに追加して、管理対象ノードで Secure
Shell（SSH）を設定します。ユーザは、
管理対象システムで有効な SSH ユーザで
ないと、このコマンドを実行できません。

mxagentconfig

mxauth(1M, 8) ,
mxauth(4)

管理者権限があるユーザが、HP SIM 認証
を管理できるようにします。

mxauth

mxcert(1M, 8)新しい証明書を作成し、署名済みおよび
信頼済み証明書をインポートし、証明書
を削除し、証明書をリストし、証明書署
名要求を生成し、必要な信頼済み証明書
を示し、HP SIM 4.x から証明書をアップ
グレードし、パブリック証明書を [System
Management Homepage] の共有ディレク
トリと同期化させます。

mxcert

mxcollection(1M, 8) ,
mxcollection(4)

収集の追加、修正、削除、およびリスト
を行います。

注記： mxcollection XML ファイルの
コンポーネントとタグでは、大文字と小
文字が区別されます。

mxcollection

mxexec(1M, 8)関連引数による特定の HP SIM 管理対象
システムまたはシステム グループでの
HP SIM ツールの実行、実行中のツールの
ステータスに関する確認、および管理者
権限を持つユーザによる実行中のタスク
の停止やキャンセルを行います。

mxexec

mxgetdbinfo(1M, 8)HP SIM データベースに関する情報を表示
します。

mxgetdbinfo

mxgethostname(1M, 8)HP SIM 内のローカル ホストの名前、IP
アドレス、または情報を出力します。

mxgethostname

mxglobalprotocolsettings(1M, 8)
mxglobalprotocolsettings(4)

XML ファイルまたはコマンド ラインから
のグローバル プロトコル設定を管理しま
す。このコマンドにより、プロトコル設
定が詳細フォーマットまたは XML フォー
マットでリストされます。

mxglobalprotocolsettings

mxglobalsettings(1M, 8)HP SIM のグローバル設定を管理します。mxglobalsettings

mxinitconfig(1M, 8)CMS の初期設定を実行します。
注記：パフォーマンスが低下する可能性
があるので、HP SIM を設定した後に
mxinitconfig を実行することはおすす
めしません。

mxinitconfig

mxlog(1M, 8)ログ ファイルまたは標準出力にエントリ
を記録します。

mxlog
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表示可能なマンページ機能コマンド

mxmib(1M, 8)HP SIM の MIB のリストに関する追加、
削除、および処理を行い、登録された
MIB と特定の登録された MIB のトラップ
をリストします。

mxmib

mxngroup(1M, 8) ,
mxngroup(4)

HP Systems Insight Manager のシステム
グループの作成、変更、削除、およびリ
ストができるようにします。

mxngroup

mxnode(1M, 8) ,
mxnode(4)

HP SIM におけるシステムの追加、修正、
識別、削除、またはリストを行います。

mxnode

mxnodesecurity(1M, 8) ,
mxnodesecurity(4)

SNMP プロトコルと Web ベース エン
タープライズ管理（WBEM）プロトコル
のセキュリティ証明書の追加、修正、ま
たは削除を行います。また、WBEM で使
用する証明書を確認します。

mxnodesecurity

mxoracleconfig(1M, 8)Oracle データベースを使用するように
HP SIM を設定ができるようにします。
データベースは初期化されません。

mxoracleconfig

mxpassword(1M, 8)HP Systems Insight Manager に保存され
ているパスワードの追加、リスト、修正、
または削除を行います。パスワードは、
読みやすいように平文で表示されます。

mxpassword

mxquery(1M, 8) ,
mxquery(4)

HP Systems Insight Manager のクエリに
おける追加、リスト、修正、または削除
を行います。

注記：mxcollection があるので、
mxquery でのカテゴリの使用は廃止され
ました。このリリースでは、mxquery で
cat を使用することができますが、収集
（以前のクエリ）の作成や操作には
mxcollection を使用してください。

mxquery

mxreport(1M, 8) ,
mxreport(4)

必要な権限を持つユーザが、レポートの
実行や、レポートの追加、削除、および
リストや、カテゴリのレポート作成がで
きるようにします。

mxreport

mxstart(1M, 8)HP SIM デーモンを起動します。mxstart

mxstm(1M, 8)システム タイプ管理ルールの追加、削
除、およびリストを行います。

mxstm

mxstop(1M, 8)HP SIM デーモンを停止します。mxstop

mxtask(1M, 8) ,
mxtask(4)

コマンド ラインまたは外部 XML ファイ
ルを使用して HP SIM がスケジュールし
たタスクのリスト、実行、削除、作成、
および所有権の変更を行います。

mxtask

mxtool(1M, 8) ,
mxtool(4)

HP SIM ツールの追加、リスト、変更、ま
たは削除ができるようにします。

mxtool

mxtoolbox(1M, 8) ,
mxtoolbox(4)

管理者権限があるユーザが、HP SIM ツー
ルボックスの追加、名前変更、記述、無
効化、有効化、削除、およびリストがで
きるようにします。

mxtoolbox

mxuser(1M, 8) ,
mxuser(4)

HP SIM におけるユーザの追加、修正、削
除、またはリストを行います。作成した
ユーザやユーザ グループに権限を割り当
てられるようにします。

mxuser

mxwbemsub(1M, 8)CMS によって管理されるシステムから
WBEM イベント予約を追加、リスト、削
除または移動できるようにします。この
コマンドを使用するは、管理者権限があ
るユーザのみがアクセスできるファイル
にアクセスする必要があります。

mxwbemsub
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コマンドの入力

権限

HP-UX や Linux の CMS では、任意の有効な HP SIM ユーザとしてオペレーティング システムにログイ
ンし、CLI を使用することができます（すべてのユーザがすべての CLI 機能を使用できるわけではなく、
一部の機能は、CMS で管理者権限またはオペレータ設定権限があるユーザのみが使用できます）。
Windows CMS では、ユーザがローカルの Administrator グループのメンバでないと、使用できないコマ
ンドがあります。該当するコマンドは、次のとおりです。

• mxagentconfig

• mxauth

• mxcert

• mxcollection

• mxexec

• mxglobalprotocolsettings

• mxglobalsettings

• mxlog

• mxmib

• mxngroup

• mxnode

• mxquery

• mxreport

• mxstm

• mxtask

• mxtool

• mxtoolbox

• mxuser

• mxwbemsub

Windows CMS では、ローカル Administrator グループのメンバでないユーザが上記の CLI コマンドのい
ずれかを実行する場合は、--user ユーザ名および--pass パスワードオプションを追加します。た
とえば、1 つまたは複数の認証をコンパクト形式、または表形式でリストするには、mxauth [-lt]
--user ユーザ名 --pass パスワードと入力してください。

Linux または HP-UX CMS では、コマンドに ––user ユーザ名および ––pass パスワードオプション
を追加すると、サインインしたアカウントとは別のアカウントで実行することができます。たとえば、
オペレータ権限を持っているユーザが（管理者権限が必要な）入力ファイルを指定して複数の認証を削
除する場合は、mxauth -a|r -f ファイル名 ––user ユーザ名 ––pass パスワードと入力します。
この際、管理者権限を持つユーザのサインイン情報を使用してください。

引用符

スペースまたは特殊文字を含む文字列とともに CLI コマンドを入力する場合は、文字列を引用符で囲む
必要があります。次に例を示します。mxreport -l -x report -n "Inventory - Servers"

関連トピック

• サイン イン

• サイン アウト
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リソース ライブラリ
この項では、タスクの実行、問題のトラブルシューティング、さまざまな機能の学習などに役立つ HP
Systems Insight Manager（HP SIM）の資料へのリンクを提供します。

• HP 環境でのソフトウェア メンテナンスの自動化
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP 環境におけるソフトウェアのメンテ
ナンスの自動化』を参照してください。

• HP SIM システム名の変更
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager のシステム
名の変更』を参照してください。

• HP SIM による SNMP MIB のコンパイルおよびカスタマイズ
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Compiling and customizing SNMP MIBs with HP SIM』 ホワイト ペーパーを参照してくださ
い。

• エージェントの設定および修復

詳細については、「エージェントの設定および修復」を参照してください。

• HP SIM 用カスタム ツール定義ファイルの作成
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Creating custom tool definition files for HP SIM』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• MSCS クラスタへの HP SIM のインストール
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Deploying HP SIM 5.x on MSCS Clusters』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• 小規模 Windows 環境での HP SIM 5.0 の使用開始手順
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Getting started with HP SIM in a smaller Windows environment』 ホワイト ペーパーを参照して
ください。

• System Management Homepage の（HP SIM を使用しない）個別インストール
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP System Management Homepage イ
ンストール ガイド』を参照してください。

• バージョン コントロールの（HP SIM を使用しない）個別インストール
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール インストー
ル ガイド』を参照してください。

• HP ProLiant Essentials HP Performance Management Pack データ マイグレーション ツールのインス
トールおよび使用

http://www.hp.com/products/pmp にある『 HP ProLiant Essentials Performance Management Pack
データ マイグレーション ツール インストール/ユーザ ガイド』を参照してください。

• HP SIM のインストール
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インス
トレーション ガイド』にある HP SIM のユーザ ガイドを参照してください。ご使用のオペレーティ
ング システム用のガイドを選択してください。

• HP SIM コマンド ライン インタフェースの使用
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』 を参照してください。

• ProLiant または Integrity Support Pack に関するさらなる学習

HP ProLiant Support Pack の詳細については、http://www.hp.com/jp/manual を参照してくだ
さい。

•
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• HP ProLiant Support Pack のダウンロード方法については、http://www.hp.com/servers/swdrivers
（英語）を参照してください。

• Integrity Support Pack のダウンロード方法については、http://www.hp.com/support/
itaniumservers （英語）を参照してください。

• ProLiant リモート デプロイメント ユーティリティのさらなる学習
ProLiant リモート デプロイメント ユーティリティの詳細については、http://h18013.www1.hp.com/
manage/rdu.html （英語）を参照してください。

• HP SIM による HP-UX システム用の WBEM イベント予約の管理
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 WBEM subscriptions in HP SIM』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• HP SIM によるファイアウォール経由での HP サーバの管理
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Managing HP servers through firewalls with HP SIM 5.x』 ホワイト ペーパーを参照してくださ
い。

• HP SIM への手動マイグレーション
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Migrating from Insight Manager 7 to HP SIM 4.2』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• MIB サポート - Out of the Box
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/dl_windows.html#windows
（英語）にある『 HP Insight Management MIB update kit for HP SIM』 を参照してください。

• 新しいシステムへの HP SIM の移動
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Moving HP SIM 5.1 to a new Windows system』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• HP ドライバ、サポート、およびセキュリティ警告と、HP 製品用にカスタマイズされたソフトウェ
ア アップデートの受け取り
http://www.hp.com/go/subscribe-gate1 （英語）を参照してください。

• 管理対象システムのセットアップ

「管理対象システムのセットアップ」を参照してください。

• 技術資料

http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager ユーザ ガ
イド』を参照してください。

• HP SIM への移行
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Migrating from Compaq Insight Manager (WIN32) to HP SIM』 ホワイト ペーパーを参照して
ください。

• HP SIM セキュリティに関する理解
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Understanding HP SIM 5.0 security』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• HP ProLiant Essentials Server Migration Pack の使用
http://www.hp.com/products/pmp （英語）にある『 HP ProLiant Essentials Server Migration Pack
User Guide』 を参照してください。

• HP SIM での Secure Shell（SSH）の使用
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Secure Shell (SSH) in HP SIM 5.x』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• HP OpenView の使用
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http://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 HP SIM 5.1 and HP OpenView Select Access』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• HP StorageWorks Management Software による HP SIM の使用
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00057439/c00057439.pdf （英
語）にある『 Using HP Systems Insight Manager with HP StorageWorks Management Software』 ホ
ワイト ペーパーを参照してください。

• PDF 形式での HP SIM のオンライン ヘルプ全体の表示
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 ユーザ
ガイド』 を参照してください。

• オンラインでの HP SIM の Read Me ファイルの表示
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 用 Read
Me』 を参照してください。

• PDF 形式での System Management Homepage のオンライン ヘルプ全体の表示
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP System Management Homepage 製
品概要』を参照してください。

• PDF 形式での HP バージョン コントロール エージェントのオンライン ヘルプ全体の表示
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール エージェ
ント製品概要』を参照してください。

• PDF 形式での HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャのオンライン ヘルプ全体の表示
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャ』を参照してください。

関連トピック

• トラブルシューティング

• お使いになる前に

• パートナー アプリケーション
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第5章検出と識別
検出とは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）が中央管理サーバ（CMS）から管理できるようにす
るために、管理ドメイン内のシステムを見つけるプロセスのことです。

検出には、次の 2 種類があります。

• 自動検出  HP SIM が、ネットワーク上のシステムを検出および識別し、その情報を使ってデータ
ベースを作成するプロセス。データの収集およびシステム ヘルス ステータスの追跡を行うには、
最初にシステムを検出する必要がある。自動検出のプライマリ ソースは、自動検出タスク ページ
で設定される ping 検出。他のソースとして、不明システムから、またはサーバに関する情報を持
つ管理プロセッサからの受信イベントが使用される場合もある。識別は、検出されたシステムにつ
いて自動的に実行される。

• 手動検出 手動検出とは、自動的なフル検出を実行せずに、単一または複数のシステムをデータ
ベースに追加して、HP SIM データベースの hosts ファイルを作成またはインポートし、さらに汎用
の hosts ファイルを作成またはインポートするプロセスを指します。

検出を実行できるのは、管理者権限があるユーザだけです。

自動検出
[システムからイベントを受信した場合、自動的にそのシステムを検出] オプションは、デフォルトで無
効になっていますが、[すべての検出のための一般設定] セクションで選択して有効にすることができま
す。検出を実行するには、[オプション]→[検出] を選択し、デフォルト タスクを選んで 有効をクリック
して、デフォルトのシステム自動検出タスクを有効にする必要があります。このタスクを編集し、IP 範
囲が正しいことを確認することをおすすめします。

この [すべての検出のための一般設定] セクションにアクセスするには、[オプション]→[検出] を選択し、
[自動] タブをクリックし、[一般設定] をクリックします。セクションの、紹介ページの [インストール
を完了するために以下をすぐに実行してください] で [自動] をクリックするか、または [ホーム] ページ
の [管理] セクションにある [検出] をクリックします。
また、有効の代わりに 編集をクリックし、タスクを編集して保存することもできます。[スケジュール]
セクションで、[毎回、自動的に検出を実行] を選択して、検出時間を設定してください。自動検出を無
効にした場合、[検出] ページで選択して有効にするまで、新しい自動検出が実行されることはありませ
ん。また、いつでも手動検出を実行できます。自動検出のスケジュール設定の詳細については、「自動
検出の設定」を参照してください。

HP SIM は、インターネット プロトコル（IP）を使用して、自動検出を実行します。

インターネット プロトコル
HP SIM は、リストされたアドレス範囲でシステムを ping した際、IP を実行しているシステムを検出し
ます。デフォルトは、ローカル サブネットであり、その範囲は HP SIM が動作するシステムに割り当て
られた IP アドレスに対応します。ネットワークのその他のシステムやセグメントを HP SIM に検出させ
るには、アドレス リストを変更します。
[グローバル プロトコル設定] ページの [デフォルト HTTP 設定] セクションで HTTP を有効にしないと、
Web エージェントは検出されません。HTTP を有効にするには、「グローバル プロトコル設定」を参照
してください。自動検出でクラスタを検出できるようにするには、クラスタの IP アドレスおよびすべて
のノードのアドレスを [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファ
イル] セクションのリストに掲載する必要があります。[設定] セクションにアクセスするには、[自動]
タブをクリックし、新しい検出タスクについては 新規、既存の検出タスクを編集する場合は 編集をク
リックします。

HP SIM は、システムから取得した、システムのグローバル ユニーク識別子を使用して、複数の IP アド
レスを含む HP システムを識別します。ユニーク識別子を取得できない場合は、各 IP について、システ
ムの完全修飾ドメイン ネーム サービス（DNS）名が使用されます。各 IP アドレスに対して、システム
が解決されるようにするには、完全修飾 DNS 名が一致する必要があります。
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イベント ベースの自動検出
イベント ベースの自動検出は、デフォルトで無効になっています。この機能を有効にするには、[シス
テムからイベントを受信した場合、自動的にそのシステムを検出] を選択します。これにより、SNMP
トラップ、WBEM 表示、その他のイベントを送信するシステムのうち、データベースで IP アドレスが
一致しないものが、イベント ベースの自動検出によって HP SIM に追加されます。[ping 除外範囲、テ
ンプレートもしくは hosts ファイル] オプションを使用すると、イベント ベース自動検出から除外する
IP アドレスを入力できます。[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] の [グロー
バル プロトコル設定] ページで SNMP が無効にされていると、SNMP トラップは無視されます。WBEM
が無効にされていると、WBEM 表示も無視されます。

注記: SNMP 認証エラー トラップを除き、すべてのトラップで、自動検出が実行されます。

検出テンプレート

検出テンプレートは、自動検出によって使用されるファイルであり、[Ping 包括範囲、システム（ホス
ト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールドや [ping 除外範囲、テンプレートもし
くは hosts ファイル] フィールドにアドレスを直接入力する代わりとなります。テンプレートにより、
自動検出のスコープを迅速に変更できるようになります。テンプレートは、検出が実行されるたびに使
用されます。検出テンプレート セクションにアクセスするには、[検出] ページから [自動] タブをクリッ
クし、[テンプレートの管理] をクリックします。
たとえば、広範囲のアドレスに対して ping を実行する場合、あまり検出されない、広範囲のアドレスを
持つ検出テンプレートを設定できます。必要な場合は、テンプレートを使用して、[検出の編集] セクショ
ンの [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールド
に入力できます。このセクションにアクセスするには、[オプション]→[検出] を選択し、[自動] タブを
クリックし、編集をクリックします。 また、テンプレートを使用すると、アドレスを切り取って貼り付
けたり、手動で範囲を入力したりする手間をかけず、迅速に検出スコープを変更できます。

検出テンプレートの作成後、自動検出でそのテンプレートを参照するには、[Ping 包括範囲、システム
（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールドか [ping 除外範囲、テンプレー
トもしくは hosts ファイル] フィールドで @template_name と入力します。詳細については、「IP 範
囲」を参照してください。

注記: 検出は、複数のスケジュールおよび設定（範囲）をサポートするようになりました。このため、
テンプレートの必要性は、大幅に減少しています。検出テンプレートを使用する代わりに、いくつかの
異なる検出スケジュールおよび設定を活用することをおすすめします。

注記: 1 つの検出テンプレートに包括範囲と除外範囲の両方を入れることはできません。自動検出の各
フィールドに使用するテンプレートは、個別に作成する必要があります。テンプレート ファイルをネス
トすることはできません。つまり、@template_name の参照で、あるテンプレート ファイルに別のテ
ンプレート ファイル名を含めることはできません。

自動検出を設定するとき、検出テンプレートのフォーマットは、[Ping 包括範囲、システム（ホスト）
名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールドと [ping 除外範囲、テンプレートもしくは
hosts ファイル] フィールドで使用するフォーマットと同じです。
検出テンプレートにアクセスするには、[検出] ページの [すべての自動検出に対して] セクションの下に
ある [テンプレートの管理] をクリックします。検出テンプレート ファイルの作成方法については、「検
出テンプレートの管理」を参照してください。

初回検出
検出は、以下の方法で開始できます。

• [検出]→[自動] ページで、検出タスクを選択し、編集をクリックして環境に合わせて検出タスクを
設定してから、すぐに実行をクリックして、検出をただちに実行します。ただちにプロセスが開始
されます。システムが検出され、検出プロセスが終了するまで、検出の進行状況が更新されます。

• 十分な時間をかけて完全な検出と識別を実行します。これにかかる時間は、ネットワーク、帯域
幅、および検出設定値によって異なります。ほとんどの場合、検出プロセスはネットワークに対し
て ping を実行し、すべてのシステムを検出します。

94 検出と識別



後続検出
[検出]→[自動] ページからは、いつでも検出を実行できます。初回以後の検出では、照会するサブネッ
トやシステム、および検出スケジュールを指定できます。

最も包括的な検出と識別を行うには、[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定]
ページで、SNMP、デスクトップ管理インタフェース（DMI）、Web ベース エンタープライズ管理
（WBEM）、HTTP のすべてをプロトコルとして選択します。[グローバル プロトコル設定] ページでは、
デフォルトのコミュニティ名と WBEM パスワードを設定します。詳細については、「グローバル プロ
トコル」を参照してください。

ステータス表示は、検出の実行中、[最後に実行] 列に [実行] と表示され、処理の進行状況、ping 試行
の回数、処理済みシステムの数も表示されます。処理済みシステムとは、識別が完了した IP アドレスま
たは応答しないことが判明した IP アドレスを含むシステムのことです。ただし、処理済みシステムは、
データベースに追加されているとはかぎりません。

手動検出
手動検出では、完全な検出を実行せずに、次のタスクを実行できます。

• 1 つのシステムを HP SIM データベースに追加。

• 複数のシステムを hosts ファイルを介して HP SIM データベースに追加。

• HP SIM の hosts ファイルの作成とインポート。

• Insight マネージャ（WIN32）で作成したかエクスポートされた hosts ファイルのインポート（hosts
ファイルは、システムの追加またはシステム情報の復元プロセスを自動化します）。

• システムの追加またはシステム情報の復元プロセスを自動化するための汎用 hosts ファイルの作成
またはインポート。

• 物理的にネットワークに接続する前にシステムを設定。

システムは、システム名として IP アドレスを使用してデータベースに追加されます。システムが
ネットワークに接続され識別が実行された後で、システム名は、IP アドレスではなく、システムの
名前で更新されます。

手動検出ページにアクセスするには、次のように操作します。

• [オプション]→[検出] を選択し、[手動] タブをクリックします。

• 紹介ページの [インストールを完了するために以下をすぐに実行してください] セクションで [手動]
をクリックします。

• [ホーム] ページの [管理] セクションで、[検出] をクリックします。

hosts ファイル
hosts ファイルは、複数のシステムを HP Systems Insight Manager（HP SIM） データベースに手動で追加
するために手動検出により使用され、通常、システムをインポートするために一度だけ使用されます。
既存の hosts ファイル、HP SIM データベースから作成したファイル、または HP SIM のエクスポート済
み hosts ファイルを、システム追加のベースとして使用できます。一般的に、このファイルはシステム
名、その IP アドレス、およびシステムで使用される任意のエイリアス名のリストを含みます。
hosts ファイルをインポートすることによって、ただちに検出を行う必要がなくなります。たとえば、深
刻なシステム障害の場合は、管理環境を再設定するベースとしてバックアップした hosts ファイルをイ
ンポートし、データベースを自動的に再作成します。hosts ファイル ユーティリティを使用してシステ
ムを追加しても、データベースのシステムは置き換わりません。たとえば、hosts ファイルにリストされ
ているシステムの IP アドレスが、既存のシステムと同じ IP アドレスである場合、この重複は無視され
ます。データベースにすでに存在しているシステムは変更されません。

hosts ファイルは、次のソースからインポートできます。

• システム データをインポートしたり、hosts ファイルを作成したり、選択に従ってデータ タイプを
並べ替えたりする HP SIM データベース。

• 既存 hosts ファイルを含む別のシステム。

hosts ファイルの作成や管理には、[検出] ページの [hosts ファイル] タブをクリックしてください。
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1 つのシステムを追加するオプション
• システムの IP アドレスかホスト名を調べます。いずれかを認識していれば、HP SIM はネットワー

クの DNS（ドメイン ネーム サービス）で情報を検証することによって、もう一方を検出すること
ができます。

• クラスタとそのノードを追加するには、それぞれの IP アドレスを個別に入力します。

• システム タイプ、システム サブタイプ、または Web ベース エンタープライズ管理証明書と、製
品モデルを設定するかどうかを決めます。

• [システム プロトコル設定] ページでシステムの [Web ベース エンタープライズ管理設定] を指定し
ます。[下で指定した値を使用] を選択し、適切なユーザ名とパスワードを入力することによって、
デフォルトのユーザ名とパスワードを上書きすることができます。

• このシステムの SNMP 設定が一意であるか、またはグローバル検出設定に一致するかどうかを指
定します。現在のシステムのデフォルト設定が表示されます。デフォルト設定を上書きして異なる
値を指定する場合、そのコミュニティ名は、システムでサポートされている必要があります。その
コミュニティ名がサポートされていない場合、いずれかのデフォルト設定がサポートされていれ
ば、HP SIM はデフォルト値に戻ります。単一システムを手動で追加する場合は、次の設定を変更
できます。

HP SIM がシステムに要求を送信したときに SNMP 応答を待機
する時間。デフォルトのタイムアウト値が表示されます。時間
内に応答を受信しなかった場合、HP SIM は、そのシステムが
SNMP をサポートしていないと判断する場合があります。この
値を小さくすると試行の頻度が増加するため、ネットワーク ト
ラフィックが増えることがあります。この値は慎重に変更して
ください。通常、LAN の場合は、この値を 3 秒にすることが
有効ですが、システムが WAN 経由で接続されている場合は、
より大きな値（10 秒など）で試してください。

タイムアウト

システムとの通信を最初に試行した後、試行をやめるまでの追
加試行回数。

再試行回数

コミュニティ名は管理対象システムと CMS 間のやり取りを許
可したり禁止したりする認証を設定します。CMS のコミュニ
ティ名は、管理対象システムのコミュニティ名と対応する必要
があります。読み取り専用コミュニティ名を使用し、変数を読
み取ります。書き込みコミュニティ名を使用し、変数を修正し
ます。1 回の通信の試行に有効なコミュニティは 1 つのみです
が、1 つのシステムは複数のコミュニティに属することができ
ます。ただし、HP SIM は、システムと通信する際に 1 つのコ
ミュニティ名しか使用しません。

コミュニティ名

注記: 単一システムの手動での追加に IP アドレスを使用した場合、適切にシステム名に解決されない
と、名前は GUI に表示されません。

1 つのシステムをデータベースに追加する手順については、「システムの手動追加」を参照してくださ
い。

関連プロシージャ

• 自動検出の設定

• 自動検出一般設定の指定

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの無効化または有効化

• 検出タスクの削除

• 検出タスクの実行

• 新規検出テンプレート ファイルの作成

• 検出テンプレートの編集

• 検出テンプレートの削除

• システムの手動追加
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• 新規 hosts ファイルの作成

• hosts ファイルの編集

• hosts ファイルの削除

• HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加

関連トピック

• hosts ファイルの管理

• 検出テンプレートの管理

• 識別

• 検出フィルタ

• データ収集

• ステータス ポーリング

• プロトコル

• 検出と識別

自動検出の設定
[検出] ページの [自動] タブにアクセスすると、テーブルに、使用できるすべての検出タスクの一覧が表
示されます。検出の複数のインスタンスを、各インスタンスに独自のスケジュールと包括範囲を指定し
て、設定できます。検出タスクを実行すると、[最後に実行] 列が更新され、処理の完了率などの進行状
況が表示されます。

自動検出と処理の進行状況は、2 つの係数の割り合いによって計算されます。ping 検出（各ホストに対
して実行）はプロセスの 10%、システム識別は 90% です。ある IP アドレスについてホストが見つから
ない場合、システム識別は完了したと判断されます。たとえば、検出範囲に 100 台のホストがあり、そ
の内の 50 台に ping を行って識別できたホストが 10 台だけだった場合、進行状況は次のように計算さ
れます。50/100×0.10＝0.05（ping 検出） 10/100×0.90＝0.09（識別） 0.05＋0.09＝0.14×100＝
14%（全体の進行状況）

注記: 一度に複数の検出タスクを実行することはできません。複数の検出タスクを選択した場合、現
在実行されているタスクが完了するまでは、[最後に実行] 列の進行状況は 0% のままで変わりません。

[すべての自動検出に対して] セクションの下には、次のオプションがあります。

• 一般設定 すべての検出タスクに適用される設定に使用します。詳細については、「自動検出一般
設定の指定」を参照してください。

• テンプレートの管理 検出テンプレートの管理に使用します。詳細については、「検出テンプレー
トの管理」を参照してください。

• グローバル プロトコル設定の指定 グローバル プロトコル設定の指定に使用します。詳細につい
ては、「グローバル プロトコル設定」を参照してください。
注記：クラスタを正しく検出するには、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で正しいセキュリ
ティ設定を使用して SNMP を有効にし、ターゲット システム上で実行する必要があります。
注記：デスクトップ管理インタフェース（DMI）識別は、Windows および HP-UX ベースの中央管
理サーバ（CMS）インストレーションでのみサポートされ、同様のオペレーティング システムだ
けが識別されます。たとえば、Windows ベースの CMS は Windows ベースの DMI システムだけ
を識別し、HP-UX ベースの CMS は HP-UX ベースの DMI システムだけを識別します。

[自動] タブからも、以下の操作を実行できます。

• 新しい検出タスクの作成。 新規をクリックすると、[新規検出] セクションが表示されます。詳細
については、「新規検出タスクの作成」を参照してください。

• 既存検出タスクの編集。 テーブルからタスクを選択し、編集をクリックします。[検出の編集] セ
クションが表示されます。詳細については、「検出タスクの編集」を参照してください。
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• 検出タスクの有効化または無効化。 タスクを選択し、無効をクリックして、有効になっているタ
スクのスケジュールを無効にします。タスクが無効な場合は、ボタンが 有効に変わります。タスク
の自動実行を再開するには、有効をクリックします。詳細については、「検出タスクの無効化また
は有効化」を参照してください。

• 既存検出タスクの削除。 テーブルからタスクを選択し、削除をクリックします。詳細について
は、「検出タスクの削除」を参照してください。

• 検出タスクの実行。 実行するタスクを選択して、すぐに実行をクリックします。タスクが実行さ
れている場合は、すぐに実行ボタンが 停止ボタンに変わります。詳細については、「検出タスクの
実行」を参照してください。

注記: 2 つのタスクを同時に実行することはできません。このため、最初のタスクが完了するま
では、2 つ目のタスクの進行状況は 0% と表示されます。

• 実行中の検出タスクを停止する。 実行中のタスクを選択し、停止をクリックします。詳細につい
ては、「検出タスクの実行」を参照してください。

• HP Storage Essentials 検出ステータスの表示。 HP Storage Essentials がインストールされている場
合は、検出ステータスが、HP Storage Essentials 検出ログへのリンクとともに表示されます。

• HP Storage Essentials グローバル アプリケーション設定の指定。 HP Storage Essentials がインス
トールされている場合は、[自動] タブに HP Storage Essentials グローバル アプリケーション設定コ
ンフィギュレーション ページへのリンクが表示されます。

関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの無効化または有効化

• 検出タスクの削除

• 検出タスクの実行

• 新規検出テンプレート ファイルの作成

• 検出テンプレートの編集

• 検出テンプレートの削除

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• 検出と識別

• 検出テンプレートの管理

• IP 範囲

新規検出タスクの作成

HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、デフォルトの検出タスクが 1 つ（システム自動検出）最
初から含まれていますが、指定したシステムを検出するために新しい検出タスクを作成することもでき
ます。たとえば、特定のアドレス範囲に属するシステムを検出したい場合は、指定した ping 包括範囲、
テンプレート、または hosts ファイルを使用して、予定した時間に実行されるようにタスクを設定でき
ます。

検出タスクを作成するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま
す。

2. 新規をクリックして、新しい検出タスクを作成します。[新規検出] セクションが表示されます。
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3. [名前] フィールドに、タスクの名前を入力します。これは必須フィールドです。
4. [スケジュール] セクションで [毎回、自動的に検出を実行] を選択し、タスクの実行頻度を入力しま

す。デフォルトの頻度は、1 日 1 回です。[毎回、自動的に検出を実行] オプションの選択を解除す
ると、タスクは作成後無効になります。

5. [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールド
で、ping の対象範囲に含める IP アドレスを指定します。このタスクを使用して SMI-S ストレージ
システムを検出したい場合は、各 SMI CIMOM の IP アドレスも指定してください。簡単なホスト
名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名も入力できますが、ホスト名の範囲を入力する
ことはできません。IP アドレス範囲の入力について詳しくは、「IP 範囲」を参照してください。既
存の hosts ファイルを使用する場合は、$< ホスト ファイル名 > という形式で hosts ファイル名を
入力します。

hosts ファイルを使用する場合は、アクセス可能で検出フィルタの条件を満たすシステムだけがデー
タベースに追加されます。

6. タスクを保存するには、OK をクリックします。[新規検出] セクションを閉じ、設定を保存しない
場合は キャンセルをクリックします。
注記：多数のシステムを選択していると、「自動検出タスクは多数のアドレスで設定されています
[アドレス数]」というメッセージが表示されます。このまま先に進むには、OK をクリックします。
IP アドレス範囲を変更するには、キャンセルをクリックします。
注記： [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] ボッ
クスにテキストを入力するまでは、OK ボタンは無効です。

コマンド ライン インタフェースを使用した自動検出タスクの作成
管理者権限があるユーザは、mxtask コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
自動検出タスクを作成できます。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの無効化または有効化

• 検出タスクの削除

• 検出タスクの実行

関連トピック

• 検出と識別

• IP 範囲
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検出タスクの編集

既存の検出タスクを編集するとき、すべてのフィールドに既存の情報が入力されているため、編集した
いフィールドだけを編集できます。

既存検出タスクを編集するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま
す。

2. 編集するタスクを選択し、編集をクリックします。[検出の編集] セクションが表示されます。
3. [名前] フィールドに、タスクの名前を入力します。これは必須フィールドです。
4. [スケジュール] セクションで [毎回、自動的に検出を実行] を選択し、タスクの実行頻度を入力しま

す。デフォルトの頻度は、1 日 1 回です。[毎回、自動的に検出を実行] オプションの選択を解除す
ると、タスクは作成後無効になります。

5. [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールド
で、ping の対象範囲に含める IP アドレスを指定します。このタスクを使用して SMI-S ストレージ
システムを検出したい場合は、各 SMI CIMOM の IP アドレスも指定してください。簡単なホスト
名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名も入力できますが、ホスト名の範囲を入力する
ことはできません。IP アドレス範囲の入力について詳しくは、「IP 範囲」を参照してください。既
存の hosts ファイルを使用する場合は、$< ホスト ファイル名 > という形式で hosts ファイル名を
入力します。

hosts ファイルを使用する場合は、アクセス可能で検出フィルタの条件を満たすシステムだけがデー
タベースに追加されます。

6. タスクを保存するには、OK をクリックします。[新規検出] セクションを閉じ、設定を保存しない
場合は キャンセルをクリックします。
注記：多数のシステムを選択していると、「自動検出タスクは多数のアドレスで設定されています
[アドレス数]」というメッセージが表示されます。このまま先に進むには、OK をクリックします。
IP アドレス範囲を変更するには、キャンセルをクリックします。
注記： [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] ボッ
クスにテキストを入力するまでは、OK ボタンは無効です。

関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの無効化または有効化

• 検出タスクの削除

• 検出タスクの実行

関連プロシージャ

• 検出と識別

• IP 範囲

検出タスクの無効化または有効化

既存の検出タスクを有効または無効にすることができます。

タスクを無効にすると、スケジュール列にタスクが無効になったことを説明するメッセージが表示され
ます。ネットワークを変更しない場合やネットワーク トラフィックを制限しない場合は、タスクを無効
にする必要があります。

タスクを有効にすると、スケジュール列にそのタスクのスケジュールが表示されます。

注記: 無効になっているタスクを、そのタスクを選択して すぐに実行をクリックして手動で実行して
も、将来の検出用にそのタスクが有効になることはありません。

検出タスクを有効にする場合や、無効にする場合は、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま
す。
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2. 無効か有効に設定するタスクを選択します。

3. 無効をクリックして、タスクを無効にします。あるいは、タスクが既に無効の場合は、有効をクリッ
クしてタスクの自動実行を再開します。

関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの削除

• 検出タスクの実行

関連トピック

• 検出と識別

検出タスクの削除

不要になった検出タスクは削除できます。ただし、[システム自動検出] タスクは削除できません。[シス
テム自動検出] タスクを選択すると、削除ボタンが無効になります。
検出タスクを削除するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま
す。

2. 削除するタスクを選択し、削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

3. タスクを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルするには、キャンセル
をクリックします。

関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの無効化または有効化

• 検出タスクの実行

関連トピック

• 検出と識別

• IP 範囲

検出タスクの実行

任意の既存検出タスクをいつでも手動で選択および実行することができます。たとえば、検出されてい
ない新しいシステムを追加する場合は、検出タスクを手動で実行して、そのシステムを検出し、管理を
開始することができます。実行中のタスクを停止することもできます。

検出タスクを実行または停止する場合は、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま
す。

2. 実行する検出タスクを選択して、すぐに実行をクリックします。タスクはすぐに実行されます。

タスクの実行中、すぐに実行ボタンは 停止ボタンに変わります。タスクを停止するには、タスクを選択
し、停止をクリックします。

関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの無効化または有効化
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• 検出タスクの削除

• STM ルールの作成

関連トピック

• 検出と識別

• IP 範囲

システム タイプ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、多くの異なるシステム タイプがあります。クラスタ、複
合体、ラック、およびエンクロージャ以外のシステム タイプはすべて、[すべての検出のための一般設
定] ページで使用可能です。これらの例外システム タイプは、直接検出されないため、リストされませ
ん。たとえば、クラスタは、通常、クラスタ ノードを通じて検出されます。検出フィルタを有効にして
いくつかのシステム タイプを選択すると、次回の自動検出実行時に、HP SIM によって、それらのタイ
プに合致するシステムの検出が試みられます。以下では、検出の過程で HP SIM が認識するシステム タ
イプを示します。

• アプリケーション。 アプリケーションは、サーバ上で動作しているアプリケーションを参照しま
す。HP SIM は、現時点では「アプリケーション」タイプのシステムを作成しませんが、HP SIM ま
たは HP Essential は、将来、作成するようになる予定です。

• クラスタ。 クラスタは、通常、特別なソフトウェアとともにクラスタ化されたサーバを数台で構
成した仮想コンピュータです。クラスタは一般的に、フォールト トレラントな構成の一部です。シ
ステムをクラスタ化しているつもりでも、クラスタとして認識されていない場合、クラスタ ノード
上にエージェントが適切に設定されていて、クラスタ環境がサポートされていることを確認してく
ださい。

• 複合体。 複数のハードウェア パーティションがサポートされているコンピュータ システムは、
複合体と呼ばれている。たとえば、HP Integrity Superdome システムでは、単一複合体内で、複数
のハードウェア パーティションがサポートされる。

• デスクトップ。 小さなコンピュータ システムは、通常、ユーザの机の上に置かれています。

• エンクロージャ。 1 組のブレード サーバを収納する物理的なコンテナ。エンクロージャは、電
源と信号を供給するバックプレーンと配線や温度センサ用のその他のハードウェアから構成されま
す。プロセッサやサーバの電源もホストします。

• 環境モニタ。 システムやラック、他のハードウェア コンポーネントの周辺にある環境を監視す
るデバイス。これらのシステムは、通常、温度、煙の有無、およびセキュリティを監視します。

• ハンドヘルド。 手の中に収まるサイズの PDA（Personal Digital Assistant）や小さなコンピュー
タ。

• ハブ。 リピータとも呼ばれ、ネットワーク上で使用可能なポート数を増やす場合に使用されるシ
ンプルなデバイス。

• KVM スイッチ。 1 台のキーボード、1 台のビデオ モニタ、1 つのマウスを、複数のシステムで
共有する場合に使用される、キーボード、ビデオ、およびマウス スイッチ。

• 管理プロセッサ。 通常、サーバや、エンクロージャなどのその他のサーバ関連ハードウェアに組
み込まれる、ファームウェア ベースの小規模システム。通常は、管理機能のみを提供します。管理
プロセッサの例としては、Integrated Lights-Out（iLO）カードがあります。

• ノートブック。 携帯可能なコンピュータ。

• パーティション。 ある特定のシステムやオペレーティング環境は、パーティション内に柔軟に設
定でき、各パーティションでは、オペレーティング システムのインスタンスを個別に実行できま
す。パーティションには、あるパーティションにおけるソフトウェア エラーが、他のパーティショ
ンに影響を与えないように保護する機能があります。ハードウェア パーティションが利用可能な
サーバ システムでは、ハードウェア エラーが他のパーティションに影響を与えないようにするこ
とも可能です。
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• 配電ユニット（PDU）。 ラック内の複数のシステムに電源を供給するデバイス。システムへの電
源供給のオン/オフをリモートで制御できます。

• 電源装置。 ネットワーク上にあるサーバに電力を供給する装置。

• プリンタ。 通常、ネットワークに接続され、印刷に使用されるデバイス。

• ラック。 サーバ、エンクロージャ、またはネットワーク機器の収納に使用するハードウェアで、
アドレスの割り当てはできません。HP SIM で作成されるラックは、通常、複数のエンクロージャ
を含みます。

• リソース パーティション。 ユーザによって RPM パッケージ マネージャを使用して設定されま
す。パーティションは、プロセッサおよびメモリの動的再割り当てを許可する特定のリソース量お
よびルールに制限されます。

• リモート アクセス デバイス。 リモート ユーザが、電話回線を通じてイントラネットにダイヤル
インするか、LAN 経由でイントラネットに接続するために使用できるデバイス。

• ルータ。 ネットワーク パケットの転送に使用するネットワーク デバイス。

• サーバ。 ある特定の目的専用に使用される、ネットワーク上のコンピュータ。たとえば、ファイ
ルの保存、印刷ジョブの実行、データベース サーバのインストールに使用できます。

• 共有リソース ドメイン。 システム リソースを共有するコンパートメント（すべて同タイプ）の
収集。コンパートメントは、npars、vpars、psets、または fss グループです。

• ストレージ デバイス。 ディスク ドライブ アレイ。通常は、RAID レベルをサポートし、ファイ
バ チャネル ストレージ エリア ネットワーク（SAN）経由でアクセスされます。

• スイッチ。 ルータに類似したネットワーク デバイスで、ネットワーク上でパケットを高速で通
過させるハードウェア ベースのスイッチング技術が使用されます。

• テープ ライブラリ。 1 台または複数のテープ ドライブを搭載するストレージ デバイス。通常
は、バックアップのために使用されます。

• Thin クライアント。 ターミナル サーバに接続するリモート システム。ディスクやローカル スト
レージがないコンピュータで、ターミナル サーバ パッケージを介して、中央サーバやリモート デ
スクトップへの接続を可能にします。

• UPS（無停電電源装置）。 サーバや他のコンピュータに電源を供給するバッテリ バックアップ。

• 不明。 HP SIM では、「不明」とは、組み込まれているタスクや、システム タイプ管理（STM）
ベースのタスクがシステムを認識できないことを表す状態です。ただし、システムにおいて検出さ
れた管理プロトコルがあります。サーバは、次の理由により「不明」としてリストされます。

• HP SIM が動作しているサーバからシステムを ping することができます。ping コマンドは、
コマンドまたは端末ウィンドウから発行できますが、HP SIM から、不明サーバを選択して、
[診断] および [Ping] オプションを選択し、画面の指示に従って ping することもできます。

• [設定] メニューのエージェントの設定および修復設定ツールを実行してみてください。

• システムが SNMP をサポートしている場合は、新しいタイプであるか、タイプがデフォルト
では識別できないサードパーティ製システムである可能性があります。詳細については、「グ
ローバル プロトコル」および「[システム] タブ」を参照してください。システム タイプ管理
（STM）ツールを使用して新しいタイプを追加することができます。詳細については、「STM
ルールの作成」を参照してください。

• HP SIM でのコミュニティ名は、リモート デバイスで使われているコミュニティ名と一致しな
ければなりません。HP SIM と識別対象のシステムが同じコミュニティ名を使用していること
を確認してください。コミュニティ名は大文字と小文字が区別されることに注意してくださ
い。コミュニティ名の変更を行うには、HP SIM から、[オプション]→[プロトコル設定] を選択
し、[グローバル プロトコルの設定] または [システム プロトコル設定] を選択します。

• Windows NT および Windows 2000 では、システム上の 1 つのコミュニティ名を Read
Create に設定する必要があります。HP SIM でこのコミュニティ名を使用する必要はありま
せん（必要なことは、コミュニティ名を Read に設定することだけです）。マネジメント エー
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ジェントは Simple Network Management Protocol を使用して接続され、1 つのコミュニティ
名が Read Create に設定されることを要求します。

• HP SIM システムが管理対象システムに対して SNMP 要求を行えるようにする必要がありま
す。Simple Network Management Protocol のセキュリティ設定がこの要求を妨げることがない
ようにしてください。Windows NT と Windows 2000 では、[すべてのホストから SNMP パ
ケットを受け付ける] を選択するか、HP SIM サーバのアドレスが許容可能ホストのリストに含
まれている必要があります。

• IP 固有のセキュリティを使用している場合は、localhost（127.0.0.1）もホストに SNMP
要求を行えるようにしなければなりません。localhost エントリにより、SNMP を使用して
マネジメント エージェントを接続できるようになります。

• 管理する ProLiant サーバ上に ProLiant マネジメント エージェントを正しくインストールして
実行しておく必要があります。Windows システムの場合、イベント ログを確認してマネジメ
ント エージェントが動作していることを確認してください（いくつかの Agents started
のメッセージが示されてエラーがないことを確認します）。

• ネットワーク内のルータとスイッチは、UDP ポート 161 または 162 に SNMP トラフィック
を渡せる必要があります。

• 非管理対象。 IP アドレスとともに検出されたが、管理プロトコルが検出されなかったシステム
タイプ。予測されたタイプと異なる場合は、Web ベース エンタープライズ管理ユーザ名とパスワー
ドや SNMP コミュニティ名が正しいかどうか確認してください。可能であれば、エージェントを
インストールします（たとえば、Windows の場合は、初期 ProLiant Support Pack をインストール
します）。初期 ProLiant Support Pack のインストールについては、「初期 ProLiant Support Pack イ
ンストール」を参照してください。

• 仮想コネクト ドメイン。 仮想コネクト構成を表すシステムで、仮想コネクト情報とライセンス
適用の管理に使用されます。

• ワークステーション。 ハイエンドなパーソナル コンピュータ システムで、グラフィッ クやその
他の設計作業に使用することがあります。

HP SIM が検出するシステム
以下では、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で検出できるシステムとそれぞれのシステムで要求さ
れる前提条件を表形式で説明します。

HP SIM で検出される HP BladeSystem Integrated Manager システム
HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager で管理されるシステムの前提条件

• システム上で SNMP エージェントが実行されている。Insight マネジメント エージェントでなけれ
ばなりません。

• サポートされるすべてのブレードに HP ProLiant Support Pack がインストールされている。

• すべての Integrated Lights-Out（iLO）および Onboard Administrator にサポートされている最新バー
ジョンのファームウェアがインストールされている。

• すべてのスイッチにサポートされている最新のファームウェアがインストールされている。

HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager で管理される統合クライアント イ
ンフラストラクチャ（CCI）の前提条件

• HP SIM でWindows Management Instrumentation（WMI）プロキシが設定されている。

• システムに Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）および SMI-S がインストールされてい
る。

• HP SIM で WBEM 認証情報が提供されている。

HP ProLiant BL460cHP ProLiant BL685cHP ProLiant BL465c

HP ProLiant BL680cHP ProLiant BL860cHP ProLiant BL448c G1c

GbE2c Ethernet ブレード スイッチ、HP 用Cisco Catalyst ブレード スイッチ 3020、
HP c-Class BladeSystem 用

HP ProLiant xw460c
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4x DDR IB スイッチファイバ チャネル スイッチ、HP c-Class
BladeSystem 用

HP 1Gb Ethernet パススルー モジュール、
HP c-Class BladeSystem 用

HP StorageWorks テープブレードHP StorageWorks SB40c、HP c-Class
BladeSystem 用

HP 1Gb VC-Enet

ProLiant BL30pProLiant BL20p /G2/G3/G4AiO SB600c ストレージ

ProLiant BL45p G1/G2ProLiant BL40pProLiant BL35p

ProLiant BL25p G1/G2ProLiant xw25p Blade WorkstationIa64 hp server BL 60p

HP ProLiant BL p-Class F-GbE インターコネ
クト スイッチ x

McDATA 4GB SAN スイッチ、HP p-class
Blade system 用

Brocade 4GB SAN スイッチ、HP p-class
Blade system 用

Integrated Lights-Out 2（iLO 2）Integrated Lights-OutHP ProLiant BL p-Class C-GbE2 インターコ
ネクト スイッチ y

HP ProLiant BL1000BladeSystem c7000 Onboard AdministratorProliant BL e-Class Integrated Administrator

HP ProLiant BL2500HP ProLiant BL2000HP ProLiant BL1500

HP ProLiant BL1000ProLiant BL 10e G2ProLiant BL 10e

HP BladeSystem e-Class/CCI

HP SIM で検出されるストレージ デバイス
ストレージ デバイスの前提条件については、http://h18006.www1.hp.com/storage/smisproviders.html
を参照してください。

StorageWorks XP

StorageWorks XP1024StorageWorks XP128

StorageWorks XP12000StorageWorks XP10000

StorageWorks XP512StorageWorks XP48

StorageWorks XP 2400（Kodiak）

StorageWorks VA

StorageWorks VA7110StorageWorks VA7100

StorageWorks VA7410StorageWorks VA7400

StorageWorks EVA

StorageWorks EVA5000StorageWorks EVA3000

StorageWorks EVA6000StorageWorks EVA4000

StorageWorks EVA8000

StorageWorks MSA

MSA1500MSA1000

MSA 1510iMSA 1500 active/active

MSA 1500csMSA1000 active/active

iSpitfire500 G2 Modular Smary Array

ThunderBolt

StorageWorks テープ ライブラリ

ESL-EEML

EML E シリーズ（AG104A など）ESL 9xxx

MSL 5xxxESL E シリーズ（AA934B など）

MSL 6000 シリーズ（AD609A など）MSL 6xxx

MSL 4048
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EMC アレイ

Symmetrix DMC 1000Symmetrix DMC 800

Symmetrix DMC 3000Symmetrix DMC 2000

Symmetrix 5xxxSymmetrix 3xxx

Clariion CX300Clariion CX200

Clariion CX500Clariion CX400

Clariion CX600

HDS アレイ

9920-E9200

99609500V

9980V9970V

StorageWorks EVA

60004000

41008000

81006100

Network Appliance NAS

Netapp FASxxx

StorageWorks NAS

DL380G4-SSDL310-SS

ML310-SSDL58x-SS

ML370-SSML35x-SS

NAS 2xxx/4xxx/9xxx

ファイバ チャネル

A5158A394757-B21 および 394588-B21（メザニン）

A6826AA6795A

A7387AA7298A

A9782AA7388A

FCA2101A9784A

FCA2214DCFCA2214

FCA2404（AB232A）FCA2355

FCA2408FCA2404DC

A7560AA7538A

AB379AAB378A

AB466AAB465A

FC1142（AE311A）AB467A

FC2142SR（A8002A）FC1242（AE312A）

FCA2684FC2242SR（A8003A）

AB378AFCA2684DC

FC1143（AB429A）AB379A

FC2143（AD167A）FC1243（AB379A）

Q2300FC2243（AD168A）
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FCA2684FCA2257P

FCA2684DC

プロバイダとエージェントの入手、インストール、および設定

• Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）  システム、ネットワーク、ユーザ、およびアプリ
ケーションを、複数のベンダ環境にまたがって管理するための業界イニシアチブ。WBEM は、シ
ステム管理を簡素化し、WBEM クライアント アプリケーションで読み出すことのできるソフトウェ
ア データとハードウェア データへのアクセス性能を向上させる。
HP-UX では、WBEM はオペレーティング システムのインストール時にインストールされます。Linux
Itanium Processor Family（IPF）では、WBEM を手動でインストールする必要があります。ダウン
ロードするには、HP Software Depot（http://www.software.hp.com/ ）にアクセスしてください。
openPegasus の Web サイトからダウンロードした WBEM は、HP SIM が Linux x86 システムを管
理するために必要なハードウェア固有のデータを含んでいません。

注記: Windows Management Instrumentation（WMI）は、Microsoft 社による WBEM の実装で
す。詳細については、WMIを参照してください。

Windows 2003 を実行する ProLiant システム管理のための WBEM プロバイダの HP 拡張に当たる、
HP Insight Management WBEM プロバイダを [通信の管理] ページからインストールするには、[ク
イック修復]→[プロバイダとエージェントのインストール ]→[Windows 用 WBEM/WMI プロバイダ
（HP Insight Management WBEM Provider）のインストール] を選択します。

注記:  WBEM プロバイダを、HP-UX や Linux のシステムにインストールすることはできません。

注記: 共通情報モデル オブジェクト マネージャ（CIMOM）は、WBEM プロバイダと HP SIM な
どの管理アプリケーションとの間の通信のインタフェースとして機能します。

WBEM および WMI で認証を受けるには、CMS が正しい認証情報を持つ必要があります。HP SIM
をクライアントに対して認証する方法は、次の 2 つです。

• ユーザ名とパスワードを使用した、WBEM サービスまたは WMI に対するベーシック認証

• 認証での CMS の証明書の使用は、クライアント証明書認証をサポートする、HP-UX WBEM
Services 02.05.00 でのみ可能です。エージェントの設定および修復の [システムを管理するた
めにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10 年間有効）を使用しま
す。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプションは HP-UX システムでの
み有効です。

• WMI  ネットワーク、一般にはエンタープライズ ネットワーク内のシステムの管理と制御を可能
にする、Windows オペレーティング システムの API。
WMI Mapper プロキシとは、WMI 用の設定のことです。WMI Mapper は、クライアント CIM/XML
WBEM 要求を受信し、その要求をWindows Management Instrumentation(WMI）要求に変換しま
す。WMI 結果は、CIM/XML 形式に変換されて、中央管理サーバ（CMS）に返されます。検出と識
別タスクでは、WMI Mapper プロキシ リストのプロキシが使用されて、システムが WMI 対応シ
ステムであるかどうかが検出されます。システムが WMI 対応である場合は、特定プロキシに基づ
いて、そのシステムの識別情報が返されます。

WMI Mapper は、Windows マシン上の WMI 対応データを WBEM 要求を利用して取得できるよう
にします。HP SIM の Windows 版は、この WMI Mapper をローカルでインストールします。この
ため、管理対象 Windows システムに WMI Mapper をインストールしないでも、ネットワーク経
由でのシステムへの WMI 要求を作成できます。
WMI Mapper は、Windows CMS での HP SIM の標準インストールに含まれています（カスタム
インストールではオプション）。HP-UX および Linux ベースの CMS では、WMI Mapper は使用で
きません。

• Simple Network Management Protocol (SNMP)  HP SIM によってサポートされる管理プロトコルの
1 つ。ネットワーク システムとほとんどのサーバによって広く使用される、従来の管理プロトコ
ル。TCP/IP ベースのインターネットのネットワーク管理用の管理情報ベース（MIB-II）は、すべて
のベンダに一貫して提供されている標準情報である。
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SNMP が Windows オペレーティング システムのインストールに含まれない場合、Windows の CD
からコンポーネントとしてインストールできます。ターゲット システムで、SNMP サービスが CMS
からのリモート接続を許可することを確認してください。ターゲット システムに異なる読み込みコ
ミュニティ セットがある場合は、読み込みコミュニティ名が CMS の SNMP プロトコルで設定さ
れていることを確認してください。エージェントの設定および修復の [読み込みコミュニティ名の
設定] オプションが、public に設定されていることを確認するには、[設定]→[エージェントの設定
および修復] を選択します。エージェントの設定および修復のステップ 4 で、[読み込みコミュニ
ティ名の設定] オプションを設定できます。詳細については、「Windows CMS」を参照してくださ
い。

Linux x86 オペレーティング システムを実行する ProLiant システム用の HP Insight SNMP エージェ
ントをインストールするには、http://www.hp.com/jp/hpsim/ にアクセスして ProLiant Support
Pack 7.90 を選択してください。

注記:  SNMP エージェントを、HP-UX のシステムにインストールすることはできません。

SNMP プロバイダを [通信の管理] ページからインストールするには、[クイック修復]→[プロバイ
ダとエージェントのインストール]→[Windows 用 SNMP エージェント（HP ProLiant Insight マ
ネージメント エージェント）のインストール] を選択します。
CMS で書き込みコミュニティ名を設定するには、HP SIM メニューから[オプション]→[プロトコル
設定]→[システム プロトコル設定] を選択します。複数のシステムのコミュニティ名を設定するに
は、[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択し、書き込みコミュニ
ティ名を設定します。

• デスクトップ管理インタフェース (DMI)  デスクトップ管理タスク フォース（DMTF）によって確
立された、主にクライアント管理で使用される業界標準プロトコル。DMI は、クライアント シス
テムについての問題レポートを効率的な方法で提供する。DMI 準拠のコンピュータは、ネットワー
ク上の中央管理システムにステータス情報を送信できる。

HP-UX ベースおよび Linux ベースのシステムの場合は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ から DMI
をダウンロードできます。

• OpenSSH  SSH を使用して、コンピュータ ネットワーク経由で暗号化通信セッションを実現す
るネットワーク接続ツールのセット。SSH Communications Security が独自に提供する SSH ソフト
ウェア スイートに代わるオープン ソースとして作成された。
OpenSSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。
[通信の管理] ページから OpenSSH をインストールするには、[クイック修復]+[プロバイダとエー
ジェントのインストール]→[OpenSSH のインストール] を選択します。[通信の管理] ページから
OpenSSH を設定するには、[クイック修復]+[プロバイダとエージェントのインストール]→[OpenSSH
のインストール]→[セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定] を選択します。

注記:  OpenSSH は、[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[OpenSSH のインストール] を選択して、HP SIM からインストールすることもできます。

• Secure Shell (SSH) SSH は、ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコ
マンドを実行するために使用されます。また、あるシステムから別のシステムにファイルを移動で
き、安全でない経路でも安全な認証と通信を提供します。

SSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。
[通信の管理] ページから SSH プロバイダをインストールするには、[クイック修復]+[プロバイダと
エージェントのインストール]→[OpenSSH のインストール] を選択します。[通信の管理] ページか
ら OpenSSH を設定するには、[クイック修復]+[プロバイダとエージェントのインストー
ル]→[OpenSSH のインストール]→[セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定] を選択します。

Windows ProLiant システム用の HP Insight マネジメント エージェントの最新バージョンを入手するに
は、HP Software Depot（http://www.software.hp.com/ ）にアクセスして [Search] ボックスに HP SIM
Insight Management Agents for Windows と入力します。
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管理プロトコルの設定

管理プロトコルは、ファーストタイム ウィザードを介して、エージェント設定のレプリケートを介し
て、[グローバル プロトコル設定] ページを介してグローバルに、または [システム プロトコル設定] ペー
ジから個々のシステムやシステムのグループに対して設定することができます。詳細については、以下
のセクションを参照してください。

• WBEM 設定の入力

• SNMP 設定の入力

• Windows CMS

• HP-UX および Linux CMS

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

テスト トラップおよびイベントの送信
SNMP トラップおよび WBEM イベントが送信可能かどうかを確認するには、テストトラップおよびイ
ベントを送信してください。

WBEM プロバイダがインストールされている Windows および HP-UX システムでは、[WBEM/WMI の
設定] の下の ステップ 4: エージェントの設定および修復ページで、エージェント設定のレプリケートか
らテスト トラップおよびイベントを送信することができます。[HP SIM のイベントリストにテストイベ
ントが表示されるか SIM のこのインスタンスにサンプル WBEM / WMI indication を送ります。] を選
択してください。詳細については、「Windows CMS」を参照してください。
HP-UX からテスト イベントを送信するには、次のように操作します。
1. HP-UX 管理対象システムから、/ect/opt/resmon/lbin/send_test_event モニタ名 を実行

します。例：/etc/opt/resmon/lbin/send_test_event disk_em.
使用できるモニタ名は次のとおりです。

• dm_memory

• lpmc_em

• disk_em

• dm_chassis

• dm_core_hw

• ia64_corehw

• fpl_em

2. イベントをトリガしたあと、HP SIM のイベント テーブル ビューにテスト イベントが表示されるこ
とを確認します。

3. また、HP-UX 管理対象システムで、/opt/sfm/bin/evweb eventviewer -L を実行して、イベ
ントが生成されローカル システム上で受信されることを確認することもできます。このコマンド
は、システムで生成されたすべての WBEM イベントをリストします。

関連プロシージャ

• WMI Mapper プロキシの追加

• RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール

• OpenSSH のインストール

• CLI を介した OpenSSH タスクの作成

• DMI アクセスの設定

• SNMP アクセスの設定

関連トピック

• グローバル プロトコル
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• WMI Mapper プロキシ

• エージェントの設定および修復

自動検出一般設定の指定
環境に合わせて検出プロセスをカスタマイズするには、自動検出を設定します。

注記:  すべてのステップはオプションです。

自動検出の一般設定を行うには、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま
す。

2. [すべての自動検出に対して] セクションで、[一般設定] を選択します。[すべての検出のための一般
設定] セクションが表示されます。

3. 次のオプションから選択します。

• [システムからイベントを受信した場合、自動的にそのシステムを検出]。HP Systems Insight
Manager（HP SIM）が、トラップやその他のサポートされているイベントを受信したとき、シ
ステムを検出できます。検出フィルタと IP アドレス除外範囲が使用され、このイベントがさら
にフィルタ処理されます。このオプションは、デフォルトでは選択されません。

• [Integrated Lights Out 管理プロセッサを識別した場合、自動的にサーバ ブレードを検出]。こ
のオプションは、サーバの管理プロセッサにより間接的に検出されたサーバを追加します。こ
れらのサーバは、サーバの iLO が検出されたときに検出されます。システム テーブル ビュー
ページでは、検出されたサーバは「無効」として識別されます。表示される情報は、システム
のシリアル番号と iLO およびエンクロージャへの関連だけです。iLO が c-Class エンクロージャ
にある場合は、[Onboard Administrator を検出した場合、エンクロージャでシステムを検出]
オプションも有効にする必要があります。

• [Onboard Administrator を検出した場合、エンクロージャでシステムを検出] を選択します。
このオプションは、Onboard Administrator で識別されているシステムが設定されている検出
範囲内になくても、この識別されているシステムを追加します。このオプションは、デフォル
トで選択されます。

• [ホストを検出した場合、自動的に VM ゲストを検出] を選択します。このオプションは、HPVM
ホスト システムが検出されて認識されると、すべての HPVM（HP Integrity 仮想マシン）ゲス
ト システムを HP SIM データベースに追加します。このオプションは、デフォルトで選択され
ます。

注記：仮想マシン ホスト上で実行される仮想マシン ゲストの自動識別には、ゲストの IP アド
レスが必要です。Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）プロバイダから IP アドレスを
取得するには、仮想マシン ゲストに VMWare ツールをインストールする必要があります。

• [Virtual partition の 1 つを識別した場合、自動的に vPar Monitor が含まれる他の Virtual
partition を検出]。このオプションは、デフォルトで選択されます。

• [nPar の 1 つが識別された場合、自動的に同じコンプレックスを含むすべての nPar を検出]。
このオプションは、デフォルトで選択されます。

4. [ping 除外範囲、テンプレートもしくは hosts ファイル] フィールドで、自動検出プロセスから除
く IP アドレス、テンプレート、または IP アドレスを含む hosts ファイルを指定します。簡単なホス
ト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名も入力できますが、ホスト名の範囲を入力す
ることはできません。このフィールドは、ping 範囲とイベント ベースの自動検出の両方に適用され
ます。詳細については、「IP 範囲」を参照してください。
重要：クラスタを検出する場合は、ping 包括範囲にクラスタとクラスタ メンバの IP アドレスが含
まれている必要があります。

5. [検出フィルタを有効化] を選択します。詳細については、「検出フィルタ」を参照してください。
6. [次のシステムタイプを検出] セクションで、検出するシステムのタイプを選択します。リストされ

るシステム タイプの詳細については、「システム タイプ」を参照してください。
重要：クラスタを検出する場合は、クラスタ メンバが除外されないように、サーバ システム タイ
プを組み込む必要があります。
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注記：このオプションは、[検出フィルタを有効化] チェックボックスを選択した場合にのみ利用で
きます。

7. [次の基準を満たすシステムに検出を限定します] セクションで、以下から選択します。

• [上記のフィルタに適合するシステム]

• [すべての管理可能システム]（WBEM、SNMP、DMI、WMI、または HTTP のサポート）

• [HP エージェントにより管理可能なシステムのみ]

注記：[次の基準を満たすシステムに検出を限定します] オプションは、[検出フィルタを有効化] を
選択している場合のみ使用できます。

8. 設定を保存するには、OK をクリックします。設定を保存しないで [すべての検出のための一般設
定] セクションを閉じる場合は、キャンセルをクリックします。
検出フィルタを有効にしているがシステム タイプを選択していない場合に OK をクリックすると、
次のエラー メッセージが表示されます。
フィルタを有効にするには、少なくとも １ つのデバイスタイプを選択する必要があります。

[検出] ページの [すべての検出のための一般設定] セクションは、複数のユーザによる同時アクセスから
保護されていません。最後に保存したユーザの設定が有効になります。検出の進行中に別のユーザまた
は同じユーザが設定を適用すると、処理が残っているシステムに新しい設定が適用されます。

関連トピック

• 検出と識別

• IP 範囲

• 検出フィルタ

• システム タイプ

• グローバル プロトコル

検出フィルタ

検出フィルタは、特定のシステム タイプが、自動検出を通じてデータベースに追加されること を防止
または許可するメカニズムです。特定のタイプのシステムを検出したい場合、フィルタを使用すると、
各個別システムの IP アドレスを指定するよりも大幅に簡素化されます。検出フィルタは、手動で追加す
るシステムには適用されません。

検出フィルタには、次のいずれかの方法でアクセスできます。

• [検出] ページから、[オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブで [一般設定] をクリックし、
[検出フィルタを有効化] を選択します。

• [ホーム] ページの [管理] セクションで、[検出] をクリックします。[検出] ページが表示されます。
[自動] タブで [一般設定] をクリックし、[検出フィルタを有効化] を選択します。

• 紹介ページの [インストールを完了するために以下をすぐに実行してください] セクションで [自動]
をクリックします。[検出] ページが表示されます。[自動] タブで [一般設定] をクリックし、[検出
フィルタを有効化] を選択します。

フィルタを無効にするには、[検出フィルタを有効化] チェックボックスの選択を解除します。フィルタ
を有効にするには、[検出フィルタを有効化] チェックボックスを選択し、検出するシステム タイプを選
択します。

検出フィルタにアクセスおよびフィルタを修正するには、管理者権限が必要です。検出フィルタを有効
にすると、選択したタイプのシステムのみが、自動検出でデータベースに追加されます。すべてのタス
クがデータベースに存在するシステムに対してのみ動作するので、システムがフィルタの条件を満たし、
データベースに追加されないと、そのシステムに対してはタスクが実行されません。フィルタは、すで
に検出されているシステムに影響しません。これは、現在のフィルタに適合しないタイプに変化した場
合も同様です。検出フィルタが無効な場合、自動検出は、[すべての検出のための一般設定] セクション
（[検出] ページの [自動] タブ）の設定に従ってシステムを検出します。検出フィルタの設定について詳
しくは、「自動検出一般設定の指定」を参照してください。

検索されるはずの HP 製システムが検出されない場合は、ターゲット システムに HP Insight マネジメン
ト エージェントがインストールされ、正常に動作していることを確認してください。また、HP Systems
Insight Manager（HP SIM）と、検出されていないシステムのエージェントで、SNMP コミュニティ名、
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および WBEM ユーザ名とパスワードが正しく設定されているかどうかを確認してください。詳細につ
いては、「グローバル プロトコル設定」を参照してください。
関連プロシージャ

• 自動検出一般設定の指定

関連トピック

• 検出と識別

検出テンプレートの管理
検出テンプレートは、自動検出によって使用されるファイルであり、[Ping 包括範囲、システム（ホス
ト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールドや [ping 除外範囲、テンプレートもし
くは hosts ファイル] フィールドにアドレスを直接入力する代わりとなります。検出テンプレートには、
簡単なホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名を追加することもできますが、ホスト
名の範囲を入力することはできません。検出テンプレートを使用して、自動検出のスコープを迅速に変
更できるようになります。詳細については、第5章 「検出と識別」の「検出テンプレート」セクション
を参照してください。

注記: 保存された検出テンプレート ファイルは、< インストール ディレクトリ >\config\
discovery\templates ディレクトリに配置されます。

[テンプレートの管理] セクションでは、以下を実行できます。

• 新しい検出テンプレート ファイルの作成。 新規をクリックします。[新規テンプレートの作成]
セクションが表示されます。詳細については、「新規検出テンプレート ファイルの作成」を参照し
てください。

• 既存の検出テンプレート ファイルの編集。 編集する検出テンプレート ファイルを選択して、編
集をクリックします。[テンプレートの編集] セクションが表示されます。詳細については、「検出
テンプレートの編集」を参照してください。

• 既存の検出テンプレート ファイルの削除。 削除する検出テンプレート ファイルを選択して、削
除をクリックします。確認ボックスが表示されます。詳細については、「検出テンプレートの削
除」を参照してください。

関連プロシージャ

• 新規検出テンプレート ファイルの作成

• 検出テンプレートの編集

• 検出テンプレートの削除

関連トピック

• 検出と識別

新規検出テンプレート ファイルの作成
新しい検出テンプレート ファイルを作成して、[Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレート
および/または hosts ファイル] フィールドや [ping 除外範囲、テンプレートもしくは hosts ファイル]
フィールドにアドレスを直接入力する代わりに使うことができます。

新しい検出テンプレート ファイルを作成するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま

す。

2. [すべての自動検出に対して] セクションで、[テンプレートの管理] を選択します。[テンプレートの
管理] セクションが表示されます。

3. 新規をクリックします。[新規テンプレートの作成] セクションが表示されます。
4. [検出テンプレート名] フィールドに、新しいテンプレートの名前を入力します。これは必須フィー

ルドです。
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5. ファイルをインポートするには、次のいずれかの手順を実行します。

• 参照をクリックして、ローカル クライアント（参照元のシステム）にある、既存の検出テンプ
レート ファイルを選択し、インポートをクリックするか、
または

• [内容] 領域に検出範囲情報を入力します。簡単なホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）
のホスト名を入力できますが、ホスト名の範囲を入力することはできません。IP アドレス範囲
入力の正しい構文について詳しくは、「IP 範囲」を参照してください。

注記：テンプレート ファイルはネストできないので、1 つの範囲のみが許可されます。

6. 検出テンプレート ファイルを保存するには、OK をクリックします。変更内容を保存せずに終了す
るには、キャンセルをクリックします。

検出テンプレートの作成後、自動検出でそのテンプレートを参照するには、[Ping 包括範囲、システム
（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] フィールドか [ping 除外範囲、テンプレー
トもしくは hosts ファイル] フィールドで@template_name を使用します。詳細については、「IP 範
囲」を参照してください。

テンプレート ファイルのフォーマット
#

# use @<file_name> in the automatic discovery IP inclusion range

# to reference this template

#

# Example:

#

# 2.0.0.0 :NOBROADCAST

# 2.0.0.0 - 2.0.2.0

# 3.0.0.0 - 3.0.0.254 : 255.255.255.0

関連プロシージャ

• 検出テンプレートの編集

• 検出テンプレートの削除

関連トピック

• IP 範囲

• 検出と識別

• 検出テンプレートの管理

検出テンプレートの編集

既存の検出テンプレート ファイルを編集できます。[検出テンプレート名] フィールドを除いてすべての
フィールドがオプションです。変更するフィールドのみを編集してください。

検出テンプレート ファイルを編集するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま

す。

2. [すべての自動検出に対して] セクションで、[テンプレートの管理] を選択します。[テンプレートの
管理] セクションが表示されます。

3. 編集する検出テンプレートを選択し、編集をクリックします。[テンプレートの編集] セクションが
表示されます。

4. [検出テンプレート名] フィールドは編集できません。既存のテンプレート名を使用する必要があり
ます。

5. ファイルをインポートするには、次のいずれかの手順を実行します。

• 参照をクリックして、ローカル クライアント（参照元のシステム）にある、既存の検出テンプ
レート ファイルを選択し、インポートをクリックするか、
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または

• [内容] 領域に検出範囲情報を入力します。簡単なホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）
のホスト名を入力できますが、ホスト名の範囲を入力することはできません。IP アドレス範囲
入力の正しい構文について詳しくは、「IP 範囲」を参照してください。

注記：テンプレート ファイルはネストできないので、1 つの範囲のみが許可されます。

6. 検出テンプレート ファイルを保存するには、OK をクリックします。変更内容を保存せずに終了す
るには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• 新規検出テンプレート ファイルの作成

• 検出テンプレートの削除

関連トピック

• 検出と識別

• 検出テンプレートの管理

検出テンプレートの削除

既存の検出テンプレート ファイルを削除できます。検出テンプレート ファイルを削除すると、ファイ
ルは永久に削除され、回復できません。必ず、テンプレートが必要なくなった場合、または、新しい検
出テンプレート ファイルを作成する場合に限って、検出テンプレート ファイルを削除してください。

注記: 削除する検出テンプレートが、現在使用されていないことを確認してください。次の条件を満
たす場合、テンプレートは使用されていません。

• [すべての検出のための一般設定] セクションの [ping 除外範囲、テンプレートもしくは hosts ファ
イル] フィールドに、そのテンプレートについての参照がない。

• 既存のすべての検出タスクの [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または
hosts ファイル] フィールドに、そのテンプレートについての参照がない。

検出テンプレート ファイルを削除するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[検出] を選択します。[自動] タブが選択された状態で、[検出] ページが表示されま

す。

2. [すべての自動検出に対して] セクションで、[テンプレートの管理] を選択します。[テンプレートの
管理] セクションが表示されます。

3. 削除する検出テンプレート ファイルを選択します。
4. 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

5. 検出テンプレートを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルするには、
キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• 新規検出テンプレート ファイルの作成

• 検出テンプレートの編集

関連トピック

• 検出と識別

• 検出テンプレートの管理

システムの手動追加
スケジュールされた検出間で HP Systems Insight Manager（HP SIM） データベースにシステムを追加す
るには、手動検出を使用します。

手動検出を使用してシステムを追加するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[検出] を選択し、[手動] タブをクリックします。[システム情報] セクションが表示
されます。
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2. システム名または IP アドレスを入力します。簡単なホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）
のホスト名を入力できますが、ホスト名の範囲は入力できません。

3. システムをデータベースに追加するには、システムの追加をクリックします。このシステムにあら
かじめ SNMP または Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）の認証情報を入力していない
場合は、詳細設定をクリックします。認証情報を入力して システムの追加をクリックするか、詳細
設定をクリックして、次の情報を入力します。

• このシステム上で識別が失敗した場合にのみ使用される追加のシステム プロパティを指定して
ください。次を含みます。

• システム タイプ 下向き矢印をクリックし、適切なシステム タイプを選択します。
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• システム サブタイプ 下向き矢印をクリックし、適切なシステム サブタイプを選択しま
す。最大 8 種類のシステム サブタイプを入力できます。

• 製品モデル システムのモデル番号を入力します。このフィールドは書式なしのフィー
ルドです。

• WBEM 設定 

• ユーザ名 

• パスワード WBEM ユーザ名およびパスワードのデフォルト グローバル値を使用したく
ない場合は、[カスタムを使用] を選択し、カスタム値を入力します。
ストレージ システムを手動検出する場合は、SMI CIMOM のユーザ名およびパスワード
がグローバル プロトコル設定に含まれている必要があります。含まれていない場合は、
ここでそれらをカスタム値として入力してください。グローバル設定を確認するには、[オ
プション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択します。
Windows ベース システムの場合は、domainname\username のように、ユーザ名にド
メイン名を含めます。

注記：OpenWBEM はサポートされていません。

• SNMP の設定 SNMP 設定のデフォルト グローバル値を使用したくない場合は、[カスタ
ムを使用] を選択し、カスタム値を入力します。

• [タイムアウト（秒）] HP SIM がシステムに要求を送信したときに SNMP 応答を待
機する時間。この時間内に応答を受信しなかった場合、HP SIM は、そのシステムが
SNMP をサポートしていないと判断する場合があります。この値を小さくすると試
行の頻度が増加するため、ネットワーク トラフィックが増えることがあります。こ
の値は慎重に変更してください。通常、LAN の場合は、この値を 3 秒にすることが
有効ですが、システムが WAN 経由で接続されている場合は、より大きな値（10 秒
など）で試してください。

• [再試行数] 
システムとの通信を最初に試行した後、試行をやめるまでの追加試行回数。

• [読み込み専用コミュニティ名] および [書き込みコミュニティ名] 
注記：[書き込みコミュニティ名] は、オプションであり、GbE スイッチのファーム
ウェア アップデート以外では必要ありません。GbE スイッチ ファームウェアの更新
が必要な場合は、まず、このページで書き込みコミュニティ名を設定し、既存のス
イッチ更新タスクを実行してください。ネットワークが信頼済みでない場合は、こ
の機能を設定しないでください。

コミュニティ名は管理対象システムと中央管理サーバ（CMS）間のやり取りを許可
したり禁止したりする認証を設定します。CMS のコミュニティ名は、管理対象シス
テムのコミュニティ名と対応する必要があります。読み取り専用コミュニティ名を
使用し、変数を読み取ります。書き込みコミュニティ名を使用し、変数を修正しま
す。1 回の通信の試行に有効なコミュニティは 1 つのみですが、1 つのシステムは
複数のコミュニティに属することができます。ただし、HP SIM は、システムと通信
する際に 1 つのコミュニティ名しか使用しません。

hosts ファイルは、複数のシステムを HP SIM データベースに手動で追加するために使用できます。詳細
については、「hosts ファイルの管理」を参照してください。

コマンド ライン インタフェース
HP SIM で、システムの追加、削除、変更、認識、およびリストをコマンド ライン インタフェース（CLI）
から実行するには、mxnode コマンドを使用します。このコマンドの詳細については、
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『
HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』 を参照してください。
関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成
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関連トピック

• 検出と識別

• IP 範囲

• コマンド ライン インタフェース コマンドの使用

hosts ファイルの管理
hosts ファイルは、複数のシステムを HP Systems Insight Manager（HP SIM）データベースに手動で追加
するために手動検出で使用され、通常、システムをインポートするために一度だけ使用されます。

hosts ファイルを使用して自動検出するシステムを指定するには、[検出] ページの [自動] タブにある [一
般設定] セクションの [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファ
イル] セクションに hosts ファイル名を追加します。次の項目を入力します。$Hosts_filename ここ
で、Hosts_filename は、使用する hosts ファイルの名前です。
1 つのシステムをデータベースに追加する手順については、「システムの手動追加」を参照してくださ
い。hosts ファイルについては、第5章 「検出と識別」セクションの [hosts ファイル] セクションを参照
してください。

[hosts ファイル] セクションでは、以下を実行できます。

• 新しい hosts ファイルの作成。 新規をクリックします。[新規 hosts ファイル] セクションが表示
されます。詳細については、「新規 hosts ファイルの作成」を参照してください。

• hosts ファイルの編集。 編集する hosts ファイルを選択し、編集をクリックします。[hosts ファ
イルの編集] セクションが表示されます。詳細については、「hosts ファイルの編集」を参照してく
ださい。

• hosts ファイルの削除。 削除する hosts ファイルを選択して 削除をクリックします。確認ボック
スが表示されます。詳細については、「hosts ファイルの削除」を参照してください。

• 1 つの hosts ファイルを HP SIM データベースに追加。 追加する hosts ファイルを選択して、シス
テムをすぐに追加をクリックします。詳細については、「HP SIM データベースへの hosts ファイル
のシステムの追加」を参照してください。

関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成

• hosts ファイルの編集

• hosts ファイルの削除

• HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加

• HP SIM 統合用の hosts ファイル インポート タスクの作成

• バッチ - CLI を使用したシステムの追加

関連トピック

• 検出と識別

新規 hosts ファイルの作成
この手順により、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で使用する新しい hosts ファイルを作成できま
す。

注記: "management processor"のように、2 語以上をキーワードに使用する場合には、二重引用符で
キーワード全体を囲みます。"server"のような 1 語のキーワードでは、引用符はオプションです。

注記:  クラスタについては、クラスタとそのメンバが hosts ファイルで定義されていることを確認し
てください。

hosts ファイルを作成するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[検出] を選択し、[hosts ファイル] タブをクリックします。
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2. 新しい hosts ファイルを作成するには、新規をクリックします。[新規 hosts ファイル] セクション
が表示されます。

3. [名前] フィールドに、新しい hosts ファイルの名前を入力します。これは必須フィールドです。
4. [次の内容で初期化] の下で、次のいずれかを選択します。

• [テンプレート ファイル]。[内容] ウィンドウに内容をロードします。

• [中央管理サーバからロードされたシステム、次を元に並び替え]。ドロップダウン リストか
ら、次のいずれかを選択します。[IP アドレス]、[システム名]、[システム タイプおよび次に
IP アドレス別]、または [システム タイプおよび次にシステム名別]。このオプションにより、
HP SIM によって管理されているシステムが [内容] ウィンドウにロードされます。

• [hosts ファイルからロードされたシステム]。ファイル名とファイルの場所（c:\doc.txt な
ど）を入力するか、参照をクリックして hosts ファイルの場所を探します。このオプションに
より、指定されたファイルの内容が読み込まれて、[内容] ウィンドウに表示されます。

5. [テンプレート ファイル] を選択しなかった場合は、すぐに初期化をクリックして hosts ファイルを
インストールします。その他の場合は、hosts ファイルの内容を [内容] セクションに入力します。
hosts ファイルには、簡単なホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）のホスト名を入力できま
すが、ホスト名の範囲は入力できません。

6. hosts ファイルを保存するには、OK をクリックします。変更をキャンセルするには、キャンセルを
クリックします。

hosts ファイルのフォーマット
有効な hosts ファイル行のフォーマットは、以下のとおりです。
IP_ADDRESS [DNS_NAME] SYSTEM_NAME

ここで、

有効な IP アドレスです。IP_ADDRESS。

オプションの DNS パラメータを示します。DNS_NAME。

システムの名前です。SYSTEM_NAME。

このフォーマットでは、以下の hosts ファイル行は有効です。
1.2.3.4 mySystem.mydomain.com mySystem

2.3.4.5 mySystem

以下の行は無効です。

1.2.3.4/
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mySystem/

mySystem.mydomain.com/

コメント行の先頭には # 記号を置いてください。
# This is a comment line

1.2.3.4 mySystem.mydomain.com mySystem #This is an end-of-line comment

hosts ファイルの拡張子については、「hosts ファイル拡張子」を参照してください。
関連プロシージャ

• hosts ファイルの編集

• hosts ファイルの削除

• HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加

• バッチ - CLI を使用したシステムの追加

関連トピック

• IP 範囲

• 検出と識別

• hosts ファイルの管理

hosts ファイルの編集
hosts ファイルを編集するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[検出] を選択し、[hosts ファイル] タブをクリックします。
2. 既存の hosts ファイルを選択し、編集をクリックします。[hosts ファイルの編集] セクションが表

示されます。

3. [置き換え] セクションで、次のいずれかを選択します。

• [テンプレート ファイル]。[内容] ウィンドウに内容をロードします。

• [中央管理サーバからロードされたシステム、次を元に並び替え]。ドロップダウン リストか
ら、次のいずれかを選択します。[IP アドレス]、[システム名]、[システム タイプおよび次に
IP アドレス別]、または [システム タイプおよび次にシステム名別]。このオプションにより、
HP SIM によって管理されているシステムが [内容] ウィンドウにロードされます。

• [hosts ファイルからロードされたシステム]。ファイル名とファイルの場所（c:\doc.txt な
ど）を入力するか、参照をクリックして hosts ファイルの場所を探します。このオプションに
より、指定されたファイルの内容が読み込まれて、[内容] ウィンドウに表示されます。

4. 内容を置き換え [内容] セクションに変更内容を入力します。

5. hosts ファイルを保存するには、OK をクリックします。変更をキャンセルするには、キャンセルを
クリックします。

関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成

• hosts ファイルの削除

• HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加

• バッチ - CLI を使用したシステムの追加

関連トピック

• 検出と識別

• hosts ファイルの管理
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hosts ファイルの削除
選択した hosts ファイルが、現在使用されていないことを確認してください。次のような場合には、hosts
ファイルは使用されていません。

• 一般設定ページの [ping 除外範囲、テンプレートもしくは hosts ファイル] セクションに、その
hosts ファイルについての参照がない。

• 既存のすべての検出タスクの [Ping 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または
hosts ファイル] セクションに、その hosts ファイルについての参照がない。

注記: hosts ファイルの削除は、必要でなくなった場合、または新しい hosts ファイルを作成する場合
に限って実行してください。

hosts ファイルを削除するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[検出] を選択し、[hosts ファイル] タブをクリックします。
2. 削除する hosts ファイルを選択し、削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。
3. hosts ファイルを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルするには、キャ

ンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成

• hosts ファイルの編集

• HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加

関連トピック

• 検出と識別

• hosts ファイルの管理

HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加
1. [オプション]→[検出] を選択し、[hosts ファイル] タブをクリックします。
2. 既存の hosts ファイルを選択します。
3. システムを追加をクリックします。

HP SIM は、hosts ファイルを読み取ってシステムを追加します。
関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成

• hosts ファイルの編集

• hosts ファイルの削除

関連トピック

• 検出と識別

• hosts ファイルの管理

HP SIM 統合用の hosts ファイル インポート タスクの作成
管理者権限があるユーザは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）と付属の Windows 管理アプリケー
ションの Insight マネージャ（WIN32）の両方を使用すると、Insight マネージャ（WIN32）システムの
データベース ファイルをインポートすることができ、Windows クライアント サーバ環境から Web ベー
スの環境に簡単に移行できます。

Insight マネージャ（WIN32）によって、システム データベース ファイルが作成されます。これは、検
出したシステムの名前と IP アドレスを cim_ip.dat ファイルに格納します。このファイルは、HP SIM
が認識できる hosts ファイルなどの形式にフォーマットされます。このファイルは、Insight マネージャ
（WIN32）でのシステムの検出時または削除時に、連動して更新されます。cim_ip.date ファイル
は、Insight マネージャ（WIN32）がインストールされるディレクトリに配置されます。
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Insight マネージャ（WIN32）では、空白を含むシステム名をサポートします。cim_ip.dat ファイル
では、システム名に含まれる空白はアスタリスク（*）に置き換えられます。HP SIM では、空白を含む
システム名は無効です。

.dat ファイルのインポート

注記:  hosts ファイルにクラスタ名またはアドレスが含まれている場合は、インポートされた hosts ファ
イルにクラスタ メンバが含まれていないことがあるので、HP SIM の検出 IP 範囲をクラスタ メンバが含
まれるように変更する必要があります。IP 範囲の変更については、「新規検出タスクの作成」を参照し
てください。

1. [オプション]→[検出] を選択し、[手動検出] タブをクリックして、ページ上部の [Hosts ファイル]
をクリックします。[手動検出 - Hosts ファイル] ページが表示されます。

2. 新規をクリックします。[新規 hosts ファイル] セクションが表示されます。
3. [hosts ファイル名] フィールドに、cim_ip.dat など、ファイルの名前を入力します。
4. [hosts ファイルからロードされたシステム] を選択し、以下のいずれかの手順を実行します。

• ファイルのフル パス名を入力します。

• 参照をクリックして、cim_ip.dat ファイルを見つけます。ファイルが見つかったら、開くを
クリックして、[hosts ファイルからロードされたシステム] フィールドにファイル名を入力し
ます。

5. すぐに初期化をクリックしてファイルを初期化し、[内容] の領域にファイルの内容を表示します。
6. OK をクリックして、後で参照できるように hosts ファイルとしてファイルを保存します。
7. [手動検出 - Hosts ファイル] ページで、追加したファイルが選択されているか確認し、システムを

すぐに追加をクリックしてこのシステムをデータベースに挿入します。

システムの表示

hosts ファイルを介して挿入されたシステムは、短時間でデータベースに追加されます。次に検出や識別
のタスクが実行された時点で、このシステムにはすべてのシステム情報が追加されます。

[システムおよびイベント収集] パネルでシステムを表示するには、[すべてのシステム] を選択します。
システム テーブル ビュー ページが表示されます。さらに、検出された他のすべてのシステムに加えて、
追加されたシステムが表示されます。

Insight マネージャ（WIN32）ファイルのエクスポート
Insight マネージャ（WIN32）から Insight Manager（WIN32）.dat ファイルをエクスポートするには、
次の 2 とおりの方法があります。

• Insight マネージャ（WIN32）のエクスポート機能を使う方法

• cim_ip.dat ファイルを使う方法。このファイルには、上記の方法より簡略化されたシステム情報
が含まれます。

Insight Manager（WIN32）.dat ファイルをエクスポートする方法の詳細については、HP の Web サイ
ト http://h10018.www1.hp.com/wwsolutions/misc/hpsim-helpfiles/win32sim.pdf （英語）を参照して
ください。

関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成

バッチ - CLI を使用したシステムの追加
バッチにより、コマンド ライン インタフェース（CLI）を使用してホスト名でシステムを追加すること
ができます。これには、まず、.xml ファイルを作成し、コマンド ラインから mxnode コマンドを実行
する必要があります。

1. .xml ファイルを作成して、保存します。たとえば、次のファイルを作成します。

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<node-list>
<node name="system1"/>
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<node name="system2"/>
<node name="system3"/>
</node-list>

2. コマンド ラインから、次のコマンドを実行します。
mxnode -a -f mysystems.xml

ここで、mysystems.xml は、作成したファイルの名前です。

関連プロシージャ

• 新規 hosts ファイルの作成

hosts ファイル拡張子
hosts ファイルには、一般的に、IP アドレス、システム名、システム名のエイリアス、ユーザ コメント
が含まれます。作成した hosts ファイルにはシステムについての追加情報を含めることができます。こ
の情報は、システムの hosts ファイル エントリの前に、1 つ以上のコメントとして表示されます。値が
指定されなかった場合は、デフォルト値が使われます。次の表に、以下のパラメータについて提供され
るデフォルト値を示します。

キーワードパラメータ

TYPEシステム タイプ

SNMP_TIMSNMP タイムアウト

SNMP_RETSNMP 再試行回数

SNMP_MONSNMP 読み込みコミュニティ

SNMP_CONSNMP 書き込みコミュニティ

hosts ファイルを修正して、あるエントリのデフォルト値を置き換えたり、すべての後続エントリのデ
フォルトを変更したりできます。hosts ファイルで 1 つのシステム エントリの値を変更するには、次の
例で示すように、hosts ファイルでホストのエントリの前の行にコメントとして文を追加します。追加し
た文は、そのあとに記載されているシステムにのみ適用されます。次の例では、デフォルトの TYPE が、
システム EngProliant の「server」に変更されます。

hosts ファイル エントリキーワード文

#$IMXE:TYPE=server#$IMXE:< キーワード = 値 >

16.26.176.92 EngProliant.compaq.com EngProliant # ユーザの
コメント

次に例を示します。#$IMXE:TYPE=server

デフォルトをグローバルに変更し、次のファイル エントリとすべての後続エントリも変更するには、以
下の例のような文を使用します。次のエントリのデフォルト値は「router」に変更されます。次の
#$IMXE_DEFAULT 文が値を変更するまで、「router」がすべてのエントリのデフォルト値となります。
TYPE の単一インスタンスを #$IMXE 文で変更すると、デフォルトは次のエントリのみで使用されずに
「router」に戻ります。

hosts ファイル エントリキーワード文

#$IMXE_DEFAULT:TYPE=router#$IMXE_DEFAULT:< キーワード = 値 >

16.26.176.92 BldRtr6.compaq.com BldRtr6 #user comments次に例を示します。#$IMXE_DEFAULT:TYPE=router

注記: コメント付きエントリでキーワード パラメータを省略すると、現在のデフォルト値が使用され
ます。#$IMXE_DEFAULT 文で新しいデフォルト値が設定されない限り、現在のデフォルトが常に標準の
デフォルト値になります。"management processor"のように、2 語以上をキーワードに使用する場合に
は、二重引用符でキーワード全体を囲みます。"server"のような 1 語のキーワードでは、引用符はオプ
ションです。
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次のファイルは、いくつかの文について説明している hosts からの抜粋です。シャープ記号（#）で始ま
る説明は、hosts ファイルに表示されません。
# Title: Systems in database # Sorted by: IP address # Date: 28-Mar-00 2:29:31
 PM # Author: administrator

システム EngProliant は、すべての現在のデフォルト値を使用します。追加のコメントはありませ
ん。

16.26.176.92 EngProliant.compaq.com EngProliant # ユーザのコメント
 
次の例のシステム testServer のデフォルトは、TYPE です。SNMP タイムアウトと 再試行のデフォ
ルトがこのシステム用に復元されますが、testServer にのみ適用されます。SNMP 書き込みコミュ
ニティ名のデフォルト値が変更され、testServer にのみ適用されます。

#$IMXE: TYPE=Server #$IMXE: SNMP_TIM=0 SNMP_RET=0 SNMP_MON=public 
SNMP_CON=private 16.26.160.20 testServer.compaq.com testServer

次の例におけるシステム BldRtr1 のデフォルトはすべて、testServer と同じです。ただし、この
値はグローバルなデフォルトではないので、指定する必要があります。これらの変更は BldRtr1 にの
み適用されます。

#$IMXE:TYPE=Router #$IMXE:SNMP_TIM=0 SNMP_RET=0 SNMP_MON=public SNMP_CON=private
 16.26.160.23 BldRtr1.compaq.com BldRtr1

システム BldRtr5 では、検出で使用される TYPE とプロトコルは現在のデフォルトから変更されま
した。残りのキーワードのエントリは存在しないので、SNMP タイムアウト、再試行回数、およびコミュ
ニティ名には標準のデフォルトが適用されます。

#$IMXE:TYPE=Router 16.26.160.24 BldRtr5.compaq.com BldRtr5

システム AcctServer では、TYPE のみが現在のデフォルトから変更されました。

#$IMXE:TYPE=Server 16.26.176.36 AcctServer.compaq.com AcctServer # ユーザのコメ
ント

TYPE のグローバル デフォルトが「Unknown」から「Router」に変更されました。TYPE 文を使用し
て他のタイプを指定するか、またはデフォルトに戻すまで、その後のすべてのエントリは「Router」
として識別されます。

#$IMXE_DEFAULT:TYPE=Router 16.25.176.38 FloorRtr2a.compaq.com FloorRtr2a # ユー
ザのコメント

次のホスト エントリのデフォルト値は管理プロセッサに変更されました。これは引用符で囲まれてい
ます。#$IMXE:TYPE="Management Processor" AcctSvriLo.compaq.com 16.25.176.37 
AcctSvriLo # ユーザのコメント

...
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デフォルト値

hosts ファイルでパラメータが欠落している場合は、デフォルトが適用されます。以下では、hosts ファ
イルで使用できるパラメータを示します。

説明値キーワード

不明（デフォルト）アプリケーション、クラスタ、複合体、
デスクトップ、エンクロージャ、環境モ
ニタ、ハンドヘルド、ハブ、KVM スイッ
チ、管理プロセッサ、ノートブック、パー
ティション、配電ユニット（PDU）、電
源装置、プリンタ、ラック、リソース
パーティション、リモート アクセス デ
バイス、ルータ、サーバ、共有リソース
ドメイン、ストレージ デバイス、スイッ
チ、テープ ライブラリ、Thin クライアン
ト、UPS、不明、非管理対象、およびワー
クステーション

各システム タイプの詳細については、
「システム タイプ」を参照してくださ
い。

TYPE

無効（デフォルト）

有効

0
1

DMI

無効（デフォルト）

有効

0
1

SNMP

無効（デフォルト）

有効

0
1

HTTP

システム デフォルト（デフォルト）0
0 より大きい値

SNMP_TIM

システム デフォルト（デフォルト）0
0 より大きい値

SNMP_RET

読み取り専用（デフォルト）Public
< コミュニティ名 >

SNMP_MON

デフォルトなし< コミュニティ名 >SNMP_CON

関連プロシージャ

• hosts ファイルの管理

関連トピック

• 検出と識別

IP 範囲
IP アドレスは、検出用に個別に、または範囲の一部として含めたり除外したりできます。IP アドレス範
囲のエントリはクラスタ検出にも影響を及ぼすため、IP 範囲にはクラスタとそのノードのアドレスも含
める必要があります。1 行につき 1 つのシステムまたは範囲を入力してください。IP アドレス範囲を入
力する場合は、次の表のガイドラインに従ってください。

入力する範囲IP 範囲

172.25.76.1-172.25.76.2541 から 254 のローカル サブネット IP 範囲、デフォルトの [包
括範囲を Ping]

172.25.76.114-172.25.76.114 または 172.25.76.114[包括範囲を Ping] または [除外範囲] フィールドの範囲として
の単一システム

172.25.76.38-172.25.76.48[包括範囲を Ping] または [除外範囲] フィールド サブネット内
のノードのグループ
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入力する範囲IP 範囲

@DiscoveryTemplate_filename検出テンプレート ファイルに含まれるシステム

$filenamehosts ファイルに含まれるシステム

172.25.76.255:NOBROADCASTこのサブネットの非ブロードキャスト ノード

172.25.76.0-172.25.76.255:255.255.255.0 または
172.25.76.114:255.255.255.0

サブネット マスクで判断されるブロードキャスト ノード

検出では、一般的にゼロ ノードであるサブネット ネットワーク ID、または一般的にノード 255 である
サブネット ブロードキャスト アドレスを ping しないことが想定されます。これは、ネットワーク リ
ソースが不必要に消費されることを防ぐためです。システム 255 がネットワーク上のブロードキャスト
アドレスでない場合、上の表に示すようにこれを [包括範囲を Ping] セクションで表示するか、[除外範
囲] セクションで特定のシステムを除外できます。HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、サブ
ネット マスクが使用され、ブロードキャスト システムが判断されます。マスクを指定しない場合、HP
SIM は、ネットワーク クラス用のデフォルト マスクを使用します。サブネット マスクがそのクラスの
デフォルトでない場合、ブロードキャスト システムが含まれて、ネットワーク トラフィックが必要以
上に増加する場合があります。

関連プロシージャ

• 自動検出の設定

関連トピック

• 検出と識別

識別
識別プロセスは、システムの自動または手動検出の後で実行され、検出されたシステムに関する次の情
報を識別します。

• システムが使用する管理プロトコル（Simple Network Management Protocol（SNMP）、デスクトッ
プ管理インタフェース（DMI）、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）、HTTP、Secure
Shell（SSH）、WS-Management など）

注記:  OpenWBEM はサポートされていません。

注記:  デフォルトでは、HP SIM は、標準 SSL ポート 443 で WS-Management 識別をサポートし
ます。WS-Management サポートの追加は、Web ベース エンタープライズ管理や SNMP などの他
のプロトコルを使用する Integrated Lights-Out（iLO）の既存の識別または検出に影響を与えません。
[WSMAN:1.0] は、[システム] ページの [システム] タブのシステム ページに、サポートされる他の
すべての管理プロトコルとともに、管理プロトコルとして表示されます。

• システムのタイプ（サーバ、クライアント、管理プロセッサ、ストレージ、スイッチ、ルー タ、ク
ラスタなど）

• システムの製品名

• オペレーティング システムの名前、タイプ、バージョン

• サーバ内の iLO などの関係

注記: 識別中は、すべてのエンクロージャから 1 つのサーバが検出されて識別されるまで、リモート
エンクロージャに、一般的な名前（フォーマット：Encl_SerialNumber）が割り当てられます。以後、こ
のエンクロージャには、エンクロージャに割り当てた名前が含まれます。

HP SIM は、製品の ID およびシリアル番号を収集して認識します。また、さらに大切なことですが、シ
リアル番号ではなく UUID（Universally Unique Identifier）を使用してサーバと iLO の関係を処理する方
法も収集して認識します。以下のプロセスは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）が識別した各シス
テムで、順番に発生します。

• システムの種類、サポートされているプロトコル、一部の属性（オペレーティング システムの種類
など）を識別します。
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• フィルタの条件に合わないシステム（そのシステムが新しいシステムの場合）システムを選別しま
す。

• データベースに直接書き込まれる可能性のあるライセンス データ、Web エージェントなどの追加
データ、さらには照会可能な属性（CPU やメモリについてのデータなど）を取得します。

• 最初の手順で識別したシステムにタイプに合わせて関連付けアルゴリズムを実行します。

新しく自動検出されたシステムの場合、システムがデータベースに追加される前に、設定済み検出フィ
ルタが適用されます。システムが検出フィルタと一致しない場合、システムはデータベースに追加され
ず、システムに追加タスクや追加要求は送信されません。システムがフィルタに適合すると、システム
はデータベースに追加されます。この時点で、ポーリング タスク、リスト、その他の操作にシステムを
使用できるようになります。

注記: 検出フィルタは、手動で検出したシステムには適用されません。

HP SIM では、新しく追加されたシステムで、ハードウェアとソフトウェアの初期ステータス ポーリン
グおよび初期データ収集が実行されます。各タスクの詳細については、「ハードウェア ステータス ポー
リング」、「ソフトウェア ステータス ポーリング」、および「データ収集」を参照してください。シ
ステムに関する情報はデータベースに格納されます。

検出と識別のプロセスを完了するのにかかる時間は、ネットワーク サイズとリソースによって異なりま
す。必要なすべてのタスクは、HP SIM で事前に定義されています。定義済みタスクをシステムから削除
することはできませんが、必要な場合は無効にすることができます。また、新規の識別タスクを作成し
て、変更された識別情報を取得するときに実行するようスケジュールすることもできます。

デフォルトでは、HP SIM は、1 日に 1 回、および新しいシステムが検出されたときに、システムの識
別タスクを実行します。ほとんどのユーザは 1 日に 2 回以上実行するよう識別タスクをスケジュールす
る必要はありません。

注記：Web ベース エンタープライズ管理
ゲストに VMware ツールがインストールされている場合、仮想マシン ホストの UUID、ホスト名、およ
びプライマリ IP アドレスが収集されます。VMware ツールがインストールされていない場合は、UUID
だけが収集されます。この場合、仮想マシン ゲストは、>VMHost_Name<_>Display Name< と名付けら
れます。ここで、VMHost_Name はゲスト ホスト システムの名前、Display Name は、VMware Virtual
Infrastructure Client でのゲストの表示名です。

初期識別

システムが新たに検出されたり再検出されたりすると、HP SIM はそのシステムを識別しようとします。
検出タスクは、すべての検出されたシステム、またはすべての再検出されたシステムを識別するまで、
完了しません。

システムの識別

次の検出が行われるまでにシステムを識別するには、[オプション]→[システムの識別] を選択します。
[システムの識別] ページが表示されます。このページから、追加するターゲット システムを選択しま
す。ターゲット選択の詳細については、「タスクの作成」を参照してください。

関連プロシージャ

• システムの手動追加

関連トピック

• 検出と識別

システム タイプの管理
システム タイプ管理（STM）は、識別のデフォルト動作を変更するためのユーティリティです。STM で
は、ネットワーク上のシステムから、SNMP およびデスクトップ管理インタフェース（DMI）（Windows
のみ）リストに対する応答に基づいて、ルールを使用してサードパーティ製システムのタイプと製品名
をカスタマイズできます。
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重要: ほとんどの HP 製システムでは、システム タイプと製品名を修正することはできません。その
他のすべてのフィールドでは、SNMP システム オブジェクト識別子（OID）に基づいて識別をカスタマ
イズできます。SNMP 対応製品には、各メーカにより、他と重複しないシステム OID 割り当てられてい
ます。STM では、選択した製品カテゴリと製品名にシステム OID をマップするルールを作成し、識別
をカスタマイズできます。STM を使用するには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。

[システム タイプの管理] ページにアクセスするには、[オプション]→[システム タイプの管理] を選択し
ます。このページでは以下を実行できます。

• 新しいルールの作成。 新規をクリックします。[新規ルール] セクションが表示されます。詳細に
ついては、「STM ルールの作成」を参照してください。

• 既存ルールの編集。 編集するルールを選択して、編集をクリックします。詳細については、「STM
ルールの編集」を参照してください。

• 既存ルールの削除。 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。ルールを削除する場
合は、OK をクリックします。削除をキャンセルして [システム タイプの管理] ページに戻るには、
キャンセルをクリックします。詳細については、「STM ルールの削除」を参照してください。

関連プロシージャ

• STM ルールの作成

• STM ルールの編集

• STM ルールの削除

関連トピック

• システム タイプの管理ページのナビゲート

• STM ルール作成のための追加情報

• システム タイプ管理について

システム タイプの管理ページのナビゲート
[システム タイプの管理] ページには、次を含む、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で現在定義さ
れているルールがリスト表示されます。

1. システム タイプ
2. カラム

3. [合計]
4. 使用可能ボタン
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[システム タイプの管理] ページにアクセスするには、[オプション]→[システム タイプの管理] を選択し
ます。

システム タイプ
[システム タイプの管理] ページのリストは、[システム タイプ] ドロップダウン リストからタイプを選
択して、システム タイプを条件にしてフィルタ処理できます。下向き矢印をクリックし、リストのフィ
ルタ処理に使うシステム タイプを選択してください。

カラム

[システム タイプの管理] ページには、次のカラムが表示されます。

• [製品モデル]

• [製品タイプ]

• [サブ タイプ]

• [プロトコル]

• [優先順位]

• [システム オブジェクト識別子]

昇順か降順で列を並び替えるには、列の見出しをクリックします。

[合計]
[合計] フィールドには、[システム タイプ] ドロップダウン リストで選択されたシステム タイプの条件
に合うシステムの総数が表示されます。

使用可能ボタン

[システム タイプの管理] ページでは、次のボタンを利用できます。

• 新規。新しいルールの作成に使用します。

• 編集。既存ルールの編集に使用します。編集するルールを選択し、編集をクリックします。

• 削除。既存の SNMP または DMI ルールの削除に使用します。ルールを選択して 削除をクリックし
てください。確認ボックスで OK をクリックすると、ルールが削除されます。ルールを削除せずに
[システム タイプの管理] ページに戻るには、キャンセルをクリックします。
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関連プロシージャ

• STM ルールの作成

• STM ルールの編集

• STM ルールの削除

関連トピック

• システム タイプの管理

• システム タイプ管理について

システム タイプ管理について
Simple Network Management Protocol（SNMP）対応製品には、各メーカにより、他と重複しないシステ
ム オブジェクト識別子（OID）が割り当てられています。システム タイプ管理（STM）では、選択した
製品カテゴリと製品名に OID をマップするルールを作成し、識別をカスタマイズできます。HP Systems
Insight Manager（HP SIM） は、指定したルールに不明のシステムが一致する場合、ルールから情報を
検出して適用します。ルールには、OID が含まれており、ターゲット システムからの応答と比較され
る、別のオブジェクト識別子もオプションで含まれます。ルールが比較条件を満たすと、ルールの情報
でシステムが識別されます。

注記:  SNMP ルールは、HP SIM の [システム タイプの管理] ページから、または CLI から mxstm を
使用して作成できます。Windows システムでは、CLI で、mxstm コマンドを使用して、デスクトップ管
理インタフェース（DMI）プロトコルに基づいてルールを作成できます。

注記: SNMP ルールには、OID と製品名が必要です。比較ルール（一致または先頭文字列）、値と比
較ルールを含む MIB OID、製品タイプ、サブ タイプ、カスタム管理ページ、および優先順位も、オプ
ションで指定できます。DMI ルールを指定するには、応答値と比較ルールとともに、製品名および、最
低 1 つ最大 3 つの DMI 要素を指定します。

システム識別を追加または変更する理由

以下のような状況になると、ユーザはシステム識別の追加または変更を検討します。

• HP SIM データベースに含まれておらず、場所や用途に基づいて一意の製品名で識別するサードパー
ティ製システムがネットワーク上にある場合があります。

• 既知のタイプのシステムを別の方法で識別する場合があります。たとえば、複数のラップトップ コ
ンピュータを持っていて、それを別の基準で分類する場合などです。

システム タイプ管理ルールを作成するオプション
システムは特定のルールで識別、分類され、対応するシステム タイプと製品名が割り当てられます。
SNMP システムでは、STM がシステムの OID とオプションの MIB 変数 OID を、その値とデータ タイ
プとともに使用します。識別は、識別するシステムから返された OID に基づいて実行されます。OID に
一致するルールが存在する場合は、応答値がルールの基準に一致するかどうかに基づいて、識別が進行
します。

DMI システムの場合、STM は 1 つから 3 つの DMI 要素、属性、および値の組から成る要求を使用しま
す。適用するルールでは、返された応答値が、対応する比較ルールで定義された方法でルールの値と一
致する必要があります。

カスタム管理ページは、[ツール ＆ リンク] タブの [システム ページ] 上のリンクです。一意であれば、
他のシステム リンクを持つリンクが表示されます。HTML ページが開く URL アドレスを指定できます。
たとえば、以下を入力します。http://support.networkingcompany.com/model123.
検出が完全に実行されて、作成したルールと一致するシステムが識別された後で、新しいシステム タイ
プがシステム収集に表示されます。

ネットワークにあるシステムが変更された場合は、ルールを変更、削除できます。

関連プロシージャ

• STM ルールの作成

• STM ルールの編集
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• STM ルールの削除

関連トピック

• システム タイプの管理

• システム タイプの管理ページのナビゲート

STM ルールの作成
以下の手順は、新しい SNMP ルールをシステム タイプ管理（STM）で作成する方法を示しています。
STM は、識別のデフォルト動作を変更するためのユーティリティです。STM では、ネットワーク上のシ
ステムから、Simple Network Management Protocol（SNMP）およびデスクトップ管理インタフェース
（DMI）（Windows のみ）収集に対する応答に基づいて、ルールを使用してシステムのタイプと製品名
をカスタマイズできます。

注記:  DMI ルールは、コマンド ライン インタフェースからのみ作成できます。

注記: STM ルールの作成では、以下の各フィールドが必須フィールドです。

• [比較ルール] を含む [システム オブジェクト識別子]

• [システム タイプ]

• [製品名]

新しい SNMP ルールを作成するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[システム タイプの管理] を選択します。[システム タイプの管理] ページが表示され

ます。

2. 新規をクリックします。[新規ルール] セクションが表示されます。

3. [システム オブジェクト識別子] の情報を入力します。システム オブジェクト識別子は、システムか
ら取得をクリックして、ネットワーク上のターゲット システムから取得します。[システムから取
得] セクションが表示されます。[システム オブジェクト識別子] フィールドは必須です。
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a. [オブジェクト識別子] フィールドに、オブジェクト識別子を入力します。
b. データを取得するために、[コミュニティ名] フィールドに、コミュニティ名を入力します（デ

フォルトの public 以外の場合）。データを取得するには、ターゲット システムと HP Systems
Insight Manager（HP SIM）サーバのコミュニティ名が一致する必要があります。

c. 検索するシステムの IP アドレスを [ターゲット ホスト名または IP アドレス] フィールドに入力
します。

d. [応答 SNMP データ値] と [応答値] を表示するには、応答を取得をクリックします。
e. [システムから取得] セクションを閉じるには、OK をクリックして、[システム オブジェクト識

別子] フィールドか [オブジェクト値] フィールドの一方か両方に応答値を設定します。
4. [システム オブジェクト識別子の比較ルール] を入力します。下向き矢印をクリックし、適切なルー

ルを選択します。ほとんどの場合は [一致] にします。システムのクラスのシステム オブジェクト
識別子が、入力した値で始まることがわかっている場合は、[次の文字で始まる] に設定します。

5. （省略可能）MIB から取得をクリックし、[MIB 変数オブジェクト識別子] を指定します。[MIB か
ら取得] セクションが表示されます。
これを実行する必要があるのは、同じシステム オブジェクト識別子を返す複数のシステムを、クラ
スごとに異なる値を返す SNMP 変数に基づいて、異なる製品として分類する場合です。たとえば、
異なるベンダの Windows NT サーバがあり、同じ Windows NT システム オブジェクト識別子が返
される場合は、Windows NT システム オブジェクト識別子（OID）を OID として使用してルール
を指定し、ベンダ固有の MIB 変数と値の組み合わせを使用して、ベンダごとに別のルールを作成し
てください。

a. [MIB 定義ファイル名] ボックスで下向き矢印をクリックし、MIB 定義ファイルを選択します。
b. [MIB 変数名] ボックスで下向き矢印をクリックし、MIB 変数名を選択します。
c. [MIB から取得] セクションを閉じるには、OK をクリックして、[MIB 変数オブジェクト識別子]

情報をフィールドに設定します。

6. システムから取得をクリックして [オブジェクト値] を選択します。[システムから取得] セクション
が表示されます。

a. [オブジェクト識別子]、コミュニティ名、および [ターゲット ホスト名または IP アドレス] を
入力します。

b. [応答 SNMP データ値] と [応答値] を表示するには、応答を取得をクリックします。
c. [MIB から取得] セクションを閉じるには、OK をクリックして、[オブジェクト値] 情報をフィー

ルドに設定します。

7. 下向き矢印をクリックし、[文字列] または [整数] を選択して、[オブジェクト値] の [データ型] を選
択します。

8. 下向き矢印をクリックし、[オブジェクト値] の [比較ルール] を選択します。
9. [優先順位] を入力します（同一システム オブジェクト識別子の複数のルールが存在する場合に適用

されます）。

10. [システム タイプ] フィールドで下向き矢印をクリックし、システム タイプを選択します。
11. [サブタイプ] フィールドで下向き矢印をクリックし、システム サブタイプを選択します。
12. [製品名] フィールドに、新しいルールの製品名を入力します。
13. [カスタム管理ページ] フィールドに URL を入力します。この URL では、このルールで識別されたシ

ステムの [システム ページ] 上のシステム リンクとして、この Web ページが表示されます。URL
の任意の場所に、特別なキーワード $ipaddress および $hostname を入力します。このキー
ワードは、リンクが [システム ページ] に配置されている場合、システムの実際の IP アドレスかホ
スト名で置き換わります。
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14. URL にアクセスできることを確認するには、起動をクリックします。
15. 新しいルールを保存するには、OK をクリックします。すべての変更内容をキャンセルして [新規

ルール] セクションを閉じるには、キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
SNMP ルールと DMI（Windows のみ）ルールの追加をコマンド ラインから行うには、mxstm コマンド
を使用します。このコマンドの詳細については、コマンド ラインに man mxstm と入力して HP-UX ま
たは Linux のマンページを参照してください。コマンドとマンページの利用方法の詳細については、「コ
マンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• STM ルールの編集

• STM ルールの削除

関連トピック

• システム タイプの管理

• システム タイプ管理について

• システム タイプの管理ページのナビゲート

STM ルールの編集
優先順位、システム タイプ、サブタイプ、またはカスタム管理ページを変更するには、システム タイ
プ管理（STM）を使用して、既存の SNMP ルールを編集します。

注記: このページで優先順位を変更すると、システム オブジェクト識別子（OID）が同一であるその
他すべてのルールの優先順位が変更されます。変更後は、OID が同一であるすべてのルールに対して、
1 から始まって同じ OID を含むルールの数までの間で一意となる優先順位が与えられます。

注記: すべてのステップはオプションです。

SNMP ルールを編集するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[システム タイプの管理] を選択します。[システム タイプの管理] ページが表示され

ます。

2. 編集をクリックします。[ルールの編集] セクションが表示されます。
3. [優先順位] フィールドで、優先順位を変更します。
4. [システム タイプ] フィールドで下向き矢印をクリックし、システム タイプを変更します。
5. [サブタイプ] フィールドで下向き矢印をクリックし、サブタイプを変更します。
6. [カスタム管理ページ] フィールドで URL を変更します。URL 起動ページにアクセスできることを確

認するには、起動をクリックします。

7. 変更内容を保存して [システム タイプの管理] ページに戻るには、OK をクリックします。変更内容
を保存せずに [システム タイプの管理] ページに戻るには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• STM ルールの作成

• STM ルールの削除

関連トピック

• システム タイプの管理

• システム タイプ管理について

• システム タイプの管理ページのナビゲート

STM ルールの削除
1. [オプション]→[システム タイプの管理] を選択します。[システム タイプの管理] ページが表示され

ます。

2. 削除するルールを選択します。
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3. 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

4. ルールを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルするには、キャンセル
をクリックします。

関連プロシージャ

• STM ルールの作成

• STM ルールの編集

関連トピック

• システム タイプの管理

• システム タイプ管理について

• システム タイプの管理ページのナビゲート

STM ルール作成のための追加情報
SNMP 対応製品には、各メーカにより、他と重複しないシステム オブジェクト識別子（OID）が割り当
てられています。また、システムは、管理情報ベース（MIB）というファイルに記述されている変数で
自分自身に関する情報を提供します。この値は、業界標準の構造で記述されます。MIB はベンダによっ
てシステムに提供されるもので、システム タイプ管理（STM）からアクセスおよび使用できるように
HP Systems Insight Manager（HP SIM）に登録する必要があります。すべての HP MIB とサード パーティ
の MIB の多くは、HP によってあらかじめ登録されています。ネットワーク上に関連システムがある場
合は、MIB コンパイラを使用して残りの MIB を登録することができます。MIB の登録の詳細について
は、「MIB の登録」を参照してください。MIB を調べると、変数のモジュールまたはグループがあるの
がわかります。変数のなかには、複数の値を持つものがあります。このような値の場合は、各自が OID
も持っています。この OID を使用すると、この OID を問い合わせて、含まれるシステム、および現在
の動作を判断できます。

DMI 識別について知っておくべきこと
デスクトップ管理インタフェース（DMI）識別は、システムが DMI 要求に応答する方法に基づく識別で
す。システムは、MIF と呼ばれるファイルで定義される、デバイスについての情報を提供します。MIF
はベンダに固有です。ターゲット システム上に管理情報フォーマット（MIF）ファイルだけがある場合
は、DMI 識別は保証されません。HP SIM で MIB を登録するのと同じ方法では、MIF は登録できません。
一般的な Win32sl.MIF などの MIF を調べる場合は、属性グループを見つけます。MIF 属性の要求に対
する応答で返される値を使用すると、含まれるシステムと現在の動作を判断できます。

一例として、次の抜粋は Win32sl.MIF の一部です。Name が Component ID になっているグループ
では、Manufacturer、Product、Version、Serial Number のような DMI システムの １ つの状況を識別す
る、いくつかの属性が続くことに注意してください。その他の MIF では異なるグループを持つことがあ
り、システムのその他の状況を指定します。MIF の情報は、ルールを作成するとき STM に提供する情報
になります。STM は、特定属性用の特定のターゲットから値を要求できます。

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

Start Group Name = "ComponentID" ID = 1 Class = "DMTF|ComponentID|001"
Description = "This group defines the attributes common to all components.This
group is required."

Start Attribute Name = "Manufacturer" ID = 1 Description = "Manufacturer of
this system."Access = Read-Only Storage = Common Type = String(64) Value =
"Intel Corporation" End Attribute

Start Attribute Name = "Product" ID = 2 Access = Read-Only Storage = Common
Type = String(64) Value = "Win32 DMI Service Layer" End Attribute

Start Attribute Name = "Version" ID = 3 Description = "Version number of this
component."Access = Read-Only Storage = Common Type = String(64) Value =
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"2.32" End Attribute

Start Attribute Name = "Serial Number" ID = 4 Access = Read-Only Storage =
Common Type = String(64) Value = "unsupported" End Attribute ...

新しい DMI ルールの追加（Windows CMS のみから）
コマンド ライン ユーティリティ（mxstm）を使用して、新しい DMI ベース ルールを作成できます。
DMI システム情報は、元々MIF ファイルにあります。MIF ファイルには属性と対応する値の要素が含ま
れます。mxstm マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマン
ドの使用」を参照してください。

SNMP ルールの新規追加
コマンド ライン ユーティリティ（mxstm）を使用するか、[オプション]→[システム タイプの管理] を選
択して HP SIM ユーザ インタフェースから、新しい SNMP ベース ルールを作成できます。SNMP フレー
ムワーク内で、管理可能なネットワーク システム（ルータ、ブリッジ、サーバなど）には、マネジメン
ト エージェントと呼ばれるソフトウェア コンポーネントが含まれます。このエージェントは、ネット
ワーク要素のさまざまなサブシステムを監視し、この情報を MIB に格納します。このエージェントによ
り、システムはトラップを生成でき、HP SIM を実行している、トラップ宛先サーバに送信するように設
定できます。

関連プロシージャ

• STM ルールの作成

• STM ルールの編集

• STM ルールの削除

関連トピック

• システム タイプの管理

• システム タイプ管理について

• システム タイプの管理ページのナビゲート
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第6章ユーザと認証

注記: 中央管理サーバ（CMS）に追加されたユーザは、認証がそのユーザに対して設定されるまでは、
システムの表示や管理を実行できません。

注記: HP-UX と Linux で提供されるコマンド ライン ツール（ls、df など）は、デフォルトでは root
ユーザの権限で実行されます。セキュリティを確保するために、これらのツールを特定のユーザ権限で
実行されるように設定できます。こうしておけば、偶然、これらのツールに権限のないユーザがアクセ
スするような事態を防げます。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、特定のユーザかユーザ グループの認証を設定することが
できます。認証により、ユーザは、システムを表示および管理するためのアクセスが可能になります。
各認証は、ユーザまたはユーザ グループ、ツールボックス、およびシステムまたはシステム グループ
を指定します。システム上で実行可能なツールの個別のセットは、割り当てられているツールボックス
で指定されます。

それぞれのユーザがどのシステムを管理するか、および各ユーザが管理対象システム上で実行する権限
があるツールのセットはどれかを、慎重に計画することが重要です。あるシステムに対してツールボッ
クス認証を持たないユーザは、そのシステムを表示または管理することができません。

認証は、累積式です。ユーザが同じシステムのツールボックス 1 とツールボックス 2 について認証され
ている場合、そのユーザは、そのシステムのツールボックス 1 とツールボックス 2 の両方ですべての
ツールを使用することができます。同様に、[すべてのツール] ツールボックスには、常に、すべてのツー
ルが含まれているので、あるシステムの [すべてのツール] ツールボックスについて認証されているユー
ザには、そのシステムの他のツールボックス認証は不要です。

ユーザ名と認証のセットアップについては、以下の各項の次のガイドラインを参照してください。

• 「自動検出の設定」

• 「新しいユーザの作成」

• 「新しいユーザ グループの作成」

• 「新しいツールボックスの作成」

• 「新しい認証の作成」
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ユーザ認証テンプレート
[ユーザおよび認証] タブには、次のオプションがあります。

• ユーザおよびユーザ グループの追加、編集、削除、ならびにユーザ レポートの表示と印刷。[オプ
ション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択します。

• ツールボックスの追加、編集、削除、およびツールボックス レポートの表示と印刷。[オプショ
ン]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツールボックス] を選択します。

• 認証の追加、更新、および削除、ならびに認証レポートの表示と印刷。[オプション]→[セキュリ
ティ]→[ユーザおよび認証]→[認証] を選択します。

注記: デフォルトでは、HP SIM で作成されたユーザは、制限付きの読み取り権限で HP Storage Essentials
にアクセスできます。権限の設定は、[ユーザ]、[ツールボックス]、および [認証] タブの指示とリンク
に従って、変更できます。

関連プロシージャ

• 新しいユーザの作成

• 新しいユーザ グループの作成

• 新しいツールボックスの作成

• 新しい認証の作成

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集

• ツールボックスの編集

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

• ツールボックスの削除

• 認証の削除

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

• ツールボックス レポート

• 認証レポート

関連トピック

• ユーザとユーザ グループ

• ツールボックス

• 認証

ユーザとユーザ グループ
ユーザの管理には、追加、編集、削除、レポートが含まれます。ユーザまたはユーザ グループを追加し
たら、[認証] タブで定義済み認証をユーザに割り当てることができます。

オペレーティング システムには、ユーザおよびユーザ グループがあるはずです。Windows の場合、
ユーザ グループには、Active Directory が含まれます。HP Systems Insight Manager（HP SIM）でユーザ
グループを設定すると、オペレーティング システムのそのユーザ グループのメンバであるユーザは、
HP SIM にサインインできます。つまり、HP SIM でユーザとして設定する必要はありません。以降、ユー
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ザは、HP SIM で設定されたユーザ グループの認証と設定権に基づき、タスクを作成したり、ツールを
実行したりすることができます。

[ユーザ] タブには、次の情報を含むテーブルが表示されます。

• ユーザまたはユーザ グループ。 ユーザとユーザ グループがすべて表示されます。ユーザ グルー
プは、ボールド体で表示され、グループ ベースのユーザ アカウント（設定済みのユーザ グループ
のメンバ）は、イタリック体で示されます。

• CMS セキュリティの設定 この列は、ユーザが CMS のセキュリティを設定する権限を与えられて
いるかどうかを示します。このオプションは、ユーザの作成または編集時に、[ユーザは他のユーザ
の作成、変更、削除など CMS セキュリティ アクセスを設定できます。] チェックボックスを選択
または選択解除したときに設定されます。列には、[はい] または [いいえ] が表示されます。

• ポケベル設定済み ユーザがポケベル設定されているかどうかが示されます（[はい] または [いい
え]）。ユーザ グループについてはこの列は空白です。

• IP サインイン制限 ユーザまたはユーザ グループに割り当てられた IP 制限があるかどうかが示さ
れます。

• フルネーム ユーザまたはユーザ グループの作成時にユーザまたはグループのフルネームが入力
された場合、この列にその情報が表示されます。

[ユーザ] タブには、次のオプションがあります。

• 新しいユーザの作成。 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択し、
続いて 新規をクリックします。[新規ユーザ] セクションが表示されます。

• 新しいユーザ グループの作成。 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ]
を選択し、続いて 新規グループをクリックします。[新規ユーザ グループ] セクションが表示され
ます。

• 既存のユーザまたはユーザ グループの編集。 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認
証]→[ユーザ] を選択し、ユーザまたはユーザ グループを選択します。編集をクリックします。[ユー
ザの編集] セクションまたは [ユーザ グループの編集] セクションが表示されます。グループ ベー
ス（イタリック体）のユーザを編集して、個別設定のユーザに変更できます。

• ユーザまたはユーザ グループの削除。 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユー
ザ] を選択し、ユーザまたはユーザ グループを選択します。削除をクリックします。確認ボックス
が表示されます。ユーザまたはユーザ グループを削除するには、OK をクリックします。削除を
キャンセルするには、キャンセルをクリックします。

• ユーザ レポートの表示と印刷。 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ]
を選択し、続いて レポートをクリックします。[ユーザ レポート] ウィンドウが表示されます。レ
ポートを印刷する場合は、[ファイル]→[印刷] を選択します。

注記:  昇順か降順で情報を並べ替えるには、適切な列の見出しをクリックします。矢印が含まれ
ている列見出しは、リストの並べ替え基準になっている列です。矢印が上を向いている場合、リス
トは昇順で並べ替えられています。矢印が下を向いている場合、リストは降順で並べ替えられてい
ます。

• SE ユーザ セキュリティ設定の実行 デフォルトでは、HP SIM で作成されたユーザは、制限付き
の読み取り権限で HP Storage Essentials にアクセスできます。 ユーザのロールを編集してユーザに
追加の権限を付与するには、[Run SE user security configuration] リンクをクリックします。

関連プロシージャ

• 新しいユーザの作成

• 新しいユーザ グループの作成

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

• ユーザおよびユーザ グループ レポート
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関連トピック

• ユーザと認証

• ツールボックス

• 認証

• デフォルトのユーザ テンプレート

新しいユーザの作成

HP Systems Insight Manager（HP SIM）にサインインするための新しいユーザ アカウントを作成します。
アカウントは、中央管理サーバ（CMS）のオペレーティング システム（Windows の Active Directory を
含む）に対して有効でなければなりません。また、CMS によって認証されます。追加するユーザのオペ
レーティング システム ユーザ アカウント名が必要ですが、パスワードは必要ありません。
新しいユーザを作成するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択し、続いて 新規をクリックし
ます。[新規ユーザ] セクションが表示されます。

2. （必須）HP SIM へのサインインに使用するオペレーティング システム ログイン アカウント名を、
[サインイン名]（中央管理サーバ（CMS）上）フィールドに入力します。これは必須フィールドで
す。

注記：アカウントが有効なログインでない場合、ユーザは HP SIM にサインインできません。ユー
ザが HP SIM にサインインを試みるまで、アカウントの有効性は確認されません。

3. （省略可能）CMS が Windows オペレーティング システムを実行している場合は、ログイン名の
Windows ドメイン名を [ドメイン]（サインイン名の Windows® ドメイン）フィールドに入力しま
す。空白のままにすると、CMS のシステム名がドメインとして使用されます。
注記：Insight マネージャ 7 から移行したユーザ アカウントの場合は、ドメイン（ログイン名の
Windows® ドメイン）フィールドは、そのユーザをプレースホルダ ドメインと関連づけます。ユー
ザがポケベル通知を受信する場合は、このフィールドにネットワーク上で有効なドメイン名を指定
してください。

4. （省略可能）[フルネーム] フィールドに、ユーザのフルネームを入力します。
5. （省略可能）Windows を使用する場合は、[ポケベル情報] セクションの [電話番号] フィールドに、

ポケベルの電話番号を入力します。[電話番号] フィールドが空白の場合、ポケベル情報は保存され
ません。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

6. （省略可能）[Email アドレス] フィールドに、ユーザの Email アドレスを入力します。
7. [このユーザに設定された認証を使用するか次の [テンプレート] からコピーする] フィールドで、テ

ンプレート（アドミニストレータ テンプレート、オペレータ テンプレート、またはユーザ テンプ
レート）、または作成するサインイン アカウントに割り当てたい定義済みの認証を持つサインイン
アカウントを選択します。デフォルト ユーザ テンプレートの詳細については、「デフォルトのユー
ザ テンプレート」を参照してください。

8. 他のアカウントを作成、変更、または削除できなければならないユーザ アカウントの場合は、[中
央管理サーバの設定権] セクションで [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリ
ティ アクセスを設定できます。] を選択します。前の手順で、管理者権限がある既存のユーザまた
はアドミニストレータ テンプレートを選択した場合は、このオプションが自動的に選択されます。

9. [サインイン IP アドレスの制限] セクションの [包括範囲] フィールドに、このユーザがこの CMS に
アクセスするクライアントとして使用できるシステムの IP アドレスを入力します。複数の IP アド
レスをリストする場合は、セミコロン（;）で区切ります。それぞれの範囲は、単一の IP アドレス、
またはダッシュ（-）で区切った、2 つの IP アドレスにします。IP アドレスは、15.1.54.133 のよ
うに標準的なドット区切り表記で入力する必要があります。セミコロンやダッシュの前後にある空
白は無視されます。ドット区切り表記の単一 IP アドレスに空白を含めることはできません。ユーザ
がリモート システムからログインすることを禁止するには、0.0.0.0 と入力します。
重要：CMS からアクセスする場合は、CMS のすべての IP アドレスが正しく含まれていることを確
認してください。localhost にアクセスする場合は、ループバック アドレス 127.0.0.1 も含まれ
ていることを確認してください。

10. このユーザまたはユーザ グループの管理対象外にするシステムについては、そのシステムの IP ア
ドレスを [除外範囲] フィールドに入力します。前の [包括範囲] の手順と同じフォーマットを使用し
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てください。ユーザがリモート システムからログインすることを禁止するには、0.0.0.0 と入力し
ます。

注記：包括範囲と除外範囲が重ならないことを確認してください。

注記：次からの 5 つの手順は、Windows ベースの CMS でのみ実行してください。

11. Windows オペレーティング システムを使用している場合は、[ポケベル情報] セクションの [電話番
号] フィールドに、このユーザ アカウントに関連するユーザのポケベルの電話番号を入力します。
[電話番号] フィールドが空白の場合、ポケベル情報は保存されません。このフィールドは、ユーザ
グループには適用されません。

12. [PIN 番号] フィールドに、ポケベル電話番号に関連する PIN 番号を入力します。このフィールド
は、ユーザ グループには適用されません。

13. [メッセージ長] フィールドで、ポケベル メッセージで受信可能な文字数をドロップダウン リスト
から選択します。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

14. [ボーレート] フィールドで、ポケベルに適切なボーレートをドロップダウン リストから選択しま
す。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

15. [データ フォーマット] フィールドで、ポケベルに適切なデータ フォーマットをドロップダウン リ
ストから選択します。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

16. 保存して [新規ユーザ] セクションを閉じるには、OK をクリックします。新しいユーザ アカウント
が作成されます。[新規ユーザ] セクションを開いたまま保存する場合は 適用をクリックします。ま
た、このユーザの作成をキャンセルする場合は キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxuser コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
ユーザを作成できます。

注記:  ユーザのアカウントが mxuser コマンドを使用できるようにセットアップされている場合、そ
のユーザに対して [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリティ アクセスを設定で
きます。] オプションが選択されていなければなりません。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI からシステムでコマンド ツールを
起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ユーザとユーザ グループ

• デフォルトのユーザ テンプレート

新しいユーザ グループの作成
オペレーティング システムには、ユーザ グループがあります。Windows の場合、ユーザ グループは、
Active Directory にも存在します。オペレーティング システムのユーザ グループのメンバは、HP Systems
Insight Manager（HP SIM）にサインインすることができ、設定権、サインイン IP アドレス制限、およ
び認証に関するグループの属性も継承します。グループの設定権、サインイン IP アドレス制限、または
認証が変更されると、この変更は、即座にグループの現在のすべてのメンバに反映されます。

設定権については、ユーザは、最も高い設定を継承します。サインイン IP アドレス制限については、
ユーザは、すべてのエントリを継承します。認証については、ユーザは、すべての認証を継承します。
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注記:  ユーザのグループ メンバーシップは、サインイン時に決定されます。ユーザのグループ メン
バーシップがオペレーティング システムで変更されても、ユーザが次に HP SIM にサインインするまで
は、変更が HP SIM に反映されません。

新しいユーザ グループを作成するには、次のように操作します。
このユーザまたはユーザ グループの管理対象外にするシステムについては、そのシステムの IP アドレ
スを [除外範囲] フィールドに入力します。前の [包括範囲] の手順と同じフォーマットを使用してくださ
い。ユーザがリモート システムからログインすることを禁止するには、0.0.0.0 と入力します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択し、続いて 新規グループをク

リックします。[新規ユーザ グループ] セクションが表示されます。
2. HP SIM へのサイン インに使用するオペレーティング システム グループ名を、[グループ名]（中央

管理サーバ上）フィールドに入力します。これは必須フィールドです。

3. 中央管理サーバ（CMS）が Windows オペレーティング システムを実行している場合は、グループ
の Windows ドメイン名を [ドメイン]（ログイン名の Windows ドメイン）フィールドに入力しま
す。

4. [フルネーム] フィールドにグループのフルネームを入力します。この名前は、[ユーザ] タブのテー
ブルに表示されます。

5. [このユーザに設定された認証を使用するか次の [テンプレート] からコピーする] フィールドで、作
成しているグループに割り当てる定義済み認証を含むテンプレートかサインインを選択します。デ
フォルト ユーザ テンプレートの詳細については、「デフォルトのユーザ テンプレート」を参照し
てください。

6. 他のアカウントを作成、変更、または削除できなければならないユーザ アカウントの場合は、[中
央管理サーバの設定権] セクションで [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリ
ティ アクセスを設定できます。] を選択します。前の手順で、管理者権限がある既存のユーザまた
はアドミニストレータ テンプレートを選択した場合は、このオプションが自動的に選択されます。

7. [サインイン IP アドレスの制限] セクションの [包括範囲] フィールドに、このユーザがこの CMS に
アクセスするクライアントとして使用できるシステムの IP アドレスを入力します。複数の IP アド
レスをリストする場合は、セミコロン（;）で区切ります。それぞれの範囲は、単一の IP アドレス、
またはダッシュ（-）で区切った、2 つの IP アドレスにします。IP アドレスは、15.1.54.133 のよ
うに標準的なドット区切り表記で入力する必要があります。セミコロンやダッシュの前後にある空
白は無視されます。ドット区切り表記の単一 IP アドレスに空白を含めることはできません。ユーザ
がリモート システムからログインすることを禁止するには、0.0.0.0 と入力します。
重要：CMS からアクセスする場合は、CMS のすべての IP アドレスが正しく含まれていることを確
認してください。localhost にアクセスする場合は、ループバック アドレス 127.0.0.1 も含まれ
ていることを確認してください。

8. 保存して [新規ユーザ グループ] セクションを閉じるには、OK をクリックします。保存して、[新
規ユーザ グループ] セクションを開いたままにしておくには、適用をクリックします。また、新し
いグループを保存せずに [新規ユーザ グループ] セクションを閉じるには、キャンセルをクリックし
ます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxuser コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
ユーザ グループを作成できます。

注記:  ユーザのアカウントが mxuser コマンドを使用できるようにセットアップされている場合、そ
のユーザに対して [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリティ アクセスを設定で
きます。] オプションが選択されていなければなりません。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、システム上で CLI からコマンド ツール
を起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集
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• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ユーザとユーザ グループ

• デフォルトのユーザ テンプレート

ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集
ユーザ アカウントやユーザ グループを修正する必要がある場合は、[ユーザおよび認証] ページの [ユー
ザ] タブから編集できます。

注記:  グループの設定権またはサインイン IP アドレス制限が変更されると、この変更は、即座にグ
ループの現在のすべてのメンバに適用されます。グループ名を編集しても、新しいグループ名が表示さ
れるだけで、その現在のメンバへの影響はありません。

注記:  グループ ベースのユーザ アカウントは、編集して個々のユーザ アカウントに変換することは
できますが、元に戻すことはできません。

ユーザ アカウントまたはユーザ グループを編集するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択します。
2. 編集するユーザまたはユーザ グループを選択して、編集をクリックします。[ユーザの編集] セク

ションまたは [ユーザ グループの編集] セクションが表示されます。
3. 適切な設定を変更します。

注記：ステップ d から e およびステップ i から m は、ユーザ グループには適用されません。
a. （必須）HP SIM へのサインインに使用するオペレーティング システム ログイン アカウント

名を、[サインイン名]（中央管理サーバ（CMS）上）フィールドに入力します。これは必須
フィールドです。

注記：アカウントが有効なログインでない場合、ユーザは HP SIM にサインインできません。
ユーザが HP SIM にサインインを試みるまで、アカウントの有効性は確認されません。

b. （省略可能）CMS が Windows オペレーティング システムを実行している場合は、ログイン
名の Windows ドメイン名を [ドメイン]（サインイン名の Windows® ドメイン）フィールド
に入力します。空白のままにすると、CMS のシステム名がドメインとして使用されます。
注記：Insight マネージャ 7 から移行したユーザ アカウントの場合は、ドメイン（ログイン名
の Windows® ドメイン）フィールドは、そのユーザをプレースホルダ ドメインと関連づけま
す。ユーザがポケベル通知を受信する場合は、このフィールドにネットワーク上で有効なドメ
イン名を指定してください。

c. （省略可能）[フルネーム] フィールドに、ユーザのフルネームを入力します。
d. （省略可能）Windows を使用する場合は、[ポケベル情報] セクションの [電話番号] フィール

ドに、ポケベルの電話番号を入力します。[電話番号] フィールドが空白の場合、ポケベル情報
は保存されません。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

e. （省略可能）[Email アドレス] フィールドに、ユーザの Email アドレスを入力します。
f. 他のアカウントを作成、変更、または削除できなければならないユーザ アカウントの場合は、

[中央管理サーバの設定権] セクションで [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS
セキュリティ アクセスを設定できます。] を選択します。前の手順で、管理者権限がある既存
のユーザまたはアドミニストレータ テンプレートを選択した場合は、このオプションが自動的
に選択されます。

g. [サインイン IP アドレスの制限] セクションの [包括範囲] フィールドに、このユーザがこの
CMS にアクセスするクライアントとして使用できるシステムの IP アドレスを入力します。複
数の IP アドレスをリストする場合は、セミコロン（;）で区切ります。それぞれの範囲は、単
一の IP アドレス、またはダッシュ（-）で区切った、2 つの IP アドレスにします。IP アドレス
は、15.1.54.133 のように標準的なドット区切り表記で入力する必要があります。セミコロン
やダッシュの前後にある空白は無視されます。ドット区切り表記の単一 IP アドレスに空白を含
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めることはできません。ユーザがリモート システムからログインすることを禁止するには、
0.0.0.0 と入力します。
重要：CMS からアクセスする場合は、CMS のすべての IP アドレスが正しく含まれていること
を確認してください。localhost にアクセスする場合は、ループバック アドレス 127.0.0.1
も含まれていることを確認してください。

h. このユーザまたはユーザ グループの管理対象外にするシステムについては、そのシステムの
IP アドレスを [除外範囲] フィールドに入力します。前の [包括範囲] の手順と同じフォーマッ
トを使用してください。ユーザがリモート システムからログインすることを禁止するには、
0.0.0.0 と入力します。

i. Windows オペレーティング システムを使用している場合は、[ポケベル情報] セクションの [電
話番号] フィールドに、このユーザ アカウントに関連するユーザのポケベルの電話番号を入力
します。[電話番号] フィールドが空白の場合、ポケベル情報は保存されません。このフィール
ドは、ユーザ グループには適用されません。

j. [PIN 番号] フィールドに、ポケベル電話番号に関連する PIN 番号を入力します。このフィール
ドは、ユーザ グループには適用されません。

k. [メッセージ長] フィールドで、ポケベル メッセージで受信可能な文字数をドロップダウン リ
ストから選択します。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

l. [ボーレート] フィールドで、ポケベルに適切なボーレートをドロップダウン リストから選択し
ます。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

m. [データ フォーマット] フィールドで、ポケベルに適切なデータ フォーマットをドロップダウ
ン リストから選択します。このフィールドは、ユーザ グループには適用されません。

4. 保存して [ユーザの編集] セクションを閉じるには、OK をクリックします。新しいユーザ アカウン
トが作成されます。[ユーザの編集] セクションを開いたまま保存する場合は 適用をクリックしま
す。また、このユーザの修正をキャンセルする場合は キャンセルをクリックします。
ユーザまたはグループの変更内容が保存されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxuser コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
ユーザまたはユーザ グループを修正できます。

注記:  ユーザのアカウントが mxuser コマンドを使用できるようにセットアップされている場合、そ
のユーザに対して [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリティ アクセスを設定で
きます。] オプションが選択されていなければなりません。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI からシステムでコマンド ツールを
起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• ユーザと認証

• 新しいユーザの作成

• 新しいユーザ グループの作成

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ユーザとユーザ グループ

ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除
HP Systems Insight Manager（HP SIM）のユーザ アカウントまたはユーザ グループをオペレーティング
システムから削除するか、無効化またはロックを行っても、そのユーザが HP SIM にすでにサインイン
している場合、そのユーザは影響を受けません。このため、サインインしているユーザを HP SIM から
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削除するには、ユーザ アカウントを HP SIM 内部から削除する必要があります。ユーザ アカウントを
HP SIM から削除すると、ユーザが HP SIM にすでにサインインしていても、そのユーザは強制的にサイ
ンアウトされます。

ユーザ アカウントを削除すると、そのグループのすべてのメンバが、そのグループでのメンバーシップ
を失い、それらのユーザの認証、設定権、およびログイン IP アドレス制限が、新しいグループ メンバー
シップに基づいて更新されます。どのユーザ グループのメンバでもなくなったユーザは、HP SIM から
削除されます。

注意: ユーザまたはユーザ グループを削除すると、削除されたユーザまたはグループはサインインで
きなくなるだけでなく、関連するすべての認証と、そのユーザまたはユーザ グループが所有するタスク
も削除されます。

注記: 管理者権限がある、最後のユーザ アカウントを削除することはできません。

ユーザ アカウントまたはユーザ グループを削除するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択します。
2. 削除するユーザまたはグループを選択します。

3. 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

4. 選択したユーザまたはユーザ グループを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスを
キャンセルして [ユーザ] セクションに戻るには、キャンセルをクリックします。ユーザ グループ
を削除するとグループのすべてのメンバも削除されます。この場合、削除されるユーザを示す 2 つ
目の確認ボックスが表示されます。確認ボックスに示されているユーザをそのまま削除するには、
OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルして [ユーザ] セクションに戻るには、キャンセ
ルをクリックします。

ユーザ、ユーザ グループ、関連する認証、およびタスクが永久に削除されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxuser コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
ユーザおよびユーザ グループを修正できます。

注記:  ユーザのアカウントが mxuser コマンドを使用できるようにセットアップされている場合、そ
のユーザに対して [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリティ アクセスを設定で
きます。] オプションが選択されていなければなりません。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI から 1 つまたは複数のシステムで
コマンド ツールを起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してくださ
い。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しいユーザの作成

• 新しいユーザ グループの作成

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ユーザとユーザ グループ

ユーザおよびユーザ グループ レポート
ユーザおよびユーザ グループの詳細については、レポートの生成と印刷を行って調べることができま
す。

ユーザとユーザ グループ 143



注記:  昇順か降順で情報を並べ替えるには、適切な列の見出しをクリックします。矢印が含まれてい
る列見出しは、レポートの並べ替え基準になっている列です。矢印が上を向いている場合、レポートは
昇順で並べ替えられています。矢印が下を向いている場合、レポートは降順で並べ替えられています。

[ユーザ レポート] ウィンドウには、次に示すユーザ情報の概要、およびレポート日時が表示されます。

• ユーザまたはユーザ グループ。

• 設定権限。

• ポケベル設定済み。

• IP ログイン制約。

• フルネーム。

ユーザ アカウントまたはユーザ グループ レポートの生成と印刷を行うには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択します。
2. レポートをクリックします。

[ユーザ レポート] ウィンドウが表示されます。

3. レポートを印刷する場合は、[ファイル]→[印刷] を選択します。
ユーザ レポートが印刷されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxuser コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
ユーザおよびユーザ グループ レポートを作成できます。
オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、システム上で CLI からコマンド ツール
を起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しいユーザの作成

• 新しいユーザ グループの作成

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

関連トピック

• ユーザと認証

• ユーザとユーザ グループ

デフォルトのユーザ テンプレート
デフォルトのテンプレートでは、ユーザが作成する新しいサインイン アカウントに割り当てられる認証
が事前に定義されています。この認証は、ユーザによるシステムへのアクセスを可能にし、ツールボッ
クスと検出されたシステムの間の関係を構築します。各アクセス レベル用に個別のツールが用意されて
いるため、ユーザは [監視ツール] ツールボックスに含まれるこれらの user-access ツールに対する認証
を受けることができますが、administrative-access ツールは [すべてのツール] ツールボックスに割り当
てられています。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、次のデフォルト ユーザ テンプレートを使用できます。

• アドミニストレータ テンプレート。 このテンプレートは、中央管理サーバ（CMS）に対する管
理者権限をユーザに自動的に付与するとともに、CMS と [すべての管理対象システム] 用の [すべ
てのツール] ツールボックスを備えています。

• オペレータ テンプレート。 このテンプレートは、CMS に対するオペレータ権限をユーザに付与
するとともに、CMS の [監視ツール] ツールボックスと [すべての管理対象システム] の [すべての
ツール] ツールボックスの認証を備えています。
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• ユーザ テンプレート。 このテンプレートは、CMS に対するユーザ権限をユーザに付与し、CMS
と [すべての管理対象システム] 用の [監視ツール] ツールボックスの認証を備えています。

関連トピック

• 新しいユーザの作成

• 新しいユーザ グループの作成

• ツールボックス

ツールボックス
[ツールボックス] セクションでは、ツールのグループを設定できます。次のツールボックスは、インス
トール プロセスで作成されます。

• [すべてのツール] ツールボックスには、中央管理サーバ（CMS）のすべてのツールが含まれます。

• [監視ツール] ツールボックスには、管理対象システムの状態を表示するツールが含まれますが、管
理対象システムの状態を変更するツールは含まれません。たとえば、[監視ツール] ツールボックス
では、インストールされているソフトウェアを表示できますが、ソフトウェアはインストールでき
ません。

• [完全な権限] ツールボックスには、中央管理サーバ（CMS）のすべてのツールが含まれます。

• [制限された権限] ツールボックスには、レポートとツールの作成および編集のみが含まれます。

• HP Storage Essentials がインストールされていると、Storage Essentials ツールのツールボックスが
このページに追加されます。詳細については、HP Storage Essentials のマニュアルを参照してくだ
さい。

[ツールボックス] タブには、次のオプションがあります。

• 新しいツールボックスの作成 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツールボッ
クス] を選択し、新規をクリックします。[新規ツールボックス] セクションが表示されます。

• 既存ツールボックスの編集 編集するツールボックスを選択し、[オプション]→[セキュリティ]→[ユー
ザおよび認証]→[ツールボックス] を選択し、編集をクリックします。[ツールボックスの編集] セク
ションが表示されます。

• ツールボックスの削除 削除するツールボックスを選択し、[オプション]→[セキュリティ]→[ユー
ザおよび認証]→[ツールボックス] を選択します。確認ボックスが表示されます。ツールボックスを
削除するには、OK をクリックします。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

• ツールボックス レポートの表示と印刷 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツー
ルボックス] を選択し、続いて レポートをクリックします。[ツールボックス レポート] が表示され
ます。レポートを印刷する場合は、[ファイル]→[印刷] を選択します。

注記: 昇順か降順で情報を並べ替えるには、適切な列の見出しをクリックします。矢印が含まれ
ている列見出しは、リストの並べ替え基準になっている列です。矢印が上を向いている場合、リス
トは昇順で並べ替えられています。矢印が下を向いている場合、リストは降順で並べ替えられてい
ます。

• SE ユーザ セキュリティ設定の実行 HP SIM で定義されたツールボックスは、自動的には HP
Storage Essentials と共有されません。HP Storage Essentials で同等の（同じロールの）ツールボッ
クスを作成するには、[Run SE role security configuration] をクリックします。デフォルトでは、
HP SIM ユーザはすべての HP Storage Essentials 管理対象システムと機能への制限付きの読み込み
アクセス権限を持っています。

関連プロシージャ

• 新しいツールボックスの作成

• ツールボックスの編集

• ツールボックスの削除

• ツールボックス レポート
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関連プロシージャ

• ユーザとユーザ グループ

• 認証

• デフォルトのユーザ テンプレート

新しいツールボックスの作成

各ユーザがアクセス権を持つツールのグループを設定するには、ツールボックスを作成します。ツール
ボックスは、特定のツールを使用するユーザを制限するために設定します。たとえば、管理者はユーザ
より多くのツールにアクセス権を持つようにすることができます。

注記: ツールボックス名は、アルファベットで始める必要があり、英数字、埋め込み空白、下線（_）、
ダッシュ（-）を続けることができます。

ツールボックス名は 16 文字以内にしてください。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツールボックス] を選択し、新規をクリック

します。[新規ツールボックス] セクションが表示されます。
2. [名前] フィールドに、新しいツールボックスの名前を入力します。これは必須フィールドです。
3. [説明] フィールドに、ツールボックスの説明を入力します。
4. ツールボックスと、このツールボックスで作成されたすべての認証を有効にする場合は、[ツール

ボックスは有効です] を選択します。
5. 使用可能ツール リストでツールのリストを表示するために、[カテゴリのツールを表示] フィールド

でカテゴリを選択します。使用可能ツール リストで、このツールボックスに割り当てるツールを選
択して、 をクリックします。

選択したツールが、[ツールボックスの内容] リストに表示されます。関連付けられたツール リスト
からツールを削除する場合は、[ツールボックスの内容] リストに表示されているツールを選択して、

をクリックします。

注記：[HP SIM ツール] カテゴリは、HP SIM サーバ自体の設定権限に関わるツールを含みます。HP
SIM の以前のバージョンでは、これらの権限は完全な設定権があるユーザに対してだけ有効でした。
HP SIM 5.2 では、必要な場合は、認証に基づきどのユーザにもこれらの権限を付与できます。該当
するツールには、HP SIM でのシステムの削除、HP SIM でのユーザ タスクの編集、HP SIM 通知設
定の編集、HP SIM レポートの編集、HP SIM での共有収集の編集、HP SIM でのシステムの編集、
HP SIM イベントの修正、HP SIM 検出の実行、HP SIM 監査ログの表示などがあります。
注記：オペレータ権限およびユーザ権限があるユーザがイベントの確認や削除、割り当ておよびイ
ベントにコメントを追加する場合は、[カテゴリのツールを表示] ドロップダウン リストから
[Configuration Tool] を選択する必要があります。次に、必要に応じて [イベントの確認] や [イベ

ントの削除]、[イベントの割り当て]、[イベントのコメント] を選択し、 をクリックして [ツール
ボックスの内容] に追加します。

6. 新しいツールボックスを保存して [新規ツールボックス] セクションを閉じるには、OK をクリック
します。[新規ツールボックス] セクションを閉じずに設定を保存する場合は 適用をクリックしま
す。また、新しいツールボックスの作成をキャンセルして [ツールボックス] セクションに戻る場合
は キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxtoolbox コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
からツールボックスを追加できます。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI から 1 つまたは複数のシステムで
コマンド ツールを起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してくださ
い。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• ツールボックスの編集
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• ツールボックスの削除

• ツールボックス レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ツールボックス

ツールボックスの編集

ツールボックスを変更すると、ツールボックスの内容や、名前、説明を修正できます。

注記: [すべてのツール] ツールボックスは編集できません。[監視ツール] ツールボックスは編集できま
すが、ツールボックスに含まれているツールのセットのみを変更できます。

ツールボックスを修正するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツールボックス] を選択します。
2. 編集するツールボックスを選択し、編集をクリックします。[ツールボックスの編集] セクションが

表示されます。

注記：オペレータ権限およびユーザ権限があるユーザがイベントの確認や削除、割り当ておよびイ
ベントにコメントを追加する場合は、[カテゴリのツールを表示] ドロップダウン リストから
[Configuration Tool] を選択する必要があります。次に、必要に応じて [イベントの確認] や [イベ

ントの削除]、[イベントの割り当て]、[イベントのコメント] を選択し、 をクリックして [ツール
ボックスの内容] に追加します。

3. 適切な設定を変更します。それぞれのフィールドの詳細については、「新しいツールボックスの作
成」を参照してください。

注記：新しいカスタム ツールは、[ツール]→[カスタム ツール] の下に配置されます。

4. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。変更をキャンセルするには、キャンセルをクリッ
クします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxtoolbox コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
からツールボックスを修正できます。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI からシステムでコマンド ツールを
起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しいツールボックスの作成

• ツールボックスの削除

• ツールボックス レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ツールボックス

ツールボックスの削除

注意: ツールボックスを削除すると、関連するすべての認証も削除されます。

注記: [すべてのツール] ツールボックスと [監視ツール] ツールボックスは削除できません。

ツールボックスを削除するには、次のように操作します。
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1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツールボックス] を選択します。
2. 削除するツールボックスを選択します。

3. 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

4. ツールボックスを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルするには、キャ
ンセルをクリックします。

ツールボックス、および関連するすべての認証が永久に削除されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxtoolbox コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
からツールボックスを削除できます。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI からシステムでコマンド ツールを
起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しいツールボックスの作成

• ツールボックスの編集

• ツールボックス レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ツールボックス

ツールボックス レポート
ツールボックスの詳細については、ツールボックス レポートの生成と印刷を行って調べることができま
す。

注記:  昇順か降順でレポート情報を並べ替えるには、適切な列の見出しをクリックします。矢印が含
まれている列見出しは、レポートの並べ替え基準になっている列です。矢印が上を向いている場合、レ
ポートは昇順で並べ替えられています。矢印が下を向いている場合、レポートは降順で並べ替えられて
います。

[ツールボックス レポート] ウィンドウには、すべてのツールボックスに関する次の情報、およびレポー
ト日時が表示されます。

• ツールボックス。

• 有効。

• ツール。

• 説明。

ツールボックス レポートを印刷するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ツールボックス] を選択します。
2. レポートをクリックします。

[ツールボックス レポート] ウィンドウが表示されます。

3. レポートを印刷するには、[ファイル]→[印刷] を選択します。
ツールボックスのレポートが印刷されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxtoolbox コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
からレポートを生成して実行できます。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、システム上で CLI からコマンド ツール
を起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。
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マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しいツールボックスの作成

• ツールボックスの編集

• ツールボックスの削除

関連トピック

• ユーザと認証

• ツールボックス

認証
認証により、ユーザは、システムを表示および管理するためのアクセスが可能になります。認証は、ユー
ザ、ツールボックス、および検出済みシステムで構成されます。[認証] タブに初めてアクセスすると、
すべての認証を示すテーブルが表示されます。このテーブルには、次の情報が含まれます。

• ユーザまたはユーザ グループ 有効なユーザとユーザ グループがすべて表示されます。ユーザ グ
ループはボールド体で表示されます。グループ ベースのユーザは、このテーブルには表示されませ
ん。ただし、グループ ベースのユーザは、[認証ユーザ] テーブルにイタリック体で表示されます。

• ツールボックス 認証ごとに、ユーザおよびユーザ グループに割り当てられたツールボックスが
表示されます。

• システム ユーザやユーザ グループが認証を受けているシステムが表示されます。システム グ
ループはボールド体で表示されます。

• 自動 ベースになる収集の更新時に自動更新されるように認証が設定されている場合、この列には
「自動」と表示されます。

システム グループは、システム収集に基づくシステムのグループであり、認証に使用されます。システ
ム グループを使用する認証は、そのシステム グループのベースになっているシステム収集が変更され
ると、自動的に更新されます。自動更新される認証に対して、[変更トラックをしない。この収集が変更
された場合、認証は変更されません。] オプションを選択しないでください。
すべての認証を表示することも、ユーザ、ユーザ グループ、ツールボックス、システム グループ、お
よび個々のシステムについてフィルタ処理された認証を表示することもできます。[認証] ボックスから
オプションを選択し、[名前の選択] ボックスから名前を選択します。
[認証] タブには、次のオプションがあります。
• 新しい認証の作成 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証]を選択し、新規を

クリックします。[新規認証] セクションが表示されます。グループ ベースのユーザについて、この
オプションを使用することはできません。代わりに、グループ ベースのユーザのユーザ グループ
の認証を作成してください。
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• 認証の削除 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証]を選択し、削除する認証
を選択して 削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。認証を削除するには、
OK をクリックします。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。グループ ベー
スのユーザについて、このオプションを使用することはできません。代わりに、グループ ベースの
ユーザのユーザ グループの認証を削除してください。

• 認証レポートの表示と印刷 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証]を選択
し、レポートをクリックします。[認証レポート] ウィンドウが表示されます。レポートを印刷する
場合は、[ファイル]→[印刷]を選択します。

• 認証の更新 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証]を選択し、収集に基づく
システム グループを使用して認証を選択して、更新をクリックします。[認証の更新] セクションが
表示されます。

注記:  昇順か降順で情報を並べ替えるには、適切な列の見出しをクリックします。矢印が含まれ
ている列見出しは、リストの並べ替え基準になっている列です。矢印が上を向いている場合、リス
トは昇順で並べ替えられています。矢印が下を向いている場合、リストは降順で並べ替えられてい
ます。

• SE ユーザ セキュリティ設定の実行 HP SIM で定義される認証は、自動的には HP Storage Essentials
と共有されません。HP Storage Essentials のユーザ セキュリティを更新するには、[Run SE user
security configuration] リンクをクリックします。

• HP Storage Essentials で別の認証を定義することができます（[ユーザ] ページ）。

• デフォルトでは、HP SIM ユーザはすべての HP Storage Essentials 管理対象システムと機能へ
の制限付きの読み込みアクセス権限を持っています。アクセス権限は、[Roles] ページで変更
できます。

• HP SIM ユーザが認識できる HP Storage Essentials 管理対象システムを制御するには、
[Organizations] ページを使用します。

関連プロシージャ

• 新しい認証の作成

• 認証の削除

• 認証の更新

• 認証レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• ユーザとユーザ グループ

• ツールボックス

• デフォルトのユーザ テンプレート

新しい認証の作成

注記: それぞれのシステムで認証を作成するには、システムが検出されてデータベース内でアクセス
できることを確認します。

注記:  グループ ベースのユーザに対して、新しい認証を直接作成することはできません。

新しい認証を追加するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証] を選択し、新規をクリックします。[新
規認証] セクションが表示されます。

2. [選択] ドロップダウン リストで [ユーザ] または [ユーザ グループ] を選択して、ボックスでユーザ
またはグループを選択します。これは必須フィールドです。
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3. [選択されたユーザの認証を入力してください] セクションで、次のオプションのうちのいずれかを
選択します。

• [このユーザに設定された認証を使用するか [テンプレート] からコピーする]

ドロップダウン リストからユーザかテンプレートを選択します。

• [ツールボックスおよびシステム/システム グループ認証を手動で割り当てる]
[ツールボックスの選択] セクションで、認証を割り当てるツールボックスを選択しま す。a.

b. [システムの選択] リスト ボックスに、2 つのデフォルト システム グループ（すべての管
理システムと CMS）が表示されます。どちらかのグループを選択するか、追加をクリッ
クし [システムの追加] セクションを表示して認証するシステムを選択します。

c. [次のリストから選択してシステムを追加] セクションで、次のうちいずれかを選択しま
す。

i. 収集 収集を選択し、内容を表示をクリックします。
収集全体を選択する場合は、["収集名"自体を選択] チェックボックスを選択します。
このオプションにより、現在表示されている収集の内容に基づくシステム グループ
が作成されます。

a. （省略可能）収集が変更された場合にユーザの操作なしに認証を自動更新でき
るようにするには、[自動変更トラックをする。この収集が変更された場合、認
証も変更されます。] を選択します。

b. （省略可能）[変更トラックをしない。この収集が変更された場合、認証は変更
されません。] を選択します。このオプションを選択する場合、収集が変更され
た後、[認証] タブの 更新ボタンを使用して、認証を手動で更新する必要があり
ます。

注記：上記の 2 つの選択項目は、システムの収集と ["収集名"自体を選択] オプ
ションが選択されている場合にのみ使用できます。どちらかのオプションを選
択する必要があります。デフォルトの選択項目は、globalsettings.props
ファイルの DynamicAuthorizations_AutoUpdateDefaultValue プロパ
ティの設定によって決まります。デフォルトでは [yes] に設定されています。
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自動更新が有効な場合、[新規認証] セクションの [システムの選択] リスト ボッ
クスのエントリの最後に [Auto] が付けられます。たとえば、[すべてのシステム]
を選択し自動更新されるように設定すると、[システムの選択] ボックスに「す
べてのシステム 001 [自動]」と表示されます。

引き続き、システムと収集を追加し、選択した各収集について自動更新を有効
にすることができます。認証の自動更新は選択された同じ収集を使うすべての
認証に適用されるため、1 つの設定を変更すると同じ収集を使う他の認証もす
べて変更されます。このため、システムの選択中、認証の自動更新に関連付け
られているグループを選択すると、[自動変更トラックをする。この収集が変更
された場合、認証も変更されます。] が事前に選択されています。同様に、自動
更新されない認証に収集が関連付けられている場合は、[変更トラックをしな
い。この収集が変更された場合、認証は変更されません。] が事前に選択されて
います。

c. 収集から個々のシステムをすべて選択する場合は、テーブル ビューの上部にあ
る列見出し内の、すべてのシステムを選択するためのチェックボックスを選択
します。

注記：これにより、選択されているシステムごとに別々の認証が作成されます。

d. システム選択を保存するには、適用をクリックします。変更を保存しないで [新
規認証] セクションに戻る場合は、キャンセルをクリックします。
適用をクリックすると、選択したオプションによって異なるメッセージが表示
されます。[新規認証] セクションに戻るには、OK をクリックします。

ii. 検索 システム名を入力して 検索をクリックするか、またはリストからシステムを
選択して 検索をクリックします。
a. システムを選択します。

b. 適用をクリックします。変更を保存しないで [新規認証] セクションに戻る場合
は、キャンセルをクリックします。

適用をクリックすると、選択したオプションによって異なるメッセージが表示
されます。OK をクリックして、[新規認証] セクションに戻ります。

システム グループは、システム収集に基づくシステムのグループであり、認証に使用されます。シ
ステム グループを使用する認証は、そのシステム グループのベースになっているシステム収集が
変更されると、自動的に更新されます。自動更新される認証に対して、[変更トラックをしない。こ
の収集が変更された場合、認証は変更されません。] を選択しないでください。
収集の個々のシステムを選択した場合は、各選択内容がリスト ボックスに反映され、認証に含まれ
るシステムとして選択されます。収集を選択した場合、その収集が以前に認証に使用されていると、
収集のシステム グループが存在しており、現在のソース収集の内容で更新されることを示すメッ
セージが表示されます。この条件は、その収集に関連付けられたすべての認証に影響します。収集
が初めて使用される場合、メッセージは表示されません。収集名のあとに 3 つの数字（通常は 001）
が付いたシステム グループが、[システムの選択] ドロップダウン リストに表示され、選択されま
す。

4. 新しい認証を保存して [新規認証] セクションを閉じる場合は、OK をクリックします。また認証を
作成しない場合は、キャンセルをクリックします。
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注記:  CMS ツールを他のシステムに追加すると、追加された認証がツールボックスに HP SIM ベース
のツールを含んでいることと CMS サーバが選択されていないことを説明する警告が表示されます。ま
た、認証は作成されているが選択されているツールのうち一部のツールに対してユーザが認証されてい
ない可能性があることも説明します。HP SIM の一部のツールは、HP SIM 自体の管理に使用されます。
該当するツールとして、検出、HP SIM 監査ログの表示などがあります。このエラーは、これらのツール
のうち 1 つ以上が選択されているツールボックス内に存在していたが、CMS が選択されているシステ
ムのうちの 1 つではなかったことを意味します。このエラーを修正するには、ターゲット システムの
1 つとして CMS を選択します。

注記:  他のバージョンの HP SIM から HP Systems Insight Manager（HP SIM） 5.x にアップグレード
する場合、ユーザが作成したシステム グループは、移行されますが、トップ レベル収集になります。
これらのシステム グループの管理には、収集の編集機能や認証の更新機能を使用してください。詳細に
ついては、「システム収集またはクラスタ収集の編集」および「認証の更新」を参照してください。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxngroup コマンドを使用して、コマンド ライン インタフェース（CLI）
からシステム グループを作成し、管理することができます。
管理者権限があるユーザは、mxauth コマンドを使用して、CLI から認証を追加できます。

注記:  ユーザのアカウントが mxngroup および mxauth コマンドを使用できるようにセットアップさ
れている場合、そのユーザに対して [ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリティ
アクセスを設定できます。] オプションが選択されていなければなりません。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、システム上で CLI からコマンド ツール
を起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 認証の削除

• 認証レポート

• 認証の更新

関連トピック

• ユーザと認証

• 認証

認証の更新

このオプションは、収集に基づくシステム グループを利用する認証に対してのみ使用できます。このオ
プションを使用すると、システム グループの内容を、ソース収集の現在の内容に更新することができま
す。このシステム グループ（収集）を使用するすべての認証が更新されます。
認証を更新するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証] を選択し、システム グループに基づく
認証を選択して、更新をクリックします。[認証の更新] セクションが表示されます。

2. [表示] ドロップダウン リスト ボックスで、[変更]、[現在の内容]、または [更新された内容] を選択
します。

• 変更。 更新される場合にシステム グループに加えられる具体的な変更を示します。[追加す
るシステム] は、システム グループに追加される新しいシステムおよびそのシステム グループ
に基づくすべての認証に追加される新しいシステムを示します。[削除するシステム] は、シス
テム グループから削除される現在のシステムおよびそのシステム グループを使用するすべて
の認証から削除される現在のシステムを示します。[不変のシステム] は、更新が影響しないシ
ステムのリストを示します。これらのシステムは、システム グループやシステム グループに
基づくすべての認証において変更されません。
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• 現在の内容。 システム グループの現在の内容を示します。

• 更新された内容。 更新後のシステム グループの内容を示します。これは、このシステム グ
ループに基づく認証に適用されます。

3. 認証を更新するには、更新内容をクリックします。更新をキャンセルするには、キャンセルをクリッ
クします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxngroup コマンドを使用して、コマンド ライン インタフェース（CLI）
からシステム グループを更新することができます。ただし、CLI からシステム グループに対して編集が
行われても、ソース収集には影響しません。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しい認証の作成

• 認証の削除

• 認証レポート

関連トピック

• ユーザと認証

• 認証

認証の削除

注意: すべての認証を削除すると、管理者権限があるユーザを含むすべてのユーザが、システムの表
示や管理を実行できなくなります。

認証を削除するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証] を選択します。
2. 削除する認証を選択します。

3. 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

4. 認証を削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルして [認証] セクションに
戻るには、キャンセルをクリックします。

グループ ベースのユーザについては、認証を直接削除することはできません。代わりに、そのグ
ループ ベースのユーザのユーザ グループの認証を削除してください。

注記: [CMS] システム グループのデフォルトの [すべての管理対象システム] 以外については、シス
テム グループを使用して最後の認証を削除すると、システム グループも削除されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxngroup コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）か
らシステム グループを削除できます。
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管理者権限があるユーザは、mxauth コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）から
認証を削除できます。

オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、CLI からシステムでコマンド ツールを
起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しい認証の作成

• 認証レポート

• 認証の更新

関連トピック

• ユーザと認証

• 認証

認証レポート

認証の表示と印刷を行うには、認証レポートを生成します。[認証レポート] は、現在のフィルタ処理さ
れたビューに合わせて生成されます。たとえば、[認証] ボックスで ユーザを選択すると、選択したユー
ザのみのレポートが生成されます。[名前の選択] ドロップダウン リストで [なし] が選択されていると、
[認証] ボックスで選択されているすべてのものについてレポートが生成されます。

注記:  昇順か降順でレポート情報を並べ替えるには、適切な列の見出しをクリックします。矢印が含
まれている列見出しは、レポートの並べ替え基準になっている列です。矢印が上を向いている場合、レ
ポートは昇順で並べ替えられています。矢印が下を向いている場合、レポートは降順で並べ替えられて
います。

[認証レポート] ウィンドウには、認証に関する次の情報、およびレポート日時が表示されます。

• ユーザまたはユーザ グループ。

• ツールボックス。

• システム。

認証レポートの表示と印刷を行うには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証] を選択します。
2. [認証] ドロップダウン リストから認証を選択します。
3. （省略可能）[名前の選択] ドロップダウン リストから名前を選択します。
4. レポートをクリックします。

[認証レポート] が表示されます。

5. レポートを印刷する場合は、[ファイル]→[印刷] を選択します。
[認証レポート] が印刷されます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxngroup コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）か
らシステム グループ レポートを生成して実行できます。
管理者権限があるユーザは、mxauth コマンドを使用して CLI からレポートを生成して実行できます。
オペレータ権限があるユーザは、mxexec コマンドを使用して、システム上で CLI からコマンド ツール
を起動できます。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。

マンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参
照してください。

関連プロシージャ

• 新しい認証の作成
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• 認証の削除

• 認証の更新

関連トピック

• ユーザと認証

• 認証

システム グループ
システム グループは、認証のためだけに使用されるシステムのグループです。システム グループは、
コマンド ライン インタフェース（CLI）から mxngroup コマンドを使用して直接管理するか、CLI を使
用して間接的に管理することができます。

GUI からのシステム グループの管理
システム グループは、システム収集を使用して認証が作成される際に作成されます。このシステム グ
ループには、収集のあとに 3 つの数字（通常は 001）が加えられた名前（All Racks 001 など）が付け
られます。システム グループには、システム選択時に表示されていたシステムが含まれ、認証が作成さ
れる際に保存されます。

注記:  システム収集に後から加えられる変更は、次のいずれかのオプションによって更新されるまで
は、システム グループに影響しません。

システム グループの内容は、次の場合に、収集の現在の内容によって更新されます。

• 収集を使用して別の認証が作成される

• システム グループを使用する認証が更新される

• CLI から mxngroup コマンドが使用される

最初の 2 つの場合には、確認のために、収集の現在の内容が表示されます。
認証を削除すると、どの認証でも使用されなくなったシステム グループは、削除されます。

CLI からの mxngroup によるシステム グループの管理
システム グループは、mxngroup コマンドを使用して直接作成することができます。システム グルー
プを CLI を使用して作成すると、トップ レベル収集が作成され、システム収集のあとに 3 つの数字（通
常は 001）が加えられた名前が付けられます。収集には、システム グループが最初に追加されるときに
システム グループに含まれているシステムだけが含まれます。その後の変更は、収集には反映されませ
ん。

注記:  システム グループまたは収集のどちらかに後から加えられる変更は、次のいずれかのオプショ
ンによって更新されるか、上記のように GUI を使用して更新されなければ、他のシステム グループや
収集に影響しません。つまり、特定の方法で更新されなければ、収集に加えられる変更は認証に影響せ
ず、システム グループに加えられる変更は収集ビューに影響しません。

システム グループの内容は、次のように、mxngroup の -u パラメータを使用することにより、収集の
現在の内容によって更新することができます。

mxngroup –m –g <groupname> -u

注意:  このコマンドは、収集内のシステムを表示しません。システム グループの更新された内容を表
示するには、mxngroup -lm -g <groupname> を使用します。

注意:  定期的なタスクを設定してシステム グループを動的に更新することは、おすすめしません。シ
ステム属性に基づく収集は、それらの属性が安全でないプロトコル（SNMP など）に基づく場合やユー
ザ権限を持つユーザによって維持管理される場合に、適切に行われずに、HP Systems Insight Manager
（HP SIM）での認証に悪影響を与える可能性があります。さらに、収集自体がユーザ権限を持つユーザ
によって変更され、認証に悪影響を与える可能性があります。

認証を削除すると、どの認証でも使用されなくなったシステム グループは、削除されます。
関連プロシージャ

156 ユーザと認証



• 新しい認証の作成

• 認証の更新

関連プロシージャ

• ユーザと認証
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第7章ディレクトリ サービス
ディレクトリ グループ ツールは、Windows ドメイン、組織単位（OU）、またはグループ内のシステ
ムのメンバーシップを確認するために使用します。ディレクトリ グループ ツールを使用する前に、[ディ
レクトリ サーバ設定] ページでディレクトリ サーバのパラメータを設定する必要があります。ディレク
トリ サーバの設定が完了したら、ディレクトリ グループ ツールを、ディレクトリ内の希望するコンテ
ナ オブジェクトの識別名（DN）を使用して設定する必要があります。

• ディレクトリ サーバ設定。 ディレクトリ サーバにアクセスするために必要なネットワーク名、
ポート、認証情報を含む、ディレクトリ サーバ設定の指定に使用します。アクセスするには、[オ
プション]→[ディレクトリ サービス]→[ディレクトリ サーバ設定] を選択します。

• ディレクトリ グループ。 ディレクトリ内の、1 つまたは複数のコンテナ、組織単位（OU）、ま
たはグループ オブジェクトの完全な識別名（DN）の入力に使用します。アクセスするには、[オプ
ション]→[ディレクトリ サービス]→[ディレクトリ グループ] を選択します。

関連プロシージャ

• ディレクトリ サーバの設定

• ディレクトリ グループの設定

関連トピック

• ユーザと認証

ディレクトリ サーバの設定
1. [オプション]→[ディレクトリ サービス]→[ディレクトリ サーバ設定] を選択します。[ディレクトリ

サーバ設定] ページが表示されます。
2. （必須）ディレクトリ サーバのネットワーク名または IP アドレスを [サーバ名] フィールドに入力

します。各システムをセミコロン（;）で区切ることによって複数のシステムを指定することができ
ます。この操作によって、あるシステムに接続できない場合のバックアップを指定することができ
ます。たとえば、最初のシステムに接続できない場合は、リスト内の 2 つめのシステムの接続が試
みます。

3. [ポート設定] 設定に [SSL を使用] または [グローバル カタログを使用] のいずれかを選択します。
ポート設定フラグは、SSL を使用し、[サーバ ポート] フィールドにデフォルトの LDAP（Lightweight
Directory Access Protocol）SSL ポート 636 を指定するようにあらかじめ設定されています。グロー
バル カタログ フラグは、デフォルトでクリアされています。SSL フラグまたはグローバル カタロ
グ フラグを選択すると、ポート番号がデフォルト値に変更されます。
グローバル カタログは、LDAP を介して通信しますが、異なった一連のポート（SSL 用の 3368 お
よび 3269）経由で通信します。グローバル カタログには、Active Directory 内のすべてのオブジェ
クトの読み取り専用コピーが含まれます。これは、複数のドメインにまたがりますが、オブジェク
ト属性の一部のサブセットのみになります。ここでグローバル カタログを設定することによって、
複数ドメイン サイトの簡単なソリューションを提供することができます。グローバル カタログに
複製されたディレクトリ属性を設定できますが、必要な属性はデフォルトで有効になります。

注記：[SSL を使用] を選択することをおすすめします。それによって、ユーザ名およびパスワード
認証情報が暗号化されます。このオプションがクリアされている場合は、ディレクトリ サーバ証明
書は信頼されたシステムの証明書として扱われ、既存の HP SIM GUI またはコマンド ライン インタ
フェース（CLI）を使用してインポートすることができます。

4. （必須）ディレクトリ サーバのポート番号を入力します。
ポート番号は、[ポート設定] フィールドで SSL を使用するように、また、[サーバ ポート] フィール
ドでデフォルトの LDAP SSL ポート 636 を指定するようにするようにあらかじめ設定されていま
す。

5. [ユーザ名] フィールドに、ディレクトリ サーバを認証するユーザ名を入力します。このアカウント
の書き込みアクセス権は必要ありません。空のフィールドは、匿名接続が使用される必要性を示し
ます。入力されたあらゆるパスワードは無視されます。

6. [パスワード] フィールドに、指定したユーザ名のパスワードを入力します。
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7. [パスワードの確認] フィールドに、指定したユーザ名のパスワードを再入力します。
ディレクトリ サーバ パラメータの設定後、対象のコンピュータ オブジェクトを含むコンテナおよびグ
ループを設定する必要があります。ディレクトリ サーバ パラメータの設定の詳細については、「ディ
レクトリ サーバの設定」を参照してください。
関連プロシージャ

• ディレクトリ グループの設定

関連トピック

• ユーザと認証

• ディレクトリ サービス

ディレクトリ グループの設定
ディレクトリ サーバ パラメータの設定後、対象のコンピュータ オブジェクトを含むコンテナおよびグ
ループを設定する必要があります。コンテナは枝のようなもので、ここで、コンテナ内のシステムはディ
レクトリ ツリー内のコンテナ オブジェクトの子オブジェクトです。たとえば、識別名（DN）が
CN=Computers, DC=insight, DC=lab のコンピュータ コンテナを考えてください。コンテナの種
類としては他に、組織単位（OU）があります。Group Policy 設定の適用に CN コンテナは使用できま
せん（あるいは容易ではありません）が、Group Policy 設定の適用に使用できる OU コンテナは、エン
タープライズクラス環境にあることが想定されています。最後に、ディレクトリ グループ オブジェク
トには、メンバー システムのリストが含まれています。リストは静的で、ディレクトリ内の各システム
の DN で構成されます。
コンテナまたはグループの設定には、グループ オブジェクトの DN が必要です。DN によって、ディレ
クトリ内のオブジェクトの完全修飾名が指定されます。

コンテナによって指定された Windows ドメインの名前を特定するために、ディレクトリ ドメイン オブ
ジェクトがコンテナの DN から特定されます。このドメイン オブジェクトは、DN の DC コンポーネン
トです。たとえば DC=Insight, DC=lab となります。このオブジェクトは、Windows ドメイン名の
特定に必要です。プレーン コンテナ オブジェクト（OU ではない）が指定されている場合は、メンバ
システムに対して Windows ドメインのみ検出されます。デフォルトのコンピュータ コンテナ
（CN=Computers, DC=Insight, DC=lab）がこのカテゴリに当てはまります。OU コンテナ オブ
ジェクト（オブジェクト クラスは organizationalUnit）が指定されている場合は、OU 名は OU
ディレクトリ属性によって特定され、OU 属性および Windows ドメイン属性の両方がメンバ システム
に対して検出されます。

ディレクトリ グループ オブジェクトにあるシステムのメンバーシップを特定するために、コンテナ検
索から HP SIM で使用可能な場合は、グループ オブジェクトがシステムの DN で検索されます。HP SIM
で DN を利用できない場合、ディレクトリ グループのメンバ リストが読み込まれ、ディレクトリから
各オブジェクトのドメイン ネーム サービス（DNS）名が照会されます（オブジェクトの DN に基づ
く）。このオブジェクト検索は、オブジェクトが設定済みのどのコンテナにも含まれていない可能性が
あるため、実行されます。HP SIM システムは、完全 DNS 名を使用して再びリストと付き合わされま
す。

システムが設定済みコンテナまたはグループのメンバと考えられる場合は、その属性（HP SIM 内）がそ
れに従って修正され、必要に応じて、Windows ドメイン、OU、およびディレクトリ グループ属性が追
加されます。これらの属性をすでに持っているシステムが、持っている属性に対応するコンテナやグルー
プのメンバーでなくなったことが判明した場合、その属性は削除されます。

ディレクトリ グループを設定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[ディレクトリ サービス]→[ディレクトリ グループ] を選択します。[ディレクトリ グ

ループ] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[グループ ロケーションを指定してください] ページが表示されます。
4. [グループ 1] に対する [識別名（DN）] を入力します。
5. （省略可能）サブツリーを検索する場合は、[検索] を選択します。この検索は、コンテナ オブジェ

クトおよび OU オブジェクトにのみ適用され、ディレクトリ グループ オブジェクトには適用され
ません。また、2 層以上の階層を備える OU オブジェクトにのみ適用されます。このオプションを
選択すると、HP Systems Insight Manager（HP SIM）は指定されたブランチを最下部までたどって検
索します。一致は、システムのフル DNS 名に基づいて判断されます。HP SIM がシステムのフル
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DNS を持たない場合は、短いシステム名が一致（オブジェクトの CN 属性を使用）し他の部分的一
致が発生しない場合に、一致したと判断されます。システム名として IP アドレスだけを使用できる
システムは、その IP アドレスがディレクトリ オブジェクトの名前になっている場合を除いて、一
致しないものとされます。

6. （省略可能）グループをさらに追加するには、追加をクリックします。各グループについて、手順
4～6 を繰り返します。

7. （省略可能）グループを削除するには、削除するグループの横の 削除をクリックします。
8. すぐに実行をクリックします。

9. [パスワードの確認] フィールドに、指定したユーザ名のパスワードを再入力します。
関連プロシージャ

• ディレクトリ グループの設定

関連トピック

• ユーザと認証

• ディレクトリ サービス
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第8章ネットワークとセキュリティ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、次のセキュリティ オプションがあります。

• ユーザおよび認証。 [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証] を選択します。

• サーバ証明書。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択します。

• 信頼証明書。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択します。

• サインイン設定。 [オプション]→[セキュリティ]→[サインイン イベント設定] を選択します。

• システム リンク設定。 [オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] をクリックしま
す。

SSL（Secure Sockets Layer）および証明書
SSL（Secure Sockets Layer）は、ブラウザと HP Systems Insight Manager（HP SIM）の間で使用され、
データの整合性とプライバシを保証します。SSL に不可欠な部分が証明書であり、HP SIM サーバを識別
するための公開文書です。HP SIM をインストールすると、自己署名証明書が作成されます。ブラウザで
最初に HP SIM へアクセスするとき、証明書が信頼されていないことを示すセキュリティ警告が表示さ
れる場合があります。これは、証明書が自己署名入り（HP SIM サーバ自身が署名した）であり、署名者
がブラウザの認証機関（CA）リストに入っていないためです。ブラウザに HP SIM サーバ証明書を安全
にインポートすると、ブラウザはアクセスしている HP SIM サーバを認証できます。ブラウザに証明書
をインポートする方法については、「サーバ証明書」を参照してください。

HP SIM では、サードパーティ CA、独自の内部 CA、PKI（パブリック キー インフラストラクチャ）か
らの証明書を使用できます。この場合、ブラウザに CA 証明書をインポートできます。詳細については、
「CA 署名証明書のインポート」を参照してください。

サインインおよびアカウント
HP SIM の機能にアクセスする前に、ユーザ名、ドメイン名（Windows CMS）、パスワードが必要にな
ります。HP SIM では、基礎となるオペレーティング システム（Windows、Linux、HP-UX）のユーザ権
限が使用され、オペレーティング システムに依存してユーザが認証されます。
HP SIM をインストールするユーザは、システムの Administrator（Windows）または root ユーザ（Linux
と HP-UX）である必要があります。このユーザには、HP SIM への管理者アクセス権が付与されます。
このアカウントでサインインしたら、他のユーザ用のアカウントをさらに作成します。それぞれのアカ
ウントは、別々の設定権と権限で設定できます。また、各アカウントがサインインできる IP アドレスを
制限できます。第6章 「ユーザと認証」を参照してください。
サインイン イベントとサインアウト イベントなどの各種のセキュリティ イベントの通知を記録する監
査設定も設定できます。詳細については、「サインイン イベントの設定」を参照してください。

シングル ログイン、エージェント設定のレプリケート、およびソフト
ウェアおよびファームウェアのインストール

シングル ログインを利用したり、エージェント設定のレプリケートタスクやソフトウェアおよびファー
ムウェアのインストールタスクを管理対象システム上で実行したりするには、HP SIM と目的の管理対象
システムの間で信頼関係を設定する必要があります。信頼関係を設定すると、管理対象システムでは、
どの HP SIM サーバがシステムにコマンドを実行できるかを指定できます。信頼関係が確立されていな
いと、これらのコマンドは失敗します。詳細については、「信頼関係のセットアップ」を参照してくだ
さい。

管理対象システムで信頼関係を設定するには、システムにアクセスし、信頼モードを設定して、信頼さ
れたシステム証明書リストに HP SIM を追加する必要があります。管理対象システムは、展開中に適切
な証明書で設定することもできます。詳細については、「初期 ProLiant Support Pack インストール」を
参照してください。HP SIM サーバでは、管理対象システムのユーザ権限を指定し、システム識別タスク
を実行する必要もあります。[信頼されたシステム証明書] ページで [必須] オプションを有効にしている
場合は、HP SIM かルート CA 証明書に、信頼している管理対象システムの証明書をインポートする必要
があります。詳細については、「信頼証明書」および「サーバ証明書」を参照してください。
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証明書
HP SIM では、権限が設定された管理を中央管理サーバ（CMS）から安全に実行できます。管理対象シ
ステムと CMS に対するユーザの権限を設定できるので、権限があるユーザのみが、状態が変化する操
作を実行できます。CMS、管理対象システム、およびブラウザの間のやり取りは、SSL と証明書を使用
して安全に実行されるので、システムを認証してユーザ証明書と管理データを保護するのに役立ちます。

新しい SSL 証明書は、CMS 初期化中に作成されます。これは、CMS 証明書の代わりに Web ベース エ
ンタープライズ管理（WBEM）要求内のクライアント証明書として使用されます。WBEM 証明書の使用
を認証するには、[システム プロトコル設定] ページの [WBEM 設定] セクションで [証明書の代わりに
使用] を選択します。詳細については、「システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証
情報の設定」を参照してください。WBEM 証明書を設定するには、エージェントの設定および修復タス
クを使用してください。詳細については、「Windows CMS」を参照してください。

注記:  WBEM クライアント証明書認証機能は、HP SIM 用に WBEM Services 2.5 がインストールされ
た HP-UX システム上でのみサポートされます。

関連プロシージャ

• システム リンクの設定

• サインイン イベントの設定

• HP SIM デフォルトの SSL ポートの変更

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• Windows CMS

• HP-UX および Linux CMS

関連トピック

• サーバ証明書

• 信頼証明書

• 考えられる証明書エラー

• ユーザと認証

• ログインについて

• セキュア タスクの実行について

ログインについて

シングル ログイン
シングル ログインを使用すると、HP Systems Insight Manager（HP SIM）ページ内のリンクで、シング
ル ログインをサポートする管理対象システムとの認証済みブラウザ セッションを確立でき、ユーザが
ユーザ名とパスワードを再入力する必要はありません。ただし、別のシステムで動作している HP SIM
の別のインスタンスで認証済みブラウザ セッションを確立しようとしている場合は、ユーザ名とパス
ワードを再入力する必要があります。シングル ログイン リンクは、別のシステムへのリンクがある場
所に存在します。

注記: HP SIM は、認証の初期ポイントであり、別の管理対象システムへのアクセスは、HP SIM 内か
ら実行する必要があります。

HP SIM 内のリンク以外の方法を使用して管理対象システムにアクセスする場合、シングル ログインは
サポートされません。管理対象システムごとに、適切なユーザ名とパスワードの入力が必要になります。
管理対象システムごとに、適切なユーザ名とパスワードの入力が必要になります。HP SIM を信頼するよ
うに管理対象システムを設定してから、シングル ログイン コマンドを受け入れる必要があります。管
理対象システムの信頼管理サーバ リストに HP SIM システム証明書をインポートすると、システムで信
頼を設定できます。詳細については、「信頼関係のセットアップ」を参照してください。
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重要: HP SIM 内のリンク以外の方法を使用して管理対象システムにアクセスする場合、シングル ログ
インはサポートされません。管理対象システムごとに、適切なユーザ名とパスワードの入力が必要にな
ります。

注記: シングル ログインは、仮想クラスタ システムに対して動作しません。ただし、クラスタを構成
する物理システムに対して動作します。

サイン イン
HP SIM にサインインすると、HP SIM へのアクセスが許可され、HP SIM での権限が決まります。SSL
（Secure Sockets Layer）を使用して HP SIM にアクセスすると、ブラウザと HP SIM の間で、サインイ
ン証明書も含めたすべての情報が暗号化されます。SSL はパスワードを安全に暗号化し、他人が有効な
サインイン シーケンスを取得して再実行することを防ぎます。
サインイン ページには 3 つのフィールドがあります。

• [ユーザ名]。ユーザの名前。

• [パスワード]。ユーザ名のパスワード。

• [ドメイン名]。ユーザの Windows ドメイン。このフィールドは、Windows 環境のみで表示されま
す。

注記: Windows 環境では、HP SIM のインストール中に、オペレーティング システムから管理者が選
択されます。HP SIM にサインインする場合は、表示されたフィールドに、適切なアカウント情報を入力
します。[ユーザ名] フィールドにはユーザ名を指定し、[ドメイン名] には Windows ドメインを指定し
ます。Windows 環境では、これが必須です。

証明書が安全に HP SIM によって受信されると、HP SIM はアカウントを検査し、アカウントで有効な IP
アドレスからアクセスしていることを確認し、Windows ドメインに対して証明書を認証します。アカウ
ントの詳細については、第6章 「ユーザと認証」を参照してください。
オペレーティング システムの障害からサインイン障害が発生することもあれば、HP SIM 内の障害から
サインイン障害が発生することもあります。オペレーティング システムのユーザ管理ツールを使用し、
次のようなログイン障害に対処してください。

• サインイン証明書が正しく入力されていません。パスワードでは、大文字と小文字が区別されま
す。

• 入力したアカウントの削除、無効化、またはロックアウトが行われています。

• アカウントのパスワードが失効したか、変更する必要があります。

以下に示す、HP SIM でのサインイン失敗の原因は、[ユーザと認証] ページで対処することができます。

• 入力したアカウントが、HP SIM のアカウントになっていません。

• 指定されたアカウントに有効でない IP アドレスからサインインしようとしました。ブラウザ シス
テムもサインイン障害の原因となる場合があります。

• ブラウザが cookie を受け入れる設定になっていません。

注記: 詳細については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems
Insight Manager 5.2 インストレーション ガイド』にある HP SIM のユーザ ガイドを参照し、ご使
用のオペレーティング システム用のガイドを選択してください。

• cookie ブロッカがインストールされています。

注記: HP SIM は、エラー ログインや正常ログインが行われた際、およびサイン アウトが行われた際、
HP SIM イベント データベースにイベントを記録するように設定できます。
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Linux および HP-UX でのサインイン認証
HP SIM は、Pluggable Authentication Modules（PAM）を使用して、Linux と HP-UX の Web サーバ イン
タフェースにログインするユーザを認証します。

Linux システムにおける PAM の設定
Linux CMS の管理者は、HP SIM が使用している PAM をカスタマイズすることが可能です。ファイル
/etc/pam.d/mxpamauthrealm には、HP SIM Web サーバ インタフェースの認証手順が含まれてい
ます。このファイルでのデフォルトは、次のとおりです。

• #%PAM-1.0

• auth required /lib/security/pam_unix.so

• account required /lib/security/pam_unix.so

• session required /lib/security/pam_unix.so

このデフォルト手順により、PAM では、HP SIM Web サーバ インタフェースにサインインしようとす
るユーザを認証する際に、UNIX で標準の認証モジュールが使用されます。システム ライブラリからの
標準呼び出しを使用して、アカウント情報にアクセスします。通常は、/etc/password または /etc/
shadow から読み込まれます。
システムの管理者は、システムのセキュリティ要件に従って、要件を調整できます。たとえば、システ
ムのセキュリティ ポリシーが時間に依存し、/etc/security/time.conf が設定されている場合は、
mxpamauthrealm を次のとおりに調整できます。

• #%PAM-1.0

• auth required /lib/security/pam_unix.so

• account required /lib/security/pam_unix.so

• session required /lib/security/pam_unix.so

HP-UX システムにおける PAM の設定
HP-UX システムにおける PAM セキュリティのカスタマイズ方法は、似ています。PAM 設定は、すべて
/etc/pam.conf に格納されています。
HP-UX 11i における HP SIM の行は、次のとおりです。

• mxpamauthrealm auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1

• mxpamauthrealm account required /usr/lib/security/libpam_unix.1

• mxpamauthrealm session required /usr/lib/security/libpam_unix.1

HP-UX 11i 2.0 における HP SIM の行は、次のとおりです。

• mxpamauthrealm auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.1

• mxpamauthrealm account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.1

• mxpamauthrealm session required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.1

HP SIM Web サーバのログイン モデルを、他のログイン方法（telnet、rlogin、ssh など）の設定と一致
させる場合は、他のログイン方法で使用されているのと同じプラグイン モジュールを設定する必要があ
ります。これらのモジュールは、/etc/pam.conf ファイルまたは /etc/pam.d/login ファイルの
login サービス名で定義します。
関連トピック

• ネットワークとセキュリティ

• セキュア タスクの実行について

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理
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セキュア タスクの実行について
HP Systems Insight Manager（HP SIM） 管理対象システムの状態または設定を変更するタスクは、セキュ
ア タスク実行（STE）を使用してシステムにコマンドを発行します。STE により、HP SIM システムは、
管理対象システムからタスク実行を安全に要求し、タスクを要求するユーザがタスク実行の適切な権限
をもっていることを確認できます。要求には、要求を行う HP SIM システムを一意に識別するデジタル
署名が入っています。次に、SSL（Secure Sockets Layer）を使用して、要求を暗号化し、データの改変や
盗聴を防止します。詳細については、「信頼関係のセットアップ」を参照してください。

注記: STE では、指定した HP SIM システムのみが、そのシステムでタスクを実行できるようにするた
め、それぞれの管理対象システムで信頼管理サーバ リストが必要です。

注記: 管理対象システムでは、[証明書による信頼] のみで、指定した HP SIM システムからの要求であ
ることが保証されます。[名前による信頼] や [すべて信頼] のような他のオプションは、HP SIM システ
ムのデジタル署名を検査しないので、要求の送信側を信頼できる方法で確認することはできません。

注記: エージェント設定のレプリケート、ソフトウェアおよびファームウェアのインストールなど、
STE を使用するタスクは、仮想クラスタ システムに対して実行できません。ただし、クラスタ内の各シ
ステムで直接実行することはできます。

関連トピック

• サーバ証明書のエクスポート

• 信頼関係のセットアップ

• 信頼証明書の要求

• サーバ証明書の作成

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

システム リンクの設定
管理対象システムへのリンクの作成時に使用する名前フォーマットを選択するには、次のように操作し
ます。システム リンクの設定により、HP Systems Insight Manager（HP SIM）がリモート システムへの
ブラウザ リンクを作成する方法と、特定の要求についてリモート システムと通信する方法が定義され
ます。

注記: Secure Sockets Layer（SSL）を使用するシステムにアクセスしている場合、ブラウザの警告を避
けるには、システムの名前が、システム証明書内の名前に一致する必要があります。

システム リンクを設定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] をクリックします。[システム リンク設定]

ページが表示されます。

2. 次のオプションから選択します。

• [システム名を使用]。システム名を使用するには、このオプションを選択します。

• [システムの IP アドレスを使用]。システム IP アドレスを使用するには、このオプションを選
択します。複数のアドレスを含むシステムの場合は、複数のリンクを入力できます。

• [システムの DNS 名（フル）を使用]。システムの完全ドメイン ネーム サービス（DNS）名を
使用するには、このオプションを選択します。

注記：HP-UX または Linux 中央管理サーバ（CMS）で HP SIM を新しくインストールした場合は、
デフォルトで [システムの DNS 名（フル）を使用] が指定されます。Windows の新規インストール
では、デフォルトで [システム名を使用] が設定され、アップグレードの場合は、オペレーティング
システムとは関係なく既存の設定が維持されます。

注記：検出中には、完全システム DNS 名を使用できる場合、これがプライマリ ルックアップ キー
として使用されます。完全システム DNS 名が使用できない場合は、IP アドレスが使用されます。
注記：システムに複数のネットワーク インタフェースがある場合、[システム名を使用] を選択する
と、宛先ごとに 1 つのリンクのみがシステムに提供され、[システムの IP アドレスを使用] を選択
すると、複数のリンクがシステムに提供されます。
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3. 変更内容を保存して適用するには、OK をクリックします。
関連トピック

• ネットワークとセキュリティ

• サーバ証明書

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

サインイン イベントの設定
サインイン アクティビティとサインアウト アクティビティの対処可能なイベントを作成するには、サ
インイン イベントを設定します。

注記: サインイン イベントを設定しても、HP Systems Insight Manager（HP SIM）監査ログへの影響は
ありません。サインイン イベントは、HP SIM 監査ログに常に記録されます。

サインイン イベントを設定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[サインイン イベントの設定] を選択します。[サインイン イベント

の設定] ページが表示されます。
2. 次のオプションから選択します。

• [すべてのサインインおよびサインアウト作業]。すべてのサインイン アクションとサインアウ
ト アクションのイベントを作成するには、このオプションを選択します。

• [失敗したサインイン試行のみ]。正常に動作しないサインイン アクションのみのイベントを作
成するには、このオプションを選択します。

• [なし]。サインイン アクティビティとサインアウト アクティビティのイベントを作成しない場
合は、このオプションを選択します。

3. 変更内容を保存して適用するには、OK をクリックします。
関連トピック

• ネットワークとセキュリティ

• ユーザと認証

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

ブラウザ タイムアウト オプションの設定
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、次のうちいずれかにブラウザ タイムアウト設定を指定で
きます。これらの設定は、HP SIM GUI へのサインイン中には、ブラウザ セッションに影響します。
監視。 タイムアウト オプションを監視に設定すると、HP SIM セッションが継続し、ブラウザを閉じ
るか別のサイトを表示しない限り、継続して更新されます。ブラウザを閉じると、セッションはすぐに
終了します。別のサイトを表示すると、HP SIM によって 20 分後にログアウトされます。このオプショ
ンがデフォルトであり、EnableSessionKeepAlive=true として globalsettings.props ファイ
ルに表示されます。

アクティブ。 アクティブな状態のままになるようにタイムアウト オプションを設定すると、HP SIM
でアクティブに作業している間、HP SIM セッションは継続します。ただし 20 分間何の操作も行わな
かった場合は、HP SIM ではセッションが強制終了になり、ユーザはログアウト状態になります。
globalsettings.props ファイルを編集すると、タイムアウト設定を監視かアクティブに変更できま
す。

タイムアウト設定をアクティブに設定するには、次のように操作します。

1. globalsettings.props ファイルを開きます。

• Windows オペレーティング システムでは、install directory/config フォルダに
globalsettings.props ファイルが配置されています。
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• HP-UX または Linux オペレーティング システムでは、/etc/opt/mx/config ディレクトリに
globalsettings.props ファイルが配置されています。

2. EnableSessionKeepAlive=true を EnableSessionKeepAlive=false に変更します。
3. [ファイル]→[保存] を選択します。

更新内容が保存されます。

4. globalsettings.props ファイルを閉じます。
デフォルト タイムアウトを変更するには、次のように操作します。
1. HP SIM ディレクトリから、次に移動します。

Windows の場合：
インストール ディレクトリ\jboss\server\hpsim\deploy\jbossweb-tomcat50.sar\conf\
web.xml

HP-UX および Linux の場合：
/opt/mx/jboss/server/hpsim/deploy/jbossweb-tomcat50.sar/conf/web.xml

2. <session-timeout> の値を、デフォルトの 20 分から適切な時間（分単位）に編集します。
3. globalsettings.Props と web.xml ファイルを保存します。

更新内容が保存されます。

4. web.xml ファイルを閉じます。
関連トピック

• サイン イン

• ネットワークとセキュリティ

• ユーザと認証

HP SIM デフォルトの SSL ポートの変更
HP Systems Insight Manager（HP SIM）の SSL ポートがアプリケーションと衝突する場合は、デフォル
トのポート番号を変更できます。使用中のポートのリストについては、http://h18013.www1.hp.com/
products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 Understanding HP SIM 5.0
security』 ホワイト ペーパーを参照してください。HP Systems Insight Manager（HP SIM）のデフォルト
SSL ポートを変更するには、次のように操作します。
1. server.xml ファイル（jboss\server\hpsim\deploy\jbossweb-tomcat50.sar ディレク

トリにあります）で、2 つの「50000」という表記を希望するポートに変更します。
<Connector port="280" maxThreads="50" minSpareThreads="5"
maxSpareThreads="15" enableLookups="false" redirectPort="50000"
acceptCount="10" debug="0" connectionTimeout="60000" />

2. 最初のポート エントリについては、次のように入力して、50000 を希望するポートに置き換えま
す。

3. 2 つ目のポート エントリについては、次のように入力して、50000 を希望するポートに置き換えま
す。

<Connector address="${jboss.bind.address}" port="50000" scheme="https"
secure="true" maxThreads="200" minSpareThreads="10" maxSpareThreads="25"
enableLookups="false" acceptCount="10" debug="5" URIEncoding="utf-8"
useBodyEncodingForURI="true" clientAuth="false"
keystoreFile="C:\bullwinkle\target\Windows\stage\SIM\config\certstor\hp.keystore"
keystorePass="removed" sslProtocol="TLS" />

関連トピック

• ネットワークとセキュリティ
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サーバ証明書
[サーバの証明書] ページでは、中央管理サーバ（CMS）の SSL サーバ証明書を表示して管理できます。
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、自己署名と、認証機関（CA）署名証明書という、2 種類
の証明書がサポートされています。自己署名証明書は、HP SIM へのアクセスを可能にするためにインス
トール時にデフォルトで作成されますが、自己署名証明書も認証機関（CA）署名証明書もインストール
後に作成できます。CA 署名証明書では、内部証明書サーバか外部認証機関が、証明書に署名する必要
があります。

HP SIM には、次のセキュリティ証明書オプションがあります。

• サーバ証明書のエクスポート。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選
択し、エクスポートをクリックします。

• サーバ証明書の編集。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、編
集をクリックします。

• 新しいサーバ証明書の作成。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択
し、新規をクリックします。

• サーバ証明書のインポート。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択
し、インポートをクリックします。

関連プロシージャ

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書の編集

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のインポート

• 証明書の同期化

• 証明書署名要求の作成

• 証明書署名要求の提出

• CA 署名証明書のインポート

関連トピック

• ネットワークとセキュリティ

• 信頼証明書のレプリケート

• 考えられる証明書エラー

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理
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サーバ証明書の作成

管理者権限があるユーザは、次の状況で HP Systems Insight Manager（HP SIM） Secure Sockets Layer
（SSL）サーバ証明書およびプライベート キーを置き換える場合、新しい自己署名証明書を作成できま
す。

• HP SIM サーバ証明書のプライベート キーの整合性が損なわれた場合

• 既存の HP SIM サーバ証明書が失効した場合

この自署証明書は、作成日から 10 年間の有効期限が設定されています。
HP SIM SSL サーバ証明書とプライベート キーを置き換える必要がある場合は、新しい自署証明書を作
成します。パブリック キーは、証明書に含まれてクライアントへ送信されます。プライベート キーは、
HP SIM サーバ ファイル システムのキーストア データベースに安全に保管されます。System Management
Homepage のパブリック キーとプライベート キーのペア（同じシステムに存在する）は、HP SIM のパ
ブリック キーとプライベート キーの新しいペアで上書きされます。

重要: SSL サーバ証明書とプライベート キーを置き換えると、インポートするたびに、別の System
Management Homepage のブラウザや信頼管理サーバ リストなど、既存の HP SIM サーバ証明書と
System Management Homepage 証明書が無効になります。セキュリティ方針に従って、前のサーバ証明
書を新しいサーバ証明書で置き換え、以前と同じレベルの機能に戻す必要があります。

注記: Windows および Linux では、このプロセスはローカルの System Management Homepage 証明
書およびプライベート キーにも影響を及ぼし、HP-UX システムでは、Web ベース エンタープライズ管
理（WBEM）サービス証明書とプライベート キーに影響を及ぼします。

注記: それぞれのフィールドで有効な文字は、a から z（小文字）、A から Z（大文字）の文字、0 か
ら 9 の数字、特殊文字「‘ ( ) + , - . / : ? _ ~」とスペースです。それぞれのフィールドには、空白以外の
文字を最低 1 つ含める必要があります。

新しい証明書を作成するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、新規をクリックします。[新
規サーバ証明書] セクションが表示され、フィールドには、デフォルト値が自動的に入力されます。

2. （省略可能）次のフィールドを変更します。

a. [共通名（CN）] フィールドには、ブラウザが中央管理サーバ (CMS) の閲覧時に名前の比較に
使用するパラメータが含まれています。このフィールドは、完全修飾名などの他のフォーマッ
トに変更でき、フィールドの最大長は 255 文字です。

b. （省略可能）[代替名] フィールドに、複数のシステム名をカンマで区切って入力します。
[代替名] フィールドで CN と一致する名前が指定されても、証明書では重複しません。
代替名では、大文字と小文字が区別されます。このため、大文字と小文字を区別できる重複し
た名前が入力されても、証明書では重複しません。たとえば、SYS1、sys1、および SYS1 が入
力されても、証明書の一覧には SYS1 が 1 度だけ示されます。
代替名は、入力順とは異なる順序で表示されることがありますが、その使用には影響しません。
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c. [組織（O）] フィールドに組織名を入力します。フィールドの最大長は 64 文字です（日本で
は都道府県名を入力します）。

d. [組織単位（OU）] フィールドに部署名を入力します。フィールドの最大長は 64 文字です（日
本では都道府県名を入力します）。

e. [地方（L）] フィールドに都市名を入力します。フィールドの最大長は 128 文字です（日本で
は都道府県名を入力します）。

f. [州（S）] フィールドに州名を入力します。フィールドの最大長は 128 文字です（日本では都
道府県名を入力します）。

g. [国（C）] フィールドに国名を入力します。フィールドの最大長は 2 文字（英数字）で、2 文
字の国コードを使用します。

3. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。キャンセルをクリックすると、新しいサーバ証
明書を作成せずに [サーバの証明書] ページに戻ります。証明書とプライベート キーの変更による
影響について説明する警告が表示されます。この警告ボックスで OK をクリックすると、新しい
1,024 ビット キーペアと自署証明書が生成されます。このプロセスの前にバックアップを手動で作
成しないと、古いキーペアと証明書は取得できなくなります。新しい証明書とプライベート キー
は、HP SIM を再起動すると有効になります。

4. ディレクトリを共有する証明書を使用しているローカル System Management Homepage とアプリ
ケーションやコンポーネントに、新しい証明書を適切に同期化するには、HP SIM サーバを再起動し
ます。新しいサーバ証明書の作成後、HP SIM サーバ証明書を HTTP サーバ証明書と同期化するに
は、HP SIM サーバを再起動します。証明書の同期をとると、HP SIM サーバの HP Insight マネジメ
ント エージェントの閲覧時にブラウザのセキュリティ アラートが繰り返されることを防止できま
す。

関連プロシージャ

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書のインポート

• サーバ証明書の編集

• 証明書の同期化

関連トピック

• サーバ証明書

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

サーバ証明書の編集

既存証明書のフィールドを変更するには、サーバ証明書を編集します。サーバ証明書の変更は、証明書
署名要求（CSR）を外部認証機関（CA）に提出する場合に必要になることがあります。

注記: Windows および Linux では、このプロセスはローカルの System Management Homepage 証明
書およびプライベート キーにも影響を及ぼし、HP-UX システムでは、Web ベース エンタープライズ管
理（WBEM）サービス証明書とプライベート キーに影響を及ぼします。

注記: それぞれのフィールドで有効な文字は、a から z（小文字）、A から Z（大文字）の文字、0 か
ら 9 の数字、特殊文字「‘ ( ) + , - . / : ? _ ~」とスペースです。それぞれのフィールドには、空白以外の
文字を最低 1 つ含める必要があります。

サーバ証明書を編集するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、編集をクリックします。
[サーバ証明書の編集] セクションが表示されます。

2. 必要に応じて次のフィールドを編集します。

注記：[共通名（CN）] フィールドとキーペアは、すべての System Management Homepage との信
頼関係を有効に保つため、変更できません。ただし、修正した証明書をインポートし、古い証明書
をブラウザから削除して、ブラウザの信頼関係を確立しなおす必要があります。

a. （省略可能）[代替名] フィールドに、複数のシステム名をカンマで区切って入力します。
[代替名] フィールドで CN と一致する名前が指定されても、証明書では重複しません。
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代替名では、大文字と小文字が区別されます。このため、大文字と小文字を区別できる重複し
た名前が入力されても、証明書では重複しません。たとえば、SYS1、sys1、および SYS1 が入
力されても、証明書の一覧には SYS1 が 1 度だけ示されます。
代替名は、入力順とは異なる順序で表示されることがありますが、その使用には影響しません。

b. [組織（O）] フィールドに組織名を入力します。フィールドの最大長は 64 文字です（日本で
は都道府県名を入力します）。

c. [組織単位（OU）] フィールドに部署名を入力します。フィールドの最大長は 64 文字です（日
本では都道府県名を入力します）。

d. [地方（L）] フィールドに都市名を入力します。フィールドの最大長は 128 文字です（日本で
は都道府県名を入力します）。

e. [州（S）] フィールドに州名を入力します。フィールドの最大長は 128 文字です（日本では都
道府県名を入力します）。

f. [国（C）] フィールドに国名を入力します。フィールドの最大長は 2 文字（英数字）で、2 文
字の国コードを使用します。

3. OK をクリックします。証明書が修正されることを示す警告メッセージが表示されます。修正処理
を中止するには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書のインポート

• 証明書の同期化

関連トピック

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

サーバ証明書のインポート

次のような状況で既存のサーバ証明書を置き換えるには、認証機関（CA）署名サーバ証明書をインポー
トします。

• すでに HP Systems Insight Manager（HP SIM）をインストールしており、第三者認証機関（CA）か
独自の内部認証機関によって作成された証明書でデフォルトの自己署名証明書を置き換える場合

• HP SIM サーバ証明書のプライベート キーの整合性が損なわれた場合

• 既存の HP SIM サーバ証明書が失効した場合

注意: SSL サーバ証明書とプライベート キーを置き換えると、インポートするたびに、管理対象シス
テムのブラウザや信頼管理サーバ リストなど、既存のサーバ証明書が無効になります。セキュリティ方
針に従って、前のサーバ証明書を新しいサーバ証明書で置き換え、以前と同じレベルの機能に戻す必要
があります。

注記: Windows および Linux では、このプロセスはローカルの System Management Homepage 証明
書およびプライベート キーにも影響を及ぼし、HP-UX システムでは、Web ベース エンタープライズ管
理（WBEM）サービス証明書とプライベート キーに影響を及ぼします。

サーバ証明書をインポートするには、次のように操作します。

1. 証明書署名要求（CSR）を作成します。「証明書署名要求の作成」を参照してください。CSR では、
既存の証明書から、代替名を含むパラメータを使用します。パラメータを変更する場合は、「サー
バ証明書の編集」を参照してサーバ証明書を編集するか、または「サーバ証明書の作成」を参照し
て新しいサーバ証明書を作成します。

2. 認証機関に CSR を提出します。詳細については、「証明書署名要求の提出」を参照してください。
CA は、署名済み証明書を返します。
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3. 返された署名済み証明書を HP SIM にインポートします。詳細については、「CA 署名証明書のイン
ポート」を参照してください。

関連プロシージャ

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書の編集

• 証明書の同期化

• 証明書署名要求の作成

• CA 署名証明書のインポート

• 証明書署名要求の提出

関連トピック

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

サーバ証明書のエクスポート

ブラウザへの証明書の展開を容易にするには、HP Systems Insight Manager（HP SIM）サーバ証明書を
ファイルにエクスポートします。この証明書により、ブラウザで HP SIM サーバを適切に識別できるよ
うになります。HP SIM サーバ証明書は公開文書であるため、機密扱いにする必要はありません。ただ
し、証明書はパブリック ネットワーク上でいつでもアクセスできるため、改変できないようにする必要
があります。

注記: システム証明書は、Base64 符号化証明書としてエクスポートできます。エクスポートした証明
書は、ブラウザまたは信頼管理サーバ リストにインポートできます。

HP SIM からサーバ証明書をエクスポートするには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、エクスポートをクリックし

ます。

Internet Explorer の [ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ファイルをエクスポートして保存するには、保存をクリックします。ファイル ダウンロード操作を
中止して [サーバの証明書] ページに戻るには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のインポート

• サーバ証明書の編集

• 証明書の同期化

関連トピック

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

証明書署名要求の作成

HP Systems Insight Manager（HP SIM）Secure Sockets Layer（SSL）サーバ証明書とプライベート キーを
置き換えるには、証明書署名要求（CSR）を作成します。
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CSR には、証明書に存在する代替名が含まれます。この代替名が使用を希望する認証機関（CA）で問題
の原因になる場合は、証明書を修正して代替名を削除しなければならない場合があります。

証明書署名要求を作成するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、インポートをクリックしま
す。[サーバ証明書のインポート] セクションが表示されます。

2. [証明書署名要求 (CSR) を作成する] の横の [詳細] をクリックします。
[証明書署名要求の作成] セクションが、[サーバ証明書のインポート] セクションのあとに表示され
ます。

注記：現在の証明書パラメータが表示されます。CSR の作成を選択しても、新しいキーペアが作成
されたり、証明書パラメータが変更されることはありません。新しいキーペアを作成する場合は、
新しい証明書を作成します。証明書パラメータを変更する場合は、[サーバの証明書] ページで、イ
ンポートではなく 編集をクリックします。

3. 標準的なブラウザでダウンロードする PKCS #10 署名要求を作成するには、作成をクリックしま
す。Internet Explorer で、[ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスを使用します。Mozilla の
場合は、新しいブラウザ ウィンドウのテキストをファイルに保存します。

4. 内部認証機関（CA）または外部認証機関に証明書ファイルを送信します。
注記：既存の自己署名証明書はまだ有効なので、署名済み証明書を認証機関から受け取るまで、SSL
Web サーバは閲覧用に動作します。

関連プロシージャ

• サーバ証明書のインポート

• CA 署名証明書のインポート

• 証明書署名要求の提出

関連トピック

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

証明書署名要求の提出

証明書署名要求（CSR）を作成したら、目的の認証機関（CA）に CSR を提出して署名を受ける必要が
あります。

注記: この手順を実行する前に、CSR の作成手順を完了する必要があります。詳細については、「証
明書署名要求の作成」を参照してください。

認証機関に CSR を提出するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、インポートをクリックしま

す。[サーバ証明書のインポート] セクションが表示されます。
2. [証明書署名要求 (CSR) を作成する] の横にある [詳細] をクリックします。
3. PKCS #10（CSR）データを認証機関（CA）に送信します。

認証機関から PKCS #7 データが戻されたら、HP Systems Insight Manager（HP SIM）にインポート
します。

関連プロシージャ

• サーバ証明書のインポート

• 証明書署名要求の作成

• CA 署名証明書のインポート

関連トピック

• サーバ証明書
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• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

CA 署名証明書のインポート
証明書署名要求（CSR）を作成し、認証機関（CA）によって署名されたら、署名済み証明書をインポー
トできます。

インポート可能な証明書のフォーマットは、PKCS #7 のみです。CA から受信した証明書が単一の証明
書である場合には、最初に、発行元の CA からの自己署名ルート証明書を、HP Systems Insight Manager
（HP SIM）の信頼されたシステム証明書リストにインポートする必要があります。CA ルート証明書を
インポートした後は、受信した証明書を HP SIM サーバ証明書としてインポートすることができます。

注記: Windows および Linux では、このプロセスはローカルの System Management Homepage 証明
書およびプライベート キーにも影響を及ぼし、HP-UX システムでは、Web ベース エンタープライズ管
理（WBEM）サービス証明書とプライベート キーに影響を及ぼします。

注記: HP SIM では、パブリック キーのサイズが 2,046 ビット以下の証明書のみをインポートできま
す。

認証機関（CA）から返された署名済み証明書をインポートするには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[サーバの証明書] を選択し、インポートをクリックしま

す。[サーバ証明書のインポート] セクションが表示されます。
2. [CA からの署名済み証明書の返信をインポートする] の横の [詳細] をクリックします。[署名済み証

明書返信のインポート] セクションが、[サーバ証明書のインポート] セクションのあとに表示され
ます。

3. [証明書のファイル名] フィールドの横にある 参照をクリックします。[ファイルの選択] ダイアログ
ボックスが表示されます。

a. 署名済み証明書を保存した場所までナビゲートします。

b. 正しいファイル名を選択し、開くをクリックします。

ファイル名が [証明書のファイル名] フィールドに表示されます。

4. インポートをクリックします。署名済み証明書がインポートされます。

証明書署名要求（CSR）を作成するか、サーバ証明書をインポートしたら、HP SIM サーバを再起動
し、HP SIM サーバ証明書を、System Management Homepage 証明書とディレクトリを共有する証
明書に同期させます。証明書の同期をとると、HP SIM サーバの HP Insight マネジメント エージェ
ントの閲覧時にブラウザのセキュリティ警告が繰り返されることを防止できます。これにより、HP
SIM とローカル System Management Homepage が、Secure Sockets Layer（SSL）サーバ証明書とプ
ライベート キーを更新できます。

関連プロシージャ

• サーバ証明書のインポート

• 証明書署名要求の作成

• 証明書署名要求の提出

関連トピック

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

証明書の同期化

HP Systems Insight Manager（HP SIM）サーバ証明書が作成または修正されると、System Management
Homepage 証明書のパブリックとプライベートの証明書キー ペアは、HP SIM のパブリック キーとプラ
イベート キーのペアで上書きされます。
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注記: この機能は、何らかの理由で証明書が同期化されていない場合に使用できます。

注記: 証明書共有機能を HP-UX で動作させるには、OpenSSL を /OPT/APACHE/SSL/BIN/ディレクト
リ（HP-UX インストレーションのデフォルト）にインストールする必要があります。証明書共有機能を
Linux で動作させるには、OpenSSL を /USR/BIN/ディレクトリ（Linux インストレーションのデフォル
ト）にインストールする必要があります。

関連プロシージャ

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書のインポート

• サーバ証明書の編集

関連トピック

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• 信頼証明書のレプリケート

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

信頼証明書のレプリケート

HP Systems Insight Manager（HP SIM） [必須] または [最初に許可] 機能を有効にしているシステムの管
理者は、信頼証明書リストを他の HP SIM システムに複製できます。2 方向信頼ソリューションとして、
HP SIM の [必須] または [最初に許可] 機能を使用しない場合は、この手順は不要です。

ソース中央管理サーバ（CMS）からターゲット CMS への信頼システム証明書の移行
ソース CMS からターゲット CMS に信頼証明書を移行する方法は、2 通りあります。最初の方法は、
ソース CMS に多数の信頼証明書がある場合に使用でき、2 つ目の方法は、ソース CMS にある信頼証明
書の数が比較的少ない場合に使用できます。

ソース CMS に多数の信頼証明書がある場合の証明書移行

警告! 証明書を移行するとき、ターゲット CMS の既存の SSL サーバ キーおよび証明書は消去されま
す。また、ターゲット CMS を信頼するように設定されているエージェントとの信頼関係を再構築する
必要があります。手順 13を参照してください。

多数の信頼証明書を保存している、ソースからターゲット CMS に信頼証明書を移行するには、次のよ
うに操作します。

1. ソース CMS システムの HP SIM に管理者権限でサインインします。
2. （HPSIM インストール フォルダ）->[Systems Insight Manager]->[config]->[certstor]

の順に移動します。

3. hp.keystore ファイルおよび keyfile.3 ファイルをコピーします。
4. ターゲット CMS システムに管理者権限でログインします。
5. （HPSIM インストール フォルダ）->[Systems Insight Manager]->[config]->[certstor]

ディレクトリの順に移動します。

6. hp.keystore ファイルおよび keyfile.3 ファイルを、手順 3 でコピーしたものと入れ替えま
す。

7. ターゲット CMS システムで、[スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[管理ツール]→[サービ
ス] を選択します。

8. HP SIM サービスを再起動します。
注記：証明書の名前がサイトの名前と一致しないという、ブラウザの警告が表示される場合があり
ます。一時的に、ソース CMS の証明書を使っているため、これは予想される結果です。ただし、
ブラウザが表示する証明書を表示して、信憑性を確認してからサインインすることができます。
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9. ターゲット CMS の HP SIM に管理者権限でサインインします。[オプション]→[セキュリティ]→[証
明書]→[サーバの証明書] を選択します。

10. 新規をクリックして、新しいサーバ証明書を作成します。
11. ターゲット CMS システムで、[スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[管理ツール]→[サービ

ス] を選択します。
12. HP SIM サービスを再起動します。
13. エージェント設定のレプリケート機能を使用して、新しいサーバ証明書を、必要な管理対象システ

ムにインストールします。詳細については、「エージェント設定のレプリケート機能の使用」を参
照してください。

ソース CMS にある信頼証明書の数が比較的少ない場合の証明書移行
1. ソース CMS システムに管理者権限でログインします。
2. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼署名書] を選択します。
3. 証明書を選択して、エクスポートをクリックします。

4. 証明書をローカルで保存します。

5. [信頼されたシステム証明書] ページに表示されているすべての証明書について、手順 2 および 3 を
繰り返します。

6. エクスポート済み証明書をすべてターゲット CMS システムにコピーします。
7. ターゲット CMS の HP SIM に管理者権限でサインインします。
8. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼署名書] を選択します。
9. インポートをクリックします。

10. 参照をクリックして、証明書を選択します。
11. OK をクリックします。
12. すべての証明書について、手順 9～11 を繰り返します。

エージェント設定のレプリケート機能の使用

注記: このセクションでは、エージェントが既にソース CMS を信頼するように設定されているものと
します。

注記: このプロセスでは、エージェントを新しいターゲット CMS だけを信頼するように設定します。
オリジナル ソース CMS の信頼が必要な場合は、ソース CMS で手順 5、6、および 13（または 16）を
実行してください。

1. ターゲット CMS の System Management Homepage にログインします。
2. [設定]→[セキュリティ]→[信頼モード] の順に選択します。
3. [証明書による信頼] を選択して、設定の保存をクリックします。
4. [設定]→[セキュリティ]→[信頼された管理サーバ] を選択します。
5. サーバから証明書の追加の横のフィールドにターゲット CMS の IP アドレスを入力します。
6. サーバから証明書の追加をクリックします。

7. ソース CMS の HP SIM に管理者権限でサインインします。
8. [設定]→[エージェント設定のレプリケート] を選択します。
9. [ターゲット システムの選択] ページで、ソース CMS を信頼するように設定されている管理対象シ

ステムをすべて選択します。

10. [適用] をクリックし、次へをクリックします。
11. ターゲット CMS をソースとして選択し、次へをクリックします。
注記：ソース システムに、HP SIM がインストールされていない場合は、手順 15 に進んでくださ
い。

12. ソース構成設定を選択ページで、[System Management Homepage]→[Settings]→[Configuration
Options Properties] をクリックし、[Trust Mode] を選択します。

13. [System Management Homepage]→[Settings]→[Trusted Certificate Properties] を選択し、ター
ゲット CMS の [Trusted Certificate] を選択します。

14. ソース構成設定を選択ページで、[HTTP Server]→[Configuration]→[Options Properties] を選択
し、[信頼モード] を選択します。
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15. [HTTP Server]→[Trusted Certificates Properties] を選択し、ターゲット CMS の [Trust Certificate]
をクリックします。

16. すぐに実行をクリックします。選択した管理対象システムで、CMS の証明書が複製されます。
関連プロシージャ

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書の編集

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のインポート

• 証明書の同期化

• 証明書署名要求の作成

• 証明書署名要求の提出

• CA 署名証明書のインポート

関連トピック

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

考えられる証明書エラー

表示される可能性のある証明書エラー メッセージには、以下が含まれます。

• Invalid Certificate Format is displayed in the debug log files followed by
the system this error message corresponds to.

証明書が、HP SIM HP Insight マネジメント エージェントのいずれかが常駐しているポート上に存
在する特定のプログラムから送信されました。このエラーの別の原因として、中央管理サーバ
（CMS）に送信された証明書が壊れていたことも考えられます。
この問題を修正するには、クライアント システムで実行されている Insight マネジメント エージェ
ントが改ざんされていないことと予想どおりに稼動していることを確認します。クライアント上の
別のプログラムが HP SIM が使用するポートを使用していないことを確認します。これらの確認を
行ってもエラーが修正されない場合は、HP のテクニカル サポートに問い合わせてください。HP
SIM で使用するポートとそのパートナー アプリケーションの詳細については、
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にあ
る『 Understanding HP SIM 5.0 security』 ホワイト ペーパーを参照してください。

• Certificate has expired（システム名が続きます）

証明書の期限が、現在の日付を過ぎています。

この問題を解決するには、証明書の期限を確認します。証明書の期限が現在の日付を過ぎている場
合は、このシステム用の新しい証明書を生成する必要があります。過ぎていない場合は、中央管理
サーバ（CMS）上のシステムの日付と時間を調べてください。CMS の日付と時刻が間違っている
場合は、日付と時刻を修正してから証明書のインポートを再度試みてください。新しい証明書の生
成については、「サーバ証明書の作成」を参照してください。証明書のインポートについては、
「サーバ証明書のインポート」を参照してください。

関連トピック

• ネットワークとセキュリティ

• サーバ証明書

• 信頼証明書
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信頼証明書
信頼証明書では、セキュリティが最高レベルになります。管理者権限があるユーザは、別のシステムか
ら HP Systems Insight Manager（HP SIM）の信頼されたシステム証明書リストに証明書をインポートで
きます。

HP SIM の信頼されたシステム証明書リストの目的は、HP SIM キーストアで証明書のリストを維持する
ことです。証明書には、HP SIM システム証明書、および HP SIM システムによって信頼されている管理
対象システムの証明書が含まれます。インポートされた証明書は、キーストアに保管され、信頼された
システム証明書リストに表示されます。

[信頼されたシステム証明書] ページには、次のオプションがあります。

• [常に許可] [常に許可] を選択すると、SSL 接続でシステムによって提供される証明書が必ず受け
入れられます。この設定はデフォルト設定であり、man-in-the-middle 攻撃に対して脆弱ですが最も
簡単に使用できるオプションです。

• [必須] [必須] を選択すると、HP SIM の信頼されたシステム証明書リストにシステム証明書を手
動でインストールし、信頼を確立する必要があります。これが最も安全なオプションですが、最も
実装困難なオプションでもあります。

HP SIM には、次の信頼証明書オプションがあります。

• 信頼証明書のインポート。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択し、イ
ンポートをクリックします。

• 証明書のエクスポート。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択し、エク
スポートをクリックします。

• 信頼証明書の削除。 [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択し、削除する
証明書を選択してから 削除をクリックします。

関連プロシージャ

• 信頼証明書のインポート

• 信頼証明書のエクスポート

• 信頼証明書の削除

関連トピック

• 信頼証明書の要求

• システムとイベントの管理

• サーバ証明書

• 信頼証明書の要求

• 信頼関係のセットアップ

• 信頼証明書のレプリケート

• 考えられる証明書エラー

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

信頼証明書のインポート

[信頼されたシステム証明書] ページで [必須] を選択した場合は、信頼する管理対象システムを表す証明
書を信頼されたシステム証明書リストにインポートする必要があります。システム単位でシステム自体
の証明書をインポートできます。また、システム グループの証明書に署名して発行する認証機関（CA）
または中間 CA の署名入り証明書もインポートできるため、このリストのメンテナンスが簡単になりま
す。
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注記: 管理者権限があるユーザだけが、HP Systems Insight Manager（HP SIM）の信頼されたシステム
証明書リストに証明書をインポートできます。

注記: HP SIM では、パブリック キーのサイズが 2,048 ビット以下の証明書のみをインポートできま
す。

信頼されたシステム証明書リストから証明書をインポートするには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択し、インポートをクリックします。
[信頼されたシステム証明書のインポート] セクションが表示されます。

2. [証明書のファイル名] フィールドの横にある 参照をクリックします。
[ファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. インポートする証明書の場所に移動し、ファイル名を選択します。開くをクリックします。

証明書がインポートされます。

関連プロシージャ

• 信頼証明書のエクスポート

• 信頼証明書の削除

関連トピック

• 信頼証明書

• 信頼関係のセットアップ

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

信頼証明書のエクスポート

ブラウザへの証明書の展開を容易にするには、HP Systems Insight Manager（HP SIM）サーバ証明書を
ファイルにエクスポートします。これにより、ブラウザで HP SIM サーバを適切に識別できるようにな
ります。証明書は公開文書であるため、機密扱いにする必要はありません。ただし、証明書はパブリッ
ク ネットワーク上でいつでもアクセスできるため、改変できないようにする必要があります。
管理者権限がある HP SIM ユーザのみが、HP SIM のシステム証明書を HP SIM からエクスポートできま
す。

注記: システム証明書は、Base64 符号化証明書としてエクスポートできます。エクスポートした証明
書は、ブラウザまたはシステムの信頼管理システム リストにインポートできます。

HP SIM からのシステム証明書のエクスポート
Microsoft Explorer を使用して、HP SIM からシステム証明書をエクスポートするには、次のように操作
します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択し、エクスポートをクリックします。
[ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 保存するファイルの場所を選択します。

3. ファイル名を入力し、保存をクリックすると、Base64 符号化 X.509 証明書として証明書が保存さ
れます。このファイルは、Secure Sockets Layer（SSL）の接続中の中央管理サーバ（CMS）の認証
用に、ブラウザや管理対象システムにインポートできます。保存操作を取り消して [システム証明
書] ページに戻るには、キャンセルをクリックします。

Mozilla を使用して、HP SIM からシステム証明書をエクスポートするには、次のように操作します。
1. 新しいブラウザ ウィンドウに証明書を表示します。
2. 証明書を含むブラウザ ウィンドウの内容全体を選択します。
3. 選択したテキストをクリップボードにコピーします。
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4. テキスト エディタにテキストを貼り付け、ファイル拡張子を .CER にしてファイルを保存します。

ブラウザからのシステム証明書のエクスポート（Microsoft Internet Explorer のみ）
1. 以下の方法のいずれかを使用して、HP SIM のシステム証明書を表示します。

• Internet Explorer ブラウザのメニューから[ファイル]→[プロパティ]→[証明書] を選択します。

• ブラウザの右下にある [ロック] アイコンをダブルクリックし、[証明書] ダイアログ ボックス
を表示します。

[証明書] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [証明書] ダイアログ ボックスの [詳細] タブをクリックします。
[詳細] タブが表示されます。

3. ファイルにコピーをクリックします。

[証明書のエクスポートウィザード] が起動されます。

4. 次へをクリックします。

[エクスポート ファイルの形式] ダイアログ ボックスが表示されます。

5. エクスポート ファイル形式として [Base-64 encoded X.509] を選択します。次へをクリックしま
す。

[エクスポートするファイル] ダイアログ ボックスが表示されます。

6. ファイル名フィールドに、エクスポートするファイルを入力します。次へをクリックします。

[証明書エクスポートウィザードの完了] ダイアログ ボックスが表示されます。

7. 完了をクリックします。前のページに戻るには 戻るをクリックします。エクスポート操作を取り消
すには、キャンセルをクリックします。

エクスポートが完了したというメッセージが表示されます。

8. OK をクリックします。
関連プロシージャ

• 信頼証明書のインポート

• 信頼証明書の削除

関連トピック

• 信頼証明書

• 信頼関係のセットアップ

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

信頼証明書の削除

HP Systems Insight Manager（HP SIM）キーストアから証明書を削除するには、信頼されたシステム証明
書リストから証明書を削除します。

注意: 削除プロセスを取り消すことはできません。この機能は慎重に使用してください。

信頼されたシステム証明書リストから証明書を削除するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択します。
2. 削除する証明書を選択します。

3. 削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 証明書を削除するには、Yes をクリックします。削除プロセスをキャンセルして [信頼されたシス

テム証明書] ページに戻るには、キャンセルをクリックします。
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証明書が信頼されたシステム証明書リストから削除されます。

関連プロシージャ

• 信頼証明書のインポート

• 信頼証明書のエクスポート

• 信頼証明書の要求

関連トピック

• 信頼証明書

• サーバ証明書

• ネットワークとセキュリティ

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

信頼証明書の要求

信頼されたシステム証明書は、管理対象システムを表す証明書です。[信頼されたシステム証明書] オプ
ションを有効にすると、HP Systems Insight Manager（HP SIM）でのリモート管理対象システムの認証が
可能になります。利便性を考慮して、このオプションは無効になっています。これが典型的なシナリオ
であり、高いレベルのセキュリティが維持されます。セキュリティ レベルを最大化するには、このオプ
ションを有効にする必要があります。ただし、特別な設定が必要です。

[必須] を有効にした場合、HP SIM で管理対象システムに SSL（Secure Sockets Layer）接続しようとする
と、そのシステムを表す証明書が、HP SIM キーストアで必要になります。証明書がない場合、SSL 接続
と操作がエラーになります。試みた操作もエラーになります。システムを表す証明書としては、システ
ムの SSL システム証明書、またはシステムの証明書の署名に使用された認証機関（CA）レベルの証明書
が使用可能です。システム数が多い場合、少数の CA レベル証明書を使用してすべてのシステム証明書
に署名すると、システム証明書の管理と維持が簡単になります。ただし、このオプションでは、ご使用
の環境に証明書システムが必要になったり、外部のセキュリティ会社のサービスが必要になります。

注意: [必須] オプションを選択すると、[信頼証明書リスト] に証明書が記されているシステムのみで特
定機能が動作することを示す警告メッセージが表示されます。

[必須] オプションを有効にすると、HP SIM の信頼されたシステム証明書リストのみが使用されます。

重要: [必須] オプションを変更すると、HP SIM の操作に悪影響を及ぼす場合があります。以下で説明
する警告をよく読んで理解してください。

CA レベル証明書を使用する場合、CA レベル証明書によって署名された有効な証明書は、すでに発行済
みか、将来発行されるかを問わず、HP SIM によって受け付けられます。
[必須] オプションを有効にするには、次のように操作します。
1. [管理] タブから、次を選択します。[オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書]

[信頼証明書] ページが表示されます。

2. [Require] を選択します。この設定では、CMS が、管理対象システムとの SSL 接続以外の接続を受
け入れなくなります。管理対象システムでは、[証明書リスト] に証明書が必要です。このオプショ
ンによって、CMS の閲覧が影響されることはありません。
[信頼されたシステム証明書リスト] に証明書が記されているシステムのみで特定機能が動作するこ
とを表す警告メッセージが表示されます。

3. 信頼証明書を要求するには、OK をクリックします。[必須] オプションを無効にして [信頼されたシ
ステム証明書] ページに戻るには、キャンセルをクリックします。

[信頼されたシステム証明書] オプションを無効にするには、次のように操作します。
1. [管理] タブから、[オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択します。

[信頼証明書] ページが表示されます。

2. 別のオプションを選択します。
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3. OK をクリックします。[必須] オプションを有効にしたまま [信頼されたシステム証明書] ページに
戻るには、キャンセルをクリックします。

関連トピック

• 信頼証明書のインポート

• 信頼証明書のエクスポート

• 信頼証明書の削除

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理

信頼関係のセットアップ

以下のセクションでは、HP Systems Insight Manager（HP SIM） CMS と管理対象システムの間の信頼関
係を設定する方法を詳しく説明します。

管理対象システムの設定

シングル ログインとセキュア タスク実行（STE）が正しく機能するには、サポートされているエージェ
ントを管理対象システムで実行し、HP SIM サーバを信頼するように管理対象システムを設定する必要が
あります。信頼モードは、System Management Homepage（SMH）から設定します。使用できる信頼
モードは次のとおりです。

[証明書による信頼]。[証明書による信頼] モードでは、信頼証明書を備えた HP SIM サーバの設定変更だ
けを受け入れるよう System Management Homepage が設定されます。このモードでは、デジタル署
名と証明書による認証を提供する、提出されたサーバが必要です。このモードは最もセキュリティ レベ
ルの高い方法を提供します。デジタル署名を確認してからアクセスを許可するからです。HP は、このオ
プションをおすすめします。

注記: HP SIM によるリモートでの設定変更を有効にしたくない場合は、[証明書による信頼] を選択し
たままにして、信頼システムのリストを空のままにしておきます。

[名前による信頼]。[名前による信頼] モードでは、HP SIM の名前が [名前による信頼] フィールドに指定
されているサーバからの特定の設定変更だけを受け入れるよう System Management Homepage が設
定されます。[名前による信頼] オプションは設定が容易で、悪意のないアクセスを防止します。たとえ
ば、2 つの別々の部門に 2 つの異なる管理者グループがある安全なネットワークの場合にこのオプショ
ンを使用できます。これにより、あるグループが間違ったシステムにソフトウェアをインストールする
ことを防止できます。このオプションは、提出された HP SIM サーバ名だけを確認し、デジタル署名は
確認しません。

[すべて信頼]。[すべて信頼] モードでは、あらゆるシステムからの設定変更を受け入れるよう System
Management Homepage が設定されます。たとえば、安全なネットワークの場合に [すべて信頼] オプ
ションを使用すると、そのネットワーク内のすべての人物が信頼されます。

注記: [証明書による信頼] の場合、HP SIM システムからの証明書は、初期サポート パックの展開中
にインストールできます。詳細については、「初期 ProLiant Support Pack インストール」を参照してく
ださい。

System Management Homepage を実行する管理対象サーバを設定する方法
1. Web ブラウザから、アドレス https://managed-server:2381 を使用して管理対象サーバにアクセ

スします。[System Management Homepage] が表示されます。
2. [System Management Homepage] にログインします。
3. [設定]→[System Management Homepage]→[セキュリティ]を選択します。
4. 信頼モードをクリックします。[信頼モード] ページが表示されます。
5. 信頼証明書を要求するには、[証明書による信頼] を選択します。
6. 信頼管理サーバの証明書にアクセスするには、信頼証明書をクリックします。

7. 設定の保存をクリックして信頼モードを保存するか、値のリセットをクリックしてすべての変更を
キャンセルします。

8. ブラウザの 戻るボタンをクリックします。
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9. サーバから証明書の追加の横にあるテキスト ボックスに、追加する証明書が含まれた HP SIM サー
バの名前を入力します。

10. サーバから証明書の追加をクリックします。リストに追加される前に、確認のための証明書の情報
が表示されます。

注記：これは、HTTP 経由のセキュリティ保護されていない要求であるため、悪意のある者が要求を
傍受して、その要求への応答として信頼されていない証明書を返す危険性があります。HP SIM 証明
書を入手するためのより安全な方法については、「HP SIM 証明書のインポート」セクションを参照
してください。

11. 証明書の情報を確認し、信頼証明書のリストに追加する場合は、証明書リストに証明書を追加をク
リックします。

注記：クラスタで信頼証明書を設定する場合の詳細については、「クラスタ」を参照してください。

HP SIM 証明書のインポート
1. HP SIM サーバ証明書を HP SIM サーバからファイルにエクスポートします。詳細については、「サー

バ証明書のエクスポート」を参照してください。

2. 証明書ファイルを、管理対象システムのファイル システムがアクセス可能なファイル保存場所に保
存します。

3. 管理対象システムにアクセスし、手順 1 で作成した HP SIM サーバ証明書をテキスト エディタ（「メ
モ帳」など）で開きます。

4. Begin Certificate 行と End Certificate 行を含むファイルの内容全体を強調表示します。強調表示した
証明書ファイルの内容をクリップボードにコピーします。

5. 管理対象システムのブラウザに戻り、[HP SIM 証明書データ] ボックスを選択します。
6. 証明書ファイルの内容をこのボックスに貼り付け、証明書の追加をクリックします。上部に 3 つの

リンクのある確認ウィンドウが表示されます。

7. [オプション] をクリックし、[信頼された証明書] セクションまでスクロールします。[信頼された証
明書] リストが表示され、追加した HP SIM 証明書のサーバ名と、[証明書の表示] および [証明書の
削除] へのリンクが示されます。

マネジメント HTTP サーバを実行する管理対象サーバを設定する方法

HP SIM 証明書のインポート
1. HP SIM サーバ証明書を HP SIM サーバからファイルにエクスポートします。詳細については、「サー

バ証明書のエクスポート」を参照してください。

2. 証明書ファイルを、管理対象システムのファイル システムがアクセス可能なファイル保存場所に保
存します。

3. 管理対象システムにアクセスし、手順 1 で作成した HP SIM サーバ証明書をテキスト エディタ（「メ
モ帳」など）で開きます。

4. Begin Certificate 行と End Certificate 行を含むファイルの内容全体を強調表示します。強調表示した
証明書ファイルの内容をクリップボードにコピーします。

5. 管理対象システムのブラウザに戻り、[HP SIM 証明書データ] ボックスを選択します。
6. 証明書ファイルの内容をこのボックスに貼り付け、証明書の追加をクリックします。上部に 3 つの

リンクのある確認ウィンドウが表示されます。

7. [オプション] をクリックし、[信頼された証明書] セクションまでスクロールします。[信頼された証
明書] リストが表示され、追加した HP SIM 証明書のサーバ名と、[証明書の表示] および [証明書の
削除] へのリンクが示されます。

HP SIM 証明書の要求
適切なフィールドに HP SIM サーバ名を入力し、対応する 証明書の取得ボタンを押します。管理対象シ
ステムは、直接 HP SIM サーバに証明書の HTTP 要求を送信します。
注記：これは、HTTP 経由のセキュリティ保護されていない要求であるため、悪意のある者が要求を傍受
して、その要求への応答として信頼されていない証明書を返す危険性があります。HP SIM 証明書を入手
するためのより安全な方法の詳細については、「HP SIM 証明書のインポート」を参照してください。
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Onboard Administrator の設定
Onboard Administrator 1.20 以上でシングル ログイン サポートを有効にする方法については、Onboard
Administrator のマニュアルを参照してください。

HP StorageWorks Command View EVA の設定
HP StorageWorks Command View EVA 6.0 以上でシングル ログイン サポートを有効にする方法につい
ては、『HP StorageWorks Command View EVA user guide』 を参照してください。
HP SIM 5.2 以降では、cv-tools.xml ファイルは自動的にインストールされ設定されます。Command
View EVA では、HP SIM 内の、デフォルトのアドミニストレータ テンプレートに基づくアカウントは管
理者権限を持ち、デフォルト ユーザ テンプレートに基づくアカウントはユーザ権限を持ちます。

HP SIM の設定

システム識別

管理対象システムがシングル ログインとセキュア タスク実行をサポートしていることを HP SIM が認識
するために、すべての管理対象システムに対して 1 回以上はシステム識別タスクを実行する必要があり
ます。そうしないと、これらの機能は有効になりません。

信頼されたシステムの証明書

[信頼されたシステム証明書] ページ（[オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書]の順に選
択）で [必須] を有効にしている場合は、HP SIM サーバに信頼させたい管理対象システムを表す証明書
を、HP SIM の信頼されたシステム証明書リストにインポートしてください。管理対象システムの証明書
については、そのシステムの証明書を使用するか、該当する場合は、認証機関（CA）がシステム証明書
の署名に使用した証明書を使用することができます。

注記: [信頼証明書] ページで [必須] を無効にしている場合は、信頼されたシステム証明書リストが使
用されないため、このセクションを省略できます。

システム証明書を HP SIM の信頼されたシステム証明書リストにインポートする前に、証明書を、DER
（Distinguished Encoding Rules）または Base64 符号化形式でファイルにエクスポートします。システム
証明書は、次の方法で入手できます。

• ユーザがファイル システムにアクセスできる Windows システムの場合は、c:\compaq\wbem\
cert.pem ファイル内の証明書を、Base64 符号化形式で、HP SIM がアクセス可能な場所にコピー
するか、HP SIM がすでにそのファイルにアクセス可能であれば、そのファイルに直接アクセスし
ます。

• システムにアクセスしているときにシステム証明書をエクスポートします。ブラウザのメニューか
ら、[ファイル]→[プロパティ]の順に選択します。証明書をクリックします。[詳細] タブをクリック
して、ファイルにコピーをクリックします。証明書を、Base 64 符号化 X.509 ファイルとしてエク
スポートします。

CA 証明書を入手する方法については、CA に問い合わせるか、証明書サーバ ソフトウェアに付属のマ
ニュアルを参照してください。管理対象システムの証明書を HP SIM の信頼されたシステム証明書リス
トにインポートするには、次のように操作します。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書]を選択し、インポートをクリックします。
[信頼されたシステム証明書のインポート] セクションが表示されます。

2. [証明書のファイル名] フィールドの横にある 参照をクリックします。
[ファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. インポートする証明書の場所に移動し、ファイル名を選択します。開くをクリックします。

証明書がインポートされます。

注記：クラスタで信頼証明書を設定する場合の詳細については、「クラスタ」を参照してください。

ブラウザの警告メッセージの停止

HP SIM の管理対象システムにアクセスする際に表示される信頼されていない証明書に関するブラウザの
警告を停止するには、証明書をブラウザにインポートします。
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1. Internet Explorer を開いて、https://managed_server:2381 で管理対象サーバに、または
https://sim_server:50000 で HP SIM に、アクセスします。

2. Internet Explorer の [セキュリティの警告] で、証明書の表示をクリックします。
3. 証明書を確認した後、証明書のインストールをクリックします。

4. 次へをクリックします。

5. 証明書をすべて次のストアに配置するをクリックします。

6. 参照をクリックします。

7. [信頼されたルート証明機関] を選択し、OK をクリックします。
8. 次へをクリックします。

9. 完了をクリックします。

10. OK をクリックします。
関連プロシージャ

• 証明書署名要求の作成

• 証明書署名要求の提出

• CA 署名証明書のインポート

• サーバ証明書のエクスポート

• 管理対象システムのセットアップ

関連トピック

• サーバ証明書

• 信頼証明書

• ネットワークとセキュリティ

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

• OpenSSH のインストール

• SSH キーの管理
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第9章システム、クラスタ、イベントの監視
[システムおよびイベント収集] パネル内のツールを使用して、システム、クラスタ、およびイベントを
監視することができます。これらのツールにより、システムとイベントの詳細情報を特定したり、シス
テムを選択してからタスクを実行したりすることができます。[システムおよびイベント収集] パネルか
ら、[システム概要] ページ、[すべてのシステム] ページ、および [すべてのイベント] ページに迅速にア
クセスすることができます。検索を [システム] または [イベント] の下のプライベート収集に保存するこ
ともできます。詳細については、「収集の保存」を参照してください。

注記:  HP Systems Insight Manager（HP SIM） 4.x から HP SIM 5 にアップグレードした場合、[お気に
入り] 機能を使用していれば、[お気に入り] サブフォルダとその内容は、プライベート収集の下に移動し
ています。

収集について
システムとイベントは、HP SIM データベースからの情報に基づいて収集にグループ分けされます。収集
を定義すると、結果を表示したり、収集をタスクに関連付けたりすることができます。編集した収集や
編集していない収集は、別の名前の収集として保存することもできます。

収集を使用して、多数のシステムを小さいグループに分けそのグループに意味をもたせることができま
す。たとえば、組織に 5 人のシステム管理者がいて、6 棟の異なるビルに設置されている 100 台のシ
ステムを担当する場合を想定します。各管理者用にそれぞれが担当するシステムだけを含む収集を作成
したり、そのビルに設置されているシステムだけを含む収集を各ビルごとに作成したりすることができ
ます。

収集のタイプ
HP SIM には、次のタイプの収集があります。

• メンバ単位 収集を作成するときは、含める特定のシステムまたは収集を厳密に選択することがで
きます。[収集のカスタマイズ] ページから、新規をクリックします。[新規収集] セクションが表示
されます。[個別にメンバーを選択] を選択します。イベント収集を作成するときは、個別のイベン
トを選択することはできません。簡単な階層を作成するためにのみ、イベント収集を選択すること
ができます。

イベント収集を作成するときは、個別のイベントを選択することはできません。便利な階層を作成
するためにのみ、イベント収集を選択することができます。

• 属性単位 収集を作成するときは、メンバの属性によって収集の内容を説明することができます。
属性によって定義された収集は、動的です。なぜなら、呼び出されるたびに、内容が再び決定され
ます。収集の作成には、システム名（完全または一部）、オペレーティング システム、システム
タイプなど、多くの属性を使用できます。イベント収集では、属性は、確認済みステータス、タイ
プ、深刻度、時間などです。検索条件と属性の詳細については、「収集の保存」を参照してくださ
い。複数の属性を組み合わせて、必要なシステムまたはイベントの厳密なグループを作成すること
ができます。[高度な検索] ページから 名前を付けて保存をクリックすると、属性単位で収集を作成
できます。システムまたはイベント検索の実行の詳細については、「システムとイベントの検索」
を参照してください。

個別の収集または多数の選択条件を含む複合収集の実行には、多くのシステム リソースが必要で
す。このため、個々のタスクのパフォーマンスの影響を最小にするために、収集をできる限り単純
にする必要があります。この推奨事項は、属性による収集にのみ適用されます。

注記:  バージョン 5.1 より前の HP SIM リリースでは、イベント収集の作成時にシステム属性を
指定することができました。HP SIM のそれ以前のバージョンから HP SIM 5.1 にアップグレード
し、システム属性を含むイベント収集がある場合は、収集は 3 つの異なった収集に分割されます。
元の収集と同じ内容のもの、システム属性のみを含むもの、そしてイベント属性のみを含むもので
す。元の収集は、元のイベント情報だけを含むイベント収集と元のシステム情報だけを含むシステ
ム収集から成る組み合わせ収集になります。たとえば、HP SIM の以前のバージョンで、システム
属性を含む MyServersEvents という名前の収集を所有していた場合、その収集は、3 つの新しい収
集（MyServersEvents-combination、MyServersEvents-systems、および MyServersEvents-events）に移
行します。
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• 組み合わせ収集 この収集形式を使用すると、システム収集とイベント収集を結びつけることがで
きます。これらの収集では、作成したシステムおよびイベント収集を再利用したり再び組み合わせ
たりすることができます。

収集の詳細については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/
infolibrary.html （英語）にある『 Collections in HP Systems Insight Manager』 ホワイト ペーパーを参照
してください。

関連プロシージャ

• クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのクラスタの削除

• クラスタ収集ビューの印刷

• イベントへのコメントの入力

• ユーザへのイベントの割り当て

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのイベントの削除

• イベント収集ビューの印刷

• イベント収集のプロパティの設定

• イベント収集の作成

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の削除

• イベント収集の編集

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の削除

• システム収集またはクラスタ収集の編集

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集のコピー

• 基本検索の実行

• クラスタの高度な検索の実行

• 収集の保存

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集のコピー

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

• システム収集ビューの印刷

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• イベント テーブル ビュー ページ
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• イベント収集のカスタマイズ

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムとイベントの検索

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

• リファレンス

• デフォルト共有収集

• サービス通知イベント

システムおよびイベント収集パネルのナビゲート
[システムおよびイベント収集] パネルは、以下の機能を備えています。
1. ツリー コントロールおよびカスタマイズ
2. 概要

3. システム

4. イベント

収集を選択すると、その内容のビューが表示されます。[システムおよびイベント収集] パネルから、複
数の種類の収集ビュー ページを起動できます。以下のリストでいずれかのページを選択して、使用可能
なビュー タイプの詳細情報を表示してください。

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

• ツリー ビュー ページのナビゲート
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[システムおよびイベント収集] パネルでは、[プライベート] 収集と [共有] 収集がデフォルトで作成され
ます。[共有] の収集は、すべての有効な HP Systems Insight Manager（HP SIM）ユーザが表示できます。
ただし、これらの収集とその内容を編集または削除できるのは、管理者権限があるユーザだけです。プ
ライベート収集は、その収集を作成したユーザだけが、表示、編集、または削除できます。収集は、[プ
ライベート] または [共有] 収集内に配置することができます。収集を [共有] フォルダに配置するには、
管理者権限を持っている必要があります。プライベート収集を共有収集に配置することはできますが、
共有収集をプライベート収集に配置することはできません。

ある収集が [共有] と [プライベート] の両方に配置されている場合、管理者権限を持っているすべての
ユーザが、[共有] 収集に保存されている収集を修正できます。いずれかの収集内で収集が修正されると、
その変更はもう一方の収集にも反映されます。収集を作成したユーザの権限が管理者権限からオペレー
タ権限に格下げされた場合、そのユーザは [共有] 収集に配置されている収集を修正できなくなります。
このユーザが編集できるのは、[プライベート] 収集に配置された収集だけですが、ここでの編集は、[共
有] 収集に配置されている収集には反映されません。
収集とそのメンバは、ユーザ インタフェースに表示されないように設定することができます。使用され
ない収集が [システムおよびイベント収集] パネルに煩雑に表示されないようにしたい場合は、この設定
を使用してください。詳細については、「システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定」およ
び「イベント収集のプロパティの設定」を参照してください。

ツリー コントロールおよびカスタマイズ
[システムおよびイベント収集] パネルでのツリーのナビゲートには、以下のコントロールを使用するこ
とができます。

ツリーのすべてのブランチを展開します。

ツリーのすべてのブランチを第 1 レベルのブランチに折り畳みます。

ツリーのブランチを展開します。

ツリーのブランチを折り畳みます。

[システムおよびイベント収集] パネルの [カスタマイズ] リンクでは、必要に応じて [システムおよびイ
ベント収集] パネルツリーをカスタマイズできます。すべてのユーザは、自分の [システム] 収集、[イベ
ント] 収集、および [プライベート] 収集をカスタマイズできますが、管理者権限があるユーザのみが、
共有の [システム] 収集と [イベント] 収集をカスタマイズできます。[収集のカスタマイズ] セクションを
表示するには、[カスタマイズ] をクリックします。

概要

[システムおよびイベント収集] パネルには、次のような概要収集があります。

• [すべてのシステム] [すべてのシステム] ページが表示されます。システム テーブル ビュー ペー
ジの詳細については、「システム テーブル ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

• [すべてのイベント] [すべてのイベント] ページが表示されます。イベント テーブル ビュー ペー
ジの詳細については、「イベント テーブル ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

システム

システム収集では、HP SIM データベース内の情報に基づいて、システムを論理的にグループに分類しま
す。収集を定義すると、作業領域に結果を表示したり、収集を管理タスクに関連付けたりすることがで
きます。

HP SIM が提供している収集を使用するだけでなく、自分の収集を作成、編集、または削除することがで
きます。収集は、特定の命名規則に従う必要があります。収集の命名の詳細については、「収集命名規
則」を参照してください。

収集を使用して、多数のシステムを小さなグループに分け、そのグループに意味を持たせることができ
ます。たとえば、組織に 5 人のシステム管理者がいて、6 棟の異なるビルに設置されている 100 台の
システムを担当する場合を想定します。各管理者用にそれぞれが担当するシステムだけを含む収集を作
成したり、特定のビルに設置されているシステムだけを含む収集を各ビルごとに作成したりすることが
できます。
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イベント

イベント収集は、HP SIM データベース内の情報に基づいて複数のイベント収集を論理的にグループに分
類します。収集を定義すると、作業領域に結果を表示したり、収集を管理タスクに関連付けたりするこ
とができます。

関連プロシージャ

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• イベント収集のカスタマイズ

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• ツリー ビュー ページのナビゲート

• システム タイプ

システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ
[システムおよびイベント収集] パネルには、[システム] 収集が含まれます。[システム] 収集には、追加
のシステム、クラスタ、および [システム機能] の収集が含まれます。

注記:  クラスタ収集は、メンバ別ではなく、属性別にのみ作成されます。

収集は、プライベートまたは共有にすることができます。すべてのユーザは、共有収集を表示できます
が、ユーザが作成したプライベート収集は個人的なものであり、そのユーザのみが表示できます。HP
Systems Insight Manager（HP SIM）は、あらかじめ定義された複数の共有収集を含んでいます。たとえ
ば、[ステータス別システム] は、HP SIM とともに提供されるデフォルト共有収集です。デフォルト共有
収集の詳細については、「共有システム収集」を参照してください。

システム収集をカスタマイズするには、[システムおよびイベント収集] パネルの [カスタマイズ] をク
リックします。[収集のカスタマイズ] ページが表示され、以下のオプションが提供されます。
1. 収集タイプの表示

2. 収集の展開と折り畳み

3. カスタマイズ収集テーブル

4. 使用可能ボタン

収集タイプの表示

[収集の表示] ドロップダウン ボックスから [システム] を選択することで、カスタマイズする収集のタイ
プを選択します。
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収集の展開と折り畳み

[共有] および [プライベート] 収集に含まれるすべての収集を表示するか、[共有] および [プライベート]

収集タイトルだけを表示するかを選択することができます。 をクリックしてテーブル内のすべての

システムおよびクラスタ収集を展開するか、 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよび
クラスタ収集を折り畳みます。

カスタマイズ収集テーブル

収集とシステム ステータスが [システムおよびイベント収集] パネルに表示されている場合、[収集のカ
スタマイズ] ページが表示されると、すべての収集の名前を含むテーブルが表示されます。

使用可能ボタン

[収集のカスタマイズ] ページでは、次のオプションを使用できます。

• 新規 新しいシステムまたはクラスタ収集を作成できます。管理者権限があるユーザは、新しい収
集を共有収集として保存できます。管理者権限がない場合は、新しい収集をプライベート収集とし
てのみ保存できます。属性別にシステム収集を作成する方法の詳細については、「システムの高度
な検索の実行」を参照してください。

• 編集。 これは、既存の収集名とその内容を変更することができます。システムまたはクラスタ収
集の編集の詳細については、「システム収集またはクラスタ収集の編集」を参照してください。

• 移動。 これは、収集をある収集から別の収集に移動できます。システム収集の移動の詳細につい
ては、「システム収集またはクラスタ収集の移動」を参照してください。

• コピー。 これは、収集を別の収集としてコピーできます。詳細については、「システム収集また
はクラスタ収集のコピー」を参照してください。

• 削除。 これは、既存のシステムまたはクラスタ収集、またはシステムおよびイベント組み合わせ
収集を削除できます。システム収集は、空の場合のみ、削除できます。管理者権限がある場合は、
共有システム収集または共有クラスタ収集を削除できます。詳細については、「システム収集また
はクラスタ収集の削除」を参照してください。

• プロパティの設定。 ステータス、収集の表示、およびデフォルト ビューを設定できます。詳細
については、「システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の編集

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システム収集またはクラスタ収集の削除

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集のコピー

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• デフォルト共有収集

• システム ステータス タイプ

• ソフトウェア ステータス タイプ

システム収集またはクラスタ収集の作成

新しいプライベート システム収集またはクラスタ収集や新しい共有システム収集またはクラスタ収集を
作成するには、次の手順を実行します。
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注記: 管理者権限があるユーザは、共有収集を作成できます。オペレータ権限があるユーザは、共有
収集の表示はできますが、作成できるのは自分のプライベート収集だけです。

新しいシステム収集またはクラスタ収集を作成するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで、[カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[システム] を選択します。使用できるすべてのシステム収
集またはクラスタ収集が表示されます。

3. 新規をクリックします。[新規収集] セクションが表示されます。
4. [個別にメンバーを選択]、[条件によってメンバーを選択]、または [既存システムおよびイベント収

集からメンバを選択] を選択します。さまざまな収集タイプの詳細については、「収集のタイプ」
を参照してください。

a. [個別にメンバーを選択] を選択した場合は、次の手順を実行します。
i. [次から選択:] ドロップダウン リストから、個々の収集を選択します。
注記：ドロップダウン リストから収集を選択する場合、その収集の第 1 レベルのメンバ
は、[有効なアイテム] ボックスに表示されます。

ii. [有効なアイテム:] ボックスから、項目を強調表示し、 をクリックして、収集内の項目
を選択します。上向き矢印や下向き矢印をクリックして収集内の項目の位置を変更したり、
削除をクリックして [選択されたメンバー] ボックスから項目を削除したりすることができ
ます。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。詳細については、「収集の保存」
を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

b. [条件によってメンバーを選択] を選択した場合は、次の手順を実行します。
i. [検索対象] ドロップダウン リストから、[システム] または [クラスタ] を選択します。
ii. 収集の検索条件を入力します。システム検索条件の詳細については、「システムの高度な

検索の実行」を参照してください。クラスタ検索条件の詳細については、「クラスタの高
度な検索の実行」を参照してください。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• [表示] 検索を即座に実行して結果を表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

c. [既存システムおよびイベント収集からメンバを選択] を選択した場合は、次の手順を実行しま
す。

i. [システム収集を選択] ドロップダウン リストで、システム収集を選択します。
注記： ドロップダウン リストには、組み合わせ収集は表示されません。

ii. [イベント収集を選択] ドロップダウン リストで、イベント収集を選択します。
iii. 次のいずれかをクリックします。

• 表示 検索を即座に実行して表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

注記：[収集のカスタマイズ] ページでシステム収集とイベント収集を使用して作成された収集は、
システム収集として保存され、ユーザが指定した位置の [システム] ブランチに配置されます。
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コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から新しい収集を作成できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の編集

• システム収集またはクラスタ収集の削除

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集のコピー

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

システム収集またはクラスタ収集の編集

管理者権限があるユーザは、共有収集を編集できます。オペレータ権限があるユーザは、共有収集の表
示はできますが、編集できるのは自分のプライベート収集だけです。

システム収集またはクラスタ収集を編集するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで、[カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[システム] を選択します。使用できるすべてのシステム収
集またはクラスタ収集が表示されます。

3. 編集するシステム収集またはクラスタ収集を選択し、編集をクリックします。[収集の編集] セクショ
ンが表示されます。収集が作成された方法に合わせて、次のように操作します。

a. 収集が [個別にメンバーを選択] オプションによって作成されている場合は、次のように操作し
ます。

i. [次から選択:] ドロップダウン リストから、個々の収集を選択します。
注記：ドロップダウン リストから収集を選択する場合、その収集の第 1 レベルのメンバ
は、[有効なアイテム] ボックスに表示されます。

ii. [有効なアイテム:] ボックスから、項目を強調表示し、 をクリックして、収集内の項目
を選択します。上向き矢印や下向き矢印をクリックして収集内の項目の位置を変更したり、
削除をクリックして [選択されたメンバー] ボックスから項目を削除したりすることができ
ます。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。詳細については、「収集の保存」
を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

b. 収集が [条件によってメンバーを選択] オプションによって作成されている場合は、次のように
操作します。

i. [検索対象] ドロップダウン リストから、[システム] または [クラスタ] を選択します。
ii. 収集の検索条件を入力します。システム検索条件の詳細については、「システムの高度な

検索の実行」を参照してください。クラスタ検索条件の詳細については、「クラスタの高
度な検索の実行」を参照してください。

iii. 次のいずれかをクリックします。
• [表示] 検索を即座に実行して結果を表示します。
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• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

c. 収集が [既存システムおよびイベント収集からメンバを選択] オプションによって作成されてい
る場合は、次のように操作します。

i. [システム収集を選択] ドロップダウン リストで、システム収集を選択します。
注記： ドロップダウン リストには、組み合わせ収集は表示されません。

ii. [イベント収集を選択] ドロップダウン リストで、イベント収集を選択します。
iii. 次のいずれかをクリックします。

• 表示 検索を即座に実行して表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集を編集できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システム収集またはクラスタ収集の削除

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集のコピー

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

収集の保存

システム収集、イベント収集、またはクラスタ収集を、新しい名前で保存したり指定した位置に保存し
たりするには、以下の手順を実行します。

注記: システム検索を行う場合、名前は 40 文字（特殊文字を除く）以内にしてください。重複する収
集名を新しい収集に割り当てることはできないので、名前は一意にする必要があります。特殊文字は含
めないでください。

収集を保存するには、次のように操作します。

1. [収集名] フィールドに、収集の名前を入力します。
2. [保存場所] の下で、次のいずれかのオプションを選択して、収集を保存します。

• 既存の収集の場合 ドロップダウン リストから既存のプライベート収集または共有収集を選
択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャン
セルをクリックします。
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• 新しい収集の場合 新しい収集の名前を入力して、ドロップダウン リストから既存のプライ
ベート収集または共有収集を選択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作
をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• イベントの高度な検索の実行

• クラスタの高度な検索の実行

• 基本検索の実行

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム収集ビューの印刷

• クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのクラスタの削除

• クラスタ収集ビューの印刷

関連トピック

• システムとイベントの検索

• 基本検索と高度な検索

• 検索条件

• システム テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページ

システム収集またはクラスタ収集の移動

この手順により、ある収集から別の収集に収集の位置を移動できます。管理者権限があるユーザは、共
有収集を移動できます。

収集を移動するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで、[カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[システム] を選択します。使用できるすべてのシステム収

集またはクラスタ収集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよび

クラスタ収集を展開するか、 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよびクラスタ収
集を折り畳みます。

3. 移動する収集を選択し、移動をクリックします。[収集の移動] セクションが表示されます。
4. [移動先] の下で、次のいずれかを選択します。

• 既存の収集の場合 ドロップダウン リストから既存のプライベート収集または共有収集を選
択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャン
セルをクリックします。

• 新しい収集の場合 新しい収集の名前を入力して、ドロップダウン リストから既存のプライ
ベート収集または共有収集を選択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作
をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集を移動できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
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注記:  管理者権限があるユーザは、共有収集を移動できます。共有およびプライベート ルート収集の
移動と、共有収集のプライベート収集への移動は不可能です。

関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システム収集またはクラスタ収集の削除

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集のコピー

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

システム収集またはクラスタ収集のコピー

収集を新しい収集としてコピーすることができます。メンバによって作成された収集をコピーすると、
収集とそのメンバが新しい収集にコピーされます。新しい収集にコピーした後に元の収集を編集しても、
新しい収集は更新されません。たとえば、元の収集に 2 つのメンバがある場合は、同じ 2 つのメンバが
新しい収集にコピーされます。コピーされた後に元の収集を編集して他のメンバを追加しても、新しい
収集は変更されません。

属性に基づいて作成された収集をコピーする場合は、新しい収集に収集属性がコピーされます。新しい
収集にコピーした後に元の収集を編集しても、新しくコピーされた収集にはこれらの編集は反映されま
せん。

組み合わせ収集をコピーすると、新しく作成された収集には同じシステム収集とイベント収集が含まれ
ます。新しい収集にコピーした後に元の収集を編集しても、新しい収集は更新されません。収集の詳細
については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英
語）にある『 Collections in HP Systems Insight Manager』 ホワイト ペーパーを参照してください。
収集をコピーするには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [表示] ドロップダウン リストで、[システム] を選択します。使用できるすべてのシステム収集また

はクラスタ収集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよびクラス

タ収集を展開するか、 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよびクラスタ収集を折
り畳みます。

3. コピーする収集を選択し、コピーをクリックします。[収集のコピー] セクションが表示されます。
4. [収集名] フィールドに、新しい収集の名前を入力します。
5. [保存場所] の下で収集の保存位置を選択し、収集のタイプ合わせて、次のいずれかの操作を行いま

す。

• 既存の収集の場合 ドロップダウン リストから既存のプライベート収集または共有収集を選
択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャン
セルをクリックします。

• 新しい収集の場合 新しい収集の名前を入力して、ドロップダウン リストから既存のプライ
ベート収集または共有収集を選択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作
をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集をコピーできます。
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このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システム収集またはクラスタ収集の削除

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

• システム収集またはクラスタ収集の移動

• システム収集またはクラスタ収集の編集

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

システム収集またはクラスタ収集の削除

注記: 管理者権限があるユーザは、共有収集を削除できます。オペレータ権限があるユーザは、共有
収集の表示はできますが、削除できるのは自分のプライベート収集だけです。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [表示] ドロップダウン リストで、[システム] を選択します。使用できるすべてのシステム収集また

はクラスタ収集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよびクラス

タ収集を展開するか、 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよびクラスタ収集を折
り畳みます。

3. 削除する収集を選択します。

4. 削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。削除プロセスを続行するには、OK
をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。選択された収集が
空でないか、タスクによって使用中（[ホーム] ページ、レポートなど）の場合、エラー メッセージ
が表示されます。ただし、収集の内容が属性に基づいている場合は、空でなくても削除できます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集を削除できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の編集

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート
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システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定

[システムおよびイベント収集] パネルを使用して、収集、システム ステータス、クラスタ ステータス
の非表示、表示、収集のデフォルト ビューの選択など、収集のプロパティを設定できます。
システムまたはクラスタ収集のプロパティを設定するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[システム] を選択します。使用できるすべてのシステム収

集またはクラスタ収集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよび

クラスタ収集を展開するか、 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよびクラスタ収
集を折り畳みます。

3. 収集を選択して、プロパティ設定をクリックします。[プロパティ設定] セクションが表示されます。
4. [表示] の下で、[はい、ユーザ インタフェースに収集およびそのメンバーを表示します] または [い

いえ、ユーザ インタフェースに収集およびそのメンバーを表示しません] を選択します。使用され
ない収集がある場合は、[いいえ、ユーザ インタフェースに収集およびそのメンバーを表示しませ
ん] を選択して、それらが [システムおよびイベント収集] パネルに煩雑に表示されないようにする
ことができます。

5. [ステータスの表示] の下で、システム ヘルス ステータスを表示する場合は [はい、システムおよび
イベントにステータスを表示します] を選択し、パネルが煩雑にならないようにするために、[いい
え、システムおよびイベントにステータスを表示しません] を選択することもできます。
注記：このオプションは、属性に基づいて定義されている収集および組み合わせ収集にのみ使用で
きます。

注記：収集については、そのメンバの最も重要なステータスが表示されます。収集を開くと、個々
のメンバのステータスが表示されます。

注記：システム リソースを節約するために、ステータスの表示は最も表示したい収集に限定するよ
うにしてください。

6. [デフォルト ビュー] フィールドで、ドロップダウン リストからデフォルト ビューを選択します。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から収集のプロパティを設定できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム収集またはクラスタ収集の編集

• システム収集またはクラスタ収集の作成

• システム収集またはクラスタ収集の削除

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

イベント収集のカスタマイズ
[システムおよびイベント収集] パネルには、[イベント] 収集が含まれます。この収集には、異なるタイ
プのイベントの収集が含まれます。

収集は、プライベートまたは共有にすることができます。すべてのユーザは、共有収集を表示できます。
ユーザが作成したプライベート収集は個人的なものであり、そのユーザのみが表示できます。HP Systems
Insight Manager（HP SIM）は、あらかじめ定義された複数の共有収集を含んでいます。たとえば、[深
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刻度別イベント] は、HP SIM とともに提供されるデフォルト共有収集です。デフォルト共有収集の詳細
については、「共有イベント収集」を参照してください。

システム収集をカスタマイズするには、[システムおよびイベント収集] パネルの [カスタマイズ] をク
リックします。[収集のカスタマイズ] ページが表示され、以下のオプションが提供されます。
1. 収集タイプの表示

2. 収集の展開と折り畳み

3. カスタマイズ収集テーブル

4. 使用可能ボタン

収集タイプの表示

[収集の表示] ドロップダウン ボックスで、[イベント] を選択して、イベント収集をカスタマイズしま
す。

収集の展開と折り畳み

[共有] および [プライベート] 収集に含まれるすべての収集を表示するか、[共有] および [プライベート]

収集タイトルだけを表示するかを選択することができます。 をクリックしてテーブル内のすべての

システムおよびクラスタ収集を展開するか、 をクリックしてテーブル内のすべてのシステムおよび
クラスタ収集を折り畳みます。

カスタマイズ収集テーブル

収集とシステム ステータスが [システムおよびイベント収集] パネルに表示されている場合、[収集のカ
スタマイズ] ページが表示されると、すべての収集の名前を含むテーブルが表示されます。

使用可能ボタン

イベントの [収集のカスタマイズ] ページでは、次のオプションを使用できます。

• 新規 新しいイベント収集を作成できます。管理者権限がある場合は、新しい収集を共有収集とし
て保存できます。完全な設定権がない場合は、新しい収集をプライベート収集としてのみ保存でき
ます。属性別でのイベント収集の作成方法の詳細については、「イベントの高度な検索の実行」を
参照してください。

• 編集。 これは、既存の収集名とその内容を変更することができます。イベント収集の編集の詳細
については、「イベント収集の編集」を参照してください。

• 移動。 収集を別の収集に移動（プライベート収集から共有収集へ、または共有収集からプライ
ベート収集へ）できます。システム収集の移動の詳細については、「システム収集またはクラスタ
収集の移動」を参照してください。

• コピー。 これは、収集を別の収集としてコピーできます。詳細については、「システム収集また
はクラスタ収集のコピー」を参照してください。
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• 削除 これは、既存のイベント収集、またはシステムおよびイベントの組み合わせ収集を削除でき
ます。管理者権限がある場合は、共有イベント収集を削除できます。イベント収集は、空の場合の
み、削除できます。詳細については、「 イベント収集の削除」を参照してください。

• プロパティの設定。 収集とそのメンバの可視性を設定できます。詳細については、「システム収
集またはクラスタ収集のプロパティの設定」を参照してください。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から収集のプロパティを設定できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の編集

• イベント収集の作成

• イベント収集の削除

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

• イベント収集のプロパティの設定

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• デフォルト共有収集

• サービス通知イベント

イベント収集の作成

注記: デフォルトの場合、新たに作成したすべての収集はプライベートになります。

注記: 管理者権限があるユーザは、新しい共有イベント収集を作成できます。オペレータ権限または
ユーザ権限があるユーザは、共有収集の表示はできますが、作成できるのは自分の収集だけです。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。使用できるすべてのイベ
ント収集が表示されます。

3. 新規をクリックします。[新規収集] セクションが表示されます。
4. [個別にメンバーを選択]、[条件によってメンバーを選択]、または [既存イベントおよびシステム収

集からメンバを選択] を選択します。さまざまな収集タイプの詳細については、「収集のタイプ」
を参照してください。

a. [個別にメンバーを選択] を選択した場合は、次のように操作します。
i. [次から選択:] ドロップダウン リストから、個々の収集を選択します。
注記：ドロップダウン リストから収集を選択する場合、その収集の第 1 レベルのメンバ
は、[有効なアイテム] ボックスに表示されます。

ii. [有効なアイテム:] ボックスから、項目を強調表示し、 をクリックして、収集内の項目
を選択します。上向き矢印や下向き矢印をクリックして収集内の項目の位置を変更したり、
削除をクリックして [選択されたメンバー] ボックスから項目を削除したりすることができ
ます。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。
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• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

b. [条件によってメンバーを選択] を選択した場合は、[新規] セクションが表示されます。次のよ
うに操作します。

i. [検索対象] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。
ii. 収集の検索条件を入力します。イベント検索条件の詳細については、「イベントの高度な

検索の実行」を参照してください。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• 表示 検索を即座に実行して結果を表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。詳細については、「収集の保存」
を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

c. [既存イベントおよびシステム収集からメンバを選択] を選択した場合は、次の手順を実行しま
す。

i. [イベント収集を選択] ドロップダウン リストで、イベント収集を選択します。
注記： ドロップダウン リストには、組み合わせ収集は表示されません。

ii. [システム収集を選択] ドロップダウン リストで、システム収集を選択します。
iii. 次のいずれかをクリックします。

• 表示 検索を即座に実行して結果を表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から新しい収集を作成できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の編集

• イベント収集の削除

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

• イベント収集のプロパティの設定

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

イベント収集の編集

[イベント収集] セクションを使用すると、既存の収集のメンバを追加または削除したり、メンバの順番
を変更したりすることができます。このセクションは、[新規収集] セクションと似ています。

注記: 管理者権限があるユーザは、共有収集を編集できます。オペレータ権限があるユーザが編集で
きるのは、自分の収集だけです。
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既存のイベント収集を編集するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。使用できるすべてのイベ
ント収集が表示されます。

3. 編集するイベント収集を選択し、編集をクリックします。[収集の編集] セクションが表示されます。
収集が作成された方法に合わせて、次のように操作します。

a. 収集が [個別にメンバーを選択] オプションによって作成されている場合は、次のように操作し
ます。

i. [次から選択:] ドロップダウン リストから、個々の収集を選択します。
注記：ドロップダウン リストから収集を選択する場合、その収集の第 1 レベルのメンバ
は、[有効なアイテム] ボックスに表示されます。

ii. [有効なアイテム:] ボックスから、項目を強調表示し、 をクリックして、収集内の項目
を選択します。上向き矢印や下向き矢印をクリックして収集内の項目の位置を変更したり、
削除をクリックして [選択されたメンバー] ボックスから項目を削除したりすることができ
ます。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

b. 収集が [条件によってメンバーを選択] オプションによって作成されている場合は、次のように
操作します。

i. [検索対象] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。
ii. 収集の検索条件を入力します。イベント検索条件の詳細については、「イベントの高度な

検索の実行」を参照してください。

iii. 次のいずれかをクリックします。

• 表示 検索を即座に実行して結果を表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。詳細については、「収集の保存」
を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

c. 収集が [既存システムおよびイベント収集からメンバを選択] オプションによって作成されてい
る場合は、次のように操作します。

i. [イベント収集を選択] ドロップダウン リストで、イベント収集を選択します。
注記： ドロップダウン リストには、組み合わせ収集は表示されません。

ii. [システム収集を選択] ドロップダウン リストで、システム収集を選択します。
iii. 次のいずれかをクリックします。

• 表示 検索を即座に実行して結果を表示します。

• 名前を付けて収集を保存。 収集を保存します。収集の保存の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

• キャンセル。 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集を編集できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
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関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の作成

• イベント収集の削除

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

• イベント収集のプロパティの設定

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

イベント収集の移動

この手順により、ある収集から別の収集に収集の位置を移動できます。管理者権限があるユーザは、共
有収集を移動できます。

収集を移動するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。使用できるすべてのイベ

ント収集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を展開するか、

をクリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を折り畳みます。

3. 移動する収集を選択し、移動をクリックします。[収集の移動] セクションが表示されます。
4. [移動先] の下で、次のいずれかを選択します。

• 既存の収集の場合 ドロップダウン リストから既存のプライベート収集または共有収集を選
択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャン
セルをクリックします。

• 新しい収集の場合 新しい収集の名前を入力して、ドロップダウン リストから既存のプライ
ベート収集または共有収集を選択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作
をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集を移動できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の作成

• イベント収集の削除

• イベント収集のプロパティの設定

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート
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イベント収集のコピー

収集を新しい収集としてコピーすることができます。メンバによって作成された収集をコピーすると、
収集とそのメンバが新しい収集にコピーされます。新しい収集にコピーした後に元の収集を編集しても、
新しい収集は更新されません。たとえば、元の収集に 2 つのメンバがある場合は、同じ 2 つのメンバが
新しい収集にコピーされます。コピーされた後に元の収集を編集して他のメンバを追加しても、新しい
収集は変更されません。

属性に基づいて作成された収集をコピーする場合は、新しい収集に収集属性がコピーされます。新しい
収集にコピーした後に元の収集を編集しても、新しくコピーされた収集にはこれらの編集は反映されま
せん。

組み合わせ収集をコピーすると、新しく作成された収集には同じシステム収集とイベント収集が含まれ
ます。新しい収集にコピーした後に元の収集を編集しても、新しい収集は更新されません。収集の詳細
については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英
語）にある『 Collections in HP Systems Insight Manager』 ホワイト ペーパーを参照してください。
収集をコピーするには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [表示] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。使用できるすべてのイベント収

集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を展開するか、 を
クリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を折り畳みます。

3. コピーする収集を選択し、コピーをクリックします。[収集のコピー] セクションが表示されます。
4. [収集名] フィールドに、収集の名前を入力します。
5. [保存場所] の下で、収集の保存先を選択します。

• 既存の収集の場合 ドロップダウン リストから既存のプライベート収集または共有収集を選
択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャン
セルをクリックします。

• 新しい収集の場合 新しい収集の名前を入力して、ドロップダウン リストから既存のプライ
ベート収集または共有収集を選択します。収集を保存するには、OK をクリックします。操作
をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集をコピーできます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の作成

• イベント収集の削除

• イベント収集のプロパティの設定

• イベント収集の移動

• イベント収集の編集

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート
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イベント収集の削除

注記: 管理者権限があるユーザは、共有収集を削除できます。オペレータ権限またはユーザ権限があ
るユーザは、共有収集の表示はできますが、削除できるのは自分のプライベート収集だけです。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [表示] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択してください。使用できるすべてのイベント収

集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を展開するか、 を
クリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を折り畳みます。

3. 削除する収集を選択します。

4. 削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。削除プロセスを続行するには、OK
をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。選択された収集が
空でないか、タスクによって使用中（[ホーム] ページ、レポートなど）の場合、エラー メッセージ
が表示されます。ただし、収集の内容が属性に基づいている場合は、空でなくても削除できます。

コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から既存の収集を削除できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の編集

• イベント収集の作成

• イベント収集のプロパティの設定

• イベント収集の移動

• イベント収集のコピー

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

イベント収集のプロパティの設定

[システムおよびイベント収集] パネルを使用して、収集の非表示、表示など、イベント収集のプロパティ
を設定できます。

イベント収集のプロパティを設定するには、次のように操作します。

1. [システムおよびイベント収集] パネルで [カスタマイズ] をクリックします。[収集のカスタマイズ]
ページが表示されます。

2. [収集の表示] ドロップダウン リストで、[イベント] を選択します。使用できるすべてのイベント収

集が表示されます。 をクリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を展開するか、 を
クリックしてテーブル内のすべてのイベント収集を折り畳みます。

3. 収集を選択して、プロパティ設定をクリックします。[プロパティ設定] セクションが表示されます。
4. [表示] の下で、[はい、ユーザ インタフェースに収集およびそのメンバーを表示します] または [い

いえ、ユーザ インタフェースに収集およびそのメンバーを表示しません] を選択します。使用され
ない収集がある場合は、[いいえ、ユーザ インタフェースに収集およびそのメンバーを表示しませ
ん] を選択して、それらが [システムおよびイベント収集] パネルに煩雑に表示されないようにする
ことができます。
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コマンド ライン インタフェース
管理者権限があるユーザは、mxcollection コマンドを使用してコマンド ライン インタフェース（CLI）
から収集のプロパティを設定できます。

このコマンドの詳細が記載されているマンページへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン
インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント収集の編集

• イベント収集の作成

• イベント収集の削除

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント収集のカスタマイズ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

システム テーブル ビュー ページ
管理者権限があるユーザは、システム テーブル ビュー ページからすべての共有システム収集を管理で
きます。ユーザは、自分のプライベート収集をこのページから管理することもできます。次の操作が可
能です。

• リストの保存。 詳細については、「収集の保存」を参照してください。

• データベースからのシステムの削除。  詳細については、「HP SIM データベースからのシステム
の削除」を参照してください。

• システム収集結果の印刷。 詳細については、「システム収集ビューの印刷」を参照してくださ
い。

• ビューのカスタマイズ。 詳細については、「システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ」
を参照してください。

システム テーブル ビュー ページには次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム収集ビューの印刷

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

• システム ステータス タイプ

• ソフトウェア ステータス タイプ
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• システム、クラスタ、イベントの監視

システム テーブル ビュー ページのナビゲート
システム テーブル ビュー ページは、システム収集に基づく属性のデフォルト ビューで、共通の条件を
満たすシステムのリストを表示します。システム テーブル ビュー ページは、次のセクションに分かれ
ています。

1. タブ

2. クイック起動

3. 表示

4. テーブル情報

5. システム ビューの列
6. システム テーブル ビュー ページのボタン
7. ビューのカスタマイズ

このページでは、リスト、テーブル、またはツリーでのシステムの表示、システム収集の保存、システ
ムの削除、システム収集の印刷ができます。

収集に 500 を超えるメンバが含まれている場合、最初のページには最初の 500 メンバが含まれます。
あるページで選択されたシステムは、収集の別のページに移動しても選択されたままになります。並べ
替えのために列を選択すると、現在表示されているページの項目だけではなく、収集全体が並べ替えら
れます。

タブ

システム テーブル ビュー ページには次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

クイック起動

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
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ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

表示

表示ドロップダウン リストを使用して、システム結果を表形式で表示する [テーブル]、各システムの
[HS] ステータス アイコンと [システム名] のみを表示する [アイコン]、または各システムの [HS] ステー
タス アイコンとシステム名をツリー形式で表示する [ツリー] を選択します。ツリー ビューの詳細につ
いては、「ツリー ビュー ページのナビゲート」を参照してください。アイコン ビューの詳細について
は、「アイコン ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

システム ヘルス ステータスの概要
概要には、ビュー内の、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、無効、不明であるシ
ステムの数が表示されます。詳細については、「システム ステータス タイプ」を参照してください。

テーブル情報

システムのシステム ビューまたはピクチャー ビューにアクセスするには、[システム名] 列のリンクを
クリックします。通常、システムをクリックすると、[システム ページ] が表示されます。ただし、ラッ
クはラック ピクチャ ビューページにリンクし、エンクロージャはエンクロージャ ピクチャ ビュー ペー
ジにリンクします。これらのリンクは、どちらもコンテナ ビューのタイプです。詳細については、シス
テム名を参照してください。

システム ビューの列
列を並べ替えるには、列見出しをクリックして昇順と降順を切り替えます。テーブルのソート基準になっ
ている列には、見出しに上方向または下方向の矢印があります。列名の上にカーソルを重ねると、列の
簡潔な説明が表示されます。アイコン ビュー、ピクチャ ビュー、または ツリー ビューを選択している
ときは、列は使用できません。システム テーブル ビュー ページには、以下の列が表示されます。

• 選択

• ヘルス ステータス

• 管理プロセッサ

• ソフトウェア ステータス

• HP Performance Management Pack

• HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack

• HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack

• 契約と保証ステータス

• イベントの統計ステータス

• システム名

• システム タイプ

• システム アドレス

• 製品名

• オペレーティング システム名

列のカスタマイズの詳細については、「システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照して
ください。

選択

システムを選択するには、この列のチェックボックスをオンにします。複数のシステムを選択できます。
このオプションは、テーブル ビュー、ツリー ビュー、およびアイコン ビューで利用できます。表示す
るシステムをすべて選択または選択解除するには、列見出しのチェックボックスを選択するか、または
["収集名"自体を選択] を選択します。
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ヘルス ステータス
[HS] 列には、システム全体のヘルス ステータスが表示されます。このステータスは、デフォルトのハー
ドウェア ステータス ポーリング タスクによって決定されます。また、すべてのステータス ソース
（SNMP、WBEM、DMI、HTTP、クラスタ ステータスなど）の情報をまとめたものです。この列のス
テータス アイコンをクリックすると、[HP マネジメント エージェント] または [HP Instant Toptools
for Servers] ページが表示されます。システムに Web エージェントまたは Instant Toptools がインストー
ルされていない場合は、[システム ページ] が表示されます。詳細については、「システム ステータス
タイプ」を参照してください。

表示されるコンテナ システムのハードウェア ステータス（Serviceguard や複合体など）は、コンテナ
自体の実際のハードウェア ステータスです。クラスタの場合は、ハードウェア ステータスは、ping ス
テータスです。

注記:  複合体のステータスは、VSE Manager が HP SIM に登録されている場合だけ収集されます。ま
た、ステータスの更新は、HP SIM の外部で nPar または複合体から 30 分おきに収集されます。

管理プロセッサ

[MP] 列には、システムに Integrated Lights-Out（iLO）ボードが取り付けられている場合に、管理プロ
セッサのステータス アイコンが表示されます。取り付けられていない場合は、情報アイコンが表示され
ます。ステータス アイコンをクリックすると、その管理プロセッサの [ログイン ページ] が表示されま
す。

ソフトウェア ステータス
[SW] 列は、サーバ専用で、ソフトウェア更新の状況とその深刻度（クリティカルと判断されていない
かどうか）が表示されます。各ソフトウェア ステータス タイプの詳細については、「ソフトウェア ス
テータス タイプ」を参照してください。
ステータスが不明の場合にステータスがクリックされると、HP SIM には [バージョン コントロール]
ページが表示されます。

HP バージョン コントロール エージェント（VCA）がシステムにインストールされている場合、そのシ
ステムのソフトウェア ステータス アイコンをクリックすると、[HP バージョン コントロール エージェ
ント ソフトウェア インベントリ] ページが表示されます。システムに VCA がインストールされていな
い場合、カーソルをステータス アイコンに重ねると、「VC エージェントが設定されていません」とい
うメッセージが表示されます。

HP Performance Management Pack
HP Performance Management Pack（PMP）がインストールされている場合、この列（[PF] と表示されま
す）には、システムで監視されているすべてのサブシステムの全体的なパフォーマンスが表示されます。
この列のステータス アイコンをクリックすると、選択したシステムの [HP Performance Management
Pack] ページが表示され、さらに詳細なパフォーマンス情報が表示されます。
次のいずれかの条件が満たされる場合、ステータスは「不明」と判断されます。

• PMP のライセンスが付与されていない

• PMP のライセンスは付与されているが、サーバを監視していない

• ライセンスが付与され、監視が開始されているが、十分なサンプルが存在しない

ステータス リンクをクリックすると、PMP では、そのシステムを監視するライセンスの購入に関する情
報のページが表示されるか、そのシステムでは PMP 監視がサポートされていないというメッセージが表
示されます。

注記: [PF] 列では、[すべてのサーバ] リストから、すべてのシステムのステータスが表示されます。
何らかの理由でステータスを判定できなかった場合、ステータスは「不明」と表示されます。

HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack
HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack がインストールされている場合、その脆
弱性情報は、HP SIM コンソールの [VPM] 列に表示されます。最初は、この列に示されるアイコンによっ
て、行のターゲット システムに関する Vulnerability and Patch Management Pack 適格情報が表示されま
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す。ターゲット サーバにライセンスが付与され、脆弱性スキャンが実行されると、列には、ターゲット
システムで最後に実行された脆弱性スキャンの統合ステータスが表示されます（パッチ ステータスは列
には表示されません）。アイコンをクリックすると、Vulnerability and Patch Management Pack に関す
るシステム ステータスの詳細情報が表示されます。正常、マイナー、またはメジャー アイコンをクリッ
クすると、最後に実行されたシステムのスキャンの結果にアクセスできる新しい情報ページが開きます。
このページからは、新しいスキャンを実行することもできます。システムの「不明」アイコンをクリッ
クすると、Vulnerability and Patch Management Pack にアクセスできない理由を示す説明ページが表示
され、問題の可能な解決方法が提供されます。

注記: HP SIM システムに Vulnerability and Patch Management Pack がインストールされていない場
合、システム テーブル ビュー ページの [VPM] 列に情報アイコンが表示されます。このアイコンをク
リックすると、Vulnerability and Patch Management Pack のインストール方法とライセンスの購入方法
に関する情報が表示されます。

システムにライセンスが付与されていないか、まだシステムが Vulnerability and Patch Management Pack
によってスキャンされていない場合は、情報アイコンが [VPM] 列に表示されます。このアイコンをク
リックすると、ターゲット システムのライセンス取得の詳細情報と、HP SIM ライセンス マネージャへ
のリンクが表示されるか、または脆弱性スキャンに関する情報と、ターゲット システムでパッチ脆弱性
をスキャンするためのリンクが表示されます。

注記：日本語 OS 上では、VPM の機能は現在サポートされていません。

HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack
HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack がインストールされている場合、[VM] ステー
タス列には、すべての仮想マシン ホストおよび仮想マシン ゲストの全体的なステータスが表示されま
す。[VM] ステータス列のステータス アイコンをクリックすると、選択したシステムの [HP ProLiant
Essentials Virtual Machine Management Pack] ページが表示され、仮想マシンのステータスに関する
詳細情報が表示されます。

タイプがサーバであり、サブタイプが仮想マシン ホストまたは仮想マシン ゲストであるシステムの場
合、HP SIM では、[VM] ステータス列に適切なステータス アイコンを埋め込みます。

契約と保証ステータス

[CW] 列は、Windows CMS が使用され HP Service Essentials Remote Support Pack がインストールされ
ている環境で使用できます。システムの [契約および保証ステータス] ページを表示するには、[CW] ス
テータス アイコンをクリックします。契約と保証のステータス タイプの詳細については、「契約およ
び保証ステータスのタイプ」を参照してください。

注記:  システム テーブル ビュー ページの CW アイコンをクリックしたあと、特定の HP ブランドシ
ステムについて不正な応答を受け取った場合、システムで資格に関する問題がある可能性があります。
これは、Remote Support や HP SIM の問題ではありません。HP のサポートに問い合わせてください。問
い合わせに際しては、有効なシリアル番号、製品 ID、ならびに該当する契約番号または Care Pack 番号
を用意してください。

注記:  管理プロセッサについては、この列にステータス アイコンは表示されません。代わりに、管理
プロセッサが設置されているサーバの契約と保証のステータスを参照してください。

イベントの統計ステータス

[ES] 列には、システムのすべての未確認イベントの統計が表示されます。イベントの追加、更新、また
は削除が行われると、このステータスは必ず更新されます。確認済みイベントを含むシステムのすべて
のイベントを表示するには、[ES] ステータス アイコンをクリックします。

システム名

この列には、検出されたすべてのシステムの実際のシステム名が含まれます。システムは、単一システ
ムまたはコンテナ内のシステムとして表示されます。カーソルをシステム名の上に置くと、フル システ
ム ドメイン ネーム サービス（DNS）名が表示されます。これは、同じシステム名を共有する、複数の
システムを区別する場合に役立ちます。システム名リンクをクリックすると、[システム ページ] が表示
されます。詳細については、「システム ページ」を参照してください。コンテナ（ラックまたはエンク
ロージャ）であるシステムをクリックすると、そのオブジェクトのピクチャー ビューが表示されます。
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詳細については、「ピクチャー ビュー ページのナビゲート」を参照してください。ラックとエンクロー
ジャの詳細については、「ラックとエンクロージャについて」を参照してください。

[システム名] 列には、システムと関連デバイスが表示されます。以下に、HP Systems Insight Manager
（HP SIM）で使用できる関係を示します。

• 管理プロセッサとサーバ

• nPar 用の管理プロセッサとサーバ

• 管理プロセッサと複合体

注記：HP SIM をアップグレードした後、この関係を表示するには、管理プロセッサおよびパーティ
ションで区切るセル上の適切な XML、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）、および SNMP
を使用している場合は、複合体を再検出します。

注記：ハイエンド HP Integrity Superdome の場合、検出の再実行は、sx2000 Superdome と最新の
ファームウェアがなければ機能しません。ミッドレンジ サーバには、sx1000 または sx2000 チッ
プセットと最新のファームウェアが必要です。

• 管理プロセッサとエンクロージャ

• サーバとエンクロージャ

• エンクロージャとラック

• スイッチとエンクロージャ

• システムとクラスタ

• 論理サーバとサーバ

以下のシステム タイプはコンテナです。

• ラック

• エンクロージャ

• クラスタ

ラックとエンクロージャのサーバと管理プロセッサが検出され識別されると、システムと、システムが
設置されているラックとエンクロージャが関連付けられます。この関係は、「システム タイプ コンテ
ナ名」で「名前」を表示すると、システム テーブル ビュー ページの [システム名] 列に表示されます。
以下では、使用できるさまざまな関係の例を示します。

• ブレード エンクロージャ内のスイッチが検出され識別されると、スイッチと、スイッチが設置され
ているエンクロージャが関連付けられます。この関係は、エンクロージャ「enclosure_name」
で「switch_name」を表示すると、システム テーブル ビュー ページの [システム名] 列に表示さ
れます。[システム タイプ] 列には、システム タイプとしてスイッチが表示されます。HP SIM で
HP ProLiant p-Class サーバ ブレードを正しく識別して管理するには、関連付けが正しく動作し、イ
ベントの相互関連が正しく動作する条件を満たすために、HP Insight マネジメント エージェントの
バージョン 5.50 以降をブレードにインストールする必要があります。[システム名] 列でエンクロー
ジャ名をクリックすると、そのエンクロージャ内で検出されたすべてのシステムのリストが表示さ
れます。ラックとエンクロージャの両方のステータスは、常に「不明」です。

• サーバ ブレードが同じラックまたはエンクロージャ内の別のシステムを通じて識別されると、iLO
と、iLO が設置されているエンクロージャが関連付けられます。この関係は、エンクロージャ
「enclosure_name」で先頭に「Server_」を追加したシステム シリアル番号を表示すると、シ
ステム テーブル ビュー ページの [システム名] 列に表示されます。たとえば、エンクロージャ
「Encl4」内の「Server_C349KJP5D876」のようになります。これらのシステムについては、
システム アドレス、製品名、およびオペレーティング システムは表示されません。

HP Serviceguard Manager を起動して HP Serviceguard クラスタに含まれるサーバを管理することがで
きます。その場合は、以下の条件が満たされていることを確認してください。

• HP Serviceguard Manager がインストールされ、HP SIM に登録されていること

• 選択されたシステムが HP Serviceguard クラスタに含まれる HP-UX または Linux サーバであること
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システム タイプ
この列には、サーバやデスクトップなど、システム タイプが表示されます。システム タイプが「非管
理」の場合、そのシステムでは HP SIM が管理プロトコル（SNMP、WBEM、デスクトップ管理インタ
フェース（DMI）、Secure Shell（SSH）など）を検出できなかったことを意味します。システム タイプ
が「不明」の場合、管理プロトコルは検知されたが、HP SIM の識別ルールには一致しないことを意味し
ます。さまざまなシステム タイプの詳細については、「システム タイプ」を参照してください。

注記:  非管理対象システムは、システムと通信するための認証情報が適切に設定されていないことを
示す場合があります。HP Insight マネジメント エージェントがインストールされていることが分かって
いる場合は、使用されている認証情報を確認してください。

システム アドレス
この列には、HP SIM がシステムと通信するために使用するシステムのプライマリ IP アドレスが表示さ
れます。HP Serviceguard クラスタなどを含め、すべてのシステムが IP アドレスを持っているわけでは
ありません。

製品名

この列には、システムの製品名が表示されます。

オペレーティング システム名
[OS 名] 列には、システムのオペレーティング システムが表示されます。Serviceguard クラスタでは、
この列には、クラスタが HP-UX タイプの場合は [HP Serviceguard] が表示され、クラスタが Linux タイ
プの場合は [HP Serviceguard for Linux] が表示されます。仮想クラスタ システム列の [OS 名] 列の下
の [HP Serviceguard] および [HP Serviceguard for Linux] は、実際のオペレーティング システム名と
タイプを表していません。このフィールドは、クラスタを構成しているサーバが、それぞれ、HP-UX タ
イプか Linux タイプかを示すために使用されます。

システム テーブル ビュー ページのボタン
システム テーブル ビュー ページの下部には、3 つのボタンがあります。管理者権限があるユーザは、
このボタンを使用できます。ツールの使用時に個々のターゲット システムを選択した場合、これらのボ
タンは使用できません。

• 名前を付けて収集を保存  強調表示されている 1 つのシステムがあり、選択内容を新しい名前で
保存する場合に、このボタンを使用します。変更内容は、ユーザごとに保存されます。名前を付け
て収集を保存をクリックすると、収集がシステム収集とイベント収集の組み合わせとして保存され
ます。詳細については、「収集の保存」を参照してください。

• 削除  データベースから 1 つまたは複数のシステムを削除する場合に使用します。削除するシス
テムを選択し、削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。削除を続けるには、
OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。詳細について
は、「HP SIM データベースからのシステムの削除」を参照してください。

注記:  仮想マシン ホストを削除しても、Virtual Machine Management Pack コンソールからはア
クセスできます。HP SIM システムが削除されても、仮想マシン ホスト上で実行できる動作は影響
を受けません。Virtual Machine Management Pack コンソールは、HP SIM のステータスを表示し続
けます。

• 印刷  新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。テーブル ビュー ペー
ジで、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷]をクリックし、レポートを印刷します。

以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問
題の回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してくだ
さい）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティン
グ システムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルに印刷することはできません。

システム テーブル ビュー ページ 215



• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。

ユーザに適切な権限がない場合、ボタンは無効になります。ただし、印刷ボタンはどのユーザに対して
も表示されます。

ビューのカスタマイズ

システム テーブル ビュー ページの右上には、[カスタマイズ] リンクがあります。表示する列と表示順
序を決めるには、このリンクをクリックします。システム テーブル ビュー ページで表示する列を変更
し、[すべてのシステム テーブル ビューに適用] を選択すると、表示するように選択した列がデフォルト
列になり、選択したどのシステム収集についてもその列が表示されるようになります。ただし、該当す
る収集でカスタマイズされた列が定義されている場合、この設定は適用されません。詳細については、
「システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照してください。
関連プロシージャ

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• 収集の保存

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム収集ビューの印刷

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• システム テーブル ビュー ページ

• システム ステータス タイプ

• ソフトウェア ステータス タイプ

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

• 契約および保証ステータスのタイプ

ツリー ビュー ページのナビゲート
個々のメンバを基に作成した収集を選択すると、作業領域にツリー ビューが表示されます。ツリー
ビューは、最初は折り畳まれています。システムは、複数のコンテナに存在する場合があるので、複数
の位置に表示されることがあります。ユーザは、参照権限があるシステムだけを表示できます。このた
め、ツリーに含まれる特定のシステムの参照権限がないと、そのブランチは表示されません。ツリー
ビュー ページでは、以下のセクションを使用できます。
1. タブ

2. 表示

3. クイック起動

4. ツリー ビューの展開
5. ツリー ビューの階層
6. ツリー ビューのボタン

216 システム、クラスタ、イベントの監視



タブ

システム テーブル ビュー ページには次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

表示

このドロップダウン リストを使用して、結果を表形式で表示する [テーブル]、各システムの [HS] ステー
タス アイコンと [システム名] のみを表示する [アイコン]、または各システムの [HS] ステータス アイコ
ンとシステム名をツリー形式で表示する [ツリー] を選択します。アイコン ビューの詳細については、
「アイコン ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

クイック起動

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

ツリー ビューの展開
ブランチ ノードは、展開切り替えアイコンをクリックすると展開されます。ただし、システム名は展開
コントロールではなく、該当するシステムの詳細情報を表示するページへのハイパーリンクです。ブラ

ンチが折り畳まれている場合、アイコンは、 のように表示されます。クリックすると、ブランチが展

開され、子システムが表示されて、アイコンは、 に変わります。アイコンをもう一度クリックする
と、ブランチが折り畳まれて、アイコンが元に戻ります。

注記:  展開状態は、ページ セッションの間だけ維持されます。ページを再ロードしたり、ページにナ
ビゲートしなおしたりすると、ツリーが更新されます。これにより、新たに検出されたすべてのシステ
ムがビューに確実に追加されます。
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ブランチではページング機能が提供されます。ブランチが展開している場合、最初の 100 システムが表
示されます。それ以上のシステムを表示するには、[次のページ] をクリックします。このリンクをクリッ
クすると、残りのシステムまたは次の 100 台のシステムが表示されます。
各ツリー ビューの上部には、2 つの展開ボタンが表示されます。ツリーのすべてのブランチを展開する
には、 をクリックします。ツリーのすべてのブランチを第 1 レベルのブランチに折り畳むには、

をクリックします。システムの数が多すぎて、すべてのブランチを展開したページにロードできな
い場合は、ツリーに含まれるシステムが多すぎるために機能を実行できないことを示すポップアップ
メッセージが表示されます。

ツリー ビューの階層
ツリー ビューは、各システムのステータス データを表示します。ステータス アイコンは、ツリー ビュー
の左側の、選択チェックボックスの横にあります。システムのステータスは不明の場合は、ステータス
アイコンが表示されません。システムがコンテナの場合、ステータスは、コンテナ名の左に、コンテナ
に含まれるシステムの最も重要なステータスとして表示されます（コンテナのステータス自体を含みま
す）。実際のコンテナのステータスは、システム名の右に、システム タイプ ラベルとともに表示され
ます。

ツリー ビューでの選択
その内容とは別にコンテナを選択できる場合、次のチェック アイコンを使用すると、ツリー ビューの
選択コントロールが順番に 4 つの状態に変化します。

•
最初の（初期）状態です。何も選択されていません。

•
2 番目の状態です。コンテナとその内容の両方が選択されています。内容がまだ展開されていない
場合は、次のレベルの子項目が展開され、選択されていることが示されます。

•
3 番目の状態です。すべての内容が再帰的に選択されています。子項目が展開され（まだ展開され
ていない場合）、選択されていることが示されます。次のレベルだけが展開されます。

•
4 番目の状態です。コンテナだけが選択されています。

注記:  収集が選択され、収集がその内容を選択している場合、チェックボックスは無効になっていま
す。

使用可能なドリルダウン

ツリー ビューには、システム名のハイパーリンクとステータス アイコンのドリルダウンが含まれてい
ます。システム名をクリックすると、そのシステムの [システム ページ] が表示されます。ステータス
アイコンは、コンテナの左にあるステータス アイコンでなければ、そのシステムのステータス URL への
ドリルダウン機能を備えています。ブランチのロールアップ ステータスをクリックすると、そのロール
アップ ステータスに一致するそのブランチのすべてのシステムのテーブル ビューがロードされます。
これにより、そのロールアップ ステータスの深刻度の原因となっているすべてのシステムが示されま
す。たとえば、ラックの左にあるステータス アイコンがクリティカルを示す場合、そのアイコンをク
リックすると、ラック内のステータスがクリティカルなすべてのシステムをまとめたテーブル ビューが
表示されます。

収集の選択状態

ツリー ビューでは、収集とその収集のメンバを同時に選択することはできません。収集が選択されてい
る場合は、メンバが表示されますが、その選択ボックスは無効になっています。収集の選択状態は、次
のとおりです。

•
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初期状態です。何も選択されていません。

•
収集自体は選択されていますが、収集の内容は無効になっています。

• .
収集のメンバは選択されていますが、収集自体は選択されていません。

また、ツリーの上部にあるチェックボックスを使用すると、表示されている収集を選択することができ
ます。チェックボックスを選択すると、収集の下のすべてのチェックボックスの選択が解除され、無効
になります。チェックボックスの選択を解除すると、収集の下のチェックボックスが選択可能になりま
す。

ツリー ビューのボタン
ツリー ビュー ページの下部には、次のボタンがあります。管理者権限があるユーザは、このボタンを
使用できます。

• 名前を付けて収集を保存。 選択されている 1 つのシステムまたはシステム グループがあり、選
択内容を新しい名前で保存する場合に、このボタンを使用します。変更内容は、ユーザごとに保存
されます。詳細については、「収集の保存」を参照してください。

• 削除  データベースから 1 つまたは複数のシステムを削除する場合に使用します。削除するシス
テムを選択し、削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。削除を続けるには、
OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。ツリー ビュー
が更新されます。詳細については、「HP SIM データベースからのシステムの削除」を参照してく
ださい。

注記:  ツリー ビューからは、システムだけを削除できます。収集が選択されていると、削除ボタ
ンが無効になります。収集は、[収集のカスタマイズ] ページから削除してください。収集の削除の
詳細については、「システム収集またはクラスタ収集の削除」を参照してください。

注記:  仮想マシン ホストが削除されても Virtual Machine Management Pack コンソールからは依
然としてそのホストにアクセスできますが、仮想マシン ホストで実行できる操作は、HP Systems
Insight Manager（HP SIM）システムが削除されているので無効です。Virtual Machine Management
Pack コンソールは、HP SIM のステータスを表示し続けます。

注記: ["収集名"自体を選択] を選択することによって収集を選択すると、削除ボタンが無効にな
ります。収集を削除するには、[収集のカスタマイズ] ページにアクセスします。詳細については、
「システム収集またはクラスタ収集の削除」か「 イベント収集の削除」を参照してください。

• 印刷。  新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。テーブル ビュー
ページで、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷] をクリックし、レポートを印刷します。

ユーザに適切な権限がない場合、ボタンは無効になります。ただし、印刷ボタンはどのユーザに対して
も表示されます。

関連トピック

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

アイコン ビュー ページのナビゲート
アイコン ビューでは、検出されるすべてのシステムのシステム名が、各システムのシステム ヘルス ス
テータスとともに示されます。凡例には、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、無
効、不明になっている、ビュー内のシステム数が表示されます。システムを選択するには、システム名
の横のチェックボックスを選択します。複数のシステムを選択できます。収集全体を選択する場合は、
["収集名"自体を選択] チェックボックスを選択します。このページには、以下のセクションが含まれて
います。

システム テーブル ビュー ページ 219



1. タブ

2. クイック起動

3. 表示

4. システム ヘルス ステータスの概要
5. アイコン ビューのボタン

タブ

アイコン ビュー ページには、次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

クイック起動

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

表示

表示ドロップダウン リストを使用して、結果を表形式で表示する [テーブル]、各システムの [HS] ステー
タス アイコンと [システム名] のみを表示する [アイコン]、または各システムの [HS] ステータス アイコ
ンとシステム名をツリー形式で表示する [ツリー] を選択します。ツリー ビューの詳細については、「ツ
リー ビュー ページのナビゲート」を参照してください。システム テーブル ビューの詳細については、
「システム テーブル ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

システム ヘルス ステータスの概要
この概要には、ビュー内の、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、無効、不明であ
るシステムの数が表示されます。システムのステータス タイプの詳細については、「システム ステー
タス タイプ」を参照してください。
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アイコン ビューのボタン
アイコン ビュー ページの下部には、次のボタンがあります。管理者権限があるユーザは、このボタン
を使用できます。

• 名前を付けて収集を保存。  選択されている 1 つのシステムまたはシステム グループがあり、
選択内容を新しい名前で保存する場合に、このボタンを使用します。変更内容は、ユーザごとに保
存されます。詳細については、「収集の保存」を参照してください。

• 削除  データベースから 1 つまたは複数のシステムを削除する場合に使用します。詳細について
は、「HP SIM データベースからのシステムの削除」を参照してください。

注記:  仮想マシン ホストが削除されても Virtual Machine Management Pack コンソールからは依
然としてそのホストにアクセスできますが、仮想マシン ホストで実行できる操作は、HP Systems
Insight Manager（HP SIM）システムが削除されているので無効です。Virtual Machine Management
Pack コンソールは、HP SIM のステータスを表示し続けます。

注記: ["収集名"自体を選択] を選択することによって収集を選択すると、削除ボタンが無効にな
ります。詳細については、「システム収集またはクラスタ収集の削除」か「 イベント収集の削除」
を参照してください。

• 印刷。  新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。アイコン ビュー
ページで、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷] をクリックし、レポートを印刷します。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• ツリー ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

ピクチャー ビュー ページのナビゲート
システム テーブル ビュー ページの [システム名] 列でコンテナを選択すると、（利用できる場合は）ピ
クチャー ビュー ページが表示されます。表示されるコンテナ ビュー ページは、選択したコンテナのタ
イプによって決まります。たとえばラックを選択すると、ラック ビュー ページが表示されます。コン
テナ収集ビューのタイプは、次のとおりです。

• ラック ビュー ページ

• エンクロージャ ビュー ページ

デフォルトでは、ラックは作成されませんが、検出済みのエンクロージャを選択してラックを作成でき
ます。詳細については、「ラックの作成と編集」を参照してください。

ラック ビュー ページ
ラックのピクチャー ビュー ページには、ラック内で検出されたシステム（存在する場合）の図が含ま
れます。ラックのピクチャー ビュー、テーブル ビュー、またはアイコン ビューとともに、ラック名が
表示されます。HP Systems Insight Manager（HP SIM）にサインインして、ビューに表示されるサーバの
上にカーソルを重ねると、サーバ ブレード名、スロット番号、サーバが配置されているラックなど、そ
のサーバに関する情報が表示されます。サーバ名をクリックして、サーバに関する情報を表示すること
もできます。[システム ページ] が表示されます。

エンクロージャ ビュー ページ
エンクロージャのピクチャー ビュー ページには、エンクロージャ内で検出されたシステム（存在する
場合）の図が含まれます。エンクロージャのピクチャー ビュー、テーブル ビュー、またはアイコン
ビューとともに、エンクロージャ名が表示されます。HP SIM にサインインして、ビューに表示される
サーバの上にカーソルを重ねると、サーバ ブレード名、スロット番号、サーバが配置されているエンク
ロージャなど、そのサーバに関する情報が表示されます。サーバ名をクリックして、サーバに関する情
報を表示することもできます。[システム ページ] が表示されます。
ラックとエンクロージャのピクチャー ビューには、以下のシステムが表示されます。

• サーバまたはデスクトップ
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• インターコネクト スイッチ

• パワー サプライ エンクロージャ

また、エンクロージャのピクチャー ビューには、サーバ、デスクトップ、またはインターコネクト ス
イッチが識別されていないインターコネクト ベイが表示されます。

表示

ピクチャー ビュー ページの表示方法を変更できます。[表示方法] ドロップダウン リストの下向き矢印
をクリックし、[テーブル]、[アイコン]、[図] のうちのいずれかを選択してください。ただし、システム
テーブル ビュー ページでラック名かエンクロージャ名をクリックして、ラックかエンクロージャを調
べた後でテーブル表示またはアイコン表示に戻った場合は、ピクチャー ビューのみを使用できます。
ラックまたはエンクロージャを調べると、そのラックかエンクロージャに関係するもののみに、システ
ムが制限されます。その後、別のビュー タイプに切り替えることができます。

注記: HP BladeSystem の収集には、ピクチャー ビュー オプションはありません。

クイック起動

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• ラックとエンクロージャについて

ラックの作成と編集

ラックの作成

HP Systems Insight Manager（HP SIM）はシステムを検出すると、エンクロージャだけを表示します。た
だし、エンクロージャのピクチャー ビューから、エンクロージャをラックに追加できます。以前のリ
リースで作成したラックは、すべて [すべてのラック] 収集で利用できます。ユーザは、エンクロージャ
を以前に作成したこれらのラックに追加することや新しいラックを作成してエンクロージャをそのラッ
クに追加することができます。作成されたラックは、[すべてのラック] 収集にリストされます。[すべて
の p-Class エンクロージャ] および [すべての e-Class ラック] 収集は、利用されなくなります。
ラックを作成するには、次のように操作します。

ラックを作成できるのは、エンクロージャのピクチャー ビューからだけです。ユーザはエンクロージャ
を既存のラックに追加することやラックを作成してそのラックにエンクロージャを追加することができ
ます。

1. ピクチャー ビューにアクセスするには、[システムおよびイベント収集] パネルで [すべての e-Class
エンクロージャ]、[すべての c-Class エンクロージャ]、または [すべての p-Class エンクロージャ]
に移動します。

2. エンクロージャをクリックします。エンクロージャのピクチャー ビューが表示されます。
注記：[識別] セクションのエンクロージャで、ラック名が [使用不可] と表示される場合、エンク
ロージャはラックに含まれていません。

3. エンクロージャを新しいラックに追加するには、ラックへエンクロージャを追加をクリックします。
[ラックへ追加] ドロップダウン リストが表示されます。
注記：このオプションは、エンクロージャがラックに関連付けられていない場合のみ使用できます。

4. [ラックへ追加] ドロップダウン リストから [新しいラックへ追加] を選択して、実行をクリックしま
す。[ラックの編集] ページが表示されます。エンクロージャ ビューから新しいラックを作成した場
合は、エンクロージャが自動的に [選択されたエンクロージャ] セクションに追加されます。
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注記：[ラックへ追加] ドロップダウン リストには、以前に作成されたラックもリストされます。エ
ンクロージャを既存のラックに追加するには、ラック名を選んで 実行をクリックします。

5. ラックの作成には、次の詳細情報の追加が必要です。

• [ラック名] 新しいラックの名前を入力して、ドロップダウン リストからラックのタイプを選
択します。これは必須フィールドです。

• [ラックの高さ] 新しいラックの高さを入力します。

• [データ センタ ID]  ドロップダウン リストからラックの高さを選択します。

• [データ センタ位置] データ センタの場所を入力します。

• [段番号] エンクロージャが配置されている列の番号を入力します。

• [段内位置] エンクロージャが配置されている列内の位置を入力します。

注記：エンクロージャを既存のラックに追加する場合は、これらの詳細情報は自動的に入力されま
す。

6. [利用可能なエンクロージャ] ドロップダウン リストから、エンクロージャ リストの表示に使うフィ
ルタを選択します。[エンクロージャ名] または [Class] を選択できます。クラスを入力して、収集
をフィルタ処理できます。たとえば、p-Class と入力すると、ｐ-Class エンクロージャであればど
のエンクロージャでもラックに追加できるようになります。

7. 1 台以上の該当するエンクロージャを選択して、>> 記号をクリックしエンクロージャをラックに追
加します。<< 記号をクリックして、エンクロージャをラックから削除することもできます。ラック
内の目的の位置で、エンクロージャをドラッグアンドドロップすることもできます。

注記： は、デイジーチェーン接続されているエンクロージャを示します。

8. 保存をクリックします。エンクロージャがラックに追加され、追加されたエンクロージャを含む新
しいラックの図が表示されます。エンクロージャが別のラックに追加済みの場合は、エンクロージャ
がすでに別のラックに割り当てられていることを説明するメッセージが表示されます。ユーザは、
このメッセージに対して自分の意思（そのエンクロージャを既存のラックから削除し新しいラック
に追加したい）が間違いないことを確認できます。キャンセルをクリックして、ラックを廃棄しウィ
ンドウを閉じることもできます。

ラックの編集

ラックのピクチャー ビューから、ラックを編集してエンクロージャを追加または削除できます。
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ラックを編集するには、次のように操作します。

1. ピクチャー ビューにアクセスするには、[すべてのラック] に移動して、編集するラックを選択し
ラックの編集をクリックします。[ラックの編集] ページが表示されます。
注記：ラックの編集や削除は、ピクチャー ビューからのみ実行できます。

2. ラックを編集する場合、次の詳細情報を変更できます。

• [ラック名] 新しいラックの名前を入力して、ドロップダウン リストからラックのタイプを選
択します。

• [ラックの高さ] ラックの高さを入力します。

• [データ センタ ID] データ センタ ID を入力します。

• [データ センタ位置] データ センタの場所を入力します。

• [段番号] エンクロージャが配置されている列の番号を入力します。

• [段内位置] エンクロージャが配置されている列内の位置を入力します。

3. [利用可能なエンクロージャ] ドロップダウン リストから、エンクロージャ リストの表示に使うフィ
ルタを選択します。[エンクロージャ名] または [Class] を選択できます。

4. 1 台以上の該当するエンクロージャを選択して、>> 記号をクリックしエンクロージャをラックに追
加します。<< 記号をクリックして、エンクロージャをラックから削除することもできます。

注記： は、デイジーチェーン接続されているエンクロージャを示します。

5. 保存をクリックします。エンクロージャがラックに追加され、追加されたエンクロージャを含む新
しいラックの図が表示されます。エンクロージャが別のラックに追加済みの場合は、エンクロージャ
がすでに別のラックに割り当てられていることを説明するメッセージが表示されます。ユーザは、
このメッセージに対して自分の意思（そのエンクロージャを既存のラックから削除し新しいラック
に追加したい）が間違いないことを確認できます。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

管理プロセッサについて

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、管理プロセッサの識別に HTTP と SNMP が使用されます。
前バージョンの HP SIM は、SNMP 識別だけを使用して管理プロセッサを識別し、そのステータスを取
得していました。現在は、HTTP 識別が最初に実行され、続いて SNMP 識別が実行されます。サーバに
新しい管理プロセッサをインストールした場合は、サーバに Web エージェントを再インストールする
必要があります。再インストールしないと、管理プロセッサが正しく識別されない場合があります。サー
バと管理プロセッサの両方が検出され、識別されると、両者の関係が確立されます。管理プロセッサと
他のシステムの関係は、次のいずれかを表示することによって、システム テーブル ビュー ページの [シ
ステム名] 列に表示されます。

• "管理プロセッサ" - サーバ "システム"

• "管理プロセッサ" - "複合体"

• "管理プロセッサ" - サーバ "nPar"

SNMP ステータス ポーリングでは、ホスト サーバのステータスが取得されます。HP SIM では、次の管
理プロセッサ製品を区別できます。

• リモート Insight ボード PCI

• リモート Insight ボード EISA
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• リモート Insight ボード Lights-Out Edition（RILOE）

システム テーブル ビュー ページには、管理プロセッサに関する次の情報が表示されます。

• サーバ エントリの [MP] 列には、[ステータス] アイコンが表示されます。アイコンのツール ヒン
トには、管理プロセッサのステータスが表示されます。このアイコンをクリックすると、[リモート
Insight ホーム] ページが表示されます。

• 管理プロセッサ項目には、管理プロセッサが関連するサーバの名前が、サーバ「システム」の「管
理プロセッサ」として表示されます。

• すべてのリモート管理プロセッサ項目の [システム タイプ] フィールドは [管理プロセッサ] を表示
し、[製品名] フィールドは [リモート Insight ボード管理] を表示します。

システム テーブル ビュー ページには、[MP] 列があり、管理プロセッサのステータスが表示されます。
7 つの異なるステータス レベル（クリティカル、メジャー、マイナー、正常、警告、無効、および不
明）があります。これらのステータスレベル アイコンは、ソフトウェア ステータスで使用されるステー
タスレベル アイコンと同じです。各ステータス タイプの詳細については、「ソフトウェア ステータス
タイプ」を参照してください。

管理プロセッサ ステータス アイコンは、[リモート Insight ホーム] ページを表示するために使用され、
別のブラウザ ウィンドウに表示されます。このページには、以下の情報が表示されます。

• 現在のユーザ。

• サーバ名。

• サーバの電源ステータス。

• リモート Insight ボードの IP アドレス。

• リモート Insight ボードの名前。

• 最新のインテグレーテッド マネジメント ログ エントリ。

• 最新のリモート Insight ボード イベント ログ エントリ。

• リモート Insight ボードのマウス ケーブル。

[システム名] 列の管理プロセッサをクリックすると、その管理プロセッサの [システム ページ] が開きま
す。詳細については、「[システム] タブ」を参照してください。
サーバにリモート Insight ボードが搭載されている場合、[システム ページ] には [管理プロセッサ] ボッ
クスが表示されます。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

• システム ページ

• システム タイプ

ラックとエンクロージャについて

HP Systems Insight Manager（HP SIM） は、サーバ ブレード、ラック、およびエンクロージャを検出し
識別します。

ラックとエンクロージャには、以下に示す 2 つの固有の検索条件があります。

• ラック

• エンクロージャ。

この条件を使用して検索すると、選択したラックかエンクロージャに含まれるシステムのリストが返さ
れます。上記の 2 つの条件以外のすべての条件では、ラックとエンクロージャ自体が返され、ラックや
エンクロージャに含まれるシステムは返されません。たとえば、ラック [Franklin 1] の [システム名] 検
索では、システム [Franklin 1] が返され、[Franklin 1] に含まれるシステムは返されません。
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2 つのデフォルト収集には、ラックとエンクロージャが関連しており、[システム タイプ] 収集の下にリ
ストされます。

• [すべてのラック]。

• [すべてのエンクロージャ]。

システム テーブル ビュー ページでは、ラックは次のような形式で表示されます。

• Encl1 in Rack1

• Rack1

システム テーブル ビュー ページ上、または [システムおよびイベント収集] パネルからラック ハイパー
リンクをクリックすると、[ピクチャー ビュー] ページが表示されます。
システム テーブル ビュー ページの [システム名] 列でエンクロージャ名をクリックすると、そのエンク
ロージャ内で検出されたすべてのシステムのリストが表示されます。ラックとエンクロージャの両方の
ステータスは、常に [不明] です。
ピクチャー ビューページには、エンクロージャ（および使用できる場合はラック）で検出されたシステ
ムの図が表示されます。HP SIM にサインインして、ビューに表示されるサーバの上にカーソルを重ねる
と、サーバ ブレード名、スロット番号、サーバが配置されているエンクロージャなど、そのサーバに関
する情報が表示されます。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ
システム テーブル ビュー ページの右上には、[カスタマイズ] リンクがあります。表示する列と表示順
序を決めるには、このリンクをクリックします。システム テーブル ビュー ページで表示する列を変更
し、[すべてのシステム テーブル ビューに適用] を選択すると、表示するように選択した列がデフォルト
列になり、選択したどのシステム収集についてもその列が表示されるようになります。ただし、該当す
る収集でカスタマイズされた列が定義されている場合、この設定は適用されません。詳細については、
「システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照してください。
システム テーブル ビュー ページをカスタマイズするには、次のように操作します。
1. システム テーブル ビュー ページで [カスタマイズ] をクリックします。[テーブル ビューのカスタ

マイズ] ページが表示されます。

2. 表示する列を [使用できる列] ボックスで選択し、 をクリックして、[表示される列] ボックスに
その列を追加します。

3. 1 つ以上の列を表示から削除するには、削除する列を [表示される列] ボックスから選択し、 を
クリックして、列を [使用できる列] ボックスに移動します。

4. 列の表示順を変更するには、[表示される列] ボックスで列を選択し、 または をクリックしま
す。

5. 特定の列で収集結果を並べ替えるには、[ソート] ドロップダウン リストから列を選択します。
6. [昇順] または [降順] を選択します。
7. すべてのシステム収集にカスタマイズを適用する場合は、[すべてのシステム テーブル ビューに適

用] を選択します。
8. 選択内容を保存し、システム テーブル ビュー ページに戻るには、OK をクリックします。すべて

の変更内容をキャンセルしてシステム テーブル ビュー ページに戻るには、キャンセルをクリック
します。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム収集ビューの印刷
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関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

HP SIM データベースからのシステムの削除

注記: データベースから複数のシステムを一度に削除すると、パフォーマンスが低下する可能性があ
ります。

注記: 中央管理サーバ（CMS）は削除できません。

注記: クラスタ メンバが含まれているクラスタは削除できません。クラスタ メンバが含まれているク
ラスタを削除するには、まず、[システムおよびイベント収集] パネルの [すべてのシステム] 収集を選択
して、システム テーブル ビュー ページにアクセスします。次に、クラスタとそのすべてのメンバを選
択して、削除をクリックします。

重要:  システムの IP アドレスを検出除外リストに追加していない場合は、システムが再検出されデー
タベースに再度追加されます。

1. システム テーブル ビュー ページの結果画面で、HP SIM データベースから削除する 1 つ以上のシ
ステムを選択します。

2. 削除をクリックします。「このシステムを削除しますか?」と確認するダイアログ ボックスが表示
されます。

3. システムを削除するには、OK をクリックします。イベントを削除せずにシステム テーブル ビュー
ページに戻るには、キャンセルをクリックします。

注記: コンテナ（ラックなど）は、空の場合にのみ削除できます。ラックとそこに含まれるすべての
システムを選択すると、エラーなしに動作します。

注記: 管理プロキシ（WMI Mapper プロキシ、SMI-S プロバイダなど）を提供する一部のシステムは、
依存システムもすべて削除されるまでは削除できません。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• システム収集ビューの印刷

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

システム収集ビューの印刷

1. システム テーブル ビュー ページで 印刷をクリックします。印刷ウィンドウが表示されます。
2. レポートが表示されたら、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷] をクリックします。
以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問題の
回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してください）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティング シ
ステムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルに印刷することはできません。

• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。
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関連プロシージャ

• 収集の保存

• HP SIM データベースからのシステムの削除

• システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

システム ステータス タイプ
次の表では、HP Systems Insight Manager（HP SIM） システムヘルス ステータスのタイプについて説明
します。

説明ステータス タイプステータス アイコン

HP SIM がシステムとやり取りできない。
このシステムは以前検出されていました
が、現在は ping できません。システムが
停止しているか、電源が切れているか、
ネットワークの問題のためにネットワーク
経由でアクセスできない。

クリティカル。

このシステムに、ただちに処置が必要な重
度の問題があります。HP Insight マネジメ
ント エージェントを実行しているシステ
ムの場合は、コンポーネントで障害が発生
しています。システムが正常に動作してお
らず、データが消失している可能性があり
ます。Insight マネージャ（Win32）では、
このステータスは「障害」に分類されま
す。

メジャー。

このシステムに、軽度の問題がある。
Insight マネジメント エージェントを実行
しているシステムの場合、コンポーネント
が故障していますがシステムはまだ機能し
ています。Insight マネージャ（Win32）で
は、このステータスは「劣化」に分類され
ます。

マイナー。

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

警告。

システムは正常に稼動している。システム
にアクセスできます。

正常。

このシステムは停止しています。このた
め、ステータス ポーリング、識別、デー
タ収集、および自動イベント処理からシス
テムを除外することができます。[自動検
出] ページで、[Integrated Lights Out 管
理プロセッサを識別した場合、自動的に
サーバ ブレードを検出] オプションを選択
した場合、Integrated Lights-Out（iLO）を
通じて検出された新規サーバ（たとえば、
オペレーティング システムも IP アドレス
も分からない）は、システムが IP アドレ
スまたはオペレーティング システムとと
もに検出されるまで、無効と表示されま
す。

無効。

HP SIM は、SNMP または DMI を使用し
て、システムに関する管理情報を取得でき
ません。管理関連情報は取得できません
が、システムに対して ping は実行できま
す。コミュニティ名またはセキュリティの
設定が間違っている可能性があります。ま
たはシステムに関連付けられていない IP
アドレスの可能性もあります。

不明。
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説明ステータス タイプステータス アイコン

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

情報。

システムの検出後、システムに対してポー
リング タスクを実行していません。

ステータスなし

注記: HP Insight マネジメント エージェント for Windows では、「正常」、「劣化」、「障害」、お
よび「アクセス不能」という用語を継続して使用しています。[マイナー] ステータスと [メジャー] ス
テータスだけが、これらのエージェントを実行するシステムに関連付けられています。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

WBEM 動作ステータスのタイプ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、ストレージ スイッチ ポート、挿入済みのメモリ スロットな
ど、ストレージおよびサーバ要素に対する WBEM の動作ステータスをレポートします。利用できるス
テータスは次のとおりです。

説明ステータス タイプステータス アイコン

HP SIM が要素とやり取りできない。
• 「Non-recoverable」は、要素が故障し
ており、修復できないことを示してい
ます。

• 「Lost communication」は、要素が以前
検出されていたが、現在は到達できな
いことを示しています。

Non-recoverable error、lost communication

このシステムに、ただちに処置が必要な重
度の問題があります。

• 「Predictive Failure」は、要素が正常に
動作しているが、近い将来に障害が発
生する可能性があることを示していま
す。

• 「Error」は、要素がエラー状態になっ
ていることを示しています。

• 「Aborted」は、要素の機能が突然停止
したことを示しています。要素の設定
を更新しなければならない可能性があ
ります。

• 「Supporting Entity in Error」は、要素
が正常に動作している可能性があるが、
その要素が依存している要素がエラー
状態になっていることを示しています。

Predictive Failure、Error、Aborted、
Supporting Entity in Error

この要素に、軽度の問題がある。

• 「Degraded」は、要素が最大限の性能
で動作していないか、修復可能なエラー
を報告している可能性があることを示
しています。

• 「Stressed」は、要素が正常に動作して
いるが、注意が必要であることを示し
ています。

Degraded、Stressed

要素は正常に稼動している。OK。

要素は停止しています。

• 「In Service」は、要素が設定中である
ことを示しています。

• 「Stopped」は、要素が停止したことを
示しています。

In service、Stopped
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説明ステータス タイプステータス アイコン

要素に関する管理情報を取得できなかっ
た。

• 「Unknown」は、要素のステータスを
確認できないことを示しています。

• 「No Contact」は、要素は存在するが
HP SIM が一度も通信できなかったこと
を示しています。

Unknown、No contact

このステータスは、ポートの関する有用な
情報を提供します。注意する必要はありま
せん。

• 「Starting」は、要素が起動したことを
示しています。

• 「Stopping」は、要素が停止したこと
を示しています。

• 「Dormant」は、要素が非アクティブに
なっていることを示しています。

• 「Other」は、追加の情報があるが、そ
の情報が前に示したカテゴリに適合し
ないことを示しています。

Starting、Stopping、Dormant、Power
Mode、Other

関連トピック

• テープ ライブラリ用の [システム] タブ

• ストレージ スイッチ用の [システム] タブ

ソフトウェア ステータス タイプ
次の表では、HP Systems Insight Manager（HP SIM）のシステム ソフトウェア ステータス タイプについ
て説明します。

説明ステータス タイプステータス アイコン

このシステムでは、重大なバグ修正を含む
更新を利用できます。

メジャー。

このシステムでは、新しいハードウェア
サポートまたはバグ修正を含む更新を利用
できます。

マイナー。

システム上のすべてのコンポーネントがレ
ポジトリと一致しています。

正常。

システムは停止しています。利用できるソ
フトウェア ステータスはありません。

無効。

中央管理サーバ（CMS）が、システム上の
HP バージョン コントロール エージェント
にアクセスできなかったため、システムの
ステータスは不明です。

情報。

VCA が HP バージョン コントロール レポ
ジトリ マネージャ（VCRM）と通信できま
せん。

不明。
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注記: 不明ステータスは、以下の状況にあるサーバ システムの場合にのみ表示されます。

• VCA が管理対象サーバにインストールされていない場合。

• VCA はサーバにインストールされているが、サーバと HP SIM の信頼関係が確立していない場合。

• ターゲット サーバ上のオペレーティング システムがサポートされていない場合。サポートされて
いるのは、Windows および Linux オペレーティング システムです。

• ターゲット システムに正しいバージョンのエージェントがない場合。

• ターゲット サーバ タイプのブランドがサポートされていない場合（サポートされているのは、HP
または Compaq ブランドのサーバのみです）。

• ターゲット システムに、HP Performance Management Pack（PMP）による監視のためのライセン
スがない場合。ターゲット システムでは、HP Insight マネジメント エージェント 6.20 以降がイン
ストールされている必要があります。

• PMP が、このシステムについて不明というステータスをレポートしている場合。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

クラスタ テーブル ビュー ページ
[システムおよびイベント収集] パネルで、クラスタ収集にアクセスするには、[システム] をクリックし、
利用できるクラスタ収集のうちの 1 つを選びます。管理者権限があるユーザは、すべての共有クラスタ
収集をクラスタ収集ビューから管理できます。ユーザは、自分のプライベート収集をこのページから管
理することもできます。

• 収集の保存。 名前をつけて収集を保存をクラスタ テーブル ビュー ページからクリックします。

• クラスタの削除。 削除をクラスタ テーブル ビュー ページからクリックします。確認ボックスが
表示されます。クラスタを削除するには、OK をクリックします。削除をキャンセルするには、キャ
ンセルをクリックします。

注記:  クラスタ メンバが含まれているクラスタは削除できません。クラスタ メンバが含まれて
いるクラスタを削除するには、[システムおよびイベント収集] パネルの [すべてのシステム] 収集を
選択します。次に、クラスタとそのすべてのメンバを選択して、削除をクリックします。

• クラスタ収集ビューの印刷。  収集結果を印刷するには、印刷をクリックします。

• ビューのカスタマイズ。  表示する列と表示順序をカスタマイズするには、[カスタマイズ] をク
リックします。詳細については、「クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照して
ください。

タブ

クラスタ テーブル ビュー ページには、次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

関連プロシージャ

• クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのクラスタの削除
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• クラスタ収集ビューの印刷

• 収集の保存

関連トピック

• クラスタ監視

クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート
クラスタ収集では、HP Systems Insight Manager（HP SIM） データベース内の情報に基づいて、クラス
タが論理グループに分類されます。その他のすべてのクラスタ（HP Serviceguard クラスタを除く）につ
いては、[クラスタ名] 列内のクラスタの名前または [クラスタ] 列内のクラスタ ステータス アイコンを
クリックすると、そのクラスタの [システム ページ] が表示されます。詳細については、「クラスタ名」
および「クラスタ」を参照してください。クラスタ監視は、クラスタ テーブル ビュー ページから、次
の方法で起動できます。

• [クラスタ名] 列の Microsoft Cluster Server（MSCS）クラスタの名前をクリックする

• [クラスタ] 列の MSCS クラスタのクラスタ ステータス アイコンをクリックする

このページでは、新しい名前で収集のサブセットを保存したり、1 つ以上のクラスタを収集から削除し
たり、ビューをカスタマイズしたり、クラスタ収集ビューを印刷したりすることができます。マルチユー
ザ環境では、一度にただ 1 人のユーザしか収集を編集できません。別のユーザが同じ収集を編集しよう
とすると、[リスト編集警告] ボックスが表示されます。ユーザは、編集要求をキャンセルするか、収集
を編集して新しい収集として保存することができます。

注記: すべてのユーザがすべてのクラスタを表示できるわけではありません。収集の結果は、収集を
作成したユーザに割り当てられたクラスタによって異なります。それぞれのユーザは、管理者権限があ
るユーザによって割り当てられたクラスタの表示のみが可能です。管理者権限があるユーザは、ユーザ
権限を使用して、管理対象クラスタを割り当てます。 詳細については、「新しい認証の作成」を参照し
てください。

クラスタ テーブル ビュー ページは、次のセクションに分かれています。
1. タブ

2. 表示

3. クイック起動

4. クラスタ ステータスの概要
5. ビューのカスタマイズ

6. クラスタ収集の列

7. ボタン

タブ

クラスタ テーブル ビュー ページには、次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。
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• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

表示

[表示] ドロップダウン リストを使用して、収集内のすべてのクラスタをツリー形式で表示する、いずれ
かの テーブルを選択します。ツリー ビューのナビゲーションの詳細については、「ツリー ビュー ペー
ジのナビゲート」を参照してください。

クイック起動

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

クラスタ ステータスの概要
ステータス概要では、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、無効、不明になってい
るビュー内のクラスタ数が表示され、ビュー内のクラスタ数の合計も表示されます。

クラスタ収集の列

列を並べ替えるには、列見出しをクリックして昇順か降順に並べ替えます。列名の上にカーソルを重ね
ると、列の簡潔な説明が表示されます。列のカスタマイズの詳細については、「クラスタ テーブル
ビュー ページのカスタマイズ」を参照してください。クラスタ ビュー ページには、以下の列が表示さ
れます。

• 選択

• クラスタ

• クラスタ名

• クラスタ アドレス

• クラスタ タイプ

• クラスタの詳細

選択

クラスタを選択するには、この列のチェックボックスをオンにします。1 つ以上のクラスタを選択でき
ます。このオプションは、テーブル ビューとツリー ビューの両方で利用できます。表示するクラスタ
をすべて選択するには、列見出しのチェックボックスを選択するか、または ["収集名"自体を選択] を選
択します。

クラスタ

[クラスタ] 列（クラスタ ステータスを表す）には、クラスタごとのクラスタ ステータス アイコンが含
まれます。このステータスは、すべてのクラスタ メンバおよびクラスタ監視リソース（MSCS、
OpenVMS、TruClusters、および Novell Netware クラスタ）（ディスク、CPU など）で最も重大なステー
タスを反映します。このステータスは、システム テーブル ビュー ページに表示されるハードウェア ス
テータスやソフトウェア ステータスとは異なります。HP Serviceguard クラスタでは、クラスタ ステー
タスは不明に設定されます。Serviceguard クラスタの正確な状態を表示するには、HP Serviceguard
Manager を使用する必要があります。MSCS クラスタの場合、ステータスは、クラスタ監視に表示され
る最も重要なクラスタ ステータスです。このステータスは、HP Insight マネジメント エージェント（利
用可能な場合）によって取得されるスレッショルド ステータス（CPU、ディスク）とクラスタ ノードの
ステータスによって判定されます。その他のタイプのすべてのクラスタについては、ステータスは、
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Insight マネジメント エージェント（利用可能な場合）によって取得される最も重要なスレッショルド
ステータス（CPU、ディスク）とクラスタ ノードのノード ステータスによって判定されます。異なるシ
ステムのステータス タイプの詳細については、「システム ステータス タイプ」を参照してください。

注記:  MSCS クラスタのみを含むクラスタのステータスを表示しクラスタの本当のヘルスを示すため
に、globalsettings.props ファイルを編集して、ClusterStatusWithThresholds プロパティ
を [false] に変更することができます。HP Serviceguard クラスタを除く非 MSCS クラスタ（OpenVMS、
TruClusters、および Novell NetWare）については、クラスタ ステータスが「不明」と表示されます。
globalsettings.props ファイルを編集するには、次のように操作します。
1. 次の位置にある、globalsettings.props ファイルを開きます。

• Windows 通常、C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config\
globalsettings.props にあります。

• HP-UX および Linux /etc/opt/mx/config/globalsettings.props にあります。

2. ClusterStatusWithThresholds プロパティを [false] に設定します。
3. ファイルを保存します。

クラスタ名

[クラスタ名] 列には、クラスタ名が含まれます。カーソルをクラスタ名の上に置くと、フル システムド
メイン ネーム サービス（DNS）名が表示されます。MSCS クラスタの名前をクリックすると、クラス
タ監視ページが表示されます。詳細については、「クラスタ監視」を参照してください。選択されたク
ラスタが HP Serviceguard クラスタの場合、クラスタ内のサーバを示す新しいクラスタ テーブル ビュー
ページが表示されます。このリストから、サーバ名をクリックし、そのサーバの [システム ページ] にア
クセスします。他のタイプのクラスタの場合は、そのクラスタの [システム ページ] が表示されます。詳
細については、「クラスタ用の [システム] タブ」を参照してください。

クラスタ アドレス
[クラスタ アドレス] 列には、クラスタの IP アドレスが含まれています。

注記:  HP Serviceguard クラスタは、IP アドレスを持っていません。このため、このタイプのクラスタ
については、この列が空白になります。

クラスタ タイプ
[クラスタ タイプ] 列には、クラスタのタイプが表示されます。サポートされているクラスタ タイプに
は、以下のものが含まれます。

• HP Serviceguard

• MSCS

• OpenVMS

• SCO UnixWare7 NonStopk クラスタ

• TruCluster Production Server

• TruCluster Server

クラスタの詳細

[クラスタの詳細] 列には、クラスタ タイプの説明が含まれます。HP Serviceguard クラスタには、[HP
Serviceguard クラスタ] の説明が含まれます。

ボタン

ページの下部には、次のボタンがあります。管理者権限があるユーザが、このボタンを使用できます。

• 名前を付けて収集を保存。クラスタが選択されている場合、選択内容を新しい名前で保存できま
す。変更内容は、ユーザごとに保存されます。詳細については、「収集の保存」を参照してくださ
い。
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• 削除。このボタンは、クラスタをデータベースから削除する場合に使用します。データベースから
削除するクラスタを選択し、削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。クラスタを削
除するには、OK をクリックします。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。
詳細については、「データベースからのクラスタの削除」を参照してください。

• 印刷。新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。クラスタ ビュー ペー
ジで、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷] をクリックし、レポートを印刷します。
以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問
題の回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してくだ
さい）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティン
グ システムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルに印刷することはできません。

• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。

ユーザに適切な権限がない場合、ボタンは無効になります。ただし、印刷ボタンはどのユーザに対
しても表示されます。

ビューのカスタマイズ

クラスタ テーブル ビュー ページの右上には、[カスタマイズ] リンクがあります。表示する列と表示順
序を決めるには、このボタンをクリックします。クラスタ テーブル ビュー ページで表示する列を変更
し、[すべてのクラスタ テーブル ビューに適用] を選択すると、表示するように選択した列がデフォルト
列になり、選択したどのクラスタ収集についてもその列が表示されるようになります。ただし、該当す
る収集で列をカスタマイズしている場合はデフォルト列にはなりません。詳細については、「クラスタ
テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照してください。
関連プロシージャ

• クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのクラスタの削除

• 収集の保存

• クラスタ収集ビューの印刷

関連トピック

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• クラスタ監視

• HP Serviceguard Manager の概要

クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ
クラスタ テーブル ビュー ページで表示する列を変更し、[すべてのクラスタ テーブル ビューに適用] を
選択すると、表示するように選択した列がデフォルト列になり、選択したどのクラスタ収集についても
その列が表示されるようになります。ただし、該当する収集で列をカスタマイズしている場合はデフォ
ルト列にはなりません。

1. クラスタ テーブル ビュー ページで [カスタマイズ] をクリックします。[テーブル ビューのカスタ
マイズ] ページが表示されます。

2. 表示する列を [使用できる列] ボックスで選択し、 をクリックして、[表示される列] ボックスに
その列を追加します。

3. 1 つ以上の列を表示から削除するには、削除する列を [表示される列] ボックスから選択し、 を
クリックして、列を [使用できる列] ボックスに移動します。

4. 列の表示順序を変更するには、[表示される列] ボックスで列を選択し、 または をクリックしま
す。

5. 特定の列でリストを並べ替えるには、[ソート] ドロップダウン リストから列を選択します。
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6. [昇順] または [降順] を選択します。
7. すべてのクラスタ収集にカスタマイズを適用する場合は、[すべてのクラスタ収集に適用] を選択し

ます。

8. 選択内容を保存し、クラスタ テーブル ビュー ページに戻るには、OK をクリックします。すべて
の変更内容をキャンセルしてクラスタ テーブル ビュー ページに戻るには、キャンセルをクリック
します。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• データベースからのクラスタの削除

• クラスタ収集ビューの印刷

関連トピック

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート

データベースからのクラスタの削除

HP Systems Insight Manager（HP SIM）で定義されているクラスタ メンバが含まれているクラスタは削
除できません。クラスタ メンバが含まれているクラスタを削除するには、[システムおよびイベント収
集] パネルの [すべてのシステム] 収集を選択します。次に、クラスタとそのすべてのメンバを選択して、
削除をクリックします。

重要:  削除するクラスタの IP アドレスを検出除外リストに追加していない場合は、システムが再検出
されデータベースに戻されます。

データベースからクラスタを削除するには、次のように操作します。

1. クラスタ テーブル ビュー ページの画面で、データベースから削除する 1 つ以上のクラスタをハイ
ライトして選択します。

2. 削除をクリックします。「このシステムを削除しますか?」と確認するダイアログ ボックスが表示
されます。

3. クラスタを削除するには、OK をクリックします。クラスタを削除せずにクラスタ テーブル ビュー
ページに戻るには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• クラスタ収集ビューの印刷

• クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ

関連トピック

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート

クラスタ収集ビューの印刷

1. クラスタ テーブル ビュー ページで 印刷をクリックします。
2. レポートが表示されたら、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷]を選択します。

以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問題の
回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してください）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティング シ
ステムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルに印刷することはできません。

• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。
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関連プロシージャ

• クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのクラスタの削除

• 収集の保存

• クラスタ収集ビューの印刷

関連トピック

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート

イベント テーブル ビュー ページ
イベント収集にアクセスするには、[システムおよびイベント収集] パネルの [イベント] をクリックしま
す。管理者権限があるユーザは、イベント テーブル ビュー ページからすべての共有イベント収集を管
理できます。このページからは、すべてのユーザが、自分のプライベート イベント収集を管理でき、次
のタスクも実行できます。

• イベントを確認済みに変更。 クリアする 1 つ以上のイベントを選択し、確認済みをクリックし
ます。

• イベントの削除。 削除する 1 つ以上のイベントを選択し、削除をクリックします。

• イベントの割り当て。 特定のユーザに割り当てる 1 つ以上のイベントを選択し、担当者をクリッ
クします。

• イベントへのコメントの追加。 コメントを追加する 1 つ以上のイベントを選択し、コメントの
入力をクリックします。

• イベント収集結果の印刷。 収集結果を印刷するには、印刷をクリックします。

• ビューのカスタマイズ。 表示する列と表示順序をカスタマイズするには、[カスタマイズ] をク
リックします。詳細については、「イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照して
ください。

イベント テーブル ビュー ページには、次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

関連プロシージャ

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• データベースからのイベントの削除

• ユーザへのイベントの割り当て

• イベントへのコメントの入力

• イベント収集ビューの印刷

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベントの深刻度タイプ

• イベント詳細セクション
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イベント テーブル ビュー ページのナビゲート
イベント テーブル ビュー ページは、イベント収集のビューで、共通の条件を満たすイベントのリスト
です。

イベント テーブル ビュー ページは、次のセクションに分かれています。
1. タブ

2. クイック起動

3. イベント ステータスの概要
4. イベント収集の列

5. テーブル情報

6. イベント管理のボタン

7. ビューのカスタマイズ

このページでは、イベントのクリア、イベントの削除、イベントの割り当て、イベントに関するコメン
トの入力、印刷可能レポートの表示を行うことができます。

タブ

イベント テーブル ビュー ページには、次のタブがあります。

• システム。 このタブには、収集に含まれるすべてのシステムがリストされます。

• イベント。 このタブは、[システム] タブに表示されるすべてのシステムのイベントを表示しま
す。このタブから、フィルタを適用して、イベント テーブルの表示を変更することができます。

[システム] タブと [イベント] タブを切り替えても、[イベント] は、選択されているイベントおよびイベ
ント フィルタを記憶しています（システム収集を表示する場合）。[システム] タブは、選択されている
システム、表示タイプ（テーブル、ツリー、またはアイコン）、および選択されているシステム フィル
タを記憶しています（イベント収集を表示する場合）。ただし、各ページの選択項目は互いに独立して
います。

クイック起動

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。
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フィルタ条件

イベント リストは、[フィルタ条件] ドロップダウン リストを使用してフィルタ処理できます。このリ
ストには、次のオプションが含まれます。

• [すべての p-Class エンクロージャ]。

• [すべての e-Class ラック]。

• [スペア システム]。

• [メンテナンスを必要としているシステム]。

• [すべての c-Class ラック]。

イベント ステータスの概要
概要には、ビュー内の、ステータスがクリティカル、メジャー、マイナー、正常、情報であるイベント
の数が表示されます。イベント ステータス タイプの詳細については、「イベントの深刻度タイプ」を
参照してください。

テーブル情報

領域は、システムまたはイベントについての情報が含まれます。イベント収集は、以下の方法で表示で
きます。

• [システムおよびイベント収集] パネルからイベント収集をクリック

• [システム ステータス] パネルでイベント ステータス アイコンをクリック

• [システム ページ] から [イベント] リンクをクリック

• プライベート イベント収集をクリック

• [システム概要] ページの [未確認イベント] セクションでハイパーリンクをクリック

イベント収集は認証に基づいてフィルタされます。ユーザは、適切な権限があるシステムのイベントの
みを表示できます。詳細については、第6章 「ユーザと認証」を参照してください。
HP Storage Essentials がインストールされている場合は、このセクションのリンクから、HP Storage
Essentials の対応するイベント詳細を表示することができます。

イベント収集の列

特定の列で収集結果を並べ替えるには、列見出しをクリックして昇順か降順に並べ替えます。列名の上
にカーソルを重ねると、列の簡潔な説明が表示されます。イベント テーブル ビュー ページには、以下
の列が表示されます。

• 選択

• 状態。

• 深刻度

• イベント タイプ

• システム名

• イベント時刻

• 担当者

• コメント

• システム タイプ

• ラック名

• エンクロージャ名

• ケース ステータス

• ケース ID
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選択

イベントを選択するには、この列のチェックボックスをオンにします。複数のイベントを選択できます。
表示するイベントをすべて選択または選択解除するには、列見出しのチェックボックスを選択するか、
または ["収集名"自体を選択] を選択します。

状態。

この列には、イベントが確認済み状態になっているかどうかが表示されます。イベントは、未確認状態
から始まります。確認済み状態とは、ユーザがこのイベントに関心がなくなったことを表します。イベ
ント状態には [進行中] も含まれます。これは、イベントの一部のデータがログに記録されていないこと
を意味します。進行中のイベントを削除または確認済みに変更することはできません。状態が保留中の
イベントは、中央管理サーバ（CMS）の再起動時に、「未確認」に変更できます。

深刻度

この列にはイベント ステータス アイコンが表示され、イベントによって表現される問題の深刻度が表
示されます。詳細については、「イベントの深刻度タイプ」を参照してください。

イベント タイプ
この列には、イベントのタイプが表示されます。イベント タイプの例としては、SNMP トラップ、ログ
イン障害、エージェント設定のレプリケート ツールのイベント タイプを挙げることができます。[イベ
ントの詳細] セクションを表示するには、リストからイベント タイプを選択します。表示される情報は、
イベントによって異なります。列のイベント タイプ全体が表示されない場合は、このフィールド上に
カーソルを重ねます。ウィンドウに、イベント タイプ全体が表示されます。イベントの詳細について
は、「イベント詳細セクション」を参照してください。

システム名

この列には、イベントが発生したシステム名が表示されます。この列のリンクをクリックすると、選択
されているシステムの [システム ページ] が表示されます。
ラックまたはエンクロージャ全体に影響するイベントが発生すると、そのラックまたはエンクロージャ
内の複数のシステムが、そのイベントのトラップを生成する場合があります。これらのコンテナ トラッ
プは、ラックまたはエンクロージャ トラップごとにイベントが 1 件のみログに記録されるようにフィル
タリングされます。また、トラップのソースがサーバ ブレードまたは管理プロセッサの場合でも、HP
Systems Insight Manager（HP SIM）は、記録されるイベントの イベント ソースと 関連システムを、適
宜、ラックまたはエンクロージャに設定します。詳細については、「ラックとエンクロージャについて」
を参照してください。

イベント時刻

この列には、CMS がこのイベントを受信したタイム スタンプ（日時を含む）が表示されます。クライ
アントがイベント時間（CMS の時間）とは異なるタイム ゾーンにある場合、イベント時間はクライア
ントのタイム ゾーンに変換されます。

担当者

イベントの権限をユーザに割り当てるには、ページの下部で 担当者をクリックします。[担当者] セク
ションが表示されます。このセクションで、新しい担当者を選択するか、既存の担当者を使用します。
既存の担当者を使用する場合は、1 つのユーザ名のみをリストから選択できます。ユーザ名には、シス
テムで権限を持ったユーザや CMS にログイン可能なユーザの名前を指定する必要はありません。この
フィールドは書式なしのテキスト フィールドです。ユーザにイベントを割り当てる方法の詳細について
は、「ユーザへのイベントの割り当て」を参照してください。

コメント

この列には、このイベントのコメントが表示されます。コメントが入力されていない場合は空白です。
列の幅より長いコメントは、切り取られます。必要な場合はイベント タイプをクリックし、コメント全
体を表示します。コメント フィールドの上にカーソルを重ねると、ウィンドウにコメント全体が表示さ
れます。詳細については、「イベントへのコメントの入力」を参照してください。

240 システム、クラスタ、イベントの監視



システム タイプ
イベント リスト表示にシステム タイプ フィルタが選択された場合、この列には、エンクロージャやラッ
クなど、システム タイプが表示されます。

ラック名

この列には、ラック名が表示されます。

注記: この列は、システムがラックまたはエンクロージャで、ラック システム フィルタまたはエンク
ロージャ システム フィルタが選択されている場合に表示されます。

エンクロージャ名

この列には、エンクロージャ名が表示されます。

注記: この列は、システムがラックまたはエンクロージャで、ラック システム フィルタまたはエンク
ロージャ システム フィルタが選択されている場合に表示されます。

ケース ステータス
HP Service Essentials Remote Support Pack と HP SIM がいっしょに Windows CMS にインストールされ
ると、サポート ケース ステータス アップデートが Remote Support Pack によって提供されます。[Case
Status] 列は、[All HP Services Events] 収集を表示する際、またはサービス ケース ステータスのイベ
ント検索条件を選択する際に利用できます。

ケース ID
Remote Support Pack と HP SIM が一緒に Windows CMS にインストールされると、サポート ケース ID
が Remote Support Pack によって提供されます。[Case ID] 列は、[すべての HP サービス イベント] 収
集を表示する際、またはサービス ケース ステータスのイベント検索条件を選択する際に利用できます。
イベントに関する詳細情報を表示するには、[イベント タイプ] 列内にあるリンクをクリックします。

イベント管理のボタン

イベント テーブル ビュー ページの下部には、5 つのボタンがあります。管理者権限があるユーザだけ
が、このボタンを使用できます。このページへのアクセス方法によっては、これらのボタンが表示され
ない場合もあります。たとえば、タスクを作成してターゲットを選択した場合、表かシステム名のみが
表示され、ボタンは表示されません。

注記:  コメントをクリア、削除、イベントに割り当て、追加できない場合は、管理者に適切な権限が
あることを確認してください。ユーザと権限の詳細については、第6章 「ユーザと認証」を参照してく
ださい。

• 確認済み。 データベースの 1 つまたは複数のイベントを確認済みに変更します。確認済みに変
更するイベントを選択し、確認済みをクリックします。詳細については、「収集からのイベントを
確認済みに変更」を参照してください。

• 削除 1 つまたは複数のイベントがデータベースから削除されます。削除するイベントを選択し、
削除をクリックします。ダイアログ ボックスが表示されます。削除を続けるには、OK をクリック
します。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。詳細については、「データ
ベースからのイベントの削除」を参照してください。

• 担当者。 イベントの権限を特定のユーザに割り当てます。詳細については、「ユーザへのイベ
ントの割り当て」を参照してください。

• コメントの入力。 1 つ以上のイベントのコメントを入力する編集ボックスが表示されます。詳
細については、「イベントへのコメントの入力」を参照してください。

• 印刷。 新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。ウィンドウ内で、
ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷] をクリックし、レポートを印刷します。
以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。
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• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問
題の回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してくだ
さい）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティン
グ システムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルに印刷することはできません。

• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。

ユーザに適切な権限がない場合、ボタンは無効になります。ただし、印刷ボタンはどのユーザに対
しても表示されます。

ビューのカスタマイズ

イベント テーブル ビュー ページの右上には、[カスタマイズ] リンクがあります。表示する列と表示順
序を決めるには、このリンクをクリックします。イベント テーブル ビュー ページで表示する列を変更
し、[すべてのイベント テーブル ビューに適用] を選択すると、表示するように選択した列がデフォルト
列になり、選択したどのイベント収集についてもその列が表示されるようになります。ただし、該当す
る収集でカスタマイズされた列が定義されている場合、この設定は適用されません。

詳細については、「イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ」を参照してください。
関連プロシージャ

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• データベースからのイベントの削除

• ユーザへのイベントの割り当て

• イベントへのコメントの入力

• イベント収集ビューの印刷

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベントの深刻度タイプ

イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ
イベント テーブル ビュー ページで表示する列を変更し、[すべてのイベント テーブル ビューに適用] を
選択すると、表示するように選択した列がデフォルト列になり、選択したどのクラスタ収集についても
その列が表示されるようになります。ただし、該当する収集でカスタマイズされた列が定義されている
場合、この設定は適用されません。

1. イベント テーブル ビュー ページで [カスタマイズ] をクリックします。[テーブル ビューのカスタ
マイズ] ページが表示されます。

2. 表示する列を [使用できる列] ボックスから選択し、 をクリックして、[表示される列] ボックス
にその列を追加します。

3. 1 つ以上の列を表示から削除するには、削除する列を [表示される列] ボックスから選択し、 を
クリックして、列を [使用できる列] ボックスに移動します。これにより、列は表示されなくなりま
す。

4. 列の表示順を変更するには、[表示される列] ボックスで列を選択し、 または をクリックしま
す。

5. 特定の列で収集を並べ替えるには、[ソート] ドロップダウン リストから列を選択します。
6. [昇順] または [降順] を選択します。
7. すべてのイベント収集にカスタマイズを適用する場合は、[すべてのイベント テーブル ビューに適

用] を選択します。
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8. 選択内容を保存し、イベント テーブル ビュー ページに戻るには、OK をクリックします。すべて
の変更内容をキャンセルしてイベント テーブル ビュー ページに戻るには、キャンセルをクリック
します。

関連プロシージャ

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• データベースからのイベントの削除

• ユーザへのイベントの割り当て

• イベントへのコメントの入力

• イベント収集ビューの印刷

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページ

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

収集からのイベントを確認済みに変更

イベントを確認済みに変更するには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。

注記:  オペレータ権限およびユーザ権限のユーザがイベントを確認済みに変更するには、そのユーザ
のツールボックス カテゴリで [イベントの確認] ツールが選択されている必要があります。詳細につい
ては、「ツールボックスの編集」を参照してください。

イベントを確認済みに変更するには、次のように操作します。

1. イベント テーブル ビュー ページから、確認済みに変更するイベントを選択します。
2. クリアをクリックします。選択されたイベントについて、[ステータス] 列に表示される状態が [未

確認] から [確認済み] に変わります。
関連プロシージャ

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• データベースからのイベントの削除

• ユーザへのイベントの割り当て

• イベントへのコメントの入力

• イベント収集ビューの印刷

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページ

• イベント詳細セクション

データベースからのイベントの削除

イベントを削除するには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。ただし、保留中のイベントおよ
び検出済みのシステム イベントを削除することはできません。オペレータ権限およびユーザ権限のユー
ザがイベントを削除するには、そのユーザのツールボックス カテゴリで [イベントの削除] ツールが選
択されている必要があります。詳細については、「ツールボックスの編集」を参照してください。

イベントを削除するには、次のように操作します。

1. イベント テーブル ビュー ページから、削除するイベントを選択します。
2. 削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

3. イベントを削除するには、OK をクリックします。イベント テーブル ビュー ページに戻るには、
キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• 収集からのイベントを確認済みに変更
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• ユーザへのイベントの割り当て

• イベントへのコメントの入力

• イベント収集ビューの印刷

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページ

• イベント詳細セクション

ユーザへのイベントの割り当て

共有収集からイベントを割り当てるには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。オペレータ権限
およびユーザ権限のユーザがイベントを割り当てるには、そのユーザのツールボックス カテゴリで [イ
ベントの割り当て] ツールが選択されている必要があります。詳細については、「ツールボックスの編
集」を参照してください。

重要:  特定のユーザにイベントを割り当てても追跡が円滑化されるわけではありません。また、ユー
ザにイベントが通知されるわけでもありません。

注意: 選択されたイベントがすでに割り当てられていた場合、新しく割り当てる担当者を選択して OK
をクリックすると、以前の割り当てが上書きされます。

注記: [担当者] フィールドに入力できる最大文字数は、50 文字です。

ユーザにイベントを割り当てるには、次のように操作します。

1. イベント テーブル ビュー ページから、ユーザに割り当てるイベントを選択します。
2. 担当者をクリックします。[担当者] セクションが表示されます。
3. [新規担当者] または [現在の担当者] を選択します。[現在の担当者] を選択した場合は、下向き矢印

をクリックし、ドロップダウン リストから担当者を選択します。
4. OK をクリックして、データベースを更新するか、キャンセルをクリックします。
関連プロシージャ

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• データベースからのイベントの削除

• イベントへのコメントの入力

• イベント収集ビューの印刷

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページ

イベントへのコメントの入力

イベントにコメントを追加するには、次の手順を実行します。イベントにコメントを追加するには、ユー
ザが管理者権限を持つ必要があります。

注意: コメントがすでに追加されているイベントにコメントを追加すると、データベースで、以前の
コメントと新しいコメントが入れ替わります。

注記:  オペレータ権限およびユーザ権限のユーザがイベントにコメントを追加するには、そのユーザ
のツールボックス カテゴリで [イベントのコメント] ツールが選択れている必要があります。詳細につ
いては、「ツールボックスの編集」を参照してください。

注記: コメント用に入力できる最大文字数は、1,000 文字です。
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イベントにコメントを追加するには、次のように操作します。

1. イベント テーブル ビュー ページから、コメントを入力するイベントを選択します。
2. コメントの入力をクリックします。[コメントの入力] セクションが表示されます。
3. コメントを入力します。

4. データベースを更新するには、OK をクリックします。イベント テーブル ビュー ページに戻るに
は、キャンセルをクリックします。

注記: HP Systems Insight Manager（HP SIM）でイベントに追加されるコメントは、HP Storage Essentials
には転送されません。

関連プロシージャ

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• データベースからのイベントの削除

• ユーザへのイベントの割り当て

• イベント収集ビューの印刷

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページ

• イベント詳細セクション

イベント収集ビューの印刷

1. イベント ビュー ページで 印刷をクリックします。印刷可能なウィンドウが表示されます。
2. レポートが表示されたら、ブラウザのメニューで[ファイル]→[印刷] をクリックします。
以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問題の
回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してください）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティング シ
ステムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルに印刷することはできません。

• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。

関連プロシージャ

• イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ

• 収集からのイベントを確認済みに変更

• データベースからのイベントの削除

• ユーザへのイベントの割り当て

• イベントへのコメントの入力

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページ

• イベント詳細セクション
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イベントの深刻度タイプ

以下の表に、イベントについての HP Systems Insight Manager（HP SIM）の深刻度を示します。

説明セキュリティ レベルステータス アイコン

このタイプのイベントは、障害が発生して
おり、すぐに対処する必要があることを示
す。

クリティカル。

このタイプのイベントは、差し迫った障害
を表す。

メジャー。

このタイプのイベントは、深刻な問題に発
展する可能性のある警告ステータスを示
す。

マイナー。

このイベントは問題ではない。正常。

このタイプのイベントは、深刻度が不明か
または未知の問題が原因で発生している。

不明。

現在、問題が発生する可能性のある状態に
なっていることを示す。
注記：HP SIM 5.0 では、WBEM イベント
だけがこのレベルにマッピングされます。

警告。

このタイプのイベントに注意する必要はな
く、これらは、便利な情報として提供され
る。

情報。

関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページ

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

イベント詳細セクション

イベント テーブル ビュー ページの [イベント タイプ] 列でリンクをクリックすると、[イベントの詳細]
セクションが表示され、特定のイベントに関する詳細情報が提供されます。イベントは、SNMP トラッ
プ、HTTP イベント、または内部で生成されるイベントにより生成されます。

注記:  管理対象システムで WBEM イベントを予約している場合は、イベントが Web ベース エンター
プライズ管理（WBEM）から生成されます。WBEM イベントの予約の詳細については、「WBEM イベ
ントの予約」を参照してください。

注記:  検出されたシステムのイベントのみが追跡されます。自動検出を参照してください。自動検出
の設定と実行の詳細については、「自動検出の設定」を参照してください。

イベントの識別と詳細

各 HP Systems Insight Manager（HP SIM）イベントについて、次の情報が表示されます。

• [イベント深刻度] イベントの深刻度が表示されます。

• [確認ステータス] イベントが、確認済みか、未確認か、不明であるかが表示されます。

• [イベント ソース] イベントのソースとなったシステムが表示されます。

• [関連システム] イベントを生成したシステムが表示されます。

• [関連システムのステータス] イベントを生成したシステムの現在のステータスが表示されます。
システムのステータスが変化すると、このステータスが変化します。

• [イベント時刻] 中央管理サーバ（CMS）がイベントを受信した時刻が表示されます。

• [説明] イベントのソースまたはタイプを説明します。イベントは、SNMP トラップ、デスクトッ
プ管理インタフェース（DMI）表示、または内部生成メッセージです。システムの検出はイベント
です。
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• [担当者] イベントが割り当てられたユーザが表示されます。

• [コメント] ユーザが入力したコメントが表示されます。

イベント タイプにより異なりますが、[詳細] ボックスには、次の情報が表示されます。

• エンクロージャ内のサーバ エンクロージャ イベントの場合、このセクションには、影響を受け
たエンクロージャ内のすべてのサーバが表示されます。

• ラック内のエンクロージャ ラック イベントの場合、このセクションには、影響を受けたラック
内のすべてのエンクロージャが表示されます。

• トラップ詳細 

• イベントの発生日時 

• イベントの説明 

• トラップ情報 

• 検出されたシステムの詳細 

• 検出日付 

• イベント詳細

ユーザ名 •

• ユーザがアクセスに使ったリモート システムの名前

• ユーザがアクセスに使用していたシステムの IP アドレス

注記: システム名と IP アドレスは、無許可ユーザ アカウント変更イベントについては提供されま
せん。このイベントは、HP SIM サーバによって内部的に生成されるイベントです。

• 詳細変更

現在のステータス変更のソース •

• 前回の深刻度 

• タスクの詳細

タスクの実行日時•

• タスクを実行したユーザ

• タスクを実行したシステム

• ステータス変化の詳細

[サブシステム名] メモリ、プロセッサ、ストレージなど•

• [以前のサブシステム ステータス] イベント発生前のサブシステムのステータス

• [全体的なパフォーマンス ステータス] すべてのサブシステムを合わせた全体のステータス
（サブシステムの最もクリティカルなステータス）

• [説明] 

印刷可能フォーマットの詳細を表示するには、印刷可能な詳細の表示をクリックします。詳細を印刷す
るには、[ファイル]→[印刷] を選択します。
関連トピック

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページ
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システムとイベントの検索
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、2 種類の検索を実行できます。システム名またはキーワー
ドで検索する基本検索と、追加の条件を使用する高度な検索です。

基本検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルで、システム名またはキーワードを入力します。文字をタイプすると、ドロップダウ
ン リストが表示され、入力した文字で始まる名前のシステムのリストが表示されます。リストには
最大 12 のシステムが表示され、システムのヘルス ステータスを示すアイコンが示されます。検索
されたシステムの数が 12 を超える場合、リストの一番下に省略符号が表示されます。入力を続け
ると、リストの項目が絞られてきます。

2. 次のいずれかを実行します。

a. マウスまたはキーボードの上下方向の矢印キーを使用して、システムを選択します。Enter キー
を押して、選択したシステムの [システム ページ] に移動します。
または

b. システムは選択しません。Enter キーを押すか、検索をクリックします。[検索結果] ページが
表示され、条件を満たすシステムがすべて表示されます。

注記: ドロップダウン メニューを非表示にするには、Esc キーを押します。

高度な検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。
2. [システム]、[イベント]、[クラスタ] のいずれかを選択したのち、定義基準を選択します。
3. 表示をクリックします。[検索結果] ページが表示されます。
[検索] パネルを最小化するには、パネルの右上隅の最小化アイコンをクリックします。[検索] パネルを
最大化するには、パネルの右上隅の最大化アイコンをクリックします。

[ツール検索]
[検索] パネルでは、[ツール検索] リンクも使用できます。HP SIM で使用できるツールを検索するには、
このリンクをクリックします。表示されるのは、ユーザの使用が許可されているツールだけです。ツー
ル検索の実行について詳しくは、「ツール検索」を参照してください。

関連プロシージャ

• 基本検索の実行

• 収集の保存

• システムの高度な検索の実行

• クラスタの高度な検索の実行

• イベントの高度な検索の実行

関連トピック

• 基本検索と高度な検索

• 検索条件

• システム ステータス タイプ

基本検索と高度な検索

基本検索

検索機能を使用すると、システムの詳細情報をその名前か共通システム属性から素早く取得できます。
たとえば、システム名や、サーバ、HP-UX、またはストレージなどの属性について検索することができ
ます。

検索フィールドに入力できるのは、英数字、~、-、.、_、'、およびスペースだけです。
文字をタイプすると、ドロップダウン リストが表示され、入力した文字で始まる名前のシステムのリス
トが表示されます。リストには最大 12 のシステムが表示され、システムのヘルス ステータスを示すア
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イコンが示されます。検索されたシステムの数が 12 を超える場合、リストの一番下に省略符号（...）
が表示されます。入力を続けると、リストの項目が絞られてきます。マウスまたは矢印キーを使用して、
表示するシステムを選択することができます。また、システムを選択しない場合は、Enter キーを押す
か 検索をクリックして、指定した条件について検索を行います。
ドロップダウン リストでシステムを選択すると、そのシステムの [システム ページ] が表示されます。
システムを選択せずに Enter キーを押すか、または 検索をクリックした場合は、[検索結果] ページに、
条件を満たすシステムのリストが表示されます。リストの名前をクリックすると、そのシステムの [シ
ステム ページ] が表示されます。ターゲット システムに似たシステム名がデータベース内にない場合、
[検索結果] ページには、条件を満たすエントリがないと表示され、再度検索、あるいは高度な検索の実
行という、オプションが提供されます。

高度な検索

[高度な検索] ページにアクセスするには、[検索] パネルの [高度な検索] リンクをクリックします。
[高度な検索] ページの最上部で、[検索対象] ボックスの [システム]、[イベント]、または [クラスタ] を
選択すると、システム検索、イベント検索、クラスタ検索を作成できます。次に、検索で使用する条件
を指定できます。検索の実行結果は収集で表示されます。選択した条件は、収集定義として保存するこ
ともできるので、その検索は後で再実行できます。保存した収集は、[システム] または [イベント] とし
て [システムおよびイベント収集] パネルに保存されます。これらの収集は、プライベートまたは共有と
して保存することができます。

階層表示

一部の検索条件では、階層表示が必要です。階層条件の例として、オペレーティング システム、イベン
ト タイプ、ソフトウェア/ファームウェアが挙げられます。
この場合、比較演算子選択ボックスは、特定ツリー レベルに適した構文を含む選択ボックスに置き換え
られます。最も複雑なケースは、ソフトウェア/ファームウェア条件です。ソフトウェア/ファームウェ
アを選択すると、一連の検索条件が、ツリー形式で下に追加されます。

• コンポーネント タイプ

• オペレーティング システム

• カテゴリ タイプ

• 名前

• バージョン

この場合、上位レベルの選択ボックスで選択を行うと、下位レベルのボックスで利用可能な選択肢が更
新されます。

名前を付けて保存

名前を付けて収集を保存をクリックすると、[名前を付けて収集を保存] セクションが表示されます。[名
前] フィールドに検索の名前を入力し、保存場所を選択します。詳細については、「収集の保存」を参
照してください。

表示

表示をクリックすると、検索結果が検索フレームの下に表示されます。この機能を使用すると、検索結
果を保存する前にプレビューしたり、検索結果は保存せずに検索だけを実行したりすることができます。

関連プロシージャ

• 基本検索の実行

• 収集の保存

• システムの高度な検索の実行

• クラスタの高度な検索の実行

• イベントの高度な検索の実行

関連トピック

• システムとイベントの検索
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基本検索の実行

一致するシステム名と共通システム属性を指定し、基本システム検索を行うには、次の手順を実行しま
す。

基本検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルに、システム名またはキーワードを入力します。
文字をタイプすると、ドロップダウン リストが表示され、入力した文字で始まる名前のシステムが
表示されます。リストには最大 12 のシステムが表示され、システムのヘルス ステータスを示すア
イコンが示されます。検索されたシステムの数が 12 を超える場合、リストの一番下に省略符号
（...）が表示されます。入力を続けると、リストの項目が絞られてきます。
注記：ドロップダウン リストを非表示にするには、Esc キーを押します。

• 単一システムの [システム ページ] を表示するには、マウスまたはキーボードの上下方向の矢
印キーを使用してそのシステムを選択し、Enter キーを押します。

• 複数のシステムまたはシステム属性を検索する場合は、ドロップダウン リストのシステムを選
択しないでください。Enter キーを押すか、検索をクリックします。[検索結果] ページが表示
され、条件を満たすすべてのシステムのリストが表示されます。

2. [検索結果] ページから新たに検索を開始する場合は、[再検索条件] フィールドにシステム名または
属性を入力し、ドロップダウン リストで [システム名] または [一般的なシステム属性] を選択しま
す。表示をクリックします。新しい [検索結果] が表示されます。
注記：一般的なシステム属性には、完全 DNS 名、デバイス ホスト名、シリアル番号、オペレーティ
ング システム タイプ、オペレーティング システム バージョン、オペレーティング システムの説
明、オペレーティング システム名、製品モデル、システム タイプ、IP アドレスが含まれます。
注記：システムの数が多い場合、共通システム属性を使用する検索は時間がかかる可能性がありま
す。これは、データベース内の複数の属性の数に検出済みシステムの数を掛けた回数の検索が行わ
れるからです。

3. （省略可能）検索結果が表示されたら、次のいずれかの操作を実行できます。

• 検索結果を保存します。名前を付けて収集を保存をクリックし、検索の名前を入力して収集の
保存場所を選択します。詳細については、「収集の保存」を参照してください。検索結果を保
存するには、OK をクリックします。[検索結果] ページに戻るには、キャンセルをクリックし
ます。

• より高度な検索を実行します。詳細をクリックします。[高度な検索] ページが表示されます。
高度な検索オプションの詳細については、「基本検索と高度な検索」を参照してください。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• システムの高度な検索の実行

• イベントの高度な検索の実行

• クラスタの高度な検索の実行

関連トピック

• システムとイベントの検索

• 基本検索と高度な検索

• 検索条件

システムの高度な検索の実行

システムを対象に高度な検索を実行するには、以下の手順を参照してください。次の図は、システムの
[高度な検索] ページを示しています。
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システムの高度な検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。
2. [検索対象] ドロップダウン リストから [システム] を選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、検索条件を選択します。
注記：検索条件によっては、その条件に該当する値を備えるシステムが検出されるまでは、値が表
示されない場合があります。その場合、値を利用できるまで条件は表示されません。

4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、比較演算子オプションを選択し
ます。

注記：条件が異なると、比較演算子も異なります。比較演算子オプションは、選択した条件に従っ
て変化します。たとえば、[オペレーティング システム] を条件として選択すると、使用できる比較
演算子は、次、次の文字を含む、次の文字で始まる、次の文字で終わる、と等しい名前、次以外、
を次の文字に含まない、次の文字で始まらない、次の文字で終わらない、と等しくない名前、にな
ります。詳細については、「検索条件」を参照してください。

5. 第 3 選択ボックス（値選択）で、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値のいずれか
をドロップダウン リストから選択するか、必要な情報を入力ボックスに入力します。

6. 条件をさらに追加するには、追加をクリックします。システム検索をすぐに実行するには、表示を
クリックします。検索条件を削除するには、削除をクリックします。検索結果を収集として保存す
るには、名前を付けて保存をクリックします。実行と 名前を付けて保存の詳細については、「基本
検索と高度な検索」を参照してください。

注記：表示または 名前を付けて保存をクリックすると、条件は並べ替えられます。条件タイプが同
じ場合は OR 条件として、異なる場合は AND 条件として、それぞれ設定されます。

7. 表示をクリックすると、検索結果が表示されます。結果の削除または印刷を選択できます。検索結
果の削除の詳細については、「検索ビューからのシステム検索結果の削除」を参照してください。
検索結果の印刷の詳細については、「システム検索結果の印刷」を参照してください。

関連プロシージャ

• 検索ビューからのシステム検索結果の削除

• システム検索結果の印刷

• 収集の保存

• イベントの高度な検索の実行

• クラスタの高度な検索の実行

• 基本検索の実行

関連トピック

• システムとイベントの検索

• 基本検索と高度な検索

• 検索条件
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システム検索結果の印刷

1. [検索結果] ページが表示されたら、表示をクリックします。結果が表示されます。
2. [印刷] をクリックします。

結果が印刷されます。

注記：[印刷] ダイアログ ボックスが隠れている可能性があります。[印刷] ダイアログ ボックスを表
示する場合は、Windows のタスク バーを表示します。
以下の機能は HP Systems Insight Manager（HP SIM）ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません。この問
題の回避方法については、「印刷機能」を参照してください。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティン
グ システムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルへの印刷をキャンセルすることはできません。

• 検索結果全体は印刷できますが、選択したシステムに関する情報を印刷することはできませ
ん。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、システム検索結果は印刷されません。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• 検索ビューからのシステム検索結果の削除

関連トピック

• システムの高度な検索の実行

検索ビューからのシステム検索結果の削除

注記: リストから複数のシステムを削除すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

1. 検索結果が表示されたら、検索から削除するシステムを選択し、削除をクリックします。「このシ
ステムを削除しますか?」と確認するダイアログ ボックスが表示されます。

2. システムを削除するには、OK をクリックします。システムを削除せずに [検索結果] ページに戻る
には、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• システムの高度な検索の実行

• システム検索結果の印刷

関連トピック

• システムとイベントの検索

イベントの高度な検索の実行

イベントを対象に高度な検索を実行するには、以下の手順を参照してください。次の図は、イベントの
[高度な検索] ページを示しています。
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注記: [システムおよびイベント収集] パネルから[システム]→[イベント]→[共有]→[サービス イベン
ト]→[すべての HP サービス イベント] を選択して、あらゆるタイプのすべてのサービス イベントを素
早く表示することができます。

イベントの高度な検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。
2. [検索対象] ドロップダウン リストから [イベント] を選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、検索条件を選択します。
注記：[イベント タイプ] を選択している場合、詳細については、「イベント タイプ条件」を参照し
てください。

注記：検索条件によっては、その条件に該当する値を備えるシステムが検出されるまでは、値が表
示されない場合があります。その場合、値を利用できるまで条件は表示されません。

4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、比較演算子オプションを選択し
ます。

注記：条件が異なると、比較演算子も異なります。比較演算子オプションは、選択した条件に従っ
て変化します。たとえば、[オペレーティング システム] を条件として選択すると、使用できる比較
演算子は、次、次の文字を含む、次の文字で始まる、次の文字で終わる、と等しい名前、次以外、
を次の文字に含まない、次の文字で始まらない、次の文字で終わらない、と等しくない名前、にな
ります。

5. 第 3 選択ボックス（値選択）で、条件と比較演算子の特定の組み合わせに対応する値のいずれかを
ドロップダウン リストから選択するか、必要な情報を入力ボックスに入力します。

6. 別の条件を追加するには、追加をクリックします。イベント検索をすぐに実行するには、表示をク
リックします。検索条件を削除するには、削除をクリックします。検索をリストとして保存するに
は、名前を付けて保存をクリックします。実行と 名前を付けて保存の詳細については、「基本検索
と高度な検索」を参照してください。

7. 表示をクリックすると、検索結果が表示されます。結果の削除または印刷を選択できます。検索結
果の削除の詳細については、「検索ビューからのシステム検索結果の削除」を参照してください。
検索結果の印刷の詳細については、「システム検索結果の印刷」を参照してください。

注記：HTTP イベントによって作成された新しいイベント タイプを検索するには、イベント カテゴリ選
択ごとにイベントを選択し、[およびタイプ名が] リストからイベント タイプを選択してください。
関連プロシージャ

• 収集の保存

• イベント検索結果の削除

• イベント検索結果の印刷

関連トピック

• システムとイベントの検索

• 基本検索と高度な検索

• 検索条件

イベント検索結果の印刷

1. [検索結果] ページが表示されたら、表示をクリックします。結果が表示されます。
2. 印刷をクリックします。

結果が印刷されます。

注記：[印刷] ダイアログ ボックスが隠れている可能性があります。[印刷] ダイアログ ボックスを表
示する場合は、Windows のタスク バーを表示します。
以下の機能は HP Systems Insight Manager（HP SIM）ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問
題の回避方法については、「印刷機能」を参照してください）。
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• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティン
グ システムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルへの印刷をキャンセルすることはできません。

• 検索結果全体は印刷できますが、選択したイベントに関する情報を印刷することはできませ
ん。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、イベント検索結果は印刷されません。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• イベント検索結果の削除

関連トピック

• イベントの高度な検索の実行

イベント検索結果の削除

注記: リストから複数のイベントを削除すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

1. 検索結果が表示されたら、検索から削除するイベントを選択し、削除をクリックします。「このシ
ステムを削除しますか?」と確認するダイアログ ボックスが表示されます。

2. イベントを削除するには、OK をクリックします。イベントを削除せずに [検索結果] ページに戻る
には、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• イベント検索結果の印刷

関連トピック

• システムとイベントの検索

クラスタの高度な検索の実行

クラスタを対象に高度な検索を実行するには、以下の手順を参照してください。次の図は、クラスタの
[高度な検索] ページを示しています。

クラスタの高度な検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。
2. [検索対象] ドロップダウン リストから [クラスタ] を選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、検索条件を選択します。
注記：検索条件によっては、その条件に該当する値を備えるシステムが検出されるまでは、値が表
示されない場合があります。その場合、値を利用できるまで条件は表示されません。

4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、比較演算子オプションを選択し
ます。

注記：条件が異なると、比較演算子も異なります。比較演算子オプションは、選択した条件に従っ
て変化します。
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5. 第 3 選択ボックス（値選択）で、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値のいずれか
をドロップダウン リストから選択するか、必要な情報を入力ボックスに入力します。

6. 条件をさらに追加するには、追加をクリックします。クラスタ検索をすぐに実行するには、表示を
クリックします。検索条件を削除する場合は、削除をクリックします。また、検索を収集として保
存する場合は、名前を付けて保存をクリックします。実行と 名前を付けて保存の詳細については、
「基本検索と高度な検索」を参照してください。

7. 表示をクリックすると、検索結果が表示されます。結果の削除または印刷を選択できます。検索結
果の削除の詳細については、「検索ビューからのシステム検索結果の削除」を参照してください。
検索結果の印刷の詳細については、「システム検索結果の印刷」を参照してください。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• クラスタ検索結果の削除

• クラスタ検索結果の印刷

関連トピック

• システムとイベントの検索

• 基本検索と高度な検索

• 検索条件

クラスタ検索結果の印刷

1. [検索結果] が表示されたら、表示をクリックします。結果が表示されます。
2. 印刷をクリックします。

結果が印刷されます。

注記：[印刷] ダイアログ ボックスが隠れている可能性があります。[印刷] ダイアログ ボックスを表
示する場合は、Windows のタスク バーを表示します。
以下の機能は HP Systems Insight Manager（HP SIM）ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問
題の回避方法については、「印刷機能」を参照してください）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティン
グ システムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

• ファイルへの印刷をキャンセルすることはできません。

• 検索結果全体は印刷できますが、選択したクラスタを印刷することはできません。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、クラスタ検索結果は印刷されません。

関連プロシージャ

• 収集の保存

• クラスタ検索結果の削除

関連トピック

• クラスタの高度な検索の実行

クラスタ検索結果の削除

1 つ以上のクラスタを、保存する前にクラスタ検索から削除するには、次の手順を実行します。

注記: 収集から複数のクラスタを削除すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

注記:  クラスタ メンバが含まれているクラスタは削除できません。クラスタとそのクラスタ メンバを
削除するには、[システムおよびイベント収集] パネルの [すべてのシステム] 収集を選択します。次に、
クラスタとそのすべてのメンバを選択して、削除をクリックします。

検索ビューからクラスタを削除するには、次のように操作します。
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1. 検索結果が表示されたら、検索から削除するクラスタを選択し、削除をクリックします。「このシ
ステムを削除しますか?」と確認するダイアログ ボックスが表示されます。

2. システムを削除するには、OK をクリックします。クラスタを削除せずに [検索結果] ページに戻る
には、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• クラスタの高度な検索の実行

• クラスタ検索結果の印刷

関連トピック

• システムとイベントの検索

検索条件

収集の作成時には、多くの条件から選択することができます。実行するタスクは 1 つの収集に関連付け
られますが、1 つの収集には数多くの条件を含めることができます。
また、条件を含めないようにすることもできます。たとえば、タイプがサーバであるすべてのシステム
を含め、特定のプロセッサ タイプであるすべてのシステムを含めないようにすると、ネットワーク上の
サーバに、より区別されたサブセットが提供されます。このフィルタリングを実行するには、[次] 比較
演算子か [次以外] 比較演算子を選択します。
より一般的に使われる条件としては、システム タイプ、IP アドレス、製品名、およびハードウェア ス
テータスがあります。それほど使用しない条件には、イベント タイプ選択（トラップ カテゴリ）、プ
ロセッサ、管理プロトコル、メモリ範囲があります。イベント収集には、システム条件とイベント条件
の両方が含まれます。ただし、イベント条件は、システム収集には適用されません。

複数の条件を選択する場合、システムは収集に含まれるシステムに対するすべての条件を満たす必要が
あります。たとえば、指定した IP 範囲内のシステムのうち、RAM が 32MB 以上のシステムを選択した
場合、収集は、指定した IP 範囲にあるシステムであっても、RAM が 32MB 未満のシステムを返しませ
ん。

多数の個別システム選択または多数の異なる選択条件を含む複合収集は、実行するのにより多くのシス
テム リソースが必要です。タスクが収集に関連する場合、パフォーマンスに対する影響を最小限に抑え
るため、できるだけ収集を簡略化してください。

検索対象システム収集条件

システムの資産番号を示すユーザ定義フィールド資産管理番号。

特定のクラスタに属するシステムクラスタ メンバーシップ。

完全なDNS 名、システムのホスト名、シリアル番号、オペレー
ティング システムの種類、オペレーティング システムのバー
ジョン、オペレーティング システムの説明、オペレーティング
システムの名前、製品モデル、システム タイプ、IP アドレスな
ど、一般属性を備えるシステム

一般属性。

システムのステータス情報の連絡先を示すユーザ定義フィール
ド

連絡先。

システムのサービス契約または保証の期限が指定した日数以内
に切れます。このオプションは、HP Service Essentials Remote
Support Pack がインストールされている場合に使用できます。

契約および保証の有効期限。

システム グループの識別名。認証に使用される収集の作成に使
用できます。完全な識別名を知らなくても、この値を比較条件
として指定することができます。動的認証のサポートにより、
HP SIM 認証内での、ディレクトリ内のグループ メンバーシッ
プの有効化、変更、反映、および動的な更新が可能になりま
す。

ディレクトリ グループ。

特定のエンクロージャ名のセットごとにエンクロージャに含ま
れるシステム（エンクロージャ自体は含まれない）

エンクロージャ。

指定したハードウェア ステータス タイプ（クリティカル、無
効、メジャー、マイナー、正常、および不明）のシステム

ハードウェア ステータス。

指定した範囲内の IP アドレスを持つシステム。IP アドレス。

システムの物理的な位置を示すユーザ定義フィールド設置場所。
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HTTP、WBEM、DMI、または SNMP の各プロトコルの 1 つま
たは複数を実行するシステム

管理プロトコル。

指定した範囲内のメモリを持つシステム（詳細については、
「メモリ範囲の条件」を参照してください）

メモリ範囲。

IP が実行されているシステムネットワーク プロトコル。

システムの識別名。認証に使用される収集の作成に使用できま
す。完全な識別名を知らなくても、この値を比較条件として指
定することができます。動的認証のサポートにより、HP SIM
認証内での、ディレクトリ内のグループ メンバーシップの有効
化、変更、反映、および動的な更新が可能になります。

組織単位（OU）。

指定されたオペレーティング システムか、バージョン番号、ま
たはその両方を含むシステム

オペレーティング システム。

指定したプロセッサ タイプか速度、または、その両方を含むシ
ステム

プロセッサ。

指定された製品名のシステム製品名。

特定のラック名のセットごとにラックに含まれるシステム（ラッ
ク自体は含まれない）

ラック。

システムのシリアル番号を示すユーザ定義フィールドシリアル番号。

特定のサーバの役割が設定されたシステム（詳細については、
「サーバの役割の条件」を参照してください）

サーバの役割。

指定したサービス ステータスを備えるシステムサービス ステータス。

特定のソフトウェアまたはファームウェア バージョンがインス
トールされているシステム（詳細については、「ソフトウェア
およびファームウェアの条件」を参照してください）

ソフトウェア/ファームウェア。

特定のシステム名のセットを含むシステムシステム名。

特定のクライアント属性が定義されたシステム。クライアント
属性は、通常、いずれかの HP ProLiant Essentials プラグインに
よって使用および設定され、プラグインのいずれかが使用でき
るように確保されます。

システム設定。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）データベース内の製品
サブタイプ フィールドで検索可能（たとえば、パワーエンク
ロージャ、エンクロージャ、VM ホストなど）。

システム サブタイプ。

標準のシステム タイプで識別されるシステム。システム タイ
プには、クラスタ、デスクトッ プ、エンクロージャ、管理プロ
セッサ、ハンドヘルド、プリンタ、リモート アクセス デバイ
ス、リピータ、ルータ、サーバ、スイッチ、不明、ワークス
テーションなどがあります。

システム タイプ。

管理コンソールを信頼する Web 対応エージェント、または信
頼しない Web 対応エージェントを含むシステム

信頼ステータス。

特定の Web サーバまたは Web エージェントをインストール
したシステム

Web エージェント。

システムの単純なドメイン名。認証に使用される収集の作成に
使用できます。完全な識別名を知らなくても、この値を比較条
件として指定することができます。動的認証のサポートによ
り、HP SIM 認証内での、ディレクトリ内のグループ メンバー
シップの有効化、変更、反映、および動的な更新が可能になり
ます。

Windows ドメイン。

注記：[高度な検索] ページでは、上記のシステム収集条件をイベント収集条件としても利用できます。

検索対象イベント収集条件

特定担当者が割り当てられているイベント（詳細については、
「担当者条件」を参照してください）

連絡先。

状態が、確認済み、未確認、確認中のうちいずれかになってい
るが、ページが自動イベント処理 UI で開いているときは表示
されないイベント（詳細については「確認済みステータスの条
件」を参照してください）

確認ステータス。

特定イベント カテゴリ選択に属するイベント選択イベント カテゴリ。
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カテゴリ選択指定時間内に発生したイベント、または特定の日
数以上、または以内に発生したイベントで、ページが自動イベ
ント処理 UI で開いているときは表示されないもの。

イベント時間。

タイプごとに（上記の）カテゴリによってグループ化されたイ
ベントで、その表示は各カテゴリのイベント タイプによるカテ
ゴリのツリー（詳細については、「イベント タイプ条件」を参
照してください）

イベント タイプ。

指定した深刻度レベル（クリティカル、情報、メジャー、マイ
ナー、正常、警告）を持つイベント

深刻度。

Remote Support Pack サービス ケースのステータス（Assigned
for processing、closed、Delivered to HP、In Transit、Other、
Submitted to Remote Support、Undelivered）。このオプション
は、Remote Support Pack がインストールされている場合に使
用できます。詳細については、「HP Service Essentials Remote
Support Pack」を参照してください。

サービス ケース ステータス。

検索対象クラスタ収集条件

指定したクラスタ監視リソースを持つクラスタクラスタ監視リソース。

特定クラスタ名に含まれるシステムクラスタ名。

標準のクラスタ タイプで識別されるクラスタ。クラスタ タイ
プの例としては、MSCS クラスタ、TruCluster Production Server
クラスタ、TruCluster Server クラスタ、OpenVMS クラスタ、
SCO UnixWare7 NonStop クラスタ、HP Serviceguard クラス
タがあります。

クラスタ タイプ。

指定された IP アドレスのクラスタIP アドレス

特定のクラスタステータス レベル（クリティカル、メジャー、
マイナー、正常、および不明）を持つクラスタ

ステータス タイプ。

ソフトウェアおよびファームウェアの条件

ソフトウェア/ファームウェア条件は、選択したレポジトリ内のカスタム サポート パックやインストー
ルされているソフトウェア/ファームウェア コンポーネントを探して、HP SIM データベースに一致する
ものがあるかどうかを調べます。これにより、HP SIM データベースを使用して、ターゲット システム
にインストールされているソフトウェアとファームウェアを照合できます。

注記:  データベースから取得された情報は、その情報が保存されている言語で表示されます。レポジ
トリから取得された情報は、ブラウザのロケールに対応する言語で表示されます。

注記:  HP SIM の以前のバージョンで保存された検索結果も、新しい UI を使用してサポートされます。
HP Support Pack に対する検索はサポートされていないため、このコンポーネントはフィルタによりツ
リー データから除外されます。HP Support Pack が選択されている条件を含むクエリからはシステムが
返されることがなかったため、HP Support Pack は削除されました。このリストには、ユーザが作成した
カスタム サポート パックは引き続き表示されますが、HP Support Pack を含む以前に保存した収集は、
引き続き UI に表示されます。

オペレーティング システム用のエントリがないソフトウェア コンポーネントは、[およびオペレーティ
ング システムが] 選択項目の [Other] オプションの下に表示され、カテゴリ用のエントリがないソフト
ウェア コンポーネントは、[およびカテゴリ タイプが] 選択項目の [Other] オプションの下に表示されま
す。データベースでは、保存されているオペレーティング システムおよびカテゴリの名前が新しいオペ
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レーティング システムやカテゴリと正確には一致しないため、HP SIM の古いバージョンで保存された
ソフトウェア/ファームウェア条件では、これはよくあることです。
HP-UX システムにインストールされたソフトウェアおよびファームウェアを検索することができます。
HP-UX は、管理対象 HP-UX システムにインストールされているソフトウェアとファームウェアの情報を
使用して HPUX-Product および HPUX-Bundle テーブルにデータを埋め込みます。これらのテーブルから
取得されるデータは、ターゲット マシンにインストールされている各ソフトウェア/ファームウェアの
名前、キャプション、およびバージョンです。[およびオペレーティング システムが] ドロップダウンに
は、新しいエントリが、HP-UX Bundles and Products として追加されます。[およびソフトウェア/
ファームウェアが] ドロップダウン リストには、2 つの新しいカテゴリ（[Bundles] および [Products]）
が追加されます。これらのテーブルのいずれかにデータがない場合は、該当するテーブルのカテゴリは
表示されません。これらのテーブルのいずれかからのデータがない場合、オペレーティング システム
[HP-UX Bundles and Products] は表示されません。

• カスタム サポートと比較する場合、カスタム サポート パックで使用できる比較演算子は、[＝] の
みです。また、HP SIM では、カスタム サポート パックがシステムに実際にインストールされてい
るかどうかを判断できず、カスタム サポート パックのすべてのコンポーネントがシステムにイン
ストールされているかどうかしか判断できません。カスタム サポート パックのすべてのコンポー
ネントがリストに載っている場合に限って、システムはこの検索によって返されます。カスタム サ
ポート パックのすべてのコンポーネントがシステムにインストールされていることは非常に少ない
ので、この条件は慎重に使用してください。

• この条件は、ソフトウェア バージョン ステータス ポーリング タスクによって埋められた SQL デー
タベース テーブルから情報を取得します。このテーブルは、HP SIM のソフトウェア更新タスクま
たはファームウェア更新タスクでソフトウェアがインストールされる場合も更新されます。した
がって、HP SIM を使用せずにシステムにソフトウェアをインストールまたはアンインストールし
た場合、およびソフトウェア バージョン ステータス ポーリング タスクを最後に実行した後では、
この検索は正しい結果を返さない場合があります。

確認済みステータスの条件

ユーザは、以下のようなイベント ステータスの検索を実行できます。

• [すべて]。ステータスが、確認済み、未確認、確認中のいずれかになっているすべてのイベントを
含みます。

• [確認済み]。確認済みのイベントを含みます。

• [未確認]。未確認のイベントを含みます。

• [確認中]。処理中のタスクからのイベントを含みます。これらのイベントは、イベントの完了後に、
未確認ステータスになります。

サーバの役割の条件

サーバの役割条件は、システムかイベントの収集検索で、ユーザは 1 つ以上の役割の一致するサーバの
リストを表示できます。サーバの役割は、HP Insight マネジメント エージェント 5.4 以上で利用できる、
ユーザが設定する値です。条件を作成するには、[高度な検索] ページの [条件] ドロップダウン リストで
サーバの役割を選択し、条件比較演算子オプションを選択します。

担当者条件

ユーザは、特定ユーザに割り当てられた特定イベントで検索できます。[担当者] 収集条件を選択すると、
結果はスクロール可能なユーザのリストとなり、その中から複数のユーザを選択できます。

注記:  ユーザが選択されていない場合、「これらのイベントについての割り当てがありません。」と
いうエラー メッセージが表示されます。イベント テーブル ビュー ページから担当者を追加してくださ
い。
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イベント タイプ条件

注記:  1 つの検索では、イベント タイプ条件を 1 つだけ使用できます。

[イベント タイプ] 条件を使用する場合は、[次]、[次以外] など、比較条件を選択する必要があります。
イベント カテゴリ選択によって編成された、イベント タイプのツリー ビューが表示されます。次に、
ツリーに含まれる [タイプ] ボックスで、検索するタイプを選択してください。表示される各イベント
タイプについて、関連するすべてのタイプも表示されます。関連するタイプ（WBEM 表示）は、一致す
る SNMP トラップとともにまとめられサブカテゴリを形成します。イベント タイプは、サブカテゴリ
の下に表示されます。カテゴリ全体を選択したり、 をクリックしてブランチを展開し、個々のカテゴ

リを選択したり、 をクリックしてブランチを折り畳んだりすることができます。条件をさらに追加す
るには、追加をクリックします。検索をすぐに実行するには、表示をクリックします。検索結果を保存
するには、名前を付けて保存をクリックします。名前を付けて保存の使用方法の詳細については、「収
集の保存」を参照してください。

注記: トラップの特定バージョン（たとえば、[Array Accelerator Bad Data, Version. 1]）が選択可能な
場合、すべてのバージョンを選択してください。一部の管理対象システムで新バージョンまたは旧バー
ジョンのエージェントが動作している可能性があるためです。すべてのバージョンを選択すれば、イベ
ント収集にすべてのバージョンのエージェントを含めることができます。

Automatic Sign-In Server Failure イベント タイプは、サーバ側の認証で一般的なエラーが発生したことを
示すために使用します。このイベントは、通常、ドメインでサービス プリンシパル名（SPN）が設定さ
れていない場合に表示されます。

メモリ範囲の条件

収集に含めることができるシステムのメモリ範囲を設定できます。複数グループを、一度に 1 つ、以下
の範囲から選択できます。

• [指定量に等しいメモリ（=）] 指定した量に等しいメモリを含むシステムが含まれます。

• [指定量に等しくないメモリ（!=）] 指定した量に等しくないメモリを含むシステムが含まれます。

• [指定量より少ないメモリ（<）] 指定した量未満のメモリを持つシステムが含まれます。

• [指定量以下のメモリ（<=）] 指定した量以下のメモリを含むシステムが含まれます。

• [指定量より多いメモリ（>）] 指定した量を超えるメモリを持つシステムが含まれます。

• [指定量以上のメモリ（>=）] 指定した量以上のメモリを含むシステムが含まれます。

• [メモリ範囲（が次の範囲内）] 指定した範囲のメモリを含むシステムが含まれます。
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関連トピック

• システムとイベントの検索

リファレンス
[システム] と [イベント] の参照セクションには、すべてのシステム共有収集、イベント共有収集、クラ
スタ共有収集、非表示収集名など、リスト命名規則に関する情報が含まれています。

関連トピック

• 収集命名規則

• デフォルト共有収集

デフォルト共有収集

共有システム収集

すべてのユーザが、共有収集を表示できます。ただし、管理者権限があるユーザのみが、共有収集の作
成、編集、削除を実行できます。

次の共有デフォルト システム収集は、[システム タイプ] によって分類されています。

• [すべてのシステム] データベース内のすべての検出済みシステムを含みます。

• [すべてのサーバ] データベースに保存されている、検出されたすべてのサーバを含みます。

• [すべての VSE リソース] データベースに保存されている、検出されたすべての Virtual Server
Environment（VSE）リソースを含みます。
以下の項目は、[すべての VSE リソース] に含まれます。

• [すべての nPartition サーバ] 複合体タイプを持つタイプによって検出されるすべてのシステ
ムを含みます。

• [すべての HP Integrity VM ホスト] サーバ タイプおよび HP Integrity 仮想マシン ホスト サブ
タイプを持つタイプによって検出されるすべてのシステムを含みます。

• [すべての Virtual Partition サーバ] サーバ タイプおよび HP 仮想パーティション サーバ サブ
タイプを持つタイプによって検出されるすべてのシステムを含みます。

• [すべてのリソース パーティション] リソース パーティション タイプを持つタイプによって
検出されるすべてのシステムを含みます。

• [すべての共有リソース ドメイン] 共有リソース ドメイン タイプを持つタイプによって検出
されるすべてのシステムを含みます。

• [すべての HP Serviceguard クラスタ] クラスタ タイプおよび HP Serviceguard サブタイプを
持つタイプによって検出されるすべてのシステムを含みます。

• [すべてのスタンドアロン サーバ] HP 9000 または Integrity スタンドアロン システムである
タイプによって検出されるすべてのシステムを含みます。

• [すべての Integrity VM ゲスト] 検出されたすべての仮想マシン ゲストを含みます。

• [すべての nPartition] 検出されたすべての nPartition を含みます。

• [すべての Virtual Partition] 検出されたすべての仮想パーティションを含みます。

• [HP BladeSystem] データベースに保存されている、検出されたすべてのブレードを含みます。

以下の項目は、[HP BladeSystem] に含まれます。

• [すべての p-Class エンクロージャ] p-Class ブレード、スイッチ、エンクロージャ、および
ラックを含む p-Class コンポーネント用の p-Class ラックをすべて含みます。

• [すべての e-Class エンクロージャ] 統合クライアント インフラストラクチャ（CCI）ブレー
ド PC、e-Class ブレード、およびエンクロージャ用の e-Class エンクロージャをすべて含みま
す。
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• [スペア システム] 

• [メンテナンスを必要としているシステム] 

• [すべての c-Class ラック] c-Class ブレード、スイッチ、c-Class エンクロージャ、Onboard
Administrator およびラックを含む c-Class コンポーネント用の c-Class ラックをすべて含みま
す。

• [ストレージ システム] データベースに保存されている、検出されたすべてのストレージ システ
ムを含みます。

以下の項目は、[ストレージ システム] に含まれます。

• [すべてのストレージ システム] データベースに保存されている、検出されたすべてのスト
レージ システムを含みます。

• [すべてのストレージ ホスト] データベースに保存されている、検出されたすべてのストレー
ジ ホストを含みます。

• [すべてのストレージ スイッチ] データベースに保存されている、検出されたすべてのスト
レージ スイッチを含みます。

• [すべてのストレージ アレイ] データベースに保存されている、検出されたすべてのストレー
ジ アレイを含みます。

• [すべてのテープ ライブラリ] データベースに保存されている、検出されたすべてのテープ
ライブラリを含みます。

• [すべてのラック] データベースに保存されている、検出されたすべてのラックを含みます。

• [すべてのエンクロージャ] データベースに保存されている、検出されたすべてのエンクロージャ
を含みます。

• [すべてのクライアント] データベースに保存されている、検出されたすべてのクライアントを含
みます。

• [すべてのネットワーク デバイス] ルータ、スイッチ、リピータ、リモート アクセス システムな
ど、データベース内の検出されたすべてのネットワーク システムを含みます。

• [すべてのプリンタ] データベースに保存されている、検出されたすべてのプリンタを含みます。

• [すべての管理プロセッサ] データベースに保存されている、検出されたすべての管理プロセッサ
を含みます。

• [すべての仮想マシン ホスト] 検出されたすべての仮想マシン ホストを含みます。
注記： HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack がインストールされていない場合、
仮想マシン収集をサポートするために、この収集を手動で作成する必要があります。

• [GSX および VMware Server ホスト] 検出されたすべての GSX および VMware サーバ ホス
トを含みます。

• [ESX ホスト] 検出されたすべての ESX ホストを含みます。

• [仮想サーバ ホスト] 検出されたすべての仮想サーバ ホストを含みます。

• [すべての仮想マシン ホスト] 検出されたすべての仮想マシン ホストを含みます。

• [仮想マシン] 検出されたすべての仮想マシンを含みます。
注記： HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack がインストールされていない場合、
仮想マシン収集をサポートするために、この収集を手動で作成する必要があります。

• [GSX および VMware Server 仮想マシン] 検出されたすべての GSX および VMware サーバ
仮想マシンを含みます。

• [ESX 仮想マシン] 検出されたすべての ESX 仮想マシンを含みます。
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• [Virtual Server 仮想マシン] 検出されたすべての仮想サーバ仮想マシンを含みます。

• [すべての仮想マシン] 検出されたすべての仮想マシンを含みます。

• [すべての仮想マシン ファーム] 検出されたすべての仮想マシン ファームを含みます。
注記： HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack がインストールされていない場合、
仮想マシン収集をサポートするために、この収集を手動で作成する必要があります。

以下の収集は、[ステータス別システム] によって分類されています。

• [クリティカル システム] データベース内のクリティカル ステータスを持つすべてのシステムを
含みます。

• [メジャー システム] データベース内のメジャー ステータスを持つすべてのシステムを含みます。

• [マイナー システム] データベース内のマイナー ステータスを持つすべてのシステムを含みます。

• [正常システム] データベース内の正常ステータスを持つすべてのシステムを含みます。

• [無効なシステム] データベース内の無効なステータスを持つすべてのシステムを含みます。

以下の収集は、[オペレーティング システム別システム] によって分類されています。

• [HP-UX] データベースに保存されている、HP-UX と同等のオペレーティング システムを搭載する
すべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows Server 2003] データベースに保存されている、Windows Server 2003 と同等
のオペレーティング システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows 2000] データベースに保存されている、Windows 2000 と同等のオペレー
ティング システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows NT] データベースに保存されている、Windows NT と同等のオペレーティン
グ システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Novell NetWare] データベースに保存されている、NetWare と同等のオペレーティング システ
ムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [SCO UNIX] データベースに保存されている、SCO UNIX と同等のオペレーティング システムを
搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows XP] データベースに保存されている、Windows XP と同等のオペレーティン
グ システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows 95、98、ME] データベースに保存されている、Windows 95、98、または
ME と同等のオペレーティング システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [HP Tru64 UNIX] データベースに保存されている、HP Tru64 UNIX と同等のオペレーティング シ
ステムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [HP OpenVMS] データベースに保存されている、OpenVMS と同等のオペレーティング システム
を搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Red Hat Linux] データベースに保存されている、Red Hat Linux と同等のオペレーティング シス
テムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [SuSE Linux] データベースに保存されている、SuSE Linux と同等のオペレーティング システムを
搭載するすべてのシステムを含みます。

• Linux データベースに保存されている、Linux と同等のオペレーティング システムを搭載するすべ
てのシステムを含みます。

• [HP NonStop Server] データベースに保存されている、NonStop Server と同等のオペレーティング
システムを搭載するすべてのシステムを含みます。
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• [未展開] データベースに保存されている、未展開と同等のオペレーティング システムを搭載する
すべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows Vista] データベースに保存されている、Microsoft Windows Vista と同等のオ
ペレーティング システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

• [Microsoft Windows Server 2008] データベースに保存されている、Microsoft Windows Server
2008 と同等のオペレーティング システムを搭載するすべてのシステムを含みます。

以下の収集は、[タイプ別クラスタ] によって分類されています。

• [すべてのクラスタ] データベースに保存されているすべてのクラスタを含みます。

• [MSCS クラスタ] データベースに保存されているすべての MSCS クラスタを含みます。

• [OpenVMS クラスタ] データベースに保存されているすべての OpenVMS クラスタを含みます。

• [HP TruCluster] データベースに保存されているすべての HP TruClusters を含みます。

• [HP Serviceguard] データベースに保存されているすべての HP Serviceguard クラスタを含みます。

以下のデフォルト収集は、[ステータス別クラスタ] によって分類されています。

• [クリティカル クラスタ] データベース内のクリティカル ステータスを持つすべてのクラスタを
含みます。

• [メジャー クラスタ] データベース内のメジャー ステータスを持つすべてのクラスタを含みます。

• [マイナー クラスタ] データベース内のマイナー ステータスを持つすべてのクラスタを含みます。

• [正常クラスタ] データベース内の正常ステータスを持つすべてのクラスタを含みます。

• [不明クラスタ] データベース内の不明ステータスを持つすべてのクラスタを含みます。

以下は、[システム機能] 収集です。

• [データ収集リスト] 検出されたすべてのシステムを含み、データ収集の実行に使用されます。

• [ステータス ポーリング リスト] 検出されたすべてのシステムとその現在のステータスを含みま
す。

• [サーバ ステータス ポーリング リスト] 検出されたすべてのサーバ、クラスタ、管理プロセッサ
と、その現在のステータスを含みます。

• [非サーバ ステータス ポーリング リスト] 検出されたすべての非サーバとその現在のステータス
を含みます。

以下の収集は、HP Storage Essentials がインストール済みの場合に追加されます。
[管理された Storage Essentials] HP Storage Essentials によって管理されるすべてのストレージ システ
ムを含みます。

HP Service Essentials Remote Support Pack および HP SIM が同じ Windows CMS にインストールされて
いる場合、次の収集が追加されます。

[Remote Support Eligible] システムのサポートを有効にし、サポートの資格を取得している場合、シス
テムの Remote Support Pack サポートをリストします。適切なサポート資格がないのにシステムが有効
にされると、Remote Support ソフトウェアにイベントは送信されますが、監視されないため応答は行わ
れません。システムのリモート監視を有効または無効にする方法については、Remote Support Pack のマ
ニュアルを参照してください。

共有イベント収集

すべてのユーザが、共有イベント収集を表示できます。ただし、管理者権限があるユーザのみが、共有
収集の作成、編集、削除を実行できます。

以下の共有イベントは、[深刻度別イベント] によって分類されています。
• [すべてのイベント] システムで発生した、すべてのイベントが含まれます。イベントはデータベー

スに記録されています。
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• [重要なイベント] イベントの状態に関係なく、データベースのすべてのクリティカル イベントと
メジャー イベントが含まれます。

• [重要な未確認イベント] すべての未確認なクリティカル イベント、メジャー イベント、確認中
のイベントが含まれます。

• [情報イベント] イベントの状態に関係なく、データベースのすべての情報イベントが含まれます。

次のイベントは、[サインイン イベント] 収集です。

• [すべてのサインインおよびサインアウト イベント] 管理者権限があるユーザと、中央管理サーバ
（CMS）で正しい権限を持つユーザは、サインイン イベントとサインアウト イベントを表示でき
ます。ただし、管理者権限があるユーザのみが、イベントの詳細を表示できます。

• [すべての失敗したサインイン イベント] 管理者権限があるユーザと、CMS で正しい権限を持つ
ユーザは、エラー サインイン イベントを表示できます。ただし、管理者権限があるユーザのみが、
イベントの詳細を表示できます。

[サービス イベント] 収集は、次のとおりです。

• [すべての HP サービス イベント] データベースに保存されている、イベント タイプが HP サービ
ス イベントのすべてのサービス イベントが含まれます。
注記：サービス イベントは、ハードウェア メンテナンスなどの保守作業が必要であることを示し
ます。該当する場合には、サービス イベントを開いて、推奨措置やコール ステータスを確認する
ことができます。

注記：サービス イベントは、Remote Support Pack および Open Service Event Manager（OSEM）
から取得できます。サービス イベントを HP SIM に送信するようにこれらのツールを設定するに
は、HP の Web サイト http://h18023.www1.hp.com/support/svctools/ （英語）にアクセスして、
Remote Support Pack のマニュアル、および『How to change the HP SIM Host Name』の
OSEM のマニュアルを参照してください。これらのイベントを受信するために、サービス契約が必
要な場合があります。

次のイベントは [時間別イベント] 収集です。

• [すべての Virtual Machine Management イベント] データベースに保存されている、すべての仮想
マシン管理イベントを含みます。

以下の収集は、HP Storage Essentials がインストール済みの場合に追加されます。
[Storage Essentials] すべての HP Storage Essentials イベントが含まれます。
関連プロシージャ

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• イベント収集のカスタマイズ

関連トピック

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

• システム テーブル ビュー ページ

• イベント テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• システム タイプ

• サービス通知イベント

• HP Storage Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の変化

収集命名規則

[システム] や [イベント] に名前を付ける場合は、次のガイドラインに従ってください。

• プライベート収集を除いて、収集名はすべて一意である必要があります。

• [システム]、[イベント]、およびすべての共有収集という用語は、HP Systems Insight Manager（HP
SIM）で予約されています。収集名として、これらの用語を使用しないでください。
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• 収集の名前に複数のスペース文字が入っている場合、1 文字のスペース文字に圧縮されます。たと
えば、収集に

「My Collection」という名前を付けても、「My Collection」

として保存されます。

• 収集名として、次の記号を使用しないでください。<、>、"、&、'、_、+、|、%、\、/、および;

• 収集を保存すると、[システムおよびイベント収集] パネルの下に名前が表示されます。収集名はす
べて一意である必要があります。

• すべての [システム] や共有収集の名前と一致する名前をプライベート収集に付けることはできませ
んが、セカンド ユーザのプライベート収集の名前と一致する名前を付けることはできます。

• プライベート収集を作成して名前の重複エラーが表示される場合は、その名前が他のユーザのプラ
イベート収集に存在する可能性があります。

関連トピック

• システム、クラスタ、イベントの監視

• イベント テーブル ビュー ページ

• システム テーブル ビュー ページ

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• リファレンス
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第10章ストレージ統合
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、SNMP および SMI-S ストレージ デバイスを検出します。

• HP SIM 環境でストレージ デバイスを使用する方法については、「SNMP を使用したストレージ統
合」および「SMI-S を使用したストレージ統合」を参照してください。

• ストレージ デバイスの検出手順については、「SNMP を使用したストレージの検出」、「SNMP
を使用したストレージの検出について」（SNMP デバイスの場合）、および「ストレージ システ
ムに対する HP SIM の設定」（SMI-S デバイスの場合）を参照してください。

関連トピック

• ストレージ システムの表示

• ストレージ システム レポートの表示

• ストレージ アレイ容量の表示

• HP Storage Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の変化

• HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

SMI-S を使用したストレージ統合
ストレージ システムについて

ストレージ システムには、SAN に接続されたファイバ チャネル ディスク アレイ、スイッチ、テープ
ライブラリ、ホスト（ファイバ チャネル ホスト バス アダプタ搭載）などがあります。HP Systems Insight
Manager（HP SIM）は、WBEM SMI-S プロバイダを使用して、ストレージ システムからデータを検出
し収集します。HP SIM の最新のデバイス サポート情報および SMI-S プロバイダの入手とインストール
については、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/hpsim/providers （英語）を参照してくださ
い。

デフォルト収集 [ストレージ システム] は、[システムおよびイベント収集] パネルのツリー内の [タイプ
別システム] の下にリストされます。[ストレージ システム] の下に表示される収集は、次のとおりです。

• [すべてのストレージ システム]。このカテゴリには、SMI-S プロバイダを介して検出されたすべて
のデバイスが含まれます。

• [すべてのストレージ ホスト]。ストレージ ホストとは、ホスト バス アダプタ（HBA）によって、
ストレージ エリア ネットワーク（SAN）に接続されているサーバ、デスクトップ、またはワーク
ステーションのことです。ストレージ ホストは、[すべてのサーバ] および [すべてのシステム] 収
集にも組み込まれます。

• [すべてのストレージ スイッチ]。ストレージ スイッチとは、SAN に接続されているファイバ チャ
ネル スイッチのことです。ストレージ スイッチは、[すべてのシステム] および [すべてのネット
ワーク デバイス] 収集にも組み込まれます。

• [すべてのストレージ アレイ]。ストレージ アレイとは、SAN に接続するために、ファイバ チャネ
ル コントローラを使用するディスク アレイのことです。ストレージ アレイは、[すべてのシステ
ム] 収集にも組み込まれます。

• [すべてのテープ ライブラリ]。テープ ライブラリとは、SAN に接続されているテープ ドライブの
ことです。テープ ライブラリは、[すべてのシステム] 収集にも組み込まれます。

関連プロシージャ

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

• ストレージ システム レポートの表示

• ストレージ システムの表示

• ストレージ アレイ容量の表示

関連トピック

• HP Storage Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の変化
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HP Systems Insight Manager 用 SMI-S について
SMI-S（Storage Management Initiative Specification）は、ストレージ ネットワークとストレージ デバイ
スの相互運用管理を可能にする SNIA（Storage Networking Industry Association）規格です。HP Systems
Insight Manager（HP SIM）は、この規格を使用して、サポートするストレージ システムを検出および
管理しています。

SMI-S について
SMI-S は、ストレージ ネットワーク内の各コンポーネントについて、互いに共通性のない複数の管理対
象オブジェクト モデル、プロトコル、およびトランスポートを、オブジェクト志向の単一モデルと置き
換えます。SMI-S 仕様は、ストレージ管理ソリューションの標準化を目的に、SNIA によって策定されま
した。SMI-S により各ベンダが提供するストレージ デバイスが各社専用のものでなくなるため、HP SIM
などの管理アプリケーションは、多数のベンダが提供するストレージ デバイスを短時間で確実にサポー
トできるようになります。SMI-S は、ストレージ エレメントをベンダ別ではなく、タイプ別に検出およ
び管理します。

主要なコンポーネント

SMI-S の主要なコンポーネントは次のとおりです。

• 共通情報モデル（CIM）

• Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）

• Service Location Protocol（SLP）

CIM
CIM（WBEM のデータ モデル）は、システム、ネットワーク、アプリケーション、およびサービスに管
理情報の共通定義を提供すると同時に、各ベンダによる拡張を許可します。SMI-S は、ストレージ向け
に CIM を解釈したものです。CIM は、オブジェクト志向技術を使用して、一貫したデータ定義とデー
タ構造を提供します。CIM エレメントの定義に使用される標準言語が、MOF（Managed Object Format）
です。また、UML（Unified Modeling Language）が、オブジェクトと関係のグラフィック表示（ボック
スおよびラインを使用）に使用されます。

WBEM
WBEM は、エンタープライズ コンピューティング環境の管理を統一するために開発された、管理とイ
ンターネットの標準技術を 1 つにまとめたものです。WBEM には、次の仕様が含まれています。

• xmlCIM：文書型定義（DTD）に基づいて XML エレメントを定義します。XML エレメントは、CIM
クラスとインスタンスの表示に使用できます。

• CIM Operations over HTTP：CIM オペレーションの HTTP へのマッピングを定義します。トランス
ポート メカニズムとして使用します。

SLP
コンピュータなどのデバイスは、事前に設定されていなくても、SLP によってローカル エリア ネット
ワーク内のサービスを検出できます。SLP は、小規模な非管理ネットワークから大規模なエンタープラ
イズ ネットワークへの拡大を目的にして設計されました。

プロファイル

SMI-S は、プロファイルを中心に構成されます。プロファイルとは、ストレージ サブシステムのクラス
に関わるオブジェクトを記述したものです。SMI-S には、アレイ、ファイバ チャネル ホスト バス アダ
プタ（HBA）、ファイバ チャネル スイッチ、およびテープ ライブラリのプロファイルが含まれます。
NAS ヘッドなどの他のストレージ デバイスのプロファイルは将来追加されると見込まれています。プ
ロファイルは、CIM サーバに登録され、SLP を使用してクライアントに通知されます。HP SIM は、管理
するプロファイルを決定し、CIM モデルを使用して実際の構成および機能を検出します。
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SMI-S の実装
SMI-S は、次のコンポーネントを使用して実装します。

• CIM サーバ（CIM オブジェクト マネージャ、または CIMOM と呼ばれます）。CIM クライアント
からの WBEM 要求をリスン（CIM operations over HTTP）して応答します。

• CIM プロバイダ。特定のタイプの管理対象リソース（HP MSA アレイなど）と通信し、CIMOM に
そのリソースの情報を提供します。理論上では、複数のタイプのデバイス（HP MSA アレイと
Brocade スイッチなど）のプロバイダを同じ CIMOM にプラグインできます。ただし、実際には、
すべてのストレージ ベンダが CIMOM と単一プロバイダをセットにして提供しているため、ベン
ダの異なるソリューションはうまく共存しません。

これらのコンポーネントは、いくつかの方法で提供されます。

• 組み込みエージェント：ハードウェア デバイスに SMI-S エージェントが内蔵されています。その
デバイスを管理できるようにするために別のソフトウェアをインストールする必要はありません。

• SMI ソリューション：ホストにインストールされたエージェントがハードウェアまたはソフトウェ
アに付属しています。エージェントは、デバイスに接続して固有の識別情報を取得する必要があり
ます。これは HP のすべてのストレージ デバイスやほとんどの SAN デバイスで使用されている方
法です。

クライアント、サーバ、およびプロバイダ

システム管理者は、CIM クライアントを使用して CIM サーバと情報を交換します。CIM サーバは、リ
ソースを管理する CIM プロバイダと通信します。
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WBEM 通信

上の図にあるように、CIM クライアントと CIM サーバ（CIMOM）の間の通信は、CIM/WBEM 仕様の
定義に基づき、3 つの異なるレベルで発生します。
関連トピック

• ストレージ統合

• ストレージ システムの表示

• ストレージ システム レポートの表示

• ストレージ アレイ容量の表示

• HP Storage Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の変化

• HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

ストレージ システムに対する HP SIM の設定

ストレージ システムに対する HP Systems Insight Manager の設定
HP SIM とストレージ システムの通信を正しく設定するには、次の手順を実行します。

HP SIM を設定して、ストレージ システムを検出するようにする
HP Systems Insight Manager（HP SIM） は、ストレージ システムを検出し、識別します。
ストレージ システムを検出し、そのデータを収集するには、次のように操作します。
1. ストレージ システムで、SMI-S プロバイダのインストールと設定が完了していることを確認しま

す。SMI-S プロバイダの入手とインストールについては、http://h18013.www1.hp.com/products/
servers/management/hpsim/smi-s-providers.html （英語）にある [HP Systems Insight Manager
Storage management and SMI-S providers] および http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual
にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレーション ガイド』 にある HP SIM ユーザ ガ
イドを参照してください。

2. 「グローバル プロトコル設定」ページの [デフォルト WBEM 設定] セクションで、SMI CIMOM の
ユーザ名とパスワードを入力します。

3. 各 SMI CIMOM IP アドレスを [システム自動検出] タスクに追加するか、新しい検出タスクを作成
します。手順については、「検出タスクの編集」および「新規検出タスクの作成」を参照してくだ
さい。

ストレージ システムは、次の自動検出タスクの後に検出されます。ストレージ システムをすぐに
検出する場合は、検出タスクを実行してください。手順については「検出タスクの実行」を参照し
てください。
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WBEM イベントの予約
ストレージ システムの SMI-S プロバイダが WBEM イベントをサポートしており、イベント ビュー ペー
ジに WBEM イベントを表示したい場合は、ストレージ システムについて WBEM イベントを予約する
必要があります。手順については「WBEM イベントの予約」を参照してください。
関連プロシージャ

• グローバル プロトコル設定

• WBEM イベントの予約

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの実行

• 新規検出タスクの作成

• ストレージ システムの表示

• ストレージ システム レポートの表示

関連トピック

• SMI-S を使用したストレージ統合

ストレージ システムの表示
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、収集および個々のストレージ システムのストレージ シス
テム情報を表示できます。

ストレージ システム収集の表示
ストレージ システム収集を表示するには、次のように操作します。
1. システムおよびイベント収集パネルで、[システム]、[共有]、[タイプ別システム]、[ストレージ シ

ステム] の順に展開します。
2. 次のいずれかを選択します。

• [すべてのストレージ システム]。

• [すべてのストレージ ホスト]。

• [すべてのストレージ スイッチ]。

• [すべてのストレージ アレイ]。

• [すべてのテープ ライブラリ]。

その収集のシステム テーブル ビュー ページが表示されます。詳細については、「システム テーブル
ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

個々のストレージ システムの表示
個々のストレージ システムを表示するには、次のように操作します。
1. システムおよびイベント収集パネルで、[システム]、[共有]、[タイプ別システム]、[ストレージ シ

ステム] の順に展開します。
2. 表示するシステムを含むストレージ システム収集を展開します。
3. 表示するストレージ システムの名前をクリックします。
そのシステムの [システム ページ] が表示されます。詳細については、「システム ページ」を参照して
ください。

関連プロシージャ

• ストレージ システムに対する HP SIM の設定

• ストレージ システム レポートの表示

• ストレージ アレイ容量の表示

関連トピック

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート
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• SMI-S を使用したストレージ統合

ストレージ システム レポートの表示
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、定義済みおよびカスタマイズ済みのストレージ システム レ
ポートを提供します。

HP Storage Essentials がインストールされている場合、HP SIM ストレージ システム レポートには、デー
タは表示されません。HP SIM と HP Storage Essentials の 2 つのソースから同じデータが収集されない
ようにするために、SMI-S デバイスからの HP SIM によるデータ収集が無効になっているため、この情
報が表示されます。HP Storage Essentials でのストレージ システム レポート機能については、HP Storage
Essentials のマニュアルを参照してください。
ストレージ システム レポートの各フィールドの詳細については、「レポート ビュー」を参照してくだ
さい。

既存のストレージ システム レポート
次の定義済みレポートを使用できます。

• ストレージ デバイス容量 — すべてのストレージ アレイは、ストレージ アレイの容量使用の詳細
をレポートします。

• ストレージ デバイス コントローラ — すべてのストレージ アレイは、各ストレージ アレイ コント
ローラの、ステータス、ポート数、および使用中のポート数をレポートします。

• ストレージ デバイス インベントリ — すべてのストレージ アレイは、各ストレージ アレイ の、ベ
ンダ、ステータス、およびポート情報をレポートします。

• ストレージ デバイス インベントリ — すべてのストレージ スイッチは、各ストレージ スイッチの、
ベンダ、ステータス、およびポート情報をレポートします。

• ストレージ HBA— すべてのストレージ ホストは、ストレージ ホストに取り付けられている各ホス
ト バス アダプタ（HBA）の、ベンダ、ステータス、およびポート情報をレポートします。

• ストレージ論理ユニット — すべてのストレージ アレイは、すべてのストレージ アレイ上のすべて
の LUN の LUN 情報とステータスをレポートします。

• ストレージ ポート — すべてのストレージ アレイは、すべてのストレージ アレイのポート情報を
レポートします。

• ストレージ ポート — すべてのストレージ ホストは、すべてのストレージ ホスト HBA のポート情
報をレポートします。

• ストレージ ポート — すべてのストレージ スイッチは、すべてのストレージ スイッチのポート情
報をレポートします。

• チェンジャ デバイス — すべてのテープ ライブラリは、すべてのテープ ライブラリの名前、ファー
ムウェア バージョン、およびステータスをレポートします。

• メディア アクセス デバイス — すべてのテープ ライブラリは、すべてのテープ ライブラリの名前、
ファームウェア バージョン、およびステータスをレポートします。

注記: 既存のレポートの表示手順については、「システム レポート」を参照してください。

カスタム レポート。
カスタム レポートの作成手順については、「レポートの追加」を参照してください。
関連プロシージャ

• システム レポート

• レポートの追加

関連トピック

• レポート機能

• SMI-S を使用したストレージ統合

• レポートの印刷
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• リファレンス情報

• レポート ビュー

ストレージ アレイ容量の表示
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、ストレージ アレイの容量に関する情報を表示できます。

すべてのアレイのストレージ容量の表示

すべてのアレイのストレージ容量を確認するには、[ストレージ デバイス容量-すべてのストレージ アレ
イ] レポートを実行します。手順については「システム レポート」を参照してください。

単一アレイのストレージ容量の表示

1. [システムおよびイベント収集] パネルで、[システム]、[共有]、[タイプ別システム]、[ストレージ
システム]、[すべてのストレージ アレイ] の順に展開します。

2. ストレージ アレイを選択します。

3. [容量情報] の横の アイコンをクリックします。

関連プロシージャ

• ストレージ システム レポートの表示

• ストレージ システムの表示

関連トピック

• SMI-S を使用したストレージ統合

• ストレージ アレイ用の [システム] タブ

HP Storage Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の
変化

HP Storage Essentials がインストールされている場合、HP Systems Insight Manager（HP SIM）環境が次
のように変わります。

• HP Storage Essentials 項目が [ツール]、[展開]、 [最適化]、[診断]、[レポート]、[タスク & ログ]、
および [オプション] メニューに追加されます。このメニュー項目の詳細については、HP Storage
Essentials のマニュアルを参照してください。

• [Storage Essentials Systems] という共有収集が、[システムおよびイベント] パネルに追加されま
す。

• 以下の収集が、[Storage Essentials Systems] に含まれます。[SE Cluster Nodes]、[All SE
Systems]、[SE Hosts]、[SE Switches]、[SE Storage Arrays]、および [SE Tape Libraries]

• ストレージ システムが HP Storage Essentials で管理される場合、[システム] タブにはストレージ固
有の情報は表示されません。また、[ツール & リンク] タブの、[HP Storage Essentials Pages] セ
クションに [SE System Properties] リンクが表示されます。このストレージ システムの HP Storage
Essentials デバイス ページを表示するには、[SE System Properties] リンクをクリックします。

• ストレージ ホストについては、HP Storage Essentials は、[ツール & リンク] ページに、[System
Application Discovery Settings] リンクを追加します。HP Storage Essentials システム アプリケー
ション検出の基本設定にアクセスするには、このリンクを使用してください。

• HP Systems Insight Manager（HP SIM）ストレージ システム レポートには、データは表示されませ
ん。これは、HP SIM と HP Storage Essentials の 2 つソースから同じデータが収集されないように
するために、SMI-S デバイスからの HP SIM によるデータ 収集が無効になっているからです。HP
Storage Essentials でのストレージ システム レポート機能については、HP Storage Essentials のマ
ニュアルを参照してください。

• HP SIM のデータ収集レポートのストレージ テーブルには、データは登録されません。これは、HP
SIM の SMI-S データ収集が無効になっているからです。

• HP Storage Essentials で管理されるストレージ システムは、[管理された Storage Essentials] のサ
ブタイプを表示し、[SMI] サブタイプは表示しません。
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• HP SIM は、ストレージ システムの SMI-S プロバイダをポーリングすることにより、デバイスのヘ
ルス ステータスを判定します。HP Storage Essentials が、SMI-S 以外の方法でストレージ アレイ、
ストレージ スイッチ、またはテープ ライブラリを検出した場合、HP SIM は、デバイス のステー
タスを 不明に設定します。

• HP SIM で編集されるシステム プロパティは、HP Storage Essentials には転送されません。

• HP Storage Essentials システムに対しては、監視の停止/回復コマンドは無効になります。

• HP Storage Essentials イベントは、次のように処理されます。

HP Storage Essentials イベントは、すべてのストレージ システムの、[システム ページ] の [イ
ベント] タブに表示されます。

•

• [Storage Essentials] という収集が、[システムおよびイベント収集] パネルの [イベント] の
下の共有収集のリストに追加されます。

• HP SIM でイベントが確認されると、HP Storage Essentials でも確認されます。

• HP SIM でイベントを削除すると、HP Storage Essentials でも同じイベントが削除されます。

• HP Storage Essentials でイベントが確認されると、HP SIM でも確認されます。

• HP Storage Essentials でイベントを削除しても、HP SIM ではそのイベントは削除されません。

• HP SIM でイベントに追加されるコメントは、HP Storage Essentials には転送されません。

• [イベント詳細] セクションのリンクにより、HP Storage Essentials の対応するイベント詳細を
表示できます。

• [検出] ページの [自動] タブに、HP Storage Essentials 検出プロセスのステータスが表示され、HP
Storage Essentials 検出ログへのリンクが提供されます。

• [検出] ページの [自動] タブの [すべての検出のための一般設定] セクションには、HP Storage Essentials
グローバル アプリケーション設定コンフィギュレーション ページへのリンクが表示されます。

• HP Storage Essentials がインストールされていると、Storage Essentials ツールのツールボックスが
[ユーザおよび認証] ページの [ツールボックス] タブに追加されます。

• HP SIM と HP Storage Essentials が同時に使用される場合、[ユーザおよび認証] タブはユーザのセ
キュリティ管理のための命令とリンクによって更新されます。

• HP SE がシステム用のデバイス マネージャの URL を検出すると、[システム Web アプリケーショ
ン ページ] セクションにある HP SIM の [ツール & リンク] ペｰジに URL が追加されます。

• 同じコンピュータに HP SIM と HP SE をインストールすると、HP SIM から HP SE 管理ステーショ
ンを削除することができません。

• HP SIM ファーストタイム ウィザードと [検出] ページが、HP SE ライセンスに関する情報で更新さ
れます。

注記: HP Storage Essentials の詳細については、HP Storage Essentials のマニュアルを参照してくださ
い。

関連トピック

• SMI-S を使用したストレージ統合

• HP Storage Essentials の概要

SNMP を使用したストレージ統合
概要

ストレージ デバイスは、リアル タイム アクセス システムとバックアップ システムに分類できます。リ
アル タイム アクセス システムは、内部ディスク、冗長ディスク（RAID）、テープ ライブラリ、スト
レージ エリア ネットワーク（SAN）、およびネットワーク接続ストレージ（NAS）にさらに分類でき
ます。

ほとんどのデータ センタでは、次のようにシステムを組み合わせています。

• 小規模ビジネス。 ほぼ全体的に内部ディスク ドライブ
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• 中規模ビジネス。 内部ディスクと RAID システムのさまざまな組み合わせ

• 大規模ビジネス。 内部ディスク、RAID、SAN や NAS のさまざまな組み合わせ

• エンタープライズ ビジネス。 ほとんどが大規模な SAN か NAS であり、RAID と内部ディスク
が存在することもある。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、監視対象のシステムの内部ディスク ドライブの情報を取得
できます。HP SIM が、上記システムのそれぞれで管理と設定をアクティブに実行するという意味ではあ
りません。

HP SIM は、以下を実行できます。

• サーバに直接接続されているストレージ システムの検出と識別

• テープ ライブラリなど、ネットワーク上のストレージ システムの検出と識別

• HP StorageWorks Command View ストレージ デバイス マネージャ システムの検出と識別

• ストレージ システム イベントを受信し、システムで動作している Command View 経由で、または
テープ ライブラリ管理カードからイベントを生成したシステムに関連付けること

• イベントのコンテキストから、またはイベントを生成した Command View を実行しているシステ
ムのコンテキストから、適切な管理アプリケーションをコンテキストに合わせて起動すること

ストレージ イベント
HP SIM により、管理者は、インベントリの監視、ハードウェア リソース、およびシステムに影響する
システム ソフトウェアの設定と管理ができるようになります。
管理者は HP SIM により、ハードウェア ステータスの完全な概要を確認できます。ストレージ イベント
では、ストレージ リソースの可用性に影響する可能性があって、システムとアプリケーションの可用性
に影響することがある問題の存在について通知を受けることができます。HP SIM では、WBEM イベン
トや SNMP トラップにより、詳細イベント メッセージを受信します。このイベントでは、システム、
および影響されるディスクが識別され、エラー番号が提供されて、詳細と問題の説明について調べるこ
とができるようになります。イベント詳細には、イベントを生成した Command View サーバへのリン
クも含まれます。HP SIM では、ディスクか RAID サブシステムが、内部ストレージのドライブを管理す
るコントローラに関連付けられます。

ストレージ インベントリ詳細
HP SIM インベントリでは、内部ディスク ドライブから次の情報の取得と保存が行われます。

• ディスク

ディスク スロットの総数•

• 使用済みスロット数

• スロット ID

• スロットのディスクのタイプ

• ディスク メーカ

• ディスク モデル

• ディスク部品番号

• ディスクの特性

• ファームウェア バージョン

• このディスクを管理するコントローラ ID

• コントローラ詳細

コントローラの総数•

• コントローラ タイプ

• コントローラ メーカ

• モデル番号
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• 部品番号

• このカードが設置されているスロット ID

• ファームウェア バージョン

• コントローラの特性

• RAID 詳細

RAID タイプ•

• RAID 設定

• SAN と NAS

ネットワーク アドレス•

• メーカ

• モデル

• IS と MNHA

部品番号•

• ディスクの総数

• ディスク詳細

• このシステムによってサービスされるサーバ

関連プロシージャ

• SNMP を使用したストレージの検出

• HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

関連トピック

• システム ページ

• SNMP を使用したストレージの検出について

• システム ページ

SNMP を使用したストレージの検出について

検出と識別

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、LAN 上のストレージ システム、および管理対象システム
かデバイスで動作している Command View ストレージ デバイス マネージャが検出されます。内部ディ
スクの場合、HP SIM インベントリ コンポーネントでは、インストールされているすべてのドライブ、
ディスク メーカ、モデル、ディスク タイプ、ファームウェア バージョン、システム内におけるドライ
ブの内部位置、管理に使用されているコントローラの詳細を識別できます。RAID ドライバの場合は、内
部ドライブ用に収集される詳細に加えて、RAID タイプ（1 から 5）とメーカも検出されます。SAN シ
ステムの場合、HP SIM では、SAN 上のデバイスを管理している Command View サーバが検出されま
す。

HP SIM では、ストレージ システムは、次のように表示されます。

• 内部ドライブ。 このシステムは、[プロパティ] ページ、およびインベントリ データベースにそ
れぞれのシステムのコンポーネントとして表示されます。

• テープ ライブラリ。 このデバイスは、識別されて、[すべてのシステム]、[すべてのストレージ
システム]、および [すべてのテープ ライブラリ] 収集に組み込まれます。

• SAN。 これらのデバイス用の Command View システムが識別され、Command View システムに
サービスしているシステムの [システム ページ] の [ツール & リンク] タブから使用できます。

注記: HP SIM では、SAN 管理アプリケーションと NAS 管理アプリ ケーションが検出され、ユーザ
は、このアプリケーションの起動時にシステム情報にアクセスできます。
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関連プロシージャ

• SNMP を使用したストレージの検出

• HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

関連トピック

• システム ページ

SNMP を使用したストレージの検出
HP Systems Insight Manager（HP SIM）が、CommandView を実行しているシステムを検出するプロセス
には、以下が含まれます。

注記: Command View へのリンクにアクセスするには、[ツール]→[システム情報]→[システム ペー
ジ]→[リンク] を選択します。

• ポート 80（http）の CV XP

• ポート 4096（http）の CV VA/SDM

• ポート 4095（http）の CV TL

• Command View EVA の検出は、ポート 2301 か 2381 における HP StorageWorks Storage
Management Applianace の検出にカプセル化されています。

HP SIM では、Web サーバにアクセスできるようにする必要があります。
Command View/SDM を設定するには、次のように操作します。
1. HP SIM CMS が、Command View サーバ設定の安全 IP 範囲内にあることを確認します。

• ホスト ベース。 CMS の IP アドレスは、.../sanmgr/hostagent/config/access.dat
に組み込まれています。

• Storage Area Manager 管理サーバ（該当する場合） CMS ステーションの IP アドレス
は、/sanmgr/managementserver/config/authorizedClients.dat に含まれていま
す。

2. Command View システムの検出か再識別を行うには、検出を実行します。検出の実行の詳細につい
ては、第5章 「検出と識別」を参照してください。

3. 検出が完了したら、HP SIM でシステムをグループ化し、[システム ページ] から Command View を
起動できます。[システム ページ] の詳細については、「システム ページ」を参照してください。

EVA MIB をロードするには、mxmib -a cpqhsv110v3.cfg と入力します。
注記：MIB のロードが完了するまでには、数分かかることがあります。MIB の詳細については、「MIB
の管理」 を参照してください。
関連プロシージャ

• HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

関連トピック

• システム ページ

• SNMP を使用したストレージの検出について

• 検出と識別

HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

ストレージ イベントの表示
ストレージ イベントを表示する方法には、次の 2 つがあります。

• [ツール]→[システム情報]→[システム ページ] を選択します。

• システム テーブル ビュー ページの [システム名] 列でシステム名をクリックします。
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タイプ グループによるストレージの作成
ESL や MSL など、テープ ライブラリのタイプのシステム用検索を作成したり、Command View システ
ムの各タイプの Web エージェント用検索を作成できます。

• HP StorageWorks Command View SDM Web エージェント == HP StorageWorks Command View
SDM の検索

• HP StorageWorks Command View XP Web エージェント == HP StorageWorks Command View XP
の検索

• HP StorageWorks Command View ESL。 Web エージェント == HP StorageWorks Command View
ESL の検索

• HP StorageWorks Tape Libraries。 システム タイプ == ストレージ デバイスの検索

• HP StorageWorks Management Appliance。 Web エージェント == Management module
hp_OpenView_Storage_Management_Appliance か Web エージェント == Management Module
OpenSANManager の検索

イベント収集と起動

イベントを受信するには、SNMP イベントを HP Systems Insight Manager（HP SIM） CMS に送信する
ように Command View ソフトウェアを設定する必要があります。
Command View SDM の場合：
Command View サーバの Windows NT 4.0 で SNMP トラップの宛先を設定するには、次のように操作
します。

1. [スタート]→[プログラム]→[管理ツール]→[サービス] を選択し、[SNMP Service] をダブルクリッ
クします。

[SNMP Service のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [トラップ] をクリックします。
3. public などのコミュニティ名を入力します。
4. 追加をクリックします。

5. ダイアログ ボックスの最下部で 追加をクリックします。
[SNMP サービスの構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

6. エンタープライズ管理ステーションのホスト名か IP アドレスを入力し、追加をクリックします。
SNMP トラップの宛先が追加されます。

7. 変更内容を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。
SNMP トラップの宛先を Windows 2000 で設定するには、次のように操作します。
1. [スタート]→[プログラム]→[管理ツール]→[サービス] を選択し、[SNMP Service] をダブルクリッ

クします。

[SNMP Service のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [トラップ] をクリックします。
3. public などのコミュニティ名を入力します。
4. 一覧に追加をクリックします。

5. ダイアログ ボックスの最下部で 追加をクリックします。
[SNMP サービスの構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

6. エンタープライズ管理ステーションのホスト名か IP アドレスを入力し、追加をクリックします。
SNMP トラップの宛先が追加されます。

7. 変更内容を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。
SNMP トラップの宛先を HP-UX で設定するには、次のように操作します。
1. テキスト エディタを使用し、次のファイルを開きます。

/etc/snmpd.conf
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2. snmpd.conf ファイルの末尾に、次の情報を挿入します。
trap-dest: X.X.X.X

X.X.X.X は、エンタープライズ管理ステーションの IP アドレスで置き換えてください。

3. snmpd.conf ファイルを保存して閉じます。
4. シェル コマンド プロンプトに以下を入力し、SNMP デーモンを停止します。

ps -ef | grep snmpd

kill -9 PID

PID は、前のコマンドで返されたプロセス ID で置き換えてください。

5. シェル コマンド プロンプトに以下を入力し、SNMP デーモンを再起動します。
snmpd

CMS で EVA 用に HSV MIB をロードするには、次のように操作します。
1. Windows オペレーティング システムでコマンド プロンプトを開きます。\Program Files\HP\

System Insight manager\mibs ディレクトリに移動します。MIB の詳細については「MIB の登
録」を参照してください。

2. mxmib -a cpqhsv110v3.cfg を実行します。
関連プロシージャ

• SNMP を使用したストレージの検出

• SNMP トラップの設定

関連トピック

• システム ページ
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第11章 タスクによる管理
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、タスクをスケジュールして実行し、システムとイベントを
管理できます。タスクは、HP SIM ツールを使用して実行するアクションです。タスク インスタンスは、
実行されたタスクの単一インスタンスです。

ユーザは、以下を実行できます。

• さまざまなタスクの作成

• タスクのスケジュール

• 作成したタスクの修正

• タスクの削除

• 実行中のタスクの停止

• タスク ステータスの表示

タスク情報は、以下のいずれかを選択することによって利用できます。

• [タスク & ログ]→[スケジュールされたすべてのタスクの表示]

• [タスク & ログ]→[タスク結果の表示]

注記: HP SIM には、システムが提供する（デフォルト）タスクがあります。このようなタスクは、無
効にしたり、スケジュールを変更したりすることはできますが、削除したり別のユーザに割り当て直し
たりすることはできません。HP SIM では、監視しているシステムの全容を把握するためにこれらのタス
クが必要です。

ユーザ権限と設定権の詳細については、第6章 「ユーザと認証」を参照してください。
関連プロシージャ

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• スケジュール済みタスクの実行

• タスクの停止

• タスク結果の削除

• レポートの印刷

• スケジュール済みタスクの編集

• スケジュール済みタスクの削除

• タスク結果の表示

関連トピック

• デフォルト システム機能について

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

• 時間フィルタの適用

• タスク ステータス タイプ

デフォルト システム機能について
ポーリング タスクでは、関連する収集に含まれるシステムのヘルス ステータスが追跡されます。シス
テムがいつオフラインになるか、またはハードウェアのパフォーマンスがいつ低下するかを判断するた
めには、システムのステータス ポーリングを定期的に行う必要があります。特定システムのポーリング
タスクをカスタマイズして、スケジュールした時刻に実行できます。また、ニーズに合わせて、さまざ
まな収集で、ポーリング タスクを作成することもできます。
イベントの受信に基づいてポーリング タスクが実行されるように設定することができます。イベント
ポーリング タスクは、イベント収集に関連付けられます。たとえば、システムからトラップを受信した
ときのハードウェア ステータス ポーリング タスクを設定することができます。
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イベント収集での変化の結果として実行されるようにポーリング タスクを設定すると、ポーリング タ
スクは、その収集に一致するイベントを生成するすべてのシステムに適用されます。

注記:  定期的なイベント収集に基づいてポーリング タスクをスケジュール設定することはおすすめで
きません。このようなタスクは、関連する収集でイベントが発生するたびに、一連のシステムで実行さ
れます。

注記:  ハードウェア ステータス ポーリング タスクを削除すると、システムは検出され続けますが、
そのステータスは更新されません。日単位システム識別タスクを削除すると、システムの管理における
変化を検出できなくなります。

以下のデフォルト タスクは、[スケジュールされたすべてのタスクの表示] ページで利用できます。

• 隔週データ収集

• デバイス識別（毎日）

• 90 日を経過したイベントを削除

• ハードウェア ステータス ポーリング -非サーバ

• ハードウェア ステータス ポーリング -サーバ

• 無効ではないシステム用のハードウェア ステータス ポーリング

• 初期データ収集

• 初期ハードウェア ステータス ポーリング

• ソフトウェア バージョン ステータス ポーリング

• 無効ではないシステム用のソフトウェア バージョン ステータス ポーリング

隔週データ収集

このタスクを使用してデータを収集します。このタスクは、[データ収集リスト] 収集に含まれるすべて
のシステムに対して実行されます。デフォルトのスケジュールでは、タスクが隔週の土曜日の正午に実
行されるように設定されています。

デバイス識別（毎日）

このタスクを使用して、ネットワーキング用のシステムなど、システムについての情報を収集します。
デフォルトでは、このタスクは 1 日 1 回実行されます。この情報は識別されデータベースに格納されま
す。

• 管理対象システム上でのシングル ログインとセキュア タスク実行（STE）のサポート

• システムの管理プロトコルのタイプ（HTTP、SNMP、DMI、および WBEM）

• システムのタイプおよびサブタイプ（サーバ、ストレージ、スイッチ、ルータなど）

• システムの製品名

• オペレーティング システムの名前およびバージョン

• システムで実行されている Web エージェント

• システムで実行されている Web ベースのソフトウェア（プリンタ管理ソフトウェアなど）

• 管理プロセッサとシステムの関係（システムとそのリモート Insight ボードなど）

• ストレージ プロキシおよび関連ストレージ システム

• Wake On LAN（WOL）情報

90 日を経過したイベントを削除
このタスクは、90 日を経過したイベントを削除します。イベントの合計数を制限することで、HP SIM
を維持するのに役立てることができます。デフォルトでは、このタスクは無効です。このタスクを有効
にするには、次のように操作します。

[スケジュールされたすべてのタスク] ページで、有効をクリックします。
タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
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インストレーションによっては、大容量のイベントがあることがあります。その場合は、タスクおよび
イベント収集をモデルとして使用し、たとえば、30 日を経過したイベントのイベント収集を作成して、
30 日を経過したイベントを削除するタスクを作成してください。

ハードウェア ステータス ポーリング -非サーバ
このタスクは、管理プロトコル（SNMP、WBEM など）によって、タイプがサーバ、クラスタ、または
管理プロセッサではないシステムのステータス情報を収集します。このタスクは、デフォルトで、スター
トアップ時と、その後は 10 分に 1 回ポーリングを実行します。

注記:  500 を超えるシステムを検出する場合は、間隔をデフォルトの 10 分間から増やす（例：1000
システムごとに 15 分）ことをおすすめします。

ハードウェア ステータス ポーリング -サーバ
このタスクは、サーバ、クラスタ、または管理プロセッサ タイプの SNMP、DMI、または WBEM シス
テムのステータス情報を収集します。このタスクは、デフォルトで、スタートアップ時と、その後は 5
分に 1 回ポーリングを実行します。

注記:  500 を超えるシステムを検出する場合は、間隔をデフォルトの 5 分間から増やす（例：1,000
システムごとに 10 分）ことをおすすめします。

無効ではないシステム用のハードウェア ステータス ポーリング
このタスクは、システムが無効状態から有効状態に変わったときに実行されます。このタスクを使用す
ると、システムの予定メンテナンス期間が無効に設定された後に最新のステータス情報を入手すること
ができます。

初期データ収集

このタスクは、WBEM、DMI、または SNMP が動作する多数のシステムから静的情報（シリアル番号、
モデル番号など）を収集します。収集されるデータのタイプについては、第17章 「リファレンス情報」
を参照してください。

初期ハードウェア ステータス ポーリング
このタスクは、新しく検出されたシステムでハードウェア ステータス ポーリングを実行します。この
ため、定期的なタスクが実行されるまで待たなくても、システムが有効なステータスを持つことができ
ます。

ソフトウェア バージョン ステータス ポーリング
これは、ソフトウェア バージョンの更新ステータスを判定するタスクで、7 日ごとに実行するように設
定されており、デフォルトでは深夜 12 時に実行されます。このタスクは、編集することができます。
また、いつでも手動で実行できます。

収集されるデータのタイプについては、「ソフトウェア ステータス ポーリング」を参照してください。

無効ではないシステム用のソフトウェア バージョン ステータス ポーリング
このタスクは、システムが無効状態から有効状態に変わったときにソフトウェア バージョン ツールを
実行します。これにより、HP SIM で、システムにロードされているソフトウェアのステータスが最新の
状態に保たれます。

収集されるデータのタイプについては、「ソフトウェア ステータス ポーリング」を参照してください。
関連プロシージャ

• タスクの作成

• スケジュール済みタスクの実行

• スケジュール済みタスクの編集

• レポートの印刷
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• スケジュール済みタスクの実行

• スケジュール済みタスクの編集

関連トピック

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

ターゲット確認のバイパス
タスク ウィザードの設定を、ツールの実行時に ターゲット システムの確認ページをバイパスするよう
に指定します。

タスク ウィザードの設定を指定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[タスク ウィザード設定] を選択します。[タスク ウィザード設定] ページが表示され

ます。

2. [すべてのターゲットが有効な場合、ターゲット確認ページをバイパスする。] を選択します。
3. ターゲットの確認ページに、すぐに実行するオプションやスケジュール設定のためのオプションが

含まれる場合、すぐに実行または スケジュールを選択します。すぐに実行を選択した場合、選択さ
れたツールはすぐに実行されます。スケジュールを選択した場合、ツールを選択すると [タスクの
スケジュール] ページが表示されます。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクの
スケジュール設定」を参照してください。

注記：このオプションが当てはまるのは、[Ping]、[システム ページ] など、ツールに対して選択さ
れたターゲット以外のユーザ入力を必要としないツールだけです。選択されたツールをスケジュー
ル設定できない場合は、そのツールに対しては すぐに実行オプションが使用されます。

4. OK をクリックします。設定が保存されたことを示すダイアログ ボックスが表示されます。
関連プロシージャ

• タスクの作成

• スケジュール済みタスクの実行

• タスク結果の表示

• タスク結果の削除

• レポートの印刷

• スケジュール済みタスクの編集

関連トピック

• 時間フィルタの適用

• タスクによる管理

タスクの作成
特定のシステムまたはイベントに対してツールを実行するタスクを作成します。

注記:  ターゲット システムが選択されていてそのシステムを確認したくない場合は、タスク ウィザー
ド設定を変更して、ターゲット確認ステップを省略できます。[オプション]→[タスク ウィザード設定]、
[すべてのターゲットが有効な場合、ターゲット確認ページをバイパスする。] を選択してください。詳
細については、「ターゲット確認のバイパス」を参照してください。

タスクを作成するには、次のように操作します。

1. HP SIM メニューからツールを選択します。通常は、[ターゲット システムの選択] ページが表示さ
れますが、ツールの選択の前にターゲットを選択している場合は、[ターゲット システムの確認]
ページが表示されます。

[OS] 列に、オペレーティング システムの最初の 40 文字が表示されます。オペレーティング シス
テムが 40 文字を超える場合は名前の最後の部分に省略記号が表示されます。カーソルを名前の上
に移動すると、オペレーティング システムの全体の名前が表示されます。

2. 複数または単一のターゲットを追加します。
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1. ターゲットを追加するために、ドロップダウン選択ボックスの上の 2 つのラジオ ボタン（[収
集] オプションまたは [検索] オプション）のいずれかを選択できます。これらのオプションは
ターゲット選択の方法を示すために使用します。また、キャンセルをクリックすると、ターゲッ
トは追加されません。

注記：ターゲットまたはフィルタについて個々のイベントを選択することはできません。その
ような選択が行われた場合、検索機能は使用できません。これらのケースでは、2 つのラジオ
ボタンは存在しません。

2. [収集] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスからターゲットを選択できます。
3. [検索] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスと 内容を表示ボタンが [クイッ

ク検索] ユーザ インタフェースに切り替わります。テキスト フィールドに デバイス名をタイプ
して、検索をクリックします。

注記：テキスト フィールドにタイプした文字と一致する デバイス名がある場合、一致する名
前を含む動的リストが表示されます。

4. 動的リストに表示される デバイス名のいずれかを選択すると、[クイック検索] ユーザ インタ
フェースの下に、選択したシステムを含む システム テーブルが表示されます [検索結果] に表
示されるアイテムはデフォルトで選択されて（チェックマークが付いて）います。[検索結果]
テーブルで 1 つ以上のアイテムが選択されている場合、適用ボタンが有効になります。適用ボ
タンをクリックしたとき追加されるのは、選択されているアイテムだけです。

注記：表示される デバイス名の最大数は、6 です。

5. 検索をクリックすると、テキスト フィールドにタイプされた文字を使用して、共通属性の使用
による 基本検索が実行されます。結果は、[クイック検索] ユーザ インタフェースの下の [検索
結果] テーブルに表示されます。
検索ユーザ インタフェースが開いているとき、[タスク ウィザード] は、作成された Query オ
ブジェクトへの参照を保持し、検索の実行時に使用される Dynamic Query を生成します。新
しい検索語が、それぞれこの Query オブジェクトに追加され、新しい Dynamic Query が生成
されます。ユーザが検索ユーザ インタフェースを閉じるか、キャンセルまたは 適用をクリッ
クすると、[タスクウィザード] は、検索 Query への参照を解除します。
注記：基本検索の結果がロードされるとき、理髪店の看板のアイコンが表示されます。

追加するシステムを選択すると、[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスがデフォルトで選択
され、適用ボタンと 内容を表示ボタンが有効になります。適用または 内容を表示のどちらかを選
んでクリックできます。

注記：ドロップダウン選択ボックスで選択したアイテムを変更すると、[< アイテム > 自体を選択]
テキストが変更を反映して更新されます。

注記：[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスの選択を解除すると、適用ボタンが無効になり
ます。

内容を表示を選択すると、選択したアイテムの テーブル ビューまたは ツリー ビューが表示され、
適用ボタンは無効になります。

注記：内容を表示を選択すると、テーブル ビューまたは ツリー ビューのロード中に、[ターゲット
システムの選択ページ] にデータをロードしていますというメッセージが表示されます。
表示される テーブル ビューまたは ツリー ビューからアイテムを選択すると、適用ボタンが有効に
なります。

注記：ツリー ビューの表示中に、[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスを選択すると、ツ
リー ビューが閉じ、適用ボタンが有効になります。[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスの
選択を解除すると、ツリー ビューは表示されなくなります。ツリー ビューを再表示するには、内容
を表示をクリックする必要があります。

3. 適用をクリックします。ターゲットが、[ターゲット システムの確認] ページに表示されます。
注記：選択したターゲットに、ツールとの互換性がない場合は、問題の簡潔な説明が [ツール起動
OK?] カラムに表示されます。
ターゲットを削除するには、ターゲット削除を選択します。

ボタン列の下にサブウィンドウが開き、[ターゲット システムの選択ページ] で現在選択されている
ターゲットを含む小さいテーブルが表示されます。[ターゲット削除] テーブルには、10 を超えるア
イテム行は表示されません。
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a. 選択したターゲットの現在のリストから削除するアイテムのチェックボックスを選択します。

b. 適用をクリックします。これによりサブウィンドウが閉じ、ターゲットの更新されたリストを
含む [ターゲット システムの選択ページ] が再度表示されます。
注記：[ターゲット削除] テーブルでアイテムが 1 つ以上選択されている場合、適用ボタンが有
効になります。

c. 表示されているどのターゲットも削除しない場合は、キャンセルをクリックします。キャンセ
ルを選択すると、サブウィンドウが閉じ、アイテムは削除されません。

注記：ツールがシステムをターゲットにしている場合、選択される フィルタは、単一 イベント収
集です。ツールがイベントをターゲットにしている場合、選択される ターゲットは、単一 イベン
ト収集です。これらのケースが発生する場合、テーブルは表示されません。アイテムは、選択した
アイテムをテーブルに表示する場合と同じロジックに従って、静的なテキストまたはハイパーリン
クとして表示されます。

4. ターゲット選択をフィルタリングするには、次のように操作します。

a. イベント フィルタ追加をクリックします。
b. [次から選択してフィルタを追加] ドロップダウン ボックスから、イベント フィルタを選択し

ます。イベント フィルタを選択しない場合、エラー メッセージが表示されます。
c. 適用をクリックして、ターゲット システムにフィルタを適用します（または、キャンセルをク

リックして、フィルタの追加を取り消します）。選択したターゲット システムのリストの下
に、[フィルタ] テーブルが表示されます。
注記：ターゲット選択項目がシステムではなくイベントの場合は、ボタンは システム フィル
タ追加に切り替わり、別のシステム収集からの選択が可能になります。イベント フィルタとは
異なり、複数のシステム フィルタを選択できます。

5. イベント フィルタを変更するには、イベント フィルタ修正をクリックします。

注記：フィルタがシステムの場合は、システム フィルタ追加ボタンと フィルタの削除ボタンが表
示されます。イベント フィルタが 1 つしかない場合は、フィルタの削除ボタンはその 1 つのイベ
ント フィルタを削除します。複数のイベント フィルタがある場合は、フィルタの削除ボタンをク
リックするとサブペインが表示され、このペインで削除するイベント フィルタを選択できます。
a. [次から選択してフィルタを追加] ドロップダウン ボックスから、イベント フィルタを選択し

ます。イベント フィルタを選択しない場合、エラー メッセージが表示されます。
b. フィルタを変更してフィルタをターゲット システムに適用するには、適用をクリックします。

また、フィルタの編集をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

注記：ターゲット選択項目がシステムではなくイベントの場合、ボタンは システム フィルタ
修正には切り替わらず、システム フィルタ追加または フィルタの削除のいずれかを選ぶこと
ができます。システムとイベントを組み合わせた 1 つ以上の収集がすでに選択されている可能
性もあります。組み合わせの収集が選択されている場合、これらの収集によりフィルタリング
が提供されます。

6. フィルタを削除するには、サブペインから削除するフィルタを選択し、フィルタの削除をクリック
します。

7. 次へをクリックして、ツールのパラメータを指定します。ツールのパラメータが必要でない場合は、
次へは、スケジュールと すぐに実行ボタンに置き換わります。スケジュールオプションは、ツール
をスケジュールできる場合に限って表示されます。

8. 次のいずれかのオプションを選択します。

• 戻るをクリックすると、前画面に戻ります。

• タスクの実行タイミングをスケジュールするには、スケジュールをクリックします。スケジュー
ル設定オプションの詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

• タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。

注記: 複数のユーザが同時に 1 つのタスクにアクセスした場合は、タスクを最後に編集したユー
ザの変更内容が保存されます。たとえば、ユーザ 1 およびユーザ 2 が HP SIM に管理者権限でサイ
ンインし、ユーザ 1 が編集中のタスクをユーザ 2 が削除しようとしているとします。その場合、
ユーザ 1 が編集されたタスクを保存しようとすると、そのタスクはシステム上ではオブジェクトを
表していないというメッセージが表示され、ユーザ 1 は編集したタスクを保存できません。
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コマンド ライン インタフェース
ツールをすぐに実行するには、mxexec コマンドを、タスクを後で実行するようにスケジュールするに
は、mxtask コマンドを実行します。このタスクはコマンド ライン インタフェース（CLI）から実行し
ます。このコマンドの詳細については、コマンド ラインに man mxexec と入力して HP-UX または Linux
のマンページを表示するか、Windows のコマンド ライン ヘルプを参照してください。マンページへの
アクセス方法については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• ターゲット確認のバイパス

関連トピック

• タスクによる管理

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

時間フィルタの適用
タスクを実行すべきタイミングとタスクを実行すべきでないタイミングを決めるには、時間フィルタを
タスクに適用します。時間フィルタの作成、コピー、編集、削除を実行できます。

どのユーザも時間フィルタを作成でき、すべてのユーザが、作成された時間フィルタにアクセスできま
す。

1. [ツール] メニューからツールを選択し、手順を進めて スケジュールボタンにアクセスし、このボタ
ンをクリックします。詳細については、「タスクの作成」および「タスクのスケジュール設定」を
参照してください。

2. 時間フィルタをタスクに適用するには、[時間フィルタの使用] チェックボックスをオンにします。
3. [タスクのスケジュール] セクションの下で、フィルタの管理をクリックし、次のいずれかのオプショ

ンを選択します。

• 新規。新しい時間フィルタには、デフォルトの名前 [新しい時間フィルタ X] が付いています。
ここで「X」は、時間フィルタ名を一意にする数値です。新しい時間フィルタを保存する場合
は、OK または 適用をクリックします。新しい時間フィルタの変更をキャンセルする場合は、
キャンセルをクリックします。

• 編集。ユーザが作成した時間フィルタは編集できます。時間フィルタの名前は変更できませ
ん。時間フィルタの名前を変更する必要がある場合は、時間フィルタをコピーしてから新しい
名前を付けます。OK または 適用をクリックすると、時間フィルタの変更内容が保存されま
す。編集する時間フィルタが 1 つ以上のタスクで使用されている場合は、「編集すると、その
時間フィルタを現在使用しているタスクに望ましくない影響が出る」という意味のメッセージ
が表示されます。この問題を排除するために、時間フィルタをコピーしてコピーに新しい名前
を付けてください。

• コピー。すべてのユーザが、時間フィルタをコピーできます。コピーされた時間フィルタの名
前の末尾には数字が追加されます（名前を固有のものにするため）。時間フィルタの変更内容
を保存するには、OK または 適用をクリックします。

• 削除。ユーザは、他のユーザによって作成された時間フィルタを削除できます。削除する時間
フィルタを選択し、削除をクリックしてください。削除する時間フィルタが 1 つ以上のタスク
によって使用されている場合は、「1 つ以上のタスクによって使用されているため、今は削除
できない」という意味のメッセージが表示されます。

時間フィルタは、その時間フィルタを作成したユーザのタイム ゾーンで作成したり表示したりすること
ができます。たとえば、デフォルトで使用する時間フィルタを営業時間帯（午前 8 時から午後 5 時）に
し、CMS と同じ標準時間帯でフィルタを表示する場合は、このフィルタが表示される時間は午前 8 時
から午後 5 時の間になります。しかし、CMS が東部標準時（EST）にあり、太平洋標準時（PST）にい
るユーザがこれを参照する場合は、時間フィルタの表示時間は午前 5 時から午後 2 時に変わります。イ
ンストール時に作成される時間フィルタは、CMS の時間帯を使用します。
注記：月末の 31 日に 1 回だけタスクを実行するようにスケジュールすると、該当する月が 30 日まで
しかない場合にタスクが次の月の最初の日に実行されます。

関連トピック

• タスクによる管理
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• タスクのスケジュール設定

タスクのスケジュール設定
タスクのスケジュールに使用できるオプションは、使用したツールと選択したターゲット システムに
よって変化します。タスクをスケジュールするには、タスクに一意の名前を付ける必要があります。す
べてのツールがスケジュールできるわけではありません。

タスクをスケジュールするには、次のように操作します。

1. メニューからツールを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。

2. [タスク名] フィールドにタスクの一意の名前を入力します。
3. [いつこのタスクを実行しますか?] セクションで、次のオプションのうちのいずれかを選択します。

• [定期的] 分、時、日、週、月単位で、実行間隔を選択します。定期的スケジュールでは、特
定日時まで実行したり、設定した回数だけ実行したりするようにタスクを設定できます。時間
フィルタを適用し、その日の何時にスケジュール済みタスクを実行するかを指定することもで
きます。時間フィルタの詳細については、「時間フィルタの適用」を参照してください。

注記：月末の 31 日に 1 回だけタスクを実行するようにスケジュールすると、該当する月が
30 日までしかない場合にタスクが次の月の最初の日に実行されます。

• [1 回] タスクを実行する日時を指定します。

• 新しいシステムまたはイベントが収集に追加されたとき このオプションは、ユーザが [シス
テムおよびイベントの収集] をターゲットに選択した場合にのみ有効です。新しいシステムか
イベントが収集条件を満たす場合に限って、タスクが実行されます。このタイプのスケジュー
ルに、時間フィルタを適用することもできます。時間フィルタの詳細については、「時間フィ
ルタの適用」を参照してください。

• システムまたはイベントが収集から削除されたとき  このオプションは、先のオプションと
ほとんど同じですが、[システムおよびイベントの収集] に含まれるシステムが収集条件を満た
さなくなった場合にのみタスクが実行される点だけが異なっています。このタイプのスケジュー
ルには、時間フィルタを適用できます。時間フィルタの詳細については、「時間フィルタの適
用」を参照してください。

• [スケジュールなし] このオプションは、適切な権限を持つユーザが手動で実行する場合に限っ
てタスクが実行されるように指定します。このタスクが自動的に実行されることはありませ
ん。タスクは、[スケジュールされたすべてのタスク] ページまたはコマンド ライン インタ
フェース（CLI）から手動で実行できます。

4. [さらに] で、次のオプションから選択します。

• [中央管理サーバ開始時] このオプションは、中央管理サーバ（CMS）が起動した時点で必ず
タスクを実行する場合に選択します。

• すぐに実行 このオプションは、タスクを保存した直後にそのタスクを実行する場合に選択し
ます。

• [このタスクを無効にする] このオプションは、タスクを一時的に無効にする場合に選択しま
す。このタスクは、[スケジュールされたすべてのタスク] ページで、[無効] と表示されます。

5. スケジュール オプションを選択したら、[スケジュールの調整] セクションでスケジュールを調整し
ます。使用できるオプションは、手順 3 で選択したスケジュール オプションによって異なります。

6. 完了をクリックすると、[スケジュールされたすべてのタスク] ページが表示されます。前のページ
に戻るには、戻るをクリックします。[スケジュールされたすべてのタスク] ページの詳細について
は、「[スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート」を参照してください。

[スケジュールされたすべてのタスク] の表示
すべてのスケジュール済みタスクを表示するには、[タスク & ログ]→[スケジュールされたすべてのタス
クの表示] を選択します。
ユーザが表示できるタスクのリストは、ユーザの権限によって決まります。すべてのユーザは、自分が
作成したタスクの編集、削除、表示ができます。管理者権限があるユーザは、別のユーザが作成したタ
スクの編集、削除、表示ができます。
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関連プロシージャ

• スケジュール済みタスクの実行

• タスク結果の表示

• タスク結果の削除

• レポートの印刷

• スケジュール済みタスクの編集

関連トピック

• 時間フィルタの適用

• タスクによる管理

スケジュール済みタスクの実行

タスクを実行し、タスク インスタンスを開始します。スケジュール済みタスクを実行すると、特定のシ
ステム上、または特定のイベントに対して特定のツールが実行されます。

スケジュール済みタスクを実行するには、次のように操作します。

1. ツール メニューから、[タスク & ログ]→[スケジュールされたすべてのタスクの表示] を選択しま
す。[スケジュールされたすべてのタスク] が作業領域に表示されます。

2. リストからタスクを選択し、すぐに実行をクリックします。

注記：タスクのタスク インスタンスが実行中である場合、すぐに実行ボタンは無効になります。

コマンド ライン インタフェース
ツールをすぐに実行するには、mxexec コマンドを、タスクを後で実行するようにスケジュールするに
は、mxtask コマンドを使用します。これらのタスクを CLI から実行します。これらのコマンドの詳細
については、コマンド ラインに man mxexec と入力して、このコマンドについての HP-UX または Linux
のマンページを表示するか、Windows のコマンド ライン ヘルプを参照してください。マンページへの
アクセス方法については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• スケジュール済みタスクの編集

• スケジュール済みタスクの削除

• レポートの印刷

• タスク結果の表示

• タスクの停止

関連トピック

• タスクによる管理

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

スケジュール済みタスクの編集

次のような操作を行い、スケジュール済みタスクを編集します。

• ツール パラメータを変更します。

• 時間を設定します。

• 無効にされているタスクを再度有効にします。

• ターゲット システムを修正します。

スケジュール済みタスクを編集するには、次のように操作します。

1. ツール メニューから、[タスク & ログ]→[スケジュールされたすべてのタスクの表示] を選択しま
す。[スケジュールされたすべてのタスク] ページが表示されます。

2. [スケジュールされたすべてのタスク] ページから編集するタスクを選択します。
3. 編集をクリックします。
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以前設定したタスク情報が表示されます。タスクを作成するのと同じ手順を実行してください。詳
細については、「タスクの作成」を参照してください。

タスクには関連付けられたスケジュールがあるため、[タスクのスケジュール] ページにアクセスす
る必要があります。すぐに実行ボタンは提供されません（タスクが作成されるときと同じ）。管理
者権限があるユーザは、タスクのオーナーを変更することもできます。

新しいオーナーにツールや選択されたターゲットのアクセス権がない場合は、ユーザがタスクを編
集または保存しようとすると、エラー メッセージが表示されます。

4. タスクを編集したら、完了をクリックするか、または [タスクのスケジュール] ページで すぐに実
行チェックボックスを選択してから 完了をクリックして、タスクをすぐに実行します。
このタスクは保存され、[スケジュールされたすべてのタスク] ページに表示されます。

関連プロシージャ

• スケジュール済みタスクの実行

• スケジュール済みタスクの削除

• レポートの印刷

• タスク結果の表示

• タスクの停止

関連トピック

• タスクによる管理

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

スケジュール済みタスクの削除

タスクを削除すると、[スケジュールされたすべてのタスク] ページとシステムから、タスクおよびそれ
に関連するタスク インスタンスが削除されます。

注意: タスクを削除すると、タスクがデータベースから完全に削除され、復元できなくなります。

注記: システムが提供する（デフォルト）タスクは削除できません。

スケジュール済みタスクを削除するには、次のように操作します。

1. ツール メニューから、[タスク & ログ]→[スケジュールされたすべてのタスクの表示] を選択しま
す。

2. [スケジュールされたすべてのタスク] リストからタスクを選択します。
3. 削除をクリックします。

注記：タスク インスタンスが実行中である場合は、実行中のタスク インスタンスを停止してから
タスクを削除するように指示するメッセージが表示されます。

関連トピック

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

• タスクのスケジュール設定

タスク結果の表示

タスク結果は、[タスク結果] ページに表示されます。このページには、次のような情報が表示されます。

• タスクの開始および停止時間

• タスクで使用されたツール

• タスクが実行するコマンド

タスク結果を表示するには、次のように操作します。

1. メニューから、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択します。
2. タスクを選択します。
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3. タスク インスタンスの停止または削除を行うには、[タスク結果の表示] ページからタスク インス
タンスを選択します。

4. 停止または 削除をクリックします。
[タスク結果] ページには、すべてのタスクによって作成されたタスク インスタンスのリストが表示され
ます。

タスク インスタンス結果の表示
[タスク結果] ページのタスク インスタンスのリストから行を選択することで、タスク インスタンスを
選択します。

[タスク インスタンス] セクションに、次の情報が表示されます。

• ステータス タスクのステータスが表示されます。

• ID タスクのジョブ ID 番号が表示されます。

• タスク名 実行されたタスク名が表示されます。

• ツール 使用されたツール名が表示されます。

• オーナ タスクを現時点で所有しているユーザ名が表示されます。

• コマンド タスクの実行に使用されたコマンドが表示されます。

• 概要ステータス このフィールドには、概要ステータスが表示され、そのステータスは特定のタス
クのステータスであることが示されます。詳細については、「タスク ステータス タイプ」を参照
してください。

• ターゲット タスクの実行対象になったターゲット収集または個々のシステムの名前が表示されま
す。カスタム ツールまたはマルチシステム対応（MSA）ツールを実行する場合、このフィールド
には中央管理サーバ（CMS）システム名が表示されます。MSA コマンドを使用する場合、コマン
ドは CMS に存在し、CMS からリモート システムまたはシステムのリストに対して実行されます。
このため、このタイプのコマンドのターゲットは、常に、CMS として表示されます。

• 実行者 ツールの実行元のユーザ コンテキストが表示されます。

• 開始時刻 タスクが開始された時刻が表示されます。

• 終了時刻 タスクが終了されたかキャンセルされた時刻が表示されます。

• 経過時間 タスクの実行にかかった時間が表示されます。

注記: タスク インスタンスのリストは、ユーザの権限とアクセス レベルに基づいて決まります。管理
者権限があるユーザは、システムが認識するすべてのタスク インスタンスを表示できます。

ターゲット詳細の表示

注記:  このセクションは、単一システム対応（SSA）ツールについてのみ表示されます。

ターゲットの詳細は、以下のとおりです。

• ターゲット名 ターゲット名が表示されます。

• ステータス ターゲットのステータスが表示されます。

• 終了コード 実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。一般に、戻り値がゼロか正である
場合、実行可能プログラムは正常に実行されました。負の値が返された場合、実行可能プログラム
はエラーです。

• [標準出力] タブ 出力テキスト情報が表示されます。

• [標準エラー] タブ 実行可能プログラムでエラーが発生したかどうかに関する情報が表示されま
す。
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• [コピー済みファイル] タブ コピー中のファイル、またはターゲット システムにコピーされたファ
イルが表示されます。このタブは、ターゲット システムに対してファイル コピーを行わないツー
ルについては表示されません。

ターゲット詳細を表示するには、次のように操作します。

1. [タスク インスタンスの結果] セクションの [概要ステータス] の下にあるテーブルから、ターゲット
システムを選択します。

ウィンドウが表示されます。

2. ターゲット詳細を表示します。

関連プロシージャ

• スケジュール済みタスクの実行

• スケジュール済みタスクの削除

• レポートの印刷

• スケジュール済みタスクの編集

• タスクの停止

関連トピック

• タスクによる管理

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

レポートの印刷

選択しているターゲットシステムのレポートまたはタスク インスタンスに関連しているすべてのター
ゲット システムのレポートを印刷できます。複数のターゲット システムが含まれていないタスク イン
スタンスの場合は、選択しているターゲット システムかすべてのターゲット システムのレポートを表
示するかどうかをユーザに質問せずに、レポートが作成されます。

レポートを印刷するには、次のように操作します。

1. メニューから、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択します。
2. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。

[印刷レポートの質問] が表示され、選択しているターゲット システムを含むレポート、またはタス
ク インスタンスに関連する、すべてのターゲット システムを含むレポートを生成するかどうか質
問されます。

3. 印刷するレポートを選択します。

4. レポートを印刷するには、OK をクリックします。
関連プロシージャ

• スケジュール済みタスクの実行

• スケジュール済みタスクの削除

• スケジュール済みタスクの編集

• タスク結果の表示

• タスクの停止

関連トピック

• タスクによる管理

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

タスクの停止
実行中のタスク インスタンスを停止する手順は次のとおりです。
タスク インスタンスを停止するには、次のように操作します。
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1. メニューから、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択し、タスク インスタンスを [タスク結
果] のリストから選択します。

2. 停止をクリックします。タスク インスタンスが終了状態である場合、停止が表示されます。タスク
を停止できる場合は、選択したタスク インスタンスをキャンセルするか停止するかを質問するダイ
アログが表示されます。タスクを停止できることをツールが知らせない場合は、タスク インスタン
スのキャンセルを確認するようにユーザに要求するダイアログが表示されます。「タスクの停止」
では進行中のすべてのタスクの中断が試みられますが、「キャンセル」では最初から待機中のシス
テムが停止され、実行中または進行中のコマンドは完了されます。

関連プロシージャ

• スケジュール済みタスクの実行

• スケジュール済みタスクの編集

• スケジュール済みタスクの削除

• レポートの印刷

• タスク結果の表示

関連トピック

• タスクのスケジュール設定

• タスク結果リスト

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート

タスク結果の削除
[タスク結果] ページからタスク インスタンスを削除する場合は、次のように操作します。

注記: HP SIM からユーザを削除すると、このユーザに所属するすべてのタスクも削除されます。

インスタンスを削除するには次のように操作します。

1. [タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択したあと、テーブルからタスクを選びます。
2. 削除をクリックします。タスク インスタンスがデータベースから削除されます。
注記：タスク インスタンスが実行中である場合は、実行中のタスク インスタンスを停止してから
タスクを削除するように指示するメッセージが表示されます。

コマンド ライン インタフェース
ツールをすぐに実行し、タスクを後で実行するようにスケジュールするには、mxtask コマンドを実行
します。このタスクはコマンド ライン インタフェース（CLI）から実行します。このコマンドの詳細に
ついては、コマンド ラインに man mxtask と入力して HP-UX または Linux のマンページを表示するか、
Windows のコマンド ライン ヘルプを参照してください。マンページへのアクセスについては、「コマ
ンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• タスクの作成

• タスクの停止

関連トピック

• タスクによる管理

タスク ステータス タイプ
HP SIM では、次のようなタスクの概要ステータスが報告されます。

• [障害]。タスク インスタンスまたはタスク ターゲット インスタンスに障害が発生しており、直
ちに対処する必要があります。

• [停止]。タスク インスタンスまたはタスク ターゲット インスタンスが停止しています。
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• [キャンセル]。タスクが完了する前にタスク インスタンスまたはタスク ターゲット インスタン
スがキャンセルされています。

• [完了]。タスク インスタンスまたはタスク ターゲット インスタンスが完了しました。

• [実行]。タスク インスタンスまたはタスク ターゲット インスタンスが問題なく実行されていま
す。

次のステータス タイプは、タスク ターゲット インスタンスを対象にしています。

• [コピー]。タスク ターゲット インスタンスは問題なくコピーを実行しています。

• [待機中]。タスク ターゲット インスタンスは完了していないか、保留中です。

• [スキップ]。タスク ターゲット インスタンスにサポートされていないシステムが含まれている
か、システムが無効にされた状態になっています。

注記: タスク インスタンスのステータスが「スキップ」の場合、[タスク結果] テーブルに表示さ
れるタスク結果（ジョブ ステータス）は「完了」です。

注記: ツールがシステムをサポートしていない場合（Windows ツールを Linux システムで実行す
る場合など）、タスク ステータスは [スキップ] になり、ツールはそのシステムで実行されません。
一部のシステムがツール フィルタに適合しなくても、システムの集合体に対してタスクを作成する
ことができます。タスクを実行すると、ツール フィルタは、その時点で適用されます。これは、少
数のシステムを選択するときに「システムは Linux OS ではありません」のようなエラー メッ
セージを示すターゲット選択確認画面が表示されることとは異なります。[スキップ] は、システム
が無効になっているときに、そのシステムに対してポーリング ツール（ステータス ポーリングや
データ収集など）を実行する場合にも表示されます。

関連トピック

• タスクによる管理

タスク結果リスト
リストには、システムが認識しているタスク インスタンスのリストが表示されます。リストに掲載され
るタスク インスタンスごとに、以下の情報が表示されます。

• 固有のジョブ ID。

• タスク名。

• オーナ、ステータス、および経過時間。

• 開始時刻と終了時刻。

リストには、実行されたスケジュール済みタスクや実行可能なタスク（スケジュールが設定されていな
いタスク）のステータス情報が表示されます。リストを使用してタスク インスタンスの結果の停止、削
除、表示ができます。

タスク情報を表示するには、次のように操作します。

1. メニューから、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択します。
2. タスクの行をクリックし、次のオプションのいずれかを選択してください。

• 停止。実行中のタスク インスタンスを停止する場合は、停止をクリックします。詳細について
は、「タスクの停止」を参照してください。

• 削除。タスク インスタンスを選択し、削除をクリックします。詳細については、「タスク結果
の削除」を参照してください。

注記：タスク インスタンスが実行中である場合は、タスク インスタンスを停止してから削除
するように指示するメッセージが表示されます。

3. [タスク結果] リストの下に表示されるタスク インスタンスの結果を確認してください。
[タスク インスタンスの結果] セクションに、次の情報が表示されます。

• [ステータス]。タスクのステータスが表示されます。各種ステータス タイプの詳細について
は、「タスク ステータス タイプ」を参照してください。
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• [ID]。タスクのジョブ ID 番号が表示されます。

• [タスク名]。実行されたタスク名が表示されます。

• [ツール]。使用されたツール名が表示されます。

• [オーナー]。タスクを所有しているユーザ名が表示されます。

• [コマンド]。タスクの実行時に使用されたコマンドが表示されます。

• [ターゲット]。タスクの実行対象になったターゲット収集またはシステムの名前が表示されま
す。カスタム コマンド ツールまたはマルチシステム対応（MSA）ツールを実行する場合、こ
のフィールドには中央管理サーバ（CMS）システム名が表示されます。カスタム コマンドお
よび MSA ツールでは、実行可能ファイルは CMS 上に存在し、CMS からリモート システムに
対して実行されます。このため、このタイプのコマンドのターゲットは、常に、CMS として
表示されます。

これ以外のツール タイプ（単一システム対応（SSA）、Automation など）では、ツールの実
行対象になる実際のターゲットが [ターゲット] フィールドにリストされます。この値として、
タスクに対して選択された単一システム、複数システム（カンマ区切り）、または収集の名前
が指定されます。ターゲットが収集または複数システムの場合、ターゲットの値はハイパーリ
ンクになります。ハイパーリンクをクリックして収集の内容またはシステムの完全なリスト
（[ターゲット] フィールドにターゲット システムの部分的なカンマ区切りリストが表示される
場合）を表示してください。

• [実行者]。ツールが実行されたユーザ コンテキストが表示されます。

• [開始時刻]。タスクが開始された時刻が表示されます。

• [終了時刻]。タスクが終了した時刻が表示されます。

• [経過時間]。タスクの実行に要した時間が表示されます。

タスク インスタンスのリストは、ユーザの権限とアクセス レベルに基づいて決まります。管理者権限
があるユーザは、システムが認識するすべてのタスク インスタンスを表示できます。
関連トピック

• タスクの作成

• タスクによる管理

[スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート
[スケジュールされたすべてのタスク] ページには、定期的に実行するようにスケジュールされたタスク
や、イベント基準に基づいたタスクが表示されます。スケジュールされたタスクには、[スケジュールな
し] のスケジュールも含まれることがあります。スケジュールなしのタスクはリストされますが、ユー
ザが手動で実行しなければ動作しません。

タスク情報を参照するには、[タスク & ログ]→[スケジュールされたすべてのタスクの表示]を選択し、
タスク行をクリックしてタスクを選択します。以下を参照してください。

• 「すぐに実行」

• 「有効/無効」

• 「編集」

• 「削除」

• 「タスク結果の表示」

注記: 複数のユーザが同時に 1 つのタスクにアクセスした場合は、タスクを最後に編集したユーザの
変更内容が保存されます。たとえば、ユーザ 1 およびユーザ 2 が HP SIM に管理者権限でサインイン
し、ユーザ 1 が編集中のタスクをユーザ 2 が削除しようとしているとします。その場合、ユーザ 1 が
編集されたタスクを保存しようとすると、そのタスクはシステム上ではオブジェクトを表していないと
いうメッセージが表示され、ユーザ 1 は編集したタスクを保存できません。
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ユーザ権限

ユーザが表示できるタスクのリストは、ユーザの権限によって決まります。すべてのユーザは、自分が
作成したタスクの編集、削除、表示ができます。管理者権限があるユーザは、別のユーザが作成したタ
スクの編集、削除、表示ができます。

すぐに実行

タスクを実行し、タスク インスタンスを開始します（タスクを実行すると、指定したシステムまたはイ
ベントに対してツールが実行されます）。詳細については、「スケジュール済みタスクの実行」を参照
してください。

編集

1. [タスク ＆ ログ][スケジュールされたすべてのタスクの表示]を選択します。
2. タスクを選択し、編集をクリックします。

以前設定したタスク情報が表示されます。

3. タスクを編集し、完了をクリックします。

詳細については、「スケジュール済みタスクの編集」を参照してください。

削除

タスクを選択します。

• [スケジュールされたすべてのタスク] ページとシステムからタスクを削除します。

• 関連付けられたタスク インスタンスを削除します。

タスクを削除するには、次のように操作します。

1. [タスク ＆ ログ][スケジュールされたすべてのタスクの表示]を選択します。
2. タスクを選択し、削除をクリックします。

詳細については、「スケジュール済みタスクの削除」を参照してください。

有効/無効
選択したタスクが現在有効な場合、このボタンのラベルは 無効と表示され、クリックするとタスクが無
効になります。選択したタスクが現在無効な場合、このボタンのラベルは 有効と表示され、クリックす
るとタスクが有効になります。

タスク結果の表示

タスク結果を表示すると、次のような情報が示されます。

• タスクのスケジュール

• タスクで使用するツール

• タスクが実行するコマンド

• タスクが作成したタスク インスタンスのリスト

• 概要ステータス、ターゲット システム リスト、およびターゲットの詳細

詳細については、「タスク結果の表示」を参照してください。

関連トピック

• タスクによる管理

• タスク ステータス タイプ
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第12章 管理を拡張するツール
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、次の強力なツールを提供します。

• クラスタ監視 マルチシステム Microsoft Cluster Service （MSCS）クラスタの監視および管理に使
用します。

• コマンド ライン ツール 分散タスク ファシリティ（DTF）の一部として使用します。HP SIM か
ら使用でき、単一システム対応（SSA）システムで動作します。

• カスタム ツール 中央管理サーバ（CMS）およびターゲット システムで動作するカスタム ツール
の作成と管理に使用します。これらのツールは、システム情報やイベント情報にアクセスするため
にツールが設定する環境変数を参照することができます。

• デバイスの ping 1 台以上のシステムに対して ping を実行するために使用します。

• ディスク スレッショルド 監視対象ノードのディスク利用状況の正常範囲、マイナー範囲、メ
ジャー範囲を定義し、ディスク スレッショルドの設定と削除に使用します。

• DMI アクセス デスクトップ管理インタフェース（DMI）がインストールされている、選択した
HP-UX システムで、HP SIM CMS をイベント ターゲットとして設定するために使用します。

• HP Server Migration Pack - Universal Edition (SMP Universal) HP ProLiant Essentials Virtual Machine
Management Pack（Virtual Machine Management Pack）の機能を拡張して、統合 P2V
（Physical-to-Virtual）、V2V（Virtual-to-Virtual）、および V2P（Virtual-to-Physical）移行機能を提供
するために使用します。

• ProLiant Support Pack の初期インストール 管理対象システムにソフトウェアをインストールする
ために使用します。

• ライセンス Windows プラットフォームでのキー配布、調整、レポートなど、HP SIM からライセ
ンス キーを管理するために使用します。

• 管理プロセッサ ツール 管理プロセッサが検出された後、system power、system locator、new
user、modify user、delete user、LAN access、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）settings、
Integrated Lights-Out（iLO） control、firmware update、および deploying Secure Shell（SSH）public
keys を管理するために使用します。

• 管理情報ベース（MIB）ツール MIB のコンパイル、編集、登録、登録解除、および表示に使用し
ます。

• OpenSSH のインストール CMS から対象となる Windows システムに OpenSSH サービスをイン
ストールするために使用します。次に、mxagentconfig コマンドを実行して、設定を完了しま
す。

• HP Performance Management Pack (PMP) 監視対象サーバのパフォーマンスの監視と分析をリアル
タイムで行い、記録されたデータ セッションを PMP レポジトリから表示するために使用します。

• Process Resource Manager（PRM）ツール ビジネスが必要とする場所にシステム リソースを提供
するために使用します。

• プロパティ ページ ユーザが、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）システムで [プロパ
ティ] ページを表示できるようにします。また、ネットワーク上のターゲット システムを記述し、
システムのステータスを決定し、ターゲット システムのインベントリを提供する WBEM プロパ
ティにアクセスするために使用します。

• エージェント設定のレプリケート HP SIM により、Web エージェントの設定をソース システム
から取得して編集し、Web エージェントを通してターゲット システムに、その設定をリモートで
配布するために使用します。

• Serviceguard クラスタ HP Serviceguard Manager を実行してクラスタ情報を表示するメカニズム
を提供するために使用します。
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• SNMP アクセス HP SIM CMS を、選択された HP-UX システム上のトラップ ターゲットとして設
定するために使用します。

• System Management Homepage システム上の管理ソフトウェアとユーティリティのステータスを
表示するために使用します。

• システム ページ システムの一般情報、システム ステータス、およびシステムに関連する URL な
ど、特定のシステムに関連する情報を表示するために使用します。

• バージョン コントロール ソフトウェア更新、および関連タスクを円滑化するために使用します。
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ、HP バージョン コントロール エージェント
や他のエージェントを含む、HP Insight マネジメント エージェントを使用します。

• Webmin UNIX および Linux のシステム管理用の Web ベース インタフェースとして使用します。
HP SIM を使用すると、ユーザ アカウント、Apache、ドメイン ネーム サービス（DNS）、ファイ
ル共有などを設定できます。

関連プロシージャ

• 新規リモート ツールの作成

• 新規 CMS ツールの作成

• 新規 Web ページ ツールの作成

• カスタム ツールの削除と回復

• カスタム ツールの管理

• リモート ツールの編集

• CMS ツールの編集

• Web ページ ツールの編集

• カスタム ツールの削除

• ツール定義ファイルの表示

• ディスク スレッショルドの設定

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの管理

• ファイルからのライセンスの追加

• ライセンスの個別追加

• ライセンスされたシステムの表示

• 管理プロセッサ ユーザの削除

• 管理プロセッサへの SSH パブリック キーのインストール

• 管理プロセッサ ユーザの編集

• 管理プロセッサ ファームウェアのアップグレード

• 管理プロセッサを介した内部制御アクションの実行

• 管理プロセッサの LAN アクセスの設定

• 管理プロセッサの LDAP 設定の指定

• 管理プロセッサでの新しいユーザの作成

• 管理プロセッサを介したシステム識別 LED の制御

• 管理プロセッサのシステム電源オプションの制御

• MIB のコンパイル

• MIB の編集

• MIB の登録

• MIB の登録解除

• MIB の表示
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• プロパティ ページ

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール

• OpenSSH のインストール

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

• SNMP を使用したストレージの検出

• HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用

• RPM のインストール

• RPM のクエリ

• RPM のアンインストール

• RPM の確認

• System Management Homepage へのアクセス

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 単一システムのシステム監視の停止または回復

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• バージョン コントロール エージェントへのアクセス

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャへのアクセス

関連トピック

• コマンド ライン ツール

• カスタム ツール

• クラスタ監視

• デバイスの ping

• ディスク スレッショルド

• DMI アクセスの設定

• SNMP を使用したストレージ統合

• ライセンス マネージャ

• 管理プロセッサ ツール

• MIB の管理

• パートナー アプリケーション

• PMP ツール

• HP Process Resource Manager の概要

• エージェント設定のレプリケート - リファレンス

• RPM パッケージ マネージャ

• HP Serviceguard Manager の概要

• Server Migration Pack

• SNMP アクセスの設定

• System Management Homepage

• システム ページ

• バージョン コントロール

• Webmin の概要
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クイック起動メニュー
[クイック起動] メニューは、頻繁に使われるツールの簡潔なリストを含んでいます。[クイック起動] メ
ニューをカスタマイズすると、このメニューに表示されるツールを選択できます。[クイック起動] メ
ニューにツールが表示されるのは、選択したターゲットがすべてそのツールに対して有効な場合だけで
す。カスタマイズ内容は、ユーザごとに反映されます。 [クイック起動] メニューは、HP Systems Insight
Manager（HP SIM）の次のページから利用できます。

• すべての収集のすべてのビュー（テーブル、ツリー、アイコン、または画像）

• [検索結果] ページ

• システム ページ

[クイック起動] メニューをカスタマイズするには、次のように操作します。
1. [クイック起動] メニューで [カスタマイズ] をクリックします。[クイック起動のカスタマイズ] ペー

ジが表示されます。

2. [利用可能なツール] ドロップダウン リストからメニュー カテゴリを選択します。該当するメニュー
から利用できるツールがすべて表示されます。

3. [選択されたツール] リストに追加するツールを選択して、 をクリックします。

[選択されたツール] リストからツールを削除するには、削除するツールを強調表示して、 をク
リックします。

リスト内のツールを並べ替える場合は、 または をクリックします。

4. （省略可能）[クイック起動メニューの中の元のメニューの構成（と順番）を表示します。] を選択
します。

これにより、[クイック起動] メニュー内のツールのメニュー パスが表示されます。

5. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。システムのデフォルト値に戻すには、デフォル
トの復元をクリックします。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• ピクチャー ビュー ページのナビゲート

• アイコン ビュー ページのナビゲート

• ツリー ビュー ページのナビゲート

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

ツール検索
ツール検索機能により、検索およびフィルタに使用されるテキスト（多くの場合、単語全体を入力しな
くても検索できます）を入力してツールを迅速に見つけることができます。検索は、ツール名、HP
Systems Insight Manager（HP SIM）のカスケード メニュー構造内の位置、ツールの説明を条件にしてテ
キスト入力により行います。

• ツール検索機能は、ユーザがタイプした情報と同じものを検索し、一致するものを見つけ、ハイラ
イトします。
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• メニューのツリー構造は、正確に表されます。フィルタ テキストを入力しない場合、メニュー全体
がツリー形式で表現され、ユーザはメニュー内を移動できます。

• すべての検索で、大文字と小文字は区別されません。

• ツールにはハイパーリンクが設定され、ツリーから起動できます。

• ツール名、メニュー パス、および説明を検索できます。ユーザがツールを使用する権限を持ってい
ない場合、そのツールは検索には含められません。

• SNMP という語の検索を示す上の図では、「SNMP」が名前には含まれていないが説明に含まれて
いるツールが見つかっています。この簡単な説明を読めば、このツールに SNMP がどのように適
用されているかだけでなく、ツールの概要も把握できます。

関連プロシージャ

• ツールの検索

ツールの検索

ツールの検索を実行するには、次のように操作します。

1. [検索] パネルで [ツール検索] をクリックします。[ツール検索] ページが表示されます。

2. メイン ページには、HP Systems Insight Manager（HP SIM）のメニュー構造が表示されます。
アイコンをクリックしてツリーを展開するか、または [検索対象] ボックスにテキストを入力できま
す。

3. 検索対象のツールを見つけたら、ツールのリンクをクリックして、該当するツールのページにアク
セスします。

関連トピック

• ツール検索

クラスタ監視
クラスタ監視を使用して、Microsoft Cluster Server（MSCS）クラスタを監視します。
クラスタ監視を使用するには、次のように操作します。

1. 以下の方法のいずれかを使用して、[クラスタ監視] ページにアクセスします。

• 方法 1：
[ツール]→[システム情報]→[クラスタ監視] を選択します。1.
注記：MSCS クラスタが検出されない場合、[クラスタ監視] はメニューに表示されませ
ん。

2. ターゲット MSCS クラスタを選択して、すぐに実行をクリックします。ターゲット クラ
スタの選択の詳細については、「タスクの作成」を参照してください。

または

• 方法 2：
1. [システムおよびイベント収集] パネルの下にある [システム] を展開してクラスタ収集を

選択し、クラスタを見つけます。

適切なクラスタ収集テーブルが、作業領域に表示されます。

クラスタ監視 301



注記：アクセス権限がある MSCS クラスタのみが、クラスタ テーブル ビュー ページに
表示されます。

2. 次のいずれかを選択します。

• [クラスタ名] 列で、MSCS クラスタの名前をクリックします。

• クラスタ テーブル ビュー ページの [CS] 列で、MSCS クラスタ ステータス アイコ
ンをクリックします。

このクラスタの [クラスタ監視] ページが表示されます。

2. [クラスタ監視] ページで、次のタブから選択します。どのタブにも、[問題情報] セクションがあり、
そのタブで報告されている問題の詳細情報が表示されます。たとえば、[クラスタ] タブでは、クラ
スタのステータスが正常以外である場合に、そのステータス情報がこのセクションに表示されます。

各タブには、[最終更新日] フィールドもあり、そのタブの情報が最後に更新された時間が表示され
ます。

• クラスタ クラスタのステータス、名前、IP アドレス、クォーラムなどのクラスタ情報を表示
するために使用します。

• ノード ノードのステータス、名前、IP アドレスなどのノード情報を表示するために使用しま
す。

• ネットワーク ネットワークのステータス、名前、マスク、状態、役割、説明などのネット
ワーク情報を表示するために使用します。

• リソース ステータス、名前、IP アドレス、状態、グループ、所有者ノード、タイプ、リソー
スのドライブなどの、クラスタについての MSCS リソース情報を表示するために使用します。

関連トピック

• クラスタ監視の [クラスタ] タブ

• クラスタ監視の [ノード] タブ

• クラスタ監視の [ネットワーク] タブ

• クラスタ監視の [リソース] タブ

クラスタ リソース設定の指定
環境に合わせてクラスタ監視リソースをカスタマイズするには、クラスタ リソース設定を指定します。

注記: クラスタ監視のどのドロップダウン リスト ボックスでも、キーボードで英数字を入力したり、
矢印キーでオプションを強調表示するときは、項目を選択するために必ず Enter キーを押してくださ
い。

クラスタ リソース設定を指定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[クラスタ監視]→[クラスタ リソースの設定] を選択します。[クラスタ監視 - クラス

タ リソースの設定] ページが表示されます。
2. [クラスタ タイプ] リストから [すべて（MSCS）] を選択して、MSCS クラスタを設定します。
3. [リソース] リストから [MSCS] を選択します。
4. [ポーリング] を選択して、ポーリング率を設定します。
注記：[ポーリング] は 5 分以上に設定することをおすすめします。

5. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。
関連プロシージャ

• ノード リソース設定の指定

関連トピック

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• クラスタ監視
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ノード リソース設定の指定
環境に合わせてクラスタ監視をカスタマイズするには、ノード リソース設定を指定します。
ノード リソース設定を指定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[クラスタ監視]→[ノード リソースの設定] を選択します。[クラスタ監視 - ノード リ

ソースの設定] ページが表示されます。
2. ページ最上部の [クラスタ] リストからクラスタを選択します。すべてのクラスタで同じようにリ

ソースを設定するには、[すべて] を選択します。CPU 利用率やディスク容量のポーリング率を設定
するには、クラスタ選択を [すべて] に設定する必要があります。

3. [ノード] リストからノードを選択します。選択したクラスタのすべてのノードに同じリソースを設
定するには、[すべて] を選択します。手順 1 のクラスタと同様、一部のリソース属性は、すべての
ノードに対して一度しか設定できないので、すべてのクラスタとノードを選択する必要があります。
特定のリソース属性のヘルプを表示するには、個々の属性の説明を参照してください。

4. リソースの設定可能パラメータのボタンを表示するには、[リソース] リストからリソースを選択し
ます。

5. 適切なリソース オプションを指定します。
注記：[ポーリング] は 5 分以上に設定することをおすすめします。
注記：[クラスタ] リストから [すべて] を選択し、[リソース] リストから [CPU] または [ディスク]
を選択した場合、ポーリング値またはスレッショルド値を設定できます。[ポーリング] を選択して
値を設定してから [スレッショルド] を選択して値を設定し、[ポーリング] を再び選択すると、新し
いポーリング値が表示されます。OK をいつクリックしたかに関係なく、ポーリング値かスレッショ
ルド値の設定後は、この値が保存され、元の値にはリセットされません。これは、スレッショルド
の設定時にも当てはまります。

6. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。
関連プロシージャ

• クラスタ リソース設定の指定

関連トピック

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• クラスタ監視

クラスタ監視の [クラスタ] タブ
クラスタ監視の [クラスタ] タブは、MSCS クラスタについての次の情報を表示します。

• ステータス クラスタのステータスを表示します。クラスタのステータスには、クリティカル、メ
ジャー、マイナー、正常、および不明があります。ステータス タイプの詳細については、「システ
ム ステータス タイプ」を参照してください。

• 名前。 クラスタの名前またはエイリアス。

• IP アドレス。 クラスタのエイリアスの IP アドレス。

• クォーラム。 重要なクラスタ データを保持し、すべてのノードが最新のデータベース変更にア
クセスできることを保証するリソース。

カラム見出しをクリックすると、[クラスタ] タブ上の情報を並べ替えることができます。この機能によっ
て、昇順か降順で列が並び替わります。

[問題情報] セクションには、クラスタの、正常以外のステータスについての詳細情報が表示されます。
関連トピック

• クラスタ監視

• クラスタ監視の [ノード] タブ

• クラスタ監視の [ネットワーク] タブ

• クラスタ監視の [リソース] タブ

• システム ステータス タイプ
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クラスタ監視の [ノード] タブ
クラスタ監視の [ノード] タブは、MSCS クラスタについての次の情報を表示します。

• ステータス ノードのステータスを表示します。ノードのステータスには、クリティカル、メ
ジャー、マイナー、正常、障害、および不明があります。ステータス タイプの詳細については、
「システム ステータス タイプ」を参照してください。

• 名前。 ノード名。

• IP アドレス。 ノードの IP アドレス。

カラム見出しをクリックすると、[ノード] タブ上の情報を並べ替えることができます。これによって、
昇順か降順で列が並び替わります。

[問題情報] セクションには、ノードの、正常以外のステータスについての詳細情報が表示されます。
関連トピック

• クラスタ監視

• クラスタ監視の [クラスタ] タブ

• クラスタ監視の [ネットワーク] タブ

• クラスタ監視の [リソース] タブ

• システム ステータス タイプ

クラスタ監視の [ネットワーク] タブ
クラスタ監視の [ネットワーク] タブは、MSCS クラスタについての次の情報を表示します。

• ステータス ネットワークのステータスを表示します。ネットワークのステータスには、クリティ
カル、メジャー、マイナー、正常、無効および不明があります。ステータス タイプの詳細について
は、「システム ステータス タイプ」を参照してください。

• 名前。 ノード間の内部通信を伝達し、クラスタ リソースに対するクライアント アクセスを提供
するサーバ クラスタ オブジェクト。

• マスク。 クラスタ内の各ネットワークに関連付けられたサブネット マスク。

• 状態。 ネットワークの状態。正常（ネットワークの状態は、オンラインか使用可能です）。劣化
（ネットワークがパーティション分割されています）。障害（ネットワークの状態がオフラインで
す）。その他（エラーが発生して、ネットワークの正確な状態を判断 できないか、ネットワークの
状態が使用不可能です）。

• 役割。 ネットワーク名がクラスタで果たす役割。クラスタのネットワーク名、クラスタのコン
ピュータ システムのネットワーク名、クラスタのグループのネットワーク名。

• 説明。 ネットワークの説明。

カラム見出しをクリックすると、[ネットワーク] タブ上の情報を並べ替えることができます。これによっ
て、昇順か降順で列が並び替わります。

[問題情報] セクションには、ネットワークの、正常以外のステータスについての詳細情報が表示されま
す。

関連トピック

• クラスタ監視

• クラスタ監視の [クラスタ] タブ

• クラスタ監視の [ノード] タブ

• クラスタ監視の [リソース] タブ

• システム ステータス タイプ
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クラスタ監視の [リソース] タブ
クラスタ監視の [リソース] タブは、MSCS クラスタについての次の情報を表示します。

• ステータス リソースのステータスを表示します。リソースのステータスには、クリティカル、メ
ジャー、監視、正常、および不明があります。ステータス タイプの詳細については、「システム
ステータス タイプ」を参照してください。

• 名前。 ノードが所有したり、オンラインにしたり、オフラインにしたり、ノード間で移動した
り、サーバ クラスタ オブジェクトとして管理したりできる物理要素または論理要素。

• IP。 クラスタの IP アドレス。

• 状態。 リソースの状態。正常（リソースの状態はオンラインです）。劣化（リソースの状態は、
使用不可、オフライン、オンライン保留、オフライン保留のうちいずれかです）。障害（リソース
の状態は障害です）。その他（リソースの状態を判断できません）。

• グループ。 単一のサーバ クラスタ オブジェクトとして管理されるリソースの集合。
注記：グループ リソースにアクセスするには、グループにネットワーク名と、関連する IP アドレ
スを割り当てる必要があります。グループは、クラスタ内の任意のノードが所有でき、負荷の均一
化やその他の管理目的で、管理者権限があるユーザが移動できます。障害が発生すると、グループ
全体がフェールオーバされ、クラスタ ソフトウェアがすべてのグループ リソースとデータをクラ
スタ内の別のノードに転送するよう指示します。転送された（フェールオーバされた）グループの
リソースとデータは、別のノードへ移動された後でも、同じネットワーク名と IP アドレスでアクセ
スできます。

• オーナーノード。 リソースが常駐するノード。

• タイプ。 類似した特徴を持つリソースを分類し、管理するために使用するサーバ クラスタ オブ
ジェクト。

• ドライブ。 リソースが存在するディスクまたはドライブ。

[最終更新日] フィールドには、タブ上の情報の最後に更新された日時が表示されます。[問題情報] セク
ションには、報告されているあらゆるリソースの問題についての詳細情報が表示されます。

[問題情報] セクションには、リソースの、正常以外のステータスについての詳細情報が表示されます。
関連トピック

• クラスタ監視

• クラスタ監視の [クラスタ] タブ

• クラスタ監視の [ノード] タブ

• クラスタ監視の [リソース] タブ

• システム ステータス タイプ

MSCS ステータス

MSCS ステータスの監視
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、各監視対象 Windows クラスタ上の MSCS（Microsoft Clustering
Service）のステータスを監視し、クラスタ監視にクラスタ属性として表示します。クラスタ監視は、ク
ラスタ テーブル ビュー ページの [CS] 列にクラスタ ステータスを提供します。クラスタ監視は、設定
された間隔でクラスタをポーリングして、ステータス値を取得します。

MSCS リソースの設定については、「クラスタ監視のポーリング率」を参照してください。
[クラスタ監視 - クラスタ リソースの設定] ページにアクセスするには、[オプション]→[クラスタ監視]→[ク
ラスタ リソースの設定] をクリックします。

注記: 管理者権限があるユーザのみが、ポーリング値を変更できます。

関連トピック

• クラスタ監視
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• HP SIM がサポートするクラスタ リソース

HP SIM がサポートするクラスタ リソース
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、次のようなクラスタ監視リソースをサポートします。

• ディスク

• CPU
ディスクおよび CPU リソースは、それぞれ、ディスク容量および CPU の利用率を監視します。ク
ラスタのそれぞれのノードには、マイナー スレッショルドとメジャー スレッショルドを設定でき
ます。このスレッショルドに達すると、クラスタ監視は、HP SIM イベントを生成します。イベン
トにより、HP SIM オプションで設定したように、関連する Email 通知とポケベル通知がトリガさ
れます。

• システム

システム リソースは、クラスタ メンバのシステム ヘルスを監視します。

クラスタ監視の状態

注記: クラスタのすべてのノードがダウンしている場合、クラスタ状態は [その他] になります。

次の表では、リストごとに状態カテゴリについて説明します。

その他障害劣化正常リスト

ノード ステータスは使
用不可能であり、判断で
きません。

ノード ステータスはダ
ウンです。または、クラ
スタの編成か再結合を試
しています。

ノードステータスはダウ
ンです。クラスタの改善
か再結合を試しており、
クラスタのアクティブ
メンバとして動作してい
ますが、リソースやリ
ソース グループをホス
トできません。または、
アップしていますが、ク
ラスタ アクティビティ
が一時停止しています。

ノードのステータスは、
アクティブなクラスタ
メンバです。

ノード

ネットワークの状態によ
り、エラーが発生したこ
とが示されています。
ネットワークの正確な状
態を判断できず、ネット
ワークの状態は使用不可
能です。

ネットワークの状態はオ
フラインです。

ネットワークの状態は
パーティション分割で
す。

ネットワークの状態は、
オンラインか使用可能で
す。

ネットワーク

リソースの状態は不明で
す。

リソースの状態は障害で
す。

リソースの状態は、使用
不可、オフライン、オン
ライン保留、またはオフ
ライン保留のうちのいず
れかです。

リソースの状態はオンラ
インです。

リソース

注記: Microsoft Cluster Service の詳細については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

関連トピック

• クラスタ監視

クラスタ監視のリソースおよび関連設定

注記:  クラスタ監視は、MSCS クラスタのみを対象としますが、クラスタ監視の CPU およびディスク
スレッショルド機能は、クラスタ ノードが HP Insight マネジメント エージェントを実行していれば、ど
のクラスタでも使用できます。
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このバージョンの HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、次のノードレベルクラスタ監視 リソー
ス、および関連設定が含まれます。

• CPU（「クラスタ監視のポーリング率」または「クラスタ監視のリソース スレッショルド」を参照
してください）

• ディスク（クラスタについては、「クラスタ監視のポーリング率」または「クラスタ監視のリソー
ス スレッショルド」を参照してください）

• システム（ノードについては、「クラスタ監視のポーリング率」を参照してください）

注記: CPU の利用率データについては、「HP SIM がサポートするクラスタ リソース」を参照してく
ださい。

関連プロシージャ

• システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ

• クラスタの高度な検索の実行

関連トピック

• クラスタ監視

• システムとイベントの検索

• HP SIM がサポートするクラスタ リソース

• クラスタ テーブル ビュー ページ

• システムおよびイベント収集パネルのナビゲート

クラスタ監視のポーリング率

注記: すべてのクラスタのすべてのノードに、1 つのポーリング率（間隔）のみを指定できます。別々
のノードに別々のポーリング率を指定できないので、[クラスタ] ドロップダウン リストと [ノード] ド
ロップダウン リストの両方で [すべて] を選択した場合に限り、設定ページにポーリング フィールドが
表示されます。

CPU ポーリング率
CPU ポーリング率は、クラスタ監視が、監視対象ノードの該当する HP Insight マネジメント エージェン
トからレポートされる CPU 利用率をチェックする頻度を指定します。
CPU ポーリング率は、クラスタ監視ノードのリソース設定を行って、調整してください。詳細について
は、「ノード リソース設定の指定」を参照してください。

ディスク ポーリング率
ディスク ポーリング率は、クラスタ監視が、監視対象ノードの該当する HP Insight マネジメント エー
ジェントからレポートされる空きディスク容量をチェックする頻度を指定します。

ディスク ポーリング率は、クラスタ監視ノードのリソース設定を行って、調整してください。詳細につ
いては、「ノード リソース設定の指定」を参照してください。

MSCS ポーリング率
入力するポーリング率は、クラスタ監視が、監視対象クラスタの MSCS のステータスをチェックする頻
度を指定します。

ステータス ポーリング率は、クラスタ監視のクラスタ リソース設定を行って、調整してください。詳
細については、「クラスタ リソース設定の指定」を参照してください。

システム ステータス ポーリング率
システム ポーリング率は、クラスタ監視が、監視対象ノードの該当する HP Insight マネジメント エー
ジェントからレポートされるノード ステータスをチェックする頻度を指定します。
システムはノード レベルの属性なので、クラスタ監視ノードのリソース設定を行うことで、ポーリング
率を調整できます。ポーリング率は、リソースのグローバル属性なので、すべてのクラスタのすべての
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ノードに 1 つのポーリング間隔しか指定できません。ポーリング フィールドは、[クラスタ] ドロップダ
ウン リストと [ノード] ドロップダウン リストで [すべて] を選択した場合に限って、設定ページに表示
されます。

関連プロシージャ

• クラスタ リソース設定の指定

• ノード リソース設定の指定

関連トピック

• クラスタ監視

クラスタ監視のリソース スレッショルド
クラスタリソースは、スレッショルドを使用して HP Systems Insight Manager（HP SIM）イベントをト
リガします。ディスク リソースではディスク容量のスレッショルドを設定し、CPU リソースでは CPU
利用状況のスレッショルドを設定します。

ディスク容量スレッショルド

ディスク リソースは、ディスク容量データを収集します。スレッショルドが設定されている [クラスタ
監視 - ノード リソースの設定] ページにアクセスするには、[オプション]→[クラスタ監視]→[ノード リ
ソースの設定] を選択します。
[選択したリソースの設定] セクションに入力したスレッショルド値により、監視対象ノードのディスク
利用率の正常範囲、マイナー範囲、およびメジャー範囲が定義されます。

ディスクごとに、4 つのスレッショルドがペアになっています。各マイナー スレッショルドと各メジャー
スレッショルドは、対応するリセット スレッショルドに関連します。利用率は、メジャー スレッショ
ルド値以上になるとメジャー範囲になり、メジャー リセット値以下になるまでメジャー範囲に留まりま
す。マイナーとメジャーのリセット スレッショルドは、同じように動作します。
クラスタの各ノードのディスクごとに異なるスレッショルドを指定できます。

ディスク容量スレッショルドの設定方法については、「ノード リソース設定の指定」を参照してくださ
い。

CPU 利用状況スレッショルド
CPU リソースは、特定のクラスタの CPU 利用率データを収集します。スレッショルドが設定されてい
る [クラスタ監視 - ノード リソースの設定] ページにアクセスするには、[オプション]→[クラスタ監
視]→[ノード リソースの設定] を選択します。
[選択したリソースの設定] セクションに入力したスレッショルド値により、選択したノードの CPU 利用
率の正常範囲、マイナー範囲、およびメジャー範囲が定義されます。

CPU ごとに、4 つのスレッショルドがペアになっています。各マイナー スレッショルドと各メジャー
スレッショルドは、対応するリセット スレッショルドに関連します。利用率は、メジャー スレッショ
ルド値以上になるとメジャー範囲になり、メジャー リセット値以下になるまでメジャー範囲に留まりま
す。マイナーとメジャーのリセット スレッショルドは、同じように動作します。
クラスタの各ノードの CPU ごとに異なるスレッショルドを指定できます。
CPU スレッショルドの設定方法については、「クラスタ リソース設定の指定」を参照してください。
関連トピック

• クラスタ監視

コマンド ライン ツール
基本的な UNIX コマンドと Windows コマンドを 1 台以上のシステムでリモートで実行するには、コマ
ンド ライン インタフェース（CLI）ツールを使用します。
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注記: それぞれのコマンドの詳細については、コマンド ツールをインストールしている HP-UX システ
ムと Linux システムの関連マンページ、または Windows のコマンド ライン ヘルプを参照してくださ
い。

注記: ls コマンドと df コマンドなど、HP-UX と Linux で提供されるコマンド ライン ツールは、デ
フォルトでは root ユーザの権限で実行されます。セキュリティ上の理由により、意図しない機能がユー
ザに許可されないように、これらのツールを特定のユーザとして実行するようにしてください。

コマンド ライン ツールを起動するには、次のように操作します。
1. 次のいずれかを選択します。

• Linux または UNIX のコマンド ライン ツールの場合、[ツール]→[コマンド ライン ツー
ル]→[UNIX/Linux] を選択します。

• Windows コマンド ライン ツールの場合、[ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Windows] を
選択します。

2. 実行するコマンド ライン ツールを選択し、手順に従ってツールを起動します。手順で支援が必要
な場合は、「タスクの作成」を参照してください。

3. すぐに実行をクリックします。ツールが起動されます。

コマンド ライン インタフェース
コマンド ライン インタフェースから 1 つ以上のシステムでコマンド ツールを起動するには、mxexec
コマンドを使用します。このコマンドの詳細については、関連マンページを参照してください。マンペー
ジへのアクセスの詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してく
ださい。

関連トピック

• コマンド ライン インタフェース コマンドの使用

• タスクによる管理

• タスク結果の表示

エージェントの設定および修復

概要

コマンドを管理対象システムに対して実行できるようにするには、管理対象システムが HP Systems Insight
Manager（HP SIM） 中央管理サーバ（CMS）にステータスを通知できなければなりません。CMS と通
信できるように管理対象システムを設定するには、一般的な設定と信頼関係の設定を行う必要がありま
す。エージェントの設定および修復機能により、Windows、Linux、および HP-UX のエージェントを設
定または修復できます。

バージョン 7.2 以降のエージェントがインストールされている場合、エージェントの設定および修復
ツールを使用すると、Simple Network Management Protocol 設定および HP Systems Insight Manager と
ターゲット システム間に存在する信頼関係を修復できます。7.1 以前のエージェントがインストールさ
れている場合、ターゲット システム上の Web エージェント パスワードを更新することができます。
エージェントの設定および修復機能は、ターゲット システムにセキュリティとトラップ コミュニティ
名および信頼設定を追加しますが、既存の設定を上書きすることはありません。ターゲット システム上
の既存の設定を上書きするには、HP Systems Insight Manager のエージェント設定のレプリケート機能
を使用してください。

エージェントの設定および修復ツールを使用すると、HP Insight マネジメント エージェント s がインス
トールされている Windows システムからのテスト SNMP トラップの送信や、HP WBEM プロバイダが
インストールされている Windows および HP-UX システムからのテスト Web ベース エンタープライズ
管理イベントの送信が可能になります。

HP-UX システム用の WBEM 証明書や Windows システム用の WBEM/WMI ユーザの設定（HP Insight
Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 による）もできます。
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Windows CMS のエージェントの設定および修復機能により、Windows オペレーティング システムが
インストールされた ProLiant または Itanium ベース システムに各種エージェントおよびプロバイダをイ
ンストールすることもできます。次のソフトウェアをインストールできます。

• HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008

• OpenSSH

• HP バージョン コントロール エージェント（VCA）for Windows

• HP Insight マネジメント エージェント for Windows

関連プロシージャ

• Windows CMS

• HP-UX および Linux CMS

• 管理対象システムのセットアップ

Windows CMS

Windows 中央管理サーバからの管理対象システムの設定
リモートからエージェントの設定および修復を実行するには、エージェントの設定および修復ツールを
実行する権限を持っていなければなりません。エージェントの設定または修復を行うには、ターゲット
システムで Windows システムの Administrator 権限を持つ必要があります。HP-UX および Linux システ
ムでは、root 権限を持つ必要があります。
リモートからエージェントの設定および修復を実行するには、SSH を HP-UX および Linux ターゲットに
インストールしなければなりません。

エージェントをリモートから設定するには、次のように操作します。

1. [設定]→[エージェントの設定および修復] を選択します。[ステップ 1:ターゲット システムの選択]
ページが表示されます。

注記：ツールの選択の前にターゲットを選択すると、[ステップ 1: ターゲット システムの確認] ペー
ジが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[ステップ 2: 認証情報を入力] ページが表示されます。このページで指定す

る認証情報は、ターゲット システムで権限を持つアカウントの情報です。
注記：Windows ターゲット システムで SSH（secure shell）アクセスを設定しようと考えている
場合は、指定するアカウントが、ローカルの Administorators グループのメンバでなければなりませ
ん。ドメイン アカウントを使用する Windows ターゲットでは、該当する場合、このアカウントが
自動的にこのグループに追加されます。

4. [ステップ 2： 認証情報を入力] ページで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、システム管理者の名前を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザ名に対応するシステム管理者パスワー

ドを入力します。
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c. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じシステム管
理者パスワードを再入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ドメイン アカウントを使用する
場合）。

注記：この手順で使用する証明書は、選択したすべてのターゲット システムで有効なものでな
ければなりません。ドメインの administrator 証明書を使用することをおすすめします。HP
SIM は、ここで入力した証明書を、スケジュールされたタスクをあとで実行する場合を除いて、
保存しません。

5. 次へをクリックします。[ステップ 3： プロバイダとエージェントのインストール（オプション）]
ページが表示されます。

6. 管理対象システムには Insight マネジメント エージェントまたはプロバイダ（Web ベース エンター
プライズ管理または Simple Network Management Protocol）をインストールできます。このため、
HP SIM はこれらのシステムからインベントリ情報やステータス情報を収集したり、これらのシステ
ムからイベント通知を受け取ったりすることができます。インストールは、Windows オペレーティ
ング システムで動作する ProLiant または Itanium ベースのサーバでのみサポートされます。
[ステップ 3： プロバイダとエージェントのインストール（オプション）] ページでは、次の操作を
行います。

a. [Windows 用 WBEM/WMI プロバイダ（HP Insight Management WBEM Provider）のインス
トール] を選択して、WBEM またはWMI プロバイダを Windows 管理対象システムにインス
トールします。

b. [Windows 用 SNMP エージェント（HP Insight マネージメント エージェント）のインストー
ル] を選択して、SNMP エージェントを Windows 管理対象システムにインストールします。こ
の Insight マネジメント エージェントにより、ネットワークの監視と制御が可能になります。

c. [OpenSSH のインストール] を選択して、OpenSSH を Windows 管理対象システムにインス
トールします。詳細については、「OpenSSH のインストール」を参照してください。

d. [バージョン コントロール エージェント（VCA）のインストール] を選択して、HP バージョン
コントロール エージェント（VCA）を Windows 管理対象システムにインストールします。
VCA により、システムにインストールされている HP ソフトウェアを表示し、そのソフトウェ
アの更新をレポジトリで入手できるかどうかを確認できます。詳細については、「バージョン
コントロール エージェントについて」を参照してください。

HP SIM は、システム タイプ、サブタイプ、およびシステムのオペレーティング システム説明に基
づいてインストールするエージェント/プロバイダのタイプを判断します。

表 12-1 インストールに使用されるコンポーネントのバージョン サポート マトリックス

バージョン コントロー
ル エージェント

Open SSHHP ProLiant エージェン
ト

HP WBEM プロバイダサポートされるシステ
ム

2.1.83.717.90（32 ビット）2.1（32 ビット）不明

2.1.83.717.90（32 ビット）2.1（32 ビット）32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2003、2008）で
動作する ProLiant シス
テム
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表 12-1 インストールに使用されるコンポーネントのバージョン サポート マトリックス (続き)

バージョン コントロー
ル エージェント

Open SSHHP ProLiant エージェン
ト

HP WBEM プロバイダサポートされるシステ
ム

2.1.83.717.90（64 ビット）2.1（64 ビット）32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2003、2008）で
動作する ProLiant シス
テム

2.1.83.717.60（32 ビット）サポートされません32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2000）で動作する
ProLiant システム

2.1.7.7703.715.1.10サポートされませんWindows オペレーティ
ング システム
（2003）で動作する
Itanium ベース システ
ム

必要に応じて、こららのエージェントとともに System Management Homepage バージョン 2.1.7
もインストールされます。

注記: 64 ビット エージェントまたはプロバイダをインストールする場合は、HP SIM でターゲッ
ト システムが 64 ビット システムとして識別されていることを確認してください。
システムが正しく識別されていない場合は、[システム ページ]→[システム プロパティの編集] にア
クセスし、正しいシステム タイプ、サブタイプを選択してからオペレーティング システムの説明
を手動で入力してください。

例：ProLiant Windows 64 ビットシステムで Insight マネジメント エージェント s をインストールす
るには、次のように操作します。

1. システム タイプ：サーバを選択します。
2. Select システム [サブタイプ 1]：ProLiant を選択します。
3. Microsoft Windows Server 2003, x64 Enterprise Edition Service Pack 1 としてのオペレーティン

グ システムの説明またはシステムの適切なオペレーティング システムの説明を入力します。

インストール後エージェントを設定する場合は、強制再起動オプションを選択します。これにより、
新しくインストールされたコンポーネントを、設定前に完全に初期化できます。

注記：再起動を伴うインストールは、通常、完了するまでに約 8 分かかります。

7. 次へをクリックします。[ステップ 4:エージェントの設定および修復ページが表示されます。
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8. [ステップ 4:エージェントの設定および修復] ページでは、ターゲット システム設定に使うオプショ
ンを選択できます。

使用できるオプションは次のとおりです。

• [WBEM/WMI の設定]。このセクションでは、WBEM イベントまたはイベントを HP Systems
Insight Manager に送信するようにターゲット Linux、Windows、または HP-UX システムを設定
できます。

このセクションでは、次を検討する必要があります。

• [WBEM イベントにサブスクリプションを作成]。

• [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル WBEM/WMI indication を送ります]。

注記：HP SIM の [イベント リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されま
す。[イベント リスト] で、テスト WBEM イベントを受け取っていない場合は、第16章
「トラブルシューティング」を参照してください。

注記：これは、WBEM プロバイダがインストールされている HP-UX および Windows 管
理対象システムでのみサポートされます。

• [システムを管理するためにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10
年間有効）を使用します。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプ
ションは HP-UX システムでのみ有効です。

• [WMI データにアクセスするための、HP SIM の非管理者アカウントの設定]。このオプ
ションは、HP WBEM プロバイダがインストールされている Windows システムにのみ適
用されます。管理対象システムの構成が更新され、指定したユーザがネットワーク経由で
WMI 情報にアクセスできるようになります。HP SIM はこのユーザを使用してシステムか
らのインベントリ情報や設定情報を読み取ります。このユーザは、システム プロトコル
設定で WBEM ユーザとして設定されます。HP SIM が管理者権限を持つユーザを使用し
て設定されている場合は、この設定手順は不要です。このユーザは HP SIM が作成するも
のではないため、ドメイン ユーザまたは管理対象システムのローカル ユーザのひとつと
してすでに存在する必要があります。

ユーザは、管理対象システムの「DCOM Users」グループに追加され、WMI 情報への読
み取り専用アクセス権と HPQ ネーム スペースへの読み取り/書き込み権限を与えられま
す。このユーザは、管理対象システムの管理者である必要はなく、ログオン権限も不要で
す。目的が限定されたドメイン アカウントをおすすめします。また、ドメイン管理者が
作成すべきです。

HP SIM が管理対象システムにアクセスするための認証情報を入力するには、次のように
操作します。

1. [ユーザ名] フィールドに、ユーザの名前を入力します。
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2. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザの名前のパスワードを入力し
ます。

3. [パスワード] フィールドに入力したものと同じパスワードを [パスワードの確認]
フィールドに再び入力します。

4. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ターゲットがドメイン
に所属する場合）。

管理者権限がないユーザの設定が正常に行われると、HP SIM でこれらの認証情報が
WBEM アクセス用のシステム プロトコル設定として保存されます。

• [SNMP の設定] このセクションにより、SNMP 設定を指定できます。
このセクションでは、次を検討する必要があります。

a. [読み込みコミュニティ名の設定] を選択して、コミュニティ名を指定します。デフォルト
では、HP SIM の最初のコミュニティ名（「public」ではありません）がフィールドに表示
されます。HP SIM にコミュニティ名が存在しない場合は、入力する必要があります。
注記：この時点でデフォルト SNMP インストレーションの HP-UX システムだけを設定す
る場合は、このオプションを設定する必要はありません。HP-UX は、デフォルトで読み取
りを許可します（HP-UX システムでは Get コミュニティ名がデフォルトで public に設定
されています）。

注記：このオプションを選択した場合、[読み込み] コミュニティ名がターゲット システ
ムに追加されます。ターゲット システムが SuSE Linux または Microsoft Windows 2003
の場合、管理対象システムは、管理対象システム自身とリモート ホストの間の SNMP 通
信を常に許可しません。この設定変更により、HP SIM システムのインスタンスから、こ
れらのターゲット システムとの SNMP を使用した通信が可能になります。
注記：コミュニティ名には、最大 255 文字を使用できます。
注記：[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名が現在存在しない場合の
み、SNMP 設定を修正すると、このコミュニティ名がターゲット システムに追加されま
す。このコミュニティ名は、システムごとに異なります。また、30 文字を超える文字（数
字と文字）で構成され、そのシステムの管理者権限を持つユーザだけが表示できます。こ
の [読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名は、Web エージェントが特定
のスレッショルド設定を行うために必要です。このコミュニティ名は、ターゲット シス
テム上でローカルで使用されるだけのものであり、HP SIM がネットワーク全体で使うも
のではありません。Linux および HP-UX システムは、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名を必要としません。このため、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名は Windows システムにのみ追加されます。

b. ターゲット システムの [SNMP トラップ送信先] で、[HP Systems Insight Manager のこ
のインスタンスを参照するトラップを設定] を選択します。この設定により、ターゲット
システムは、HP SIM のこのインスタンスに SNMP トラップを送信できます。

c. [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル SNMP トラップを送ります。] を選択して、HP SIM のイベント リストに SNMP
イベントが表示されることを確認します。

テスト トラップを正しく送信するには、トラップをこのインスタンスに送信するように
ターゲット システムを設定する必要があります。
注記：テスト トラップを送信できるのは、 HP Insight マネジメント エージェントがイン
ストールされた Windows 管理対象システムだけです。このタスクを Linux または HP-UX
管理対象システム上で実行しようとすると、操作がサポートされていないことを示すメッ
セージが表示されます。

注記：トラップは、システムからの一般トラップとして表示されます。HP SIM の [イベン
ト リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されます。

• [セキュア シェル（SSH）アクセスの設定]。このオプションを選択して、管理対象システム上
での SSH アクセスを設定します。
このオプションを選択する場合、次のいずれかのオプションを選択する必要があります。

• ホスト ベース認証
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注記：このオプションを使用するには、ステップ 2 で入力されるユーザ名とパスワード
が管理者レベルのアカウントのものでなければなりません。Linux または HP-UX ターゲッ
トの場合は、"root"アカウントとパスワードになります。

• 次のユーザ用のユーザ ベース認証
注記：HP SIM にログイン アクセスできるすべてのユーザがツールを実行できるようには
設定せずにアクセス権を持つ必要があるユーザを制限したい場合は、このオプションのほ
うが安全です。

注記：SSH は、OpenSSH サービスが管理対象システムで動作している場合にのみ設定で
きます。OpenSSH は、ステップ 3 で実行したように [OpenSSH のインストール] を実行
するか、または[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[Open SSH のインストール] の下のツールを選択して Windows システムにインス
トールできます。

• [信頼関係を"証明書による信頼"に設定]。このオプションを選択して、システムが System
Management Homepage との [証明書による信頼] 信頼関係を使用するように設定します。
ターゲット システム上の System Management Homepage の場合、このオプションは、信頼
モードを [証明書による信頼] に設定して、HP SIM のシステム証明書をターゲット システムの
信頼証明書ディレクトリにコピーします。このオプションにより、HP SIM ユーザは、認証に
証明書を使用して System Management Homepage に接続できます。詳細については、「信頼
証明書」を参照してください。

注記：後で Linux 管理対象システムに信頼ステータスを設定する際に問題が発生した場合は、
第16章 「トラブルシューティング」の [証明書の問題] を参照してください。
Onboard Administrators および Integrated Lights-Out 2（iLO）用に管理プロセッサへの SSO（シ
ングル サインオン）を設定できます。SSO を設定するには、[信頼関係の設定] を選択します。
SSO を設定したら、以降は、管理プロセッサへのログイン認証情報の入力を指示するメッセー
ジが表示されなくなります。

注記：マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のシステムでは、エージェントの設定および修復は、
管理者パスワードをマネジメント HTTP サーバストアに追加して SNMP 設定を変更しました
が、信頼関係情報は変更できませんでした。これは、マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のバー
ジョンが、信頼関係を配備しなかったからです。

• [バージョン コントロール エージェント（VCA）の設定]。このオプションを選択して、ソフト
ウェアとファームウェアのレポジトリの位置に当たる HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャ（VCRM）を参照するように VCA を設定します。これにより、バージョンの比
較とソフトウェアの更新が可能になります。このオプションは、Windows システムでのみ使
用できる機能です。このセクションには、Windows、Linux、HP-UX を含むすべての CMS シス
テムの [設定] セクションでアクセスできます。
VCA を設定するには、次のように操作します。
1. [VCRM がインストールされたシステムを選択してください] フィールドで、ドロップダウ

ン リストから VCRM がインストールされているサーバを選択します。
2. [ユーザ名] フィールドに、VCRM にアクセスするユーザ名を入力します。ここでは、デ

フォルトの Administrator ユーザを指定することはできません。管理者権限を持つユーザ
でなければなりません。

3. [パスワード] フィールドに、VCRM にアクセスするためのパスワードを入力します。
4. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じ VCRM

パスワードを再び入力します。

• Insight マネジメント エージェントバージョン 7.1 以前の管理者パスワードの設定。このオプ
ションを選択して、ターゲット システムにインストールされているすべての Insight マネジメ
ント エージェントの管理者パスワードを修正します（Windows および Linux システムについ
て該当する場合）。

注記：Insight マネジメント エージェント 7.2 以上がインストールされている場合、このオプ
ションは設定しないでください。

注記：リモート システムが HP-UX を実行している場合、このオプションは HP-UX システム上
では適用されないため、リモート システムでは実行されません。この時点で HP-UX ターゲッ
ト システムだけを設定する場合は、このオプションを設定する必要はありません。
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このオプションを選択する場合は、必ず、次の各ステップを実行してください。

a. [パスワード] フィールドに、新しい管理者パスワードを入力します。
b. [パスワードの確認] フィールドに、前の手順で入力した新しい管理者パスワードをそのま

ま再入力します。

9. すぐに実行をクリックします。[タスク結果] ページが表示されます。
注記：このタスクを後で実行する場合は スケジュールをクリックします。
注記：エージェントの設定および修復ツールは、複数のターゲット システムの更新に使用できま
す。それぞれのシステムでの結果は異なる可能性があります。ログの結果は、修復が成功したかど
うかを示します。

[タスク結果] ページに、次の情報が表示されます。

• [ステータス] 。タスク インスタンス内の各ターゲット システムの詳細が表示されます。

• 終了コード。実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。戻り値が 0 または正の数の場
合、実行可能プログラムは正常に終了しました。負の値の場合、失敗しています。この終了
コードは、すべての設定の試みが成功したことを示すものではありません。一部が成功し一部
が失敗している可能性もあります。

• ターゲット名。ターゲットの名前/IP アドレスが表示されます。

• [標準出力] タブ。出力テキスト情報が表示されます。

• [標準エラー] タブ。実行可能プログラムでエラーが発生したかどうかに関する情報が表示され
ます。

• 印刷可能なレポートの表示。現在選択しているターゲット システムのレポートまたはタスク
インスタンスに関連しているすべてのターゲット システムのレポートを印刷できます。
レポートを印刷するには、次のように操作します。

a. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。

[オプション メッセージ] ボックスが表示され、現在選択しているターゲット システムの
みを含むレポート、またはタスク インスタンスに関連するすべてのターゲット システム
を含むレポートを生成するかどうか、質問されます。

b. 表示するレポートを選択します。

c. レポートを表示するには、OK をクリックします。[タスク結果の表示] ページに戻るに
は、キャンセルをクリックします。

10. ターゲット システムに、マネジメント HTTP サーバがインストールされている場合、マネジメント
HTTP サーバのパスワード ファイルで、ログイン証明書が更新されます。

エージェントの設定および修復は、HP Systems Insight Manager の他の多くのツールと同様に、スケ
ジュールに基づいて自動実行されるように設定できます。また、手動での実行も可能です。一度にエー
ジェントの設定および修復ツールの複数のインスタンスを実行することはできません。

関連トピック

関連トピック

• エージェントの設定および修復

HP-UX および Linux CMS

HP-UX および Linux 中央管理サーバからの管理対象システムの設定
リモートからエージェントの設定および修復を実行するには、エージェントの設定および修復ツールを
実行する権限を持っていなければなりません。エージェントの設定または修復を行うには、ターゲット
システムで Windows システムの Administrator 権限を持つ必要があります。Linux および HP-UX システ
ムでは、root 権限を持つ必要があります。
リモートからエージェントの設定および修復を実行するには、SSH を Windows、HP-UX、および Linux
ターゲット システムにインストールしなければなりません
エージェントをリモートから設定するには、次のように操作します。
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1. [設定]→[エージェントの設定および修復] を選択します。[ステップ 1:ターゲット システムの選択]
ページが表示されます。

注記：ツールの選択の前にターゲットを選択すると、[ステップ 1: ターゲット システムの確認] ペー
ジが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[ステップ 2: 認証情報を入力] ページが表示されます。このページで指定す

る認証情報は、ターゲット システムで権限を持つアカウントの情報です。

4. [ステップ 2： 認証情報を入力] ページで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、システム管理者の名前を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザ名に対応するシステム管理者パスワー

ドを入力します。

c. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じシステム管
理者パスワードを再入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ドメイン アカウントを使用する
場合）。

注記：この手順で使用する証明書は、選択したすべてのターゲット システムで有効なものでな
ければなりません。ドメインの administrator 証明書を使用することをおすすめします。HP
SIM は、ここで入力した証明書を、スケジュールされたタスクをあとで実行する場合を除いて、
保存しません。

5. 次へをクリックします。[ステップ 3:エージェントの設定および修復ページが表示されます。

6. [ステップ 3:エージェントの設定および修復] ページでは、ターゲット システム設定に使うオプショ
ンを選択できます。
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使用できるオプションは次のとおりです。

• [WBEM/WMI の設定]。このセクションでは、WBEM イベントまたはイベントを HP Systems
Insight Manager に送信するようにターゲット Linux、Windows、または HP-UX システムを設定
できます。

このセクションでは、次を検討する必要があります。

• [WBEM イベントにサブスクリプションを作成]。

• [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル WBEM/WMI indication を送ります]。

注記：HP SIM の [イベント リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されま
す。[イベント リスト] で、テスト WBEM イベントを受け取っていない場合は、第16章
「トラブルシューティング」を参照してください。

注記：これは、WBEM プロバイダがインストールされている HP-UX および Windows 管
理対象システムでのみサポートされます。

• [システムを管理するためにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10
年間有効）を使用します。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプ
ションは HP-UX システムでのみ有効です。

• [WMI データにアクセスするための、HP SIM の非管理者アカウントの設定]。このオプ
ションは、HP WBEM プロバイダがインストールされている Windows システムにのみ適
用されます。管理対象システムの構成が更新され、指定したユーザがネットワーク経由で
WMI 情報にアクセスできるようになります。HP SIM はこのユーザを使用してシステムか
らのインベントリ情報や設定情報を読み取ります。このユーザは、システム プロトコル
設定で WBEM ユーザとして設定されます。HP SIM が管理者権限を持つユーザを使用し
て設定されている場合は、この設定手順は不要です。このユーザは HP SIM が作成するも
のではないため、ドメイン ユーザまたは管理対象システムのローカル ユーザのひとつと
してすでに存在する必要があります。

ユーザは、管理対象システムの「DCOM Users」グループに追加され、WMI 情報への読
み取り専用アクセス権と HPQ ネーム スペースへの読み取り/書き込み権限を与えられま
す。このユーザは、管理対象システムの管理者である必要はなく、ログオン権限も不要で
す。目的が限定されたドメイン アカウントをおすすめします。また、ドメイン管理者が
作成すべきです。

HP SIM が管理対象システムにアクセスするための認証情報を入力するには、次のように
操作します。

1. [ユーザ名] フィールドに、ユーザの名前を入力します。
2. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザの名前のパスワードを入力し

ます。

3. [パスワード] フィールドに入力したものと同じパスワードを [パスワードの確認]
フィールドに再び入力します。

4. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ターゲットがドメイン
に所属する場合）。

管理者権限がないユーザの設定が正常に行われると、HP SIM でこれらの認証情報が
WBEM アクセス用のシステム プロトコル設定として保存されます。

• [SNMP の設定] このセクションにより、SNMP 設定を指定できます。
このセクションでは、次を検討する必要があります。

a. [読み込みコミュニティ名の設定] を選択して、コミュニティ名を指定します。デフォルト
では、HP SIM の最初のコミュニティ名（「public」ではありません）がフィールドに表示
されます。HP SIM にコミュニティ名が存在しない場合は、入力する必要があります。
注記：この時点でデフォルト SNMP インストレーションの HP-UX システムだけを設定す
る場合は、このオプションを設定する必要はありません。HP-UX は、デフォルトで読み取
りを許可します（HP-UX システムでは Get コミュニティ名がデフォルトで public に設定
されています）。

注記：このオプションを選択した場合、[読み込み] コミュニティ名がターゲット システ
ムに追加されます。ターゲット システムが SuSE Linux または Microsoft Windows 2003
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の場合、管理対象システムは、管理対象システム自身とリモート ホストの間の SNMP 通
信を常に許可しません。この設定変更により、HP SIM システムのインスタンスから、こ
れらのターゲット システムとの SNMP を使用した通信が可能になります。
注記：コミュニティ名には、最大 255 文字を使用できます。
注記：[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名が現在存在しない場合の
み、SNMP 設定を修正すると、このコミュニティ名がターゲット システムに追加されま
す。このコミュニティ名は、システムごとに異なります。また、30 文字を超える文字（数
字と文字）で構成され、そのシステムの管理者権限を持つユーザだけが表示できます。こ
の [読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名は、Web エージェントが特定
のスレッショルド設定を行うために必要です。このコミュニティ名は、ターゲット シス
テム上でローカルで使用されるだけのものであり、HP SIM がネットワーク全体で使うも
のではありません。Linux および HP-UX システムは、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名を必要としません。このため、[読み取り、書き込み
（READ/WRITE）] コミュニティ名は Windows システムにのみ追加されます。

b. ターゲット システムの [SNMP トラップ送信先] で、[HP Systems Insight Manager のこ
のインスタンスを参照するトラップを設定] を選択します。この設定により、ターゲット
システムは、HP SIM のこのインスタンスに SNMP トラップを送信できます。

c. [HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスに
サンプル SNMP トラップを送ります。] を選択して、HP SIM のイベント リストに SNMP
イベントが表示されることを確認します。

テスト トラップを正しく送信するには、トラップをこのインスタンスに送信するように
ターゲット システムを設定する必要があります。
注記：テスト トラップを送信できるのは、 HP Insight マネジメント エージェントがイン
ストールされた Windows 管理対象システムだけです。このタスクを Linux または HP-UX
管理対象システム上で実行しようとすると、操作がサポートされていないことを示すメッ
セージが表示されます。

注記：トラップは、システムからの一般トラップとして表示されます。HP SIM の [イベン
ト リスト] では、イベントは [情報イベント] として表示されます。

• [セキュア シェル（SSH）アクセスの設定]。このオプションを選択して、管理対象システム上
での SSH アクセスを設定します。
このオプションを選択する場合、次のいずれかのオプションを選択する必要があります。

• ホスト ベース認証
注記：このオプションを使用するには、ステップ 2 で入力されるユーザ名とパスワード
が管理者レベルのアカウントのものでなければなりません。Linux または HP-UX ターゲッ
トの場合は、"root"アカウントとパスワードになります。

• 次のユーザ用のユーザ ベース認証
注記：HP SIM にログイン アクセスできるすべてのユーザがツールを実行できるようには
設定せずにアクセス権を持つ必要があるユーザを制限したい場合は、このオプションのほ
うが安全です。

注記：SSH は、OpenSSH サービスが管理対象システムで動作している場合にのみ設定で
きます。OpenSSH は、ステップ 3 で実行したように [OpenSSH のインストール] を実行
するか、または[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[Open SSH のインストール] の下のツールを選択して Windows システムにインス
トールできます。

• [信頼関係を"証明書による信頼"に設定]。このオプションを選択して、システムが System
Management Homepage との [証明書による信頼] 信頼関係を使用するように設定します。
ターゲット システム上の System Management Homepage の場合、このオプションは、信頼
モードを [証明書による信頼] に設定して、HP SIM のシステム証明書をターゲット システムの
信頼証明書ディレクトリにコピーします。このオプションにより、HP SIM ユーザは、認証に
証明書を使用して System Management Homepage に接続できます。詳細については、「信頼
証明書」を参照してください。
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注記：後で Linux 管理対象システムに信頼ステータスを設定する際に問題が発生した場合は、
第16章 「トラブルシューティング」の [証明書の問題] を参照してください。
Onboard Administrators および Integrated Lights-Out 2（iLO）用に管理プロセッサへの SSO（シ
ングル サインオン）を設定できます。SSO を設定するには、[信頼関係の設定] を選択します。
SSO を設定したら、以降は、管理プロセッサへのログイン認証情報の入力を指示するメッセー
ジが表示されなくなります。

注記：マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のシステムでは、エージェントの設定および修復は、
管理者パスワードをマネジメント HTTP サーバストアに追加して SNMP 設定を変更しました
が、信頼関係情報は変更できませんでした。これは、マネジメント HTTP サーバ 4.x 以前のバー
ジョンが、信頼関係を配備しなかったからです。

• [バージョン コントロール エージェント（VCA）の設定]。このオプションを選択して、ソフト
ウェアとファームウェアのレポジトリの位置に当たる HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャ（VCRM）を参照するように VCA を設定します。これにより、バージョンの比
較とソフトウェアの更新が可能になります。このオプションは、Windows システムでのみ使
用できる機能です。このセクションには、Windows、Linux、HP-UX を含むすべての CMS シス
テムの [設定] セクションでアクセスできます。
VCA を設定するには、次のように操作します。
1. [VCRM がインストールされたシステムを選択してください] フィールドで、ドロップダウ

ン リストから VCRM がインストールされているサーバを選択します。
2. [ユーザ名] フィールドに、VCRM にアクセスするユーザ名を入力します。ここでは、デ

フォルトの Administrator ユーザを指定することはできません。管理者権限を持つユーザ
でなければなりません。

3. [パスワード] フィールドに、VCRM にアクセスするためのパスワードを入力します。
4. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じ VCRM

パスワードを再び入力します。

• Insight マネジメント エージェントバージョン 7.1 以前の管理者パスワードの設定。このオプ
ションを選択して、ターゲット システムにインストールされているすべての Insight マネジメ
ント エージェントの管理者パスワードを修正します（Windows および Linux システムについ
て該当する場合）。

注記：Insight マネジメント エージェント 7.2 以上がインストールされている場合、このオプ
ションは設定しないでください。

注記：リモート システムが HP-UX を実行している場合、このオプションは HP-UX システム上
では適用されないため、リモート システムでは実行されません。この時点で HP-UX ターゲッ
ト システムだけを設定する場合は、このオプションを設定する必要はありません。
このオプションを選択する場合は、必ず、次の各ステップを実行してください。

a. [パスワード] フィールドに、新しい管理者パスワードを入力します。
b. [パスワードの確認] フィールドに、前の手順で入力した新しい管理者パスワードをそのま

ま再入力します。

7. すぐに実行をクリックします。[タスク結果] ページが表示されます。
注記：このタスクを後で実行する場合は スケジュールをクリックします。
注記：エージェントの設定および修復ツールは、複数のターゲット システムの更新に使用できま
す。それぞれのシステムでの結果は異なる可能性があります。ログの結果は、修復が成功したかど
うかを示します。

[タスク結果] ページに、次の情報が表示されます。

• [ステータス] 。タスク インスタンス内の各ターゲット システムの詳細が表示されます。

• 終了コード。実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。戻り値が 0 または正の数の場
合、実行可能プログラムは正常に終了しました。負の値の場合、失敗しています。この終了
コードは、すべての設定の試みが成功したことを示すものではありません。一部が成功し一部
が失敗している可能性もあります。

• ターゲット名。ターゲットの名前/IP アドレスが表示されます。

• [標準出力] タブ。出力テキスト情報が表示されます。
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• [標準エラー] タブ。実行可能プログラムでエラーが発生したかどうかに関する情報が表示され
ます。

• 印刷可能なレポートの表示。現在選択しているターゲット システムのレポートまたはタスク
インスタンスに関連しているすべてのターゲット システムのレポートを印刷できます。
レポートを印刷するには、次のように操作します。

a. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。

[オプション メッセージ] ボックスが表示され、現在選択しているターゲット システムの
みを含むレポート、またはタスク インスタンスに関連するすべてのターゲット システム
を含むレポートを生成するかどうか、質問されます。

b. 表示するレポートを選択します。

c. レポートを表示するには、OK をクリックします。[タスク結果の表示] ページに戻るに
は、キャンセルをクリックします。

8. ターゲット システムに、マネジメント HTTP サーバがインストールされている場合、マネジメント
HTTP サーバのパスワード ファイルで、ログイン証明書が更新されます。

エージェントの設定および修復は、HP Systems Insight Manager の他の多くのツールと同様に、スケ
ジュールに基づいて自動実行されるように設定できます。また、手動での実行も可能です。一度にエー
ジェントの設定および修復ツールの複数のインスタンスを実行することはできません。

関連トピック

関連トピック

• エージェントの設定および修復

詳細情報 - Windows 用 WBEM/WMI プロバイダのインストール
• Web ベース エンタープライズ管理 (WBEM) システム、ネットワーク、ユーザ、およびアプリケー

ションを、複数のベンダ環境にまたがって管理するための業界イニシアチブ。WBEM は、システ
ム管理を簡素化し、WBEM クライアント アプリケーションで読み出すことのできるソフトウェア
データとハードウェア データへのアクセス性能を向上させる。 HP-UX では、WBEM はオペレー
ティング システムのインストール時にインストールされます。Linux Itanium Processor Family（IPF）
では、WBEM を手動でインストールする必要があります。ダウンロードするには、HP Software
Depot（http://www.software.hp.com/ ）にアクセスしてください。openPegasus の Web サイトか
らダウンロードした WBEM は、HP SIM が Linux x86 システムを管理するために必要なハードウェ
ア固有のデータを含んでいません。

注記: Windows Management Instrumentation（WMI）は、Microsoft 社による WBEM の実装で
す。詳細については、WMIを参照してください。

注記:  WBEM プロバイダを、HP-UX や Linux のシステムにインストールすることはできません。

注記: 共通情報モデル オブジェクト マネージャ（CIMOM）は、WBEM プロバイダと HP Systems
Insight Manager などの管理アプリケーションとの間の通信のインタフェースとして機能します。

WBEM および WMI で認証を受けるには、CMS が正しい認証情報を持つ必要があります。クライ
アントの証明書を認証する方法は、次の 2 つです。

• ユーザ名とパスワードを使用した、WBEM サービスまたは WMI に対するベーシック認証

• 認証での CMS の証明書の使用は、クライアント証明書認証をサポートする、HP-UX WBEM
Services 02.05.00 でのみ可能です。エージェントの設定および修復の [システムを管理するた
めにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10 年間有効）を使用しま
す。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプションは HP-UX システムでの
み有効です。

• WMI ネットワーク、一般にはエンタープライズ ネットワーク内のシステムの管理と制御を可能
にする、Windows オペレーティング システムの API。
WMI Mapper プロキシとは、WMI 用の設定のことです。WMI Mapper は、クライアント CIM/XML
WBEM 要求を受信し、その要求をWindows Management Instrumentation(WMI）要求に変換しま
す。WMI 結果は、CIM/XML 形式に変換されて、中央管理サーバ（CMS）に返されます。検出と識
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別タスクでは、WMI Mapper プロキシ リストのプロキシが使用されて、システムが WMI 対応シ
ステムであるかどうかが検出されます。システムが WMI 対応である場合は、特定プロキシに基づ
いて、そのシステムの識別情報が返されます。

WMI Mapper は、Windows マシン上の WMI 対応データを WBEM 要求を利用して取得できるよう
にします。HP SIM の Windows 版は、この WMI Mapper をローカルでインストールします。この
ため、管理対象 Windows システムに WMI Mapper をインストールしないでも、ネットワーク経
由でのシステムへの WMI 要求を作成できます。
WMI Mapper は、Windows CMS での HP SIM の標準インストールに含まれています（カスタム
インストールではオプション）。HP-UX および Linux ベースのシステムでは、WMI Mapper は使用
できません。

関連トピック

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• グローバル プロトコル

• エージェントの設定および修復

詳細情報 - Windows 用 SNMP プロバイダのインストール
HP SIM によってサポートされる管理プロトコルの 1 つ。ネットワーク システムとほとんどのサーバに
よって広く使用される、従来の管理プロトコル。TCP/IP ベースのインターネットのネットワーク管理用
の管理情報ベース（MIB-II）は、すべてのベンダに一貫して提供されている標準情報である。
SNMP を入手するには、次のように操作します。

• Windows XP and Windows 2000 では、SNMP はオペレーティング システムのインストール時に
はインストールされません。エージェントの設定および修復で [読み込みコミュニティ名の設定] オ
プションが [public] に設定されていることと、[すべてのホストから SNMP パケットを受け付ける]
オプションが選択されていることを確認してください。

• Windows 2003 以降では、Simple Network Management Protocol を、http://www.hp.com/jp/hpsim/
から単独でインストールする必要があります。エージェントの設定および修復で [読み込みコミュ
ニティ名の設定] オプションが [public] に設定されていることと、[すべてのホストから SNMP パ
ケットを受け付ける] オプションが選択されていることを確認してください。

Linux x86 オペレーティング システムを実行する ProLiant システム用の HP Insight SNMP エージェント
をインストールするには、www.hp.com にアクセスして ProLiant Support Pack 7.90 を選択してくださ
い。

注記:  SNMP エージェントを、HP-UX のシステムにインストールすることはできません。

CMS で書き込みコミュニティ名を設定するには、HP SIM メニューから[オプション]→[プロトコル設
定]→[システム プロトコル設定] を選択します。[通信の管理] ページから複数のシステムのコミュニティ
名を設定するには、[クイック修復]+[プロバイダとエージェントのインストール]→[SNMP の設定] を選
択して、書き込みコミュニティ名を設定します。

関連トピック

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• グローバル プロトコル

• エージェントの設定および修復
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詳細情報 - CRA からの OpenSSH のインストール
• Secure Shell (SSH) SSH は、ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコ

マンドを実行するために使用されます。また、あるシステムから別のシステムにファイルを移動で
き、安全でない経路でも安全な認証と通信を提供します。

SSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。

• OpenSSH  SSH を使用して、コンピュータ ネットワーク経由で暗号化通信セッションを実現す
るネットワーク接続ツールのセット。SSH Communications Security が独自に提供する SSH ソフト
ウェア スイートに代わるオープン ソースとして作成された。
OpenSSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。

関連プロシージャ

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

• RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール

• OpenSSH のインストール

関連トピック

• グローバル プロトコル

• エージェントの設定および修復

詳細情報 - バージョン コントロール エージェントのインストール
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、ソフトウェア ステータスは、ソフトウェア更新を利用で
きるかどうかとその重要性を示します。HP バージョン コントロール エージェント（VCA）がシステム
にインストールされている場合、そのシステムのソフトウェア ステータス アイコンをクリックすると、
[HP バージョン コントロール エージェント ソフトウェア インベントリ] ページが表示されます。
管理対象サーバを最新ソフトウェアで更新するため、HP SIM では、HP バージョン コントロール エー
ジェント（VCA）と HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）を使用するソフト
ウェア更新機能が提供されます。

Windows オペレーティング システムの場合、インベントリ データを取得するには、HP Insight マネジ
メント エージェント 5.40 以降をインストールする必要があります。Linux オペレーティング システム
の場合、インベントリ データを取得するには、HP サーバ管理アプリケーションとエージェント（hpasm
RPM）7.00 以降をインストールする必要があります。VCA と同じ HP ProLiant および Integrity Support
Pack に含まれている現在のバージョンをインストールすることをおすすめします。

注記: Insight マネジメント エージェントがインストールされていない場合、VCA によってソフトウェ
ア インベントリを収集できません。ただし、VCA をソフトウェアのインストールに使用することはで
きます。

HP バージョン コントロール エージェント
HP バージョン コントロール エージェント（VCA）は、システムにインストールする HP Insight マネジ
メント エージェントです。これを使用すると、そのシステムにインストールされた HP 製ソフトウェア
とファームウェアを確認できるようになります。HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
（VCRM）によって管理されるレポジトリをポイントするように VCA を設定でき、バージョンの比較
や、VCA がインストールされているシステムへのレポジトリからのソフトウェアの更新が簡単に実行で
きます。

VCA では、バージョン コントロール機能とシステム更新機能が 1 つの HP 製システムに提供されます。
VCA では、ローカル システムにインストールされている各コンポーネントを各コンポーネントか VCRM
にリストされている特定 ProLiant または Integrity Support Pack と比較し、システム ソフトウェアのス
テータスを判断します。VCA にアクセスする際、システム ソフトウェア ステータス アイコンの横にあ
るインストール アイコンをクリックして、個別コンポーネントや ProLiant または Integrity Support Pack
全体を更新できます。
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HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）は、HP 製ソフトウェアおよびファーム
ウェア コンポーネントのディレクトリを管理する HP Insight マネジメント エージェントです。VCRM
は、HP バージョン コントロール エージェント（VCA）ローカル マシンにロードできるソフトウェアと
ファームウェアのリストを提供するために使用できます。VCRM は、HP Foundation Pack の一部です。
VCRM は、インストールされている HP 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理するために HP 製
の各管理対象システムにインストールされる VCA とともに 1 対多構成で使用するように設計されてい
ます。VCRM および VCA は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）とともに使用することにより、企
業全体の HP ProLiant および Integrity システムの HP 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理できま
す。単体でも、VCRM は、HP ProLiant および Integrity システムに関して、ProLiant および Integrity Support
Pack のレポジトリや個々のソフトウェアおよびファームウェアのカタログ作成と管理に使用できます。

注記: VCRM を使用して、HP ProLiant および Integrity Support Pack やコンポーネントをローカル マシ
ンにインストールできますが、VCA がリモート サーバにインストールされていて、VCA を使用してイ
ンストールが開始されないと、リモート サーバにソフトウェアをインストールできません。

関連トピック

• バージョン コントロール

• バージョン コントロール エージェントについて

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

関連プロシージャ

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• グローバル プロトコル

• エージェントの設定および修復

詳細情報 - WBEM/WMI の設定
Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）を設定すると、WBEM イベントまたはイベントを HP
Systems Insight Manager（HP SIM）に送信するようにターゲット Linux、Windows、または HP-UX シス
テムを設定できます。

また、GUI を介して、WBEM イベントの予約を追加および削除できます。また、コマンド ライン イン
タフェース（CLI）からも、WBEM イベントの予約と予約解除ができます。WBEM イベントをサポート
しているシステムについて WBEM イベントを予約しないと、発生するどの WBEM イベントもイベント
テーブル ビュー ページに表示されません。
関連トピック

• WBEM イベント

詳細情報 - HP SIM による WMI データへのアクセスのための非管理者アカウント
の設定

[WMI データにアクセスするための、HP SIM の非管理者アカウントの設定]。このオプションは、HP
WBEM プロバイダがインストールされている Windows システムにのみ適用されます。管理対象システ
ムの構成が更新され、指定したユーザがネットワーク経由で WMI 情報にアクセスできるようになりま
す。HP SIM はこのユーザを使用してシステムからのインベントリ情報や設定情報を読み取ります。この
ユーザは、システム プロトコル設定で WBEM ユーザとして設定されます。HP SIM が管理者権限を持つ
ユーザを使用して設定されている場合は、この設定手順は不要です。このユーザは HP SIM が作成する
ものではないため、ドメイン ユーザまたは管理対象システムのローカル ユーザのひとつとしてすでに
存在する必要があります。

ユーザは、管理対象システムの「DCOM Users」グループに追加され、WMI 情報への読み取り専用アク
セス権と HPQ ネーム スペースへの読み取り/書き込み権限を与えられます。このユーザは、管理対象シ
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ステムの管理者である必要はなく、ログオン権限も不要です。目的が限定されたドメイン アカウントを
おすすめします。また、ドメイン管理者が作成すべきです。

関連トピック

• Windows CMS

• HP-UX および Linux CMS

詳細情報 - SNMP の設定
[読み込みコミュニティ名の設定] を選択して、コミュニティ名を指定します。デフォルトでは、HP SIM
の最初のコミュニティ名（「public」ではありません）がフィールドに表示されます。HP SIM にコミュ
ニティ名が存在しない場合は、入力する必要があります。

注記：この時点でデフォルト SNMP インストレーションの HP-UX システムだけを設定する場合は、こ
のオプションを設定する必要はありません。HP-UX は、デフォルトで読み取りを許可します（HP-UX シ
ステムでは Get コミュニティ名がデフォルトで public に設定されています）。
注記：このオプションを選択した場合、[読み込み] コミュニティ名がターゲット システムに追加されま
す。ターゲット システムが SuSE Linux または Microsoft Windows 2003 の場合、管理対象システムは、
管理対象システム自身とリモート ホストの間の SNMP 通信を常に許可しません。この設定変更により、
HP SIM システムのインスタンスから、これらのターゲット システムとの SNMP を使用した通信が可能
になります。

注記：コミュニティ名には、最大 255 文字を使用できます。
注記：[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名が現在存在しない場合のみ、SNMP 設定
を修正すると、このコミュニティ名がターゲット システムに追加されます。このコミュニティ名は、シ
ステムごとに異なります。また、30 文字を超える文字（数字と文字）で構成され、そのシステムの管理
者権限を持つユーザだけが表示できます。この [読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ
名は、Web エージェントが特定のスレッショルド設定を行うために必要です。このコミュニティ名は、
ターゲット システム上でローカルで使用されるだけのものであり、HP SIM がネットワーク全体で使う
ものではありません。Linux および HP-UX システムは、[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュ
ニティ名を必要としません。このため、[読み取り、書き込み（READ/WRITE）] コミュニティ名は
Windows システムにのみ追加されます。
[HP SIM のイベント リストにテスト イベントが表示されるか SIM のこのインスタンスにサンプル SNMP
トラップを送ります。] を選択して、HP SIM のイベント リストに SNMP イベントが表示されることを
確認します。

テスト トラップを正しく送信するには、トラップをこのインスタンスに送信するようにターゲット シ
ステムを設定する必要があります。

注記：テスト トラップを送信できるのは、 HP Insight マネジメント エージェントがインストールされた
Windows 管理対象システムだけです。このタスクを Linux または HP-UX 管理対象システム上で実行しよ
うとすると、操作がサポートされていないことを示すメッセージが表示されます。

関連トピック

• Windows CMS

• HP-UX および Linux CMS

詳細情報 - SSH の設定
[セキュア シェル（SSH）アクセスの設定] を選択する場合、次のいずれかを選択する必要があります。

• ホスト ベース認証
注記：このオプションを使用するには、ステップ 2 で入力されるユーザ名とパスワードが管理者レ
ベルのアカウントのものでなければなりません。Linux または HP-UX ターゲットの場合は、"root"ア
カウントとパスワードになります。

• 次のユーザ用のユーザ ベース認証
注記：HP SIM にログイン アクセスできるすべてのユーザがツールを実行できるようには設定せず
にアクセス権を持つ必要があるユーザを制限したい場合は、このオプションのほうが安全です。

注記：SSH は、OpenSSH サービスが管理対象システムで動作している場合にのみ設定できます。
OpenSSH は、ステップ 3 で実行したように [OpenSSH のインストール] を実行するか、または[展
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開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[Open SSH のインストー
ル] の下のツールを選択して Windows システムにインストールできます。

関連トピック

• グローバル プロトコル

• エージェントの設定および修復

詳細情報 - VCA の設定
[バージョン コントロール エージェント（VCA）の設定]。このオプションを選択して、ソフトウェアと
ファームウェアのレポジトリの位置に当たる HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
（VCRM）を参照するように VCA を設定します。これにより、バージョンの比較とソフトウェアの更新
が可能になります。このオプションは、Windows システムでのみ使用できる機能です。このセクション
には、Windows、Linux、HP-UX を含むすべての CMS システムの [設定] セクションでアクセスできま
す。

関連トピック

• バージョン コントロール

• バージョン コントロール エージェントについて

• エージェントの設定および修復

詳細情報 - Insight マネジメント エージェント用管理者パスワードの設定
Insight マネジメント エージェントバージョン 7.1 以前の管理者パスワードの設定。このオプションを選
択して、ターゲット システムにインストールされているすべての Insight マネジメント エージェントの
管理者パスワードを修正します（Windows および Linux システムについて該当する場合）。
注記：Insight マネジメント エージェント 7.2 以上がインストールされている場合、このオプションは設
定しないでください。

注記：リモート システムが HP-UX を実行している場合、このオプションは HP-UX システム上では適用
されないため、リモート システムでは実行されません。この時点で HP-UX ターゲット システムだけを
設定する場合は、このオプションを設定する必要はありません。

関連トピック

• エージェントの設定および修復

カスタム ツール
カスタム ツールは、中央管理サーバ（CMS）およびターゲット システムで実行されます。システム情
報やイベント情報にアクセスするためにツールが設定した環境変数を参照できるスクリプト、バッチ
ファイル、または実行ファイルとなります。たとえば、メモ帳を起動するカスタム ツールを作成しま
す。単一システム対応（SSA）ツール、マルチシステム対応（MSA）ツール、Web 起動対応（WLA）
ツールを作成し、起動することができます。作成できるカスタム ツールのタイプは次のとおりです。

• リモート ツール 選択したターゲット システム上で実行されるツール。ファイルをターゲット シ
ステムにコピーしたり、ターゲット システム上で特定の X-Window アプリケーションを実行した
りすることができる。このツールはスケジュールできます。

• CMS ツール CMS 上で実行されるツール。通常、スクリプトかバッチ ファイルで、環境変数を渡
すことができる。このツールは、オプションで、自動イベント処理を使用してイベントの受信時に
実行されるように設定できる。このツールはスケジュールできます。

• Web ページ ツール Web URL を起動するツール。URL は、中央管理サーバ上の別のブラウザ ウィ
ンドウで起動する。このツールはスケジュールできない。

リモート ツールでは環境変数の使用が必要になります。環境変数は、起動したアプリケーションが期待
どおりに実行するために渡されるパラメータです。詳細については、「カスタム ツール用の環境変数」
を参照してください。起動コマンド文字列には、アプリケーション用のシステム変数とユーザ定義変数
が含まれます。たとえば、メール サーバのステータスをチェックするスクリプトを実行する環境変数を
引き渡すことができます。
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DOS 環境変数は、カスタム ツール パラメータでサポートされ、[新しいカスタム ツール] ページまたは
[カスタム ツールの管理] ページ上のパラメータとして動作します。しかし、2 重の % 記号で囲む必要
があります。たとえば、NOTICELABEL 環境変数をパラメータとして渡すには、パラメータ行に
%%NOTICELABEL%% と入力する必要があります。また、環境変数はバッチ ファイルまたはスクリプト
ファイルからアクセスすることもできます。バッチ ファイルまたはスクリプト ファイル内で使用する
には、環境変数名の前後に 1 つの % 記号を付ける必要があります。置換可能なその他の変数のリスト
については、「カスタム ツール リファレンス」を参照してください。
作成するカスタム ツールは、[ツール]→[カスタム ツール] メニュー オプションの下に表示されます。
複数のスケジューリング オプションがあります。スケジュール オプションの詳細については、「タス
クのスケジュール設定」を参照してください。

重要: このアプリケーションは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）に提供されるセキュリティ コ
ンテキストで実行できるようにする必要があります（デフォルトはローカル システムです）。

• [新しいカスタム ツール] [ツール]→[カスタム ツール]→[新しいカスタム ツール] を選択します。
[新しいカスタム ツール] ページが表示されます。

• [カスタム ツールの管理] [ツール]→[カスタム ツール]→[カスタム ツールの管理] を選択します。
[カスタム ツールの管理] ページが表示されます。

ターゲット SSA システム上で実行されるカスタム ツールを使用し、/var/tmp の下に、一時 .XML ツー
ル定義ファイルを作成し、mxtool -afファイル名を使用してツールをロードします。この操作は、必
要なフィールドにデータを入力するだけで実行できます。

警告!  カスタム ツールを root ユーザの権限で実行するように定義した場合は、コマンドの定義方法や
機能によっては、このツールを実行する権限のあるすべてのユーザが管理対象システムにフルアクセス
できるようになる場合があります。それ以外の場合は、ツールは、HP Systems Insight Manager（HP
SIM）ユーザの権限で実行され、mxagentconfig コマンドを使用して、そのユーザの SSH パブリック
キーが管理対象システム上で設定される必要があります。

メニューの配置先

カスタム ツールをメニュー内の特定の位置に配置するために、ベース | サブメニュー | その下のサ
ブメニュー形式の文字列を使用できます。

例メニュー レベル

ツール。最上位メニュー

ツール | カスタム ツール最上位メニュー | 第 1 層

ツール | カスタム ツール |My Tools最上位メニュー | 第 1 層 | 第 2 層

[ツール]→[カスタム ツール] の下にツールを配置するには、たとえば、メニューの配置先として ツール
| カスタム ツールというエントリを使用します。

[メニューの配置先] フィールドが空白になっている場合、ツールは、デフォルトで[ツール]→[カスタム
ツール] の下に配置されます。
関連プロシージャ

• 新規リモート ツールの作成
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• 新規 CMS ツールの作成

• 新規 Web ページ ツールの作成

• カスタム ツールの管理

関連トピック

• カスタム ツール用の環境変数

新規リモート ツールの作成
選択したターゲット システム上で実行される、リモート ツールを作成します。このツールを使用する
と、ファイルをターゲット システムにコピーしたり、ターゲット システム上で特定の X-Window アプ
リケーションを実行したりすることができます。このツールはスケジュールできます。

カスタム リモート ツールを作成するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[カスタム ツール]→[新しいカスタム ツール] を選択します。[新しいカスタム ツール]

ページが表示されます。

2. [リモート ツール] を選択します。
3. 次へをクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作するのか記述してください。]

ページが表示され、ツールのタイプおよび説明が示されます。

4. [ツール パラメータ] に、次の情報を入力します。
a. [名前] フィールドにコマンド名を入力します。カスタム ツール名は、1 文字以上、256 文字以

下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファベットである必要があります。
2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または"-"、"."、"("、")"、"_"のいずれかの
文字を使用できます。

b. [説明] フィールドで、アプリケーションに必要な説明を入力します。
c. [ヘルプ コメント] フィールドで、アプリケーションのコメントを入力します。
d. [メニュー配置] フィールドに、HP SIM コンソールのルートからのフル パス、およびアプリケー

ションのファイル名を入力します。次に例を示します。

328 管理を拡張するツール



c:\custom code\romflash.bat

5. ツールを使用する、ターゲット システム上のユーザ アカウントを指定します。次のいずれかのオ
プションを選択します。

• ログイン ユーザ ツールは、ユーザがログインしている場合のみ実行されます。

• 特別ユーザ（UNIX および Linux システムの"root"、Windows システムの"Administrator"） ツー
ルを実行すると、Windows を実行するタｰゲットは Administrator、Linux および HP-UX を実行
するタｰゲットは root で置換されます。ツールは、オペレーティング システムが不明なタｰゲッ
トでは動作しません。

• 固有ユーザ ツールは、指定したユーザ アカウントで実行されます。

6. タスク作成時にツールが選択できるターゲットの最大数を指定します。以下から選択します。

• [なし] このオプションを選択する場合、ターゲット選択ページは表示されません。

• [一つ] [一つ] を選択すると、ツールはただ 1 つのターゲット システムで実行されます。

• [無制限] 無制限を選択すると、複数のターゲット システムでツールを実行することができま
す。

7. [ターゲット システムへファイルをコピー] を選択します。
a. （省略可能）指定したファイルを削除するには、削除をクリックします。

b. （省略可能）ファイルを追加するには、追加をクリックします。

8. [パラメータ付きコマンド] フィールドに入力します。
注記：UI がサポートするパラメータは、9 つだけです。9 を超えるパラメータを入力すると、[タス
ク結果] ページで、最後のパラメータが ゼロ（0）で表示されます。

9. [コマンド出力形式] で、以下のオプションから選択します。

• 標準出力

• X-Window

10. ユーザがこのツールの実行またはスケジュール設定を選択したときユーザに入力を指示するために、
入力指示に使用できる最大 10 個のラベルを入力します。コマンド ラインで置換パラメータ
（%1、%2、... %10）を使用して、ユーザが入力する値にアクセスすることができます。
a. （省略可能）ユーザにデータ入力を要求する場合は、[必須（ユーザはデータを入力しなければ

いけません）] を選択します。
b. （省略可能）ユーザの入力をマスクする場合は、[プライベート（* でデータをマスクします）]

を選択します。

11. ツールをスケジュールできるかどうかを選択します。
12. OK をクリックして、新しいツールを [カスタム ツール] メニューに追加し、[カスタム ツールの管

理] ページにアクセスします。別の種類のカスタム ツールを選択する場合は、戻るをクリックして
前のページに戻ってください。

注記:  新しいカスタムツール ツールが、[ツール]→[カスタム ツール] の下に表示されるようになりま
す。

関連プロシージャ

• 新規 CMS ツールの作成

• 新規 Web ページ ツールの作成

• カスタム ツールの管理

関連トピック

• カスタム ツール
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新規 CMS ツールの作成
通常、CMS ツールは、中央管理サーバ（CMS）で動作し、環境変数を渡すことができるスクリプトま
たはバッチ ファイルです。このツールは、オプションで、自動イベント処理を使用して指定したイベン
トの受信時に実行されるように設定できます。また、スケジュールすることもできます。[新しいカスタ
ム ツール] ページにアクセスしたとき、デフォルトで選択されているのはこのツールです。自動イベン
ト処理の詳細については、「イベント」を参照してください。渡すことができる環境変数の詳細につい
ては、「カスタム ツール用の環境変数」を参照してください。HP Systems Insight Manager（HP SIM）
の以前のリリースでは、CMS ツールは「カスタム ツール」と呼ばれていました。

カスタム中央管理サーバ ツールを作成するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[カスタム ツール]→[新しいカスタム ツール] を選択します。[新しいカスタム ツール]

ページが表示されます。

2. [CMS ツール] を選択します。
3. 次へをクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作するのか記述してください。]

ページが表示され、ツールのタイプおよび説明が示されます。

4. [ツール パラメータ] に、次の情報を入力します。
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a. [名前] フィールドにコマンド名を入力します。カスタム ツール名は、1 文字以上、256 文字以
下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファベットである必要があります。
2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または"-"、"."、"("、")"、"_"のいずれかの
文字を使用できます。

b. [説明] フィールドで、アプリケーションに必要な説明を入力します。
c. [ヘルプ コメント] フィールドで、アプリケーションのコメントを入力します。
d. [メニュー配置] フィールドに、HP SIM コンソールのルートからのフル パス、およびアプリケー

ションのファイル名を入力します。次に例を示します。

c:\custom code\romflash.bat

5. ツールを使用する、ターゲット システム上のユーザ アカウントを指定します。次のいずれかのオ
プションを選択します。

• ログイン ユーザ

• 特別ユーザ（UNIX および Linux システムの"root"、Windows システムの"Administrator"）

• 固有ユーザ

6. [パラメータ付きコマンド] フィールドに入力します。
7. （省略可能）ツールの [環境変数] を入力します。HP Systems Insight Manager（HP SIM）から使用

できる変数のリストについては、「カスタム ツール用の環境変数」を参照してください。

• （省略可能）指定した変数を削除するには、削除をクリックします。

• （省略可能）変数を追加するには、追加をクリックします。

DOS 環境変数は、カスタム ツール パラメータでサポートされ、[新しいカスタム ツール] ページま
たは [カスタム ツールの管理] ページ上のパラメータとして動作します。しかし、2 重の % 記号で
囲む必要があります。たとえば、NOTICELABEL 環境変数をパラメータとして渡すには、パラメー
タ行に %%NOTICELABEL%% と入力する必要があります。また、環境変数はバッチ ファイルまたは
スクリプト ファイルからアクセスすることもできます。バッチ ファイルまたはスクリプト ファイ
ル内で使用するには、環境変数名の前後に 1 つの % 記号を付ける必要があります。置換可能なそ
の他の変数のリストについては、「カスタム ツール リファレンス」を参照してください。

8. ツールをスケジュールできる場合は、[ツールをスケジュールすることができます] を選択します。
9. OK をクリックして、新しいツールを [カスタム ツール] メニューに追加し、[カスタム ツールの管

理] ページにアクセスします。別の種類のカスタム ツールを選択する場合は、戻るをクリックして
前のページに戻ってください。

注記:  新しいカスタムツール ツールが、[ツール]→[カスタム ツール] の下に表示されるようになりま
す。

関連プロシージャ

• CMS ツールの編集

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

新規 Web ページ ツールの作成
このツールを使用して、Web アプリケーションまたは Web サイトを統合するツールを作成します。す
べてのツールは、自動的に別のブラウザ ウィンドウで起動されます。たとえば、HP の Web サイトへ
のパスを追加するには、URL http://hp.com を追加します。選択されているシステム上のサイトへのリン
クを追加するには、たとえば URL https://%n:2381 を入力します。ツールの起動時に、ターゲット シス
テムが「%n」に置き換えられます。これにより、ターゲット システムの System Management Homepage
が起動されます。このツールは、一時的な XML ツール定義ファイルを /var/tmp の下に作成し、コマ
ンド mxtool -af ファイル名を使用してロードします。この操作は、必要なフィールドにデータを入
力するだけで行えます。

このツールは、Linux および HP-UX システムのみで使用可能です。
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1. [ツール]→[カスタム ツール]→[新しいカスタム ツール] を選択します。[新しいカスタム ツール]
ページが表示されます。

2. [Web ページ ツール] を選択します。
3. 次へをクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作するのか記述してください。]

ページが表示され、ツールのタイプおよび説明が示されます。

4. [ツール パラメータ] に、次の情報を入力します。
a. [名前] フィールドにコマンド名を入力します。カスタム ツール名は、1 文字以上、256 文字以

下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファベットである必要があります。
2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または"-"、"."、"("、")"、"_"のいずれかの
文字を使用できます。

b. [説明] フィールドで、アプリケーションに必要な説明を入力します。
c. [ヘルプ コメント] フィールドで、アプリケーションのコメントを入力します。
d. [メニュー配置] フィールドに、HP SIM コンソールのルートからのフル パス、およびアプリケー

ションのファイル名を入力します。次に例を示します。

c:\custom code\romflash.bat

5. ツールを使用する、ターゲット システム上のユーザ アカウントを指定します。次のいずれかのオ
プションを選択します。

• ログイン ユーザ

• 特別ユーザ（UNIX および Linux システムの"root"、Windows システムの"Administrator"）

• 固有ユーザ

6. タスク作成時にツールが選択できるターゲットの最大数を指定します。以下から選択します。

• [なし]
このオプションを選択する場合、ターゲット選択ページは表示されません。

• [一つ]

• [無制限]

7. [起動するサイトまたはアプリケーションの URL] を入力します。
8. ターゲット システムを URL に渡す方法を示すフォーマットに入力します。
9. OK をクリックして、新しいツールを [カスタム ツール] メニューに追加し、[カスタム ツールの管

理] ページにアクセスします。別の種類のカスタム ツールを選択する場合は、戻るをクリックして
前のページに戻ってください。

注記:  新しいカスタムツール ツールが、[ツール]→[カスタム ツール] の下に表示されるようになりま
す。

関連プロシージャ

• 新規リモート ツールの作成

• 新規 CMS ツールの作成

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

カスタム ツールの管理
[カスタム ツールの管理] ページには、[新しいカスタム ツール] 機能で作成されたすべてのカスタム ツー
ルが表示されます。[カスタム ツールの管理] ページは、すべてのカスタム ツールと各ツールに関する情
報をリストするテｰブルを表示します。テｰブルの内容は、次のとおりです。

• [選択] 列

• 名前

• 説明
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• コマンド

• ユーザとして実行

• 自動イベント処理。

カスタム ツールの管理に使用できるオプションは次のとおりです。

• 「新規」

• 「編集」

• 「ツール定義の表示」

• 「すぐに実行/スケジュール」

• 「削除」

新規

このオプションにより、新しいカスタム ツールを作成できます。オプションを選択すると、[作成する
ツールを選択してください] ページが開きます。

編集

このオプションにより、既存のカスタム ツールを編集できます。ツールを編集するには、ツールを選択
し、編集をクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作するのか記述してください。] セ
クションが表示されます。すべてのフィールドを編集し、環境変数の追加と削除を行うことができます。

ツール定義の表示

このオプションにより、ツールの XML コードを表示できます。複数のツールが選択されている場合この
オプションは無効になります。

すぐに実行/スケジュール
このオプションにより、ツールをただちに実行できます。ツールをスケジュールできる場合は、タスク
のスケジュール ページが表示されます。このページでは、ツールの実行時期と実行頻度をスケジュール
できます。

詳細については、「タスクのスケジュール設定」か「スケジュール済みタスクの実行」を参照してくだ
さい。

削除

このオプションにより、選択したツールを削除できます。ツールを削除すると、[カスタム ツールの管
理] ページとシステムからツールが削除されます。

注記: 削除するツールがタスクに関連している場合は、ツールに関連するタスクのリストを含む警告
が表示されます。

関連プロシージャ

• リモート ツールの編集

• CMS ツールの編集

• Web ページ ツールの編集

関連トピック

• カスタム ツール

リモート ツールの編集
すべてのフィールドはオプションです。

1. [ツール]→[カスタム ツール]→[カスタム ツールの管理] を選択します。[カスタム ツールの管理]
ページが表示されます。

2. 編集するツールを選択し、編集をクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作する
のか記述してください。] ページが表示され、ツールのタイプおよび説明が示されます。
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3. [ツール パラメータ] に、次の情報を入力します。
a. [名前] フィールドにコマンド名を入力します。カスタム ツール名は、1 文字以上、256 文字以

下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファベットである必要があります。
2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または"-"、"."、"("、")"、"_"のいずれかの
文字を使用できます。

b. [説明] フィールドで、アプリケーションに必要な説明を入力します。
c. [ヘルプ コメント] フィールドで、アプリケーションのコメントを入力します。
d. [メニュー配置] フィールドに、HP SIM コンソールのルートからのフル パス、およびアプリケー

ションのファイル名を入力します。次に例を示します。

c:\custom code\romflash.bat

4. ツールを使用する、ターゲット システム上のユーザ アカウントを指定します。次のいずれかのオ
プションを選択します。

• ログイン ユーザ ツールは、ユーザがログインしている場合のみ実行されます。

• 特別ユーザ（UNIX および Linux システムの"root"、Windows システムの"Administrator"） ツー
ルを実行すると、Windows を実行するタｰゲットは Administrator、Linux および HP-UX を実行
するタｰゲットは root で置換されます。ツールは、オペレーティング システムが不明なタｰゲッ
トでは動作しません。

• 固有ユーザ ツールは、指定したユーザ アカウントで実行されます。

5. タスク作成時にツールが選択できるターゲットの最大数を指定します。以下から選択します。

• [なし] このオプションを選択する場合、ターゲット選択ページは表示されません。

• [一つ] [一つ] を選択すると、ツールはただ 1 つのターゲット システムで実行されます。

• [無制限] 無制限を選択すると、複数のターゲット システムでツールを実行することができま
す。

6. [ターゲット システムへファイルをコピー] を選択します。
a. （省略可能）指定したファイルを削除するには、削除をクリックします。

b. （省略可能）ファイルを追加するには、追加をクリックします。

7. [パラメータ付きコマンド] フィールドに入力します。
注記：UI がサポートするパラメータは、9 つだけです。9 を超えるパラメータを入力すると、[タス
ク結果] ページで、最後のパラメータが ゼロ（0）で表示されます。

8. [コマンド出力形式] で、以下のオプションから選択します。

• 標準出力

• X-Window

9. ユーザがこのツールの実行またはスケジュール設定を選択したときユーザに入力を指示するために、
入力指示に使用できる最大 10 個のラベルを入力します。コマンド ラインで置換パラメータ
（%1、%2、... %10）を使用して、ユーザが入力する値にアクセスすることができます。
a. （省略可能）ユーザにデータ入力を要求する場合は、[必須（ユーザはデータを入力しなければ

いけません）] を選択します。
b. （省略可能）ユーザの入力をマスクする場合は、[プライベート（* でデータをマスクします）]

を選択します。

10. ツールをスケジュールできるかどうかを選択します。
11. OK をクリックして、新しいツールを [カスタム ツール] メニューに追加し、[カスタム ツールの管

理] ページにアクセスします。別の種類のカスタム ツールを選択する場合は、戻るをクリックして
前のページに戻ってください。

注記:  新しいカスタムツール ツールが、[ツール]→[カスタム ツール] の下に表示されるようになりま
す。

関連プロシージャ

• リモート ツールの編集
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• カスタム ツールの削除

• ツール定義ファイルの表示

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

CMS ツールの編集
すべてのフィールドはオプションです。

1. [ツール]→[カスタム ツール]→[カスタム ツールの管理] を選択します。[カスタム ツールの管理]
ページが表示されます。

2. 編集するツールを選択して、編集をクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作す
るのか記述してください。] ページが表示され、ツールのタイプおよび説明が示されます。

3. [ツール パラメータ] に、次の情報を入力します。
a. [名前] フィールドにコマンド名を入力します。カスタム ツール名は、1 文字以上、256 文字以

下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファベットである必要があります。
2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または"-"、"."、"("、")"、"_"のいずれかの
文字を使用できます。

b. [説明] フィールドで、アプリケーションに必要な説明を入力します。
c. [ヘルプ コメント] フィールドで、アプリケーションのコメントを入力します。
d. [メニュー配置] フィールドに、HP SIM コンソールのルートからのフル パス、およびアプリケー

ションのファイル名を入力します。次に例を示します。

c:\custom code\romflash.bat

4. ツールを使用する、ターゲット システム上のユーザ アカウントを指定します。次のいずれかのオ
プションを選択します。

• ログイン ユーザ

• 特別ユーザ（UNIX および Linux システムの"root"、Windows システムの"Administrator"）

• 固有ユーザ

5. [パラメータ付きコマンド] フィールドに入力します。
6. （省略可能）ツールの [環境変数] を入力します。HP Systems Insight Manager（HP SIM）から使用

できる変数のリストについては、「カスタム ツール用の環境変数」を参照してください。

• （省略可能）指定した変数を削除するには、削除をクリックします。

• （省略可能）変数を追加するには、追加をクリックします。

DOS 環境変数は、カスタム ツール パラメータでサポートされ、[新しいカスタム ツール] ページま
たは [カスタム ツールの管理] ページ上のパラメータとして動作します。しかし、2 重の % 記号で
囲む必要があります。たとえば、NOTICELABEL 環境変数をパラメータとして渡すには、パラメー
タ行に %%NOTICELABEL%% と入力する必要があります。また、環境変数はバッチ ファイルまたは
スクリプト ファイルからアクセスすることもできます。バッチ ファイルまたはスクリプト ファイ
ル内で使用するには、環境変数名の前後に 1 つの % 記号を付ける必要があります。置換可能なそ
の他の変数のリストについては、「カスタム ツール リファレンス」を参照してください。

7. ツールをスケジュールできる場合は、[ツールをスケジュールすることができます] を選択します。
8. OK をクリックして、新しいツールを [カスタム ツール] メニューに追加し、[カスタム ツールの管

理] ページにアクセスします。別の種類のカスタム ツールを選択する場合は、戻るをクリックして
前のページに戻ってください。

注記:  新しいカスタムツール ツールが、[ツール]→[カスタム ツール] の下に表示されるようになりま
す。

関連プロシージャ

• 新規 CMS ツールの作成

• カスタム ツールの削除
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• ツール定義ファイルの表示

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

Web ページ ツールの編集
すべてのフィールドはオプションです。

1. [ツール]→[カスタム ツール]→[カスタム ツールの管理] を選択します。[カスタム ツールの管理]
ページが表示されます。

2. 編集するツールを選択し、編集をクリックします。[新しいカスタム ツールがどのように動作する
のか記述してください。] ページが表示され、ツールのタイプおよび説明が示されます。

3. [ツール パラメータ] に、次の情報を入力します。
a. [名前] フィールドにコマンド名を入力します。カスタム ツール名は、1 文字以上、256 文字以

下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファベットである必要があります。
2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または"-"、"."、"("、")"、"_"のいずれかの
文字を使用できます。

b. [説明] フィールドで、アプリケーションに必要な説明を入力します。
c. [ヘルプ コメント] フィールドで、アプリケーションのコメントを入力します。
d. [メニュー配置] フィールドに、HP SIM コンソールのルートからのフル パス、およびアプリケー

ションのファイル名を入力します。次に例を示します。

c:\custom code\romflash.bat

4. ツールを使用する、ターゲット システム上のユーザ アカウントを指定します。次のいずれかのオ
プションを選択します。

• ログイン ユーザ

• 特別ユーザ（UNIX および Linux システムの"root"、Windows システムの"Administrator"）

• 固有ユーザ

5. タスク作成時にツールが選択できるターゲットの最大数を指定します。以下から選択します。

• [なし]
このオプションを選択する場合、ターゲット選択ページは表示されません。

• [一つ]

• [無制限]

6. [起動するサイトまたはアプリケーションの URL] を入力します。
7. OK をクリックして、新しいツールを [カスタム ツール] メニューに追加し、[カスタム ツールの管

理] ページにアクセスします。別の種類のカスタム ツールを選択する場合は、戻るをクリックして
前のページに戻ってください。

8. ターゲット システムを URL に渡す方法を示すフォーマットに入力します。

注記:  新しいカスタムツール ツールが、[ツール]→[カスタム ツール] の下に表示されるようになりま
す。

関連プロシージャ

• 新規 Web ページ ツールの作成

• カスタム ツールの削除

• ツール定義ファイルの表示

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理
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カスタム ツールの削除
カスタム ツールを削除すると、[カスタム ツールの管理] ページと [カスタム ツール] メニュー、および
システムからツールが削除されます。削除するツールがタスクに関連している場合は、コマンドに関連
するタスクのリストを含む警告が表示されます。

カスタム ツールを削除するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[カスタム ツール]→[カスタム ツールの管理] を選択します。[カスタム ツールの管理]

ページが表示されます。

2. 削除するツールを選択し、削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。

3. ツールを削除するには、OK をクリックします。削除プロセスをキャンセルするには、キャンセル
をクリックします。

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

ツール定義ファイルの表示

[カスタム ツールの管理] から ツール定義の表示をクリックすると、カスタム ツールのテｰブルの下にあ
るツール定義ファイルである XML コードを表示することができます。
ツール定義ファイルを表示するには、次のように操作します。

1. [ツール]→[カスタム ツール]→[カスタム ツールの管理] を選択します。[カスタム ツールの管理]
ページが表示されます。

2. ツールを選択し、ツール定義の表示をクリックすると、XML コードが表示されます。
関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

カスタム ツールの削除と回復

ツールの削除

ツールの削除ツールは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）ですべてのユーザのメニューからツール
を削除します。ツール名が、ツール定義ファイルの名前と一致する必要があります。

注意: このツールは、HP 提供のツールを含む、任意のツールを削除できます。

HP SIM からツールを削除するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[ツールの削除] を選択します。[ツールの削除] ページが表示されます。
2. [パラメータ] で、標準のツール パラメータを使用して情報を追加します。[ツール名] が唯一の必須

フィールドです。

3. すぐに実行をクリックしてタスクをすぐに実行するか、スケジュールをクリックしてタスクをスケ
ジュールします。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を
参照してください。

コマンド ラインを使用してツールを削除するには、次のように入力します。
mxtool -r -t badtool

ここで、badtool は、削除するツールの名前です。詳細については、mxtool(1M) を参照してください。

ツールの復旧

コマンド ラインを使用してツールを復旧するには、次のように入力します。
mxtool -a -f /home/user1/defs/mytooldef

ここで、/home/user1/defs/は、ツールを回復するユーザのフォルダです。mytooldef は、回復す
るツールです。詳細については、mxtool(1M) を参照してください。
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関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツール リファレンス

カスタム ツール用の環境変数

注記: ユーザが定義した変数に、HP Systems Insight Manager（HP SIM）環境変数と同じ名前が付いて
いる場合、HP SIM 環境変数により、ユーザ定義変数が上書きされます。

DOS 環境変数は、カスタム ツール パラメータでサポートされ、[新しいカスタム ツール] ページまたは
[カスタム ツールの管理] ページ上のパラメータとして動作します。しかし、2 重の % 記号で囲む必要
があります。たとえば、NOTICELABEL 環境変数をパラメータとして渡すには、パラメータ行に
%%NOTICELABEL%% と入力する必要があります。また、環境変数はバッチ ファイルまたはスクリプト
ファイルからアクセスすることもできます。バッチ ファイルまたはスクリプト ファイル内で使用する
には、環境変数名の前後に 1 つの % 記号を付ける必要があります。置換可能なその他の変数のリスト
については、「カスタム ツール リファレンス」を参照してください。
NOTICELABEL。通知のタイプであり、検出されたシステム、その他の HP SIM サーバ レベルの通知、
通知の原因となったトラップのタイプのいずれかを含む、短い文字列です。

NOTICESTATE。HP SIM の内部で使用される値であり、通知がクリアされているかどうかを表します。
NOTICEPLAINTEXT。通知を説明するプレーン テキスト。通知の詳細情報が含まれます（確認中、確認
済み、未確認のいずれか）。

NOTICERAWDATA。通知の生データは、文字列として渡されます。これは、パイプ文字「|」で区切られ
た変数の集合で、単純な構文解析ルールに便利です。

NOTICESEVERITYSTR。通知の深刻度の長い説明。クリティカル、情報、メジャー、マイナー、不明、
警告、および正常のうちの 1 つ。
NOTICESEVERITY。NOTICESEVERITYSTR の整数値。

• 0、不明

• 1、正常

• 2、警告

• 3、マイナー

• 4、メジャー

• 5、クリティカル

• 100、情報

NOTICEQUERYNAME。通知の生成方法を基に収集名を表示します。この値は、以下のうちの 1 つです。

• This system or event meets the following search criteria:+QueryName;

• This system or event now meets the following search criteria: +QueryName;

• This system or event no longer meets the following search criteria:
+QueryName;

DEVICENAME。通知の原因となったシステムの名前

DEVICEIPADDRESSCOUNT。このシステムにマップされる IP アドレスの数
DEVICEIPADDRESS%d。%d は、カウントに基づいた、実 IP アドレスを表す整数になります。例:
IF, DEVICEIPADDRESSCOUNT = 2

Then, DEVICEIPADDRESS0 = 111.111.111.111

DEVICEIPADDRESS1 = 222.222.222.222

DEVICEMACADDRESSCOUNT。システムで収集された MAC アドレスの数（データ収集タスクは、この情
報が提供される前に実行されている必要があります）

DEVICEMACADDRESS%d。%d は MAC アドレス カウントに基づいて実際の MAC アドレス環境変数を
参照する整数。例：
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IF, DEVICEMACADDRESSCOUNT = 2

Then, DEVICEMACADDRESS0=00:80:5F:7F:B0:81

DEVICEMACADDRESS1=00:80:C7:29:EF:B6

GENERICTRAPID。これがイベント ベースのリストで SNMP トラップから生成される場合は、受信した
トラップの SNMP 一般トラップ ID に設定されます
SPECIFICTRAPID。これがイベント ベースのリストで SNMP トラップから生成される場合は、受信し
たトラップの SNMP 固有のトラップ ID に設定されます
Path。サービスが動作しているコンテキストからの Path 環境変数の値
SystemRoot。サービスが動作しているコンテキストからの SystemRoot 環境変数の値
Windir。サービスが動作しているコンテキストからの Windir 環境変数の値
COMPUTERNAME。サービスが動作しているコンテキストからの COMPUTERNAME 環境変数の値
MPIP。この環境変数は、関連する管理プロセッサの IP アドレスを返します。
MPNAME。この環境変数は、関連する管理プロセッサの名前を返します。

RELATEDDEVICECOUNT。この環境変数は、関連するシステムの数を返します。

RELATEDDEVICENAME%d。この環境変数は、関連するシステムの名前を返します。%d は、繰り返しの
数字です。

IF, DEVICEMACADDRESSCOUNT = 2

Then, RELATEDDEVICENAME0=DeviceName0

RELATEDDEVICENAME1=DeviceName1

RELATEDDEVICEIP%d。この環境変数は、関連するシステムの IP アドレスを返します。%d は、繰り返
しの数字です。

IF, DEVICEMACADDRESSCOUNT = 2

Then, RELATEDDEVICEIP0=111.111.111.111

RELATEDDEVICEIP1=222.222.222.222

RELATIONSHIP%d。この環境変数は、関連するデバイスとの関係文字列を返します。%d は、繰り返し
の数字です。

IF, DEVICEMACADDRESSCOUNT = 2

Then, RELATIONSHIP0=ServerToEnclosure

RELATIONSHIP1=VMGuestToVMHost

関連プロシージャ

• 新規 CMS ツールの作成

関連トピック

• カスタム ツール

• カスタム ツールの管理

カスタム ツールでのパラメータ化された文字列の使用例
Web 対応ツールとコマンド ライン ツールの URL ストリングは、http://または https://で始まる、
絶対 URL で提供する必要があります。たとえば、次のファイルを作成します。
https://%n:1188/kcweb/ https://%l:2381/

一方、常に中央管理サーバ（CMS）上で実行される Web 起動対応ツールとコマンド ライン ツールの
URL は、/で始まる相対 URL でなければなりません。たとえば、次のファイルを作成します。
/propertypages/Identify.jsp?device=%n

URL には、複数の選択項目を置換して組み込むことができます。置換プロセスでは、選択インデックス
が使用され、最新の選択項目を追跡します。選択インデックスは、最初、1 に設定されます。選択され
たターゲット システムのリストの最初の選択項目は、URL 内で %z パラメータが検出されるまでは、最
新のままです（ただし、後で説明する繰り返しブロックには、例外があります）。%z パラメータが検
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出されると、リスト内の次の選択項目が最新となり、選択インデックスが 1 つ増えます。たとえば、次
のファイルを作成します。

http://server/app/doit.jsp?name=%n%z&addr=%a

この例では、doit.jsp ページは、name パラメータに割り当てられた最初の選択済みシステムのネッ
トワーク名および addr パラメータに割り当てられた 2 番目の選択済みターゲットの IP アドレスで起
動されます。

繰り返しブロック コンストラクト %( ...%) を使用すれば、任意の数の選択済みターゲットを置換で
きます。選択リストがすべて検索されるまで、繰り返しブロックの区切り文字の内側にあるものが繰り
返されます。最初に検索されるのは、その時点で最新の選択項目と選択インデックスです。たとえば、
次のファイルを作成します。

https://%{deploy.server%}/deploy/deployimage.jsp? device1=%n%z%(&device%i=%n%z%)

注記: %i パラメータの使用。置換プロセスで、最新の選択インデックス（1、2、3 など）がこのパラ
メータで置換されます。

注記: 繰り返し句の最後に到達し、%z パラメータを検出していない場合は、選択インデックスおよび
最新の選択が自動的に 1 つ増え、置換フェーズでの無限ループを防止します。

上記の例で、2 つの選択済みターゲット システムがある場合、拡張される URL ストリングは次のように
なります。

https://deploy.hp.com:280/deploy/deployimage.jsp?
device1=nodea.hp.com&device2=nodeb.hp.com

上記の例で、ただ 1 つの選択済みターゲット システムがある場合、拡張される URL ストリングは次の
ようになります。

https://deploy.hp.com:280/deploy/deployimage.jsp? device1=nodea.hp.com

繰り返しブロックに移動した際に最新の選択がないため、置換プロセスでは、繰り返しブロック全体が
削除されます。

関連プロシージャ

• 新規リモート ツールの作成

• 新規 CMS ツールの作成

• 新規 Web ページ ツールの作成

• カスタム ツールの削除と回復

関連トピック

• コマンド ライン ツール

• カスタム ツールの管理

カスタム ツール リファレンス

ツールのタイプ

HP Systems Insight Manager（HP SIM）のツールには、6 つの基本タイプ（単一システム対応（SSA）
ツール、マルチシステム対応（MSA）ツール、Web 起動対応（WLA）ツール）、自動化ツール、メッ
セージ駆動型 Bean ツール、およびアプリケーション起動ツールがあります。
SSA ツールは、ターゲット システム上で実行され、ターゲット システム環境にのみ対応します。この
ため、SSA ツールを実行する場合は、分散タスク ファシリティ（DTF）がツール情報を各 HP SIM エー
ジェントに送信してツールを実行します。SSA ツールには、ls、cat、cp など、一般的な UNIX コマン
ドをラップするツールがあります。

MSA ツールは、中央のシステム上（場合によっては、中央管理サーバ（CMS））で実行され、ターゲッ
ト システムのリストの処理方法を認識しています。MSA ツールには、HP-UX システム上の Ignite-UX の
機能をラップするツールなどがあります。

WLA ツールは、通常、ブラウザ内で実行され、URL（Universal Resource Locator）で指定されます。
自動化ツールとメッセージ駆動型 Bean ツールは、CMS で実行され、ターゲット システム上の検出の
ような一部の操作を実行します。
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重要:  これらの 2 つのツールは、HP 内部のツールであり、一般的に使用するツールではありません。

カスタム ツールは、CMS で実行されます。ターゲット システムごとに、1 つのツール インスタンスが
起動されます。

パラメータ化された文字列

ツールを正しく作成するために、ツール開発者は、URL とコマンド ラインの形成方法を理解する必要が
あります。ツール開発者は、パラメータ化された文字列を使用することにより、ツール定義ファイル
（TDEF）作成の際に使用できるオプションの機能を大幅に強化できます。
パラメータ化された文字列は、置換フィールドのある文字列で、標準 C ライブラリにある有名な printf()
関数で使用されるフォーマット文字列と似ています。これらのフィールドは、（ツール パラメータ属性
で定義されているとおり）実行時にユーザが入力した値、タスク コントローラの提供する標準のタスク
プロパティ、選択されたターゲット システムまたはシステム グループに関連する値、またはグローバ
ル ツール プロパティ ファイルから取得されたプロパティ値で置き換えることができます。これによっ
て、非常に具体的な URL またはコマンド ラインを生成することが可能になります。

パラメータ化された文字列の置換テーブル

次のパラメータは、グローバル属性値の置換を提供します。

説明パラメータ

実行されているタスクのタスク ID%t

このツールを実行するユーザの名前%u

このツールを実行するユーザの名前%e

このツールを実行するコア CMS の管理サーバ ホスト名%s

（# は正の整数）リスト インデックス位置として提供される番
号（#）が示すパラメータを、ユーザ入力値に置き換えてくだ
さい（%1、%2、%3 などのように 1 ずつ増える）。

%#

SOAP（Simple Object Access Protocol）ログオン トークン。
SOAP シングル サインオン Web アプリケーションで使用しま
す。

%y

次のパラメータは、現在選択されているターゲットに置換されます。

説明パラメータ

ターゲット システム（%x トグルが文字列内にある場合はシス
テム グループ）の名前

%f

ネットワーク名（ホスト名、IP アドレス、またはシステム名の
順）

%n

ネットワーク アドレス（IP アドレス）%a

システム リンクの設定で指定されたフォーマットでのリンク名
（名前、IP アドレス、または完全 DNS 名）

%l

このターゲットの WBEM プロキシ（存在する場合）の IP アド
レス。<ip address>:<port#></port#></ip> の形式。

%p

ターゲット システム（%x トグルが文字列内にある場合はシス
テム グループ）のデータベース GUID

%g

ターゲット システムのシステム タイプ%b

ターゲット システムのシステム サブタイプ%c
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説明パラメータ

パラメータ"rt"に指定されているリレーション タイプのある関
連システムを置換します。[.attribute] が指定されている場合は、
指名されたシステム属性の 1 つがシステムに返されます。ま
た、ネットワーク名などの一般属性（.a）も有効です。たとえ
ば、サーバの管理プロセッサの IP アドレスを取得するに
は、%r{MgmtProcToServer.a%} を使用し、通信を取得するに
は、%r{MgmtProcToServer.Contact%} を使用してください。関
連システム属性が省略されると、各システムに対して、ネット
ワーク名と IP アドレスが返されます。ネットワーク名と IP ア
ドレスは、"network name|ip address"という形式で返されま
す。複数のノードが返される場合は、カンマで区切られます。
なお、リレーションシップ タイプ"MgmtProcToServer"を使用し
て、すべての管理プロセッサ リレーションシップ タイプに対
する関連システム情報を返すことができます。

%r% (rt[.attribute]%)

ターゲット システムの指名された属性の値%(attribute%)

次のパラメータは、選択されているターゲット システムを複数サポートするために繰り返しを提供しま
す。

説明パラメータ

繰り返しパターン（現在の選択が存在する場合にのみ繰り返
し）現在ターゲットの選択が存在しない場合は、拡張内の区切
り文字の間のテキストが削除されます。これによって、テキス
トがオプションとなり、ターゲット選択リストに依存するよう
になります。

%( ... %)

選択インデックス（1 から始まる）%i

何も置換しません。選択インデックスを次の整数に増加させ、
参照されるターゲット システムを選択されたターゲット リス
ト内の次のターゲットに移動します。

%z

暗号化されたテキスト（他のすべてのパラメータが置換された
後に暗号化）

%< ... %>

置換後に、コマンド/URL に % を保持することができます。%%

ツール フィルタ
ツール フィルタは、ツールの記述者が、選択したシステム上でツールを実行するかどうかを制御できる
機能です。ほとんどのツールは、正常な動作が一部のプラットフォームのみで提供されているコマンド
に依存するという点でプラットフォーム依存です。たとえば、bdf ツールは、bdf コマンドに依存しま
す。このコマンドは、HP-UX プラットフォームで提供されますが、Linux プラットフォームではその名前
では使用できません。ツールは、フィルタ要件を満たすシステムが 1 台以上検出されている場合にの
み、[ツール] メニューに表示される必要があります。検出されたシステムは、フィルタ要件を満たす必
要があり、すべてのフィルタ要件に合格した場合のみ実行されます。そのためには、ツールは、システ
ム フィルタ式に、動作可能なすべてのシステムがもつ必要のあるシステム属性を指定します。

注記:  選択したシステムのツールを起動できない場合は、ツールが起動できない理由を含むエラー
メッセージが表示されます。

ツールが動作するために必要なシステム属性は、次の形式をもつシステム フィルタ式によって指定され
ます。

<node-filter name="attribute-name" operator="eq" value="attribute-value" />

または
<node-filter name="attribute-name" operator="ge" value="attribute-value" />

または
<node-filter name="attribute-name" operator="lt" value="attribute-value" />

または
<node-filter name="attribute-name" operator="ct" value="attribute-value" />

または
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<node-filter name="attribute-name" operator="neq" value="attribute-value" />

または
<node-filter name="attribute-name" operator="nct"   value="attribute-value" />

eq 演算子は、ツールの動作可能なシステムは指定された属性値と完全に同じ属性値をもつ必要があるこ
とを指定します。この演算子は、システム フィルタ式で使用可能なあらゆる属性名に適用されます。ge
演算子は、ツールの動作可能なシステムは指定されている属性値以上の値をもつ必要があることを指定
します。lt 属性と ge 属性は、リビジョン属性、特に OS タイプ フィルタ内の OSRivision 属性、お
よび Protocol タイプ フィルタのすべての属性でのみ使用できます。これらの属性の値は、数値また
は文字列で指定できます。ct 演算子は、ツールの動作可能なシステムは指定された値を含む属性をもつ
必要があることを指定します。neq 演算子は、ツールの動作可能なシステムは指定された属性値と完全
に同じ属性値をもってはならないことを指定します。この演算子は、システム フィルタ式で使用可能な
あらゆる属性名に適用されます。nct 演算子は、ツールの動作可能なシステムは指定された値を含む属
性をもってはならないことを指定します。システムでは、フィルタ式が指定できる数値の属性に、
OSRevision と Protocol Support 属性を含みます。これらは、バージョン番号です。バージョン
番号に指定できる値とその比較方法は、以下の 「バージョン番号」の項に説明されています。
attribute-name は、以下の表にある値の 1 つ、またはシステムの ProtocolSupport 属性からのプロト
コル名です。attribute-value は、attribute-name に対して存在するシステム属性値の 1 つです。
属性値は、Distributed Management Task Force（DMTF）の共通情報モデル（CIM）に基づいています。
通常、これらの値はシステム認証プロセス中に定義されます。このプロセスは、WBEM と SNMP を使
用してシステム属性を決定します。 このリリースでは、有効な OSName 値は、HP-UX と Linux です。
HP-UX の OSName 値については、OSRevision 属性値の最初のアルファベット フィールドが削除され
ます（たとえば、B.11.11 は 11.11 として格納されます）。
システム フィルタ式は、include フィルタ式の一部として使用されます。include フィルタ式には 3 つの
タイプがあり、それぞれ異なったカテゴリの属性名でのフィルタが可能です。

可能な属性名フィルタ タイプカテゴリ

OSName、OSVendor、OS Revisionosオペレーティング システム

DeviceType、DeviceSubType、Modelhardwareハードウェア

HTTP を除く任意のプロトコル名protocolプロトコル サポート

あらかじめ定義されている任意のシステム
属性または任意のカスタム システム属性
が該当する可能性があります。

otherその他

include フィルタには、可能な属性名を使用した 1 つまたは複数のシステム フィルタ式が含まれていま
す。たとえば、os フィルタでは、次のように構成することができます。

<include-filter type="os">
<node-filter name="OSName"
operator="eq" value="LINUX" />
<node-filter name="OSVendor"

operator="eq" value="RedHat" />
<node-filter name="OSRevision"

operator="ge" value="7.2" />
</include-filter>

include フィルタは、可能なすべての属性をすべて含む必要はありません。複数の属性が含まれる時は、
条件はともに論理 AND になります。属性は、include フィルタ内に複数回出てきてはいけません。ただ
し、バージョン番号をもつ属性は、片方の演算子が lt、もう一方の演算子が ge の場合は、2 回指定す
ることができます。次に例を示します。

<include-filter type="protocol">
<node-filter name="WBEM"

operator="lt" value="2.6" />
<node-filter name="WBEM"
operator="ge" value="2.4" />
</include-filter>
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これは、ツールが、WBEM プロトコル バージョン 2.4 以上で 2.6 未満をサポートするシステムの任意
の集合に対して表示されるべきであることを指定します。

ツールに異なるタイプの include フィルタが複数ある場合は、条件はともに論理 AND になります。オペ
レーティング システムとハードウェア依存の両方をもつツールは、次のフィルタを使用できます。

<include-filter type="os">
<node-filter name="OSName"
operator="eq" value="LINUX" />

</include-filter>
<include-filter type="hardware">

<node-filter name="DeviceSubType"
operator="eq" value="HPVectra" />

</include-filter>

ツールに同じタイプの include フィルタが複数ある場合は、条件はともに論理 OR になります。2 つ異
なったオペレーティング システム上で使用可能なツールは、次のように指定できます。

<include-filter type="os">
<node-filter name="OSName"
operator="eq" value="LINUX" />

</include-filter>
<include-filter type="os">

<node-filter name="OSName"
operator="eq" value="HPUX" /> />

</include-filter>

このツールは、Linux または HP-UX のいずれかを使用するシステムのあらゆる収集で表示されます。
ツール フィルタは、選択されたシステム上に定義された値をもつフィルタされる属性に依存します。os
フィルタ タイプでは、フィルタされる属性がシステムに対して定義されていない場合は、そのシステム
はそのフィルタに必要とされる値をもつと見なされます。したがって、ツール フィルタによって指定さ
れた os 属性をもたないシステムは、ツールを実行できると見なされます。ハードウェアフィルタ タイ
プでは、Model 属性の場合にこれが当てはまります。しかし、DeviceType 属性および DeviceSubType
属性では、ツール フィルタは、選択されたシステム上の既知の値に対してのみ適用されます。プロトコ
ル フィルタ タイプでは、演算子を適用する前にプロトコルがシステム上に存在する必要があります。
すなわち、neq 演算子および nct 演算子も、システムがそのプロトコルをもつかどうかに依存します。
その他のフィルタも、演算子を適用する前にフィルタされる属性がシステム上に存在する必要があると
いう点でプロトコル フィルタのように動作します。 ツールがその他のフィルタおよびプロトコル フィ
ルタまたはそのいずれかを使用する場合は、ツールが GUI に表示されるためには、少なくとも 1 つの
システムがフィルタ可能な属性を含む必要があります。

バージョン番号

OSRevision および Protocol Support システム属性は、可能であれば、バージョン番号として解
釈される値をもちます。バージョン番号は、ピリオド（.）文字で区切られた、負ではない一連の十進数
です。バージョン番号を比較するときは、次のルールが使用されます。

• 左端の数字の組は、最も重要です。したがって、1.0 は 0.1 より大きくなります。

• 数字の左にある 0 は、無視されます。したがって、003 は 3 と同じです。

• 2 つ並んだピリオド文字は、0 を区切っているものと解釈されます。したがって、1.0.3 と 1..3 は
等しくなります。

• 最初にピリオド文字がある場合は、前に 0 があるものと解釈されます。したがって.9 と 0.9 は等
しくなります。

• 数字の右にある 0 は、無視されます。したがって、1.0.0 は 1 と同じです。

その他の要件

SSA コマンド ツールには、実行文（execStmt）かファイル コピー文（copyStmt）またはその両方が
含まれる必要があります。実行文のみが指定された場合は、コマンドが実行される前にファイルはコピー
されません。 ファイル コピー文のみが指定された場合は、ファイルがコピーされた後、コマンドは実
行されません。両方が指定された場合は、まず、ファイルがコピーされ、次にコマンドが実行されます。
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MSA コマンド ツールは、コマンドと、そのコマンドが動作するシステムを指定する必要があります。
ツール名は、1 文字以上、256 文字以下の長さでなければなりません。名前の 1 文字目は、アルファ
ベットである必要があります。2 文字目以降の文字には、文字、数字、スペース、または-、.、(、)、_
のいずれかの文字を使用できます。

Web 起動対応ツールは、メイン URL を指定する必要があります。
ファイル コピー ぺアを指定するときは、単一の TDEF 内の各ファイル コピー ペアに対するコピー先ファ
イル パスが固有でなければなりません。複数のコピー元ファイル パスに対して同じコピー先ファイル
パスを指定すると、ファイル解析エラーになります。

存在しない、または読み出せないファイルである場合は、そのファイルをコピーするツールの実行時に
エラーが発生します。コピー元ファイルパスは、ツールの作成時や修正時にはチェックされませんが、
ツールの実行時には存在する必要があります。

ログ要素が真に設定されている場合、ツールの実行による標準出力および標準エラー出力は、中央管理
サーバ（CMS）ログファイルの /var/opt/mx/logs/mx.log に記録されます。ログ要素が偽に設定
されている場合は、開始および終了時間やタスク ステータスなどの要約タスク ログ情報だけが記録さ
れます。

文書型定義

文書型定義（DTD）ファイルは、XML ファイルの制約を定義します。これらの制約には、XML ファイル
内の有効な要素タグ、属性、および要素の濃度が含まれます。ツール DTD ファイルは、toollist.dtd
という名前で、次の段落に含まれます。マンページのフォーマットによって、DTD の内容はファイルと
同じようには表示されないことがあります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- The tool-list element can contain zero or more of
ssa-command-tool elements, msa-command-tool elements,
web-launch-tool elements, automation-tool elements, mdbean-tool
elements, or app-launch-tool elements.-->

<!ELEMENT tool-list ( ssa-command-tool |
msa-command-tool |
web-launch-tool |
automation-tool |
app-launch-tool )* >

<!-- The ssa-command-tool element specifies a single-system aware
tool.The ssa-command-tool element can optionally specify a
category element, a description element, a comment element, an
owner element, a default-target element, an execute-as-user
element, a job-display-handler element, a toolbox-enabled
element, zero or more toolbox elements, zero or more
include-filter elements, or zero or more env-variable elements.
(NOTE:The role-enabled and role elements are deprecated
elements and should not be used with this product.These
are provided for backward compatibility with previous
products.The toolbox-enabled element and the toolbox
element should be used in their stead.)
If more than one of these elements are specified, the element
must appear in the order as listed in this definition.The
ssa-command-tool element must contain an ssa-block element.The
ssa-block element must appear after the previously described
optional elements, if any of the optional elements are
specified.Following the ssa-block element, one can specify zero
or more attribute elements.-->

<!ELEMENT ssa-command-tool (category?, description?, comment?,
owner?, default-target?, execute-as-user?,
job-display-handler?,
toolbox-enabled?, toolbox*,
role-enabled?, role*,
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include-filter*, env-variable*,
ssa-block, attribute* ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
ssa-command-tool element specifies the following attributes.The
name attribute specifies the tool name and must be specified in
the ssa-command-tool element.The visible attribute specifies
whether the tool is visible for running.By default tools are
visible.The max-targets attribute specifies the maximum number
of targets against which a tool can run.The revision attribute
allows a tool author to specify a revision for the tool.Note
that this is for information aboutly.The job-log attribute
specifies whether the results of the command will be kept in this
system's job log.This attribute applies only to tools when they
are run as scheduled tasks, not when they are run as "run now"
tasks.When job-log="true" the job and target status for the tool
will be kept for a relatively lengthy system-defined period in
the database after the job completes..When job-log="false" only
the last completed copy of the job and target status for the task
will be kept in the cache for a much shorter period of time, and
will not be written to the database. Job logging is enabled by
default.The schedulable attribute specifies whether the tool can
be run as a schedulable task.When scheduled="false" the tool can
only run as a "run now" task.Tools are scheduled by default.
The GUID attribute specifies a globally unique identifier (GUID)
for the tool.Because the system generates a GUID for a tool
during the add operation, this field should only be specified
during a modify operation.The accepts-targets attribute specifies
whether the tool accepts targets for execution.The
accepts-targets attribute is true by default. -->

<!ATTLIST ssa-command-tool name CDATA #REQUIRED
visible (true | false) "true"
max-targets NMTOKEN #IMPLIED
revision CDATA #IMPLIED
job-log (true | false) "true"
schedulable (true | false) "true"
guid NMTOKEN #IMPLIED
accepts-targets (true|false) "true" >

<!-- The ssa-block specifies the elements specific to a single-system
aware tool.The ssa-block can specify a command or copy-block or
both.Only one command should be specified but up to 16 multiple
copy-blocks can be specified.After the command and/or
copy-blocks, one can specify the parameters for the command
and/or copy-block. -->

<!ELEMENT ssa-block (( command | copy-block )+, parameter*) >

<!-- The copy-block specifies a source file path and a destination
file path for a copy operation. -->

<!ELEMENT copy-block ( source, destination )+ >

<!-- The source element specifies the source file path for a copy
operation. -->

<!ELEMENT source (#PCDATA) >

<!-- The destination element specifies the destination file path for a
copy operation. -->

<!ELEMENT destination (#PCDATA) >

<!-- The msa-command-tool element specifies a multiple-system aware
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tool.The msa-command-tool element can optionally specify a
category element, a description element, a comment element, an
owner element, a default-target element, an execute-as-user
element, a job-display-handler element, a toolbox-enabled
element, zero or more toolbox elements, zero or more
include-filter elements, or zero or more env-variable elements.
(NOTE:The role-enabled and role elements are deprecated
elements and should not be used with this product.These
are provided for backward compatibility with previous
products.The toolbox-enabled element and the toolbox
element should be used in their stead.)
If more than one of these elements are specified, the element
must appear in the order as listed in this definition.The
msa-command-tool element must contain an msa-block element.The
msa-block element must appear after the previously described
optional elements, if any of the optional elements are
specified.Following the msa-block element, one can specify zero
or more attribute elements.-->

<!ELEMENT msa-command-tool (category?, description?, comment?, owner?,
default-target?, execute-as-user?,
job-display-handler?,
toolbox-enabled?, toolbox*,
role-enabled?, role*,
include-filter*, env-variable*,
msa-block, attribute* ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
msa-command-tool element specifies the following attributes.The
name attribute specifies the tool name and must be specified in
the msa-command-tool element.The visible attribute specifies
whether the tool is visible for running.By default tools are
visible.The max-targets attribute specifies the maximum number
of targets against which a tool can run.The revision attribute
allows a tool author to specify a revision for the tool.Note
that this is for information aboutly.The job-log attribute
specifies whether the results of the command will be kept in this
systems job log.When job-log="true" the job and target status
for the tool will be kept for a relatively lengthy system-defined
period in the database after the job completes.When
job-log="false" only the last completed copy of the job and
target status for the tool will be kept in the cache for a much
shorter period of time, and will not be written to the database.
Job logging is enabled by default.The schedulable attribute
specifies whether the tool can be run as a scheduled task.When
schedulable="false" the tool can only run as a "run now" task.
Tools are schedulable by default.The guid attribute specifies a
globally unique identifier (GUID) for the tool.Because the
system generates a GUID for a tool during the add operation, this
field should only be specified during a modify operation.The
accepts-targets attribute specifies whether the tool
accepts targets for execution.The accepts-targets attribute is
true by default. -->

<!ATTLIST msa-command-tool name CDATA #REQUIRED
visible (true | false) "true"
max-targets NMTOKEN #IMPLIED
revision CDATA #IMPLIED
job-log (true | false) "true"
schedulable (true | false) "true"
guid NMTOKEN #IMPLIED
accepts-targets (true|false) "true" >

<!-- The msa-block specifies the elements specific to a
multiple-system aware (MSA) tool.The msa-block can specify an
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MSA command, the parameters for the command and an execution system
on which the command executes. -->

<!ELEMENT msa-block ( command, parameter*, execution-node ) >

<!-- The command element specifies the command for an SSA or an MSA
tool.If the command accepts parameters, it must be specified as
a parameterized string. -->

<!ELEMENT command ( #PCDATA ) >

<!-- The command element can have two attributes.The command-type
attribute specifies whether the command is an x-window, stdout,
restart, launch, or an unknown command type.The default command
type is stdout.The log attribute specifies whether the results
of the command will be output to this system's audit log.When
log="true" the stdout and stderr results of the command will be
output to the system's audit log.Command output is not logged
by default. -->

<!ATTLIST command command-type (x-window |
stdout |
restart |
launch |
unknown) "stdout"
log (true | false) "false" >

<!-- The execution-system element specifies the system on which an MSA
tool will execute. -->

<!ELEMENT execution-system ( #PCDATA ) >

<!-- The web-launch-tool element specifies a web launch tool.The
web-launch-tool element can optionally specify a category
element, a description element, a comment element, an owner
element, a default-target element, an execute-as-user element, a
job-display-handler element, a toolbox-enabled element, zero or
more toolbox elements, zero or more include-filter elements, or
zero or more env-variable elements.
(NOTE:The role-enabled and role elements are deprecated
elements and should not be used with this product.These
are provided for backward compatibility with previous
products.The toolbox-enabled element and the toolbox
element should be used in their stead.)
If more than one of these elements are specified, the element
must appear in the order as listed in this definition.The
web-launch-tool element must contain a web-block element.The
web-block element must appear after the previously described
optional elements, if any of the optional elements are
specified.Following the web-block element, one can specify zero
or more attribute elements.-->

<!ELEMENT web-launch-tool (category?, description?, comment?, owner?,
default-target?, execute-as-user?,
job-display-handler?,
toolbox-enabled?, toolbox*,
role-enabled?, role*,
include-filter*, web-block, attribute* ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
web-launch-tool element specifies the following attributes.The
name attribute specifies the tool name and must be specified in
the web-launch-tool element.The visible attribute specifies
whether the tool is visible for running.By default tools are
visible.The max-targets attribute specifies the maximum number
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of targets against which a tool can run.The revision attribute
allows a tool author to specified a revision for the tool.Note
that this is for information aboutly.The job-log attribute
specifies whether the results of the command will be kept in this
systems job log.When job-log="true" the job and target status
for the tool will be kept for a relatively lengthy system-defined
period in the database after the job completes.When
job-log="false" only the last completed copy of the job and
target status for the tool will be kept in the cache for a much
shorter period of time, and will not be written to the database.
Job logging is enabled by default.The schedulable attribute
specifies whether the tool can be run as a scheduled task.When
schedulable="false" the tool can only run as a "run now" task.
Tools are schedulable by default.The guid attribute specifies a
globally unique identifier (GUID) for the tool.Because the
system generates a GUID for a tool during the add operation, this
field should only be specified during a modify operation. -->

<!ATTLIST web-launch-tool name CDATA #REQUIRED
visible (true | false) "true"
max-targets NMTOKEN #IMPLIED
revision NMTOKEN #IMPLIED
job-log (true | false) "true"
schedulable (true | false) "true"
guid NMTOKEN #IMPLIED >

<!-- The web-block specifies the elements specific to a web launch
tool.The web-block must specify a main-url element.Optionally,
the web-block can specify a side-url element, a status-url
element, and a current-url element.Additionally, the web-block
can specify the parameters for the URLs.Finally, the web-block
can optionally specify a target format to describe how targets
are passed to a Web-launch aware tool. -->

<!ELEMENT web-block (main-url, (side-url?, status-url?, current-url?),
parameter*, target-format? ) >

<!-- In addition to the above elements, the web-block element has one
attribute.The accepts-targets attribute specifies whether the
web launch tool accepts targets for execution.The
accepts-targets attribute is true by default. -->

<!ATTLIST web-block accepts-targets (true|false) "true">

<!-- The main-url specifies the URL to launch the tool.If the URL
accepts parameters, the URL must be specified as a parameterized
string. -->

<!ELEMENT main-url ( #PCDATA ) >

<!-- The status-url specifies a URL at which one might find the status
of this web launch tool during execution. -->

<!ELEMENT status-url ( #PCDATA ) >

<!-- The current-url specifies the current URL. -->

<!ELEMENT current-url ( #PCDATA ) >

<!-- The side-url specifies a set-aside URL. -->

<!ELEMENT side-url ( #PCDATA ) >

<!-- The target-format defines the format of targets in a web launch
tool and is specified as a parameterized string.-->
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<!ELEMENT target-format ( #PCDATA ) >

<!-- The mdbean tool performs an action on the &cms2; which
involves accessing the target nodes.The mdbean-tool element
may optionally specify a category element, a menu-category
element, a description element, a comment element, an owner
element, a default-target element, an execute-as-user element, a
job-display-handler element, a default-parameter element, a
role-enabled element, zero or more role elements, zero or more
include-filter elements, or zero or more env-variable elements.
If more than one of these elements are specified, the element
must appear in the order as listed in this definition.The
mdbean-tool element must contain an mdbean-block element.
The mdbean-block element must appear after the previously
described optional elements, if any of the optional elements are
specified.Following the mdbean-block element, one may
specify zero or more attribute elements. -->

<!ELEMENT mdbean-tool (category?, description?, comment?, owner?,
default-target?, execute-as-user?, job-display-handler?, toolbox-
enabled?, toolbox*, role-enabled?, role*, include-filter*, mdbean-block,
attribute* ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
mdbean-tool element specifies the following attributes.The
name attribute specifies the tool name and must be specified in
the mdbean-tool element.The visible attribute specifies
whether the tool is visible for running.By default tools are
visible.The max-targets attribute specifies the maximum number
of targets against which a tool may run.The revision attribute
allows a tool author to specify a revision for the tool.Note
that this is for information aboutly.The job-log attribute
specifies whether the results of the command will be kept in this
systems job log.When job-log="true" the job and target status
for the tool will be kept for a relatively lengthy system-defined
period in the database after the job completes.When
job-log="false" only the last completed copy of the job and
target status for the tool will be kept in the cache for a much
shorter period of time, and will not be written to the database.
Job logging is enabled by default.The schedulable attribute
specifies whether the tool can be run as a scheduled task.When
schedulable="false" the tool can only run as a "run now" task.
Tools are schedulable by default.The guid attribute specifies a
globally unique identifier (GUID) for the tool.Because the
system generates a GUID for a tool during the add operation, this
field should only be specified during a modify operation.The
accepts-targets attribute specifies whether the tool accepts
targets for execution.The accepts-targets attribute is true
by default.-->

<!ATTLIST mdbean-tool
name CDATA #REQUIRED
visible (true | false) "true"
max-targets NMTOKEN #IMPLIED
revision CDATA #IMPLIED
job-log (true | false) "true"
schedulable (true | false) "true"
guid NMTOKEN #IMPLIED
accepts-targets (true | false) "true">

<!-- The mdbean-block specifies the elements specific to an
mdbean tool.The mdbean-block must specify a
bean-name and jms-queue-name. -->
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<!ELEMENT mdbean-block (bean-name, jms-queue-name)>

<!-- The bean-name is the internal string represention of the bean
name -->

<!ELEMENT bean-name (#PCDATA)>

<!-- The jms-queue-name is the internal string represention of the bean's
queue name -->

<!ELEMENT jms-queue-name (#PCDATA)>

<!-- The automation tool performs an action on the &cms2; which
involves accessing the target systems.The automation-tool element
can optionally specify a category element, a menu-category
element, a description element, a comment element, an owner
element, a default-target element, an execute-as-user element, a
job-display-handler element, a default-parameter element, a
role-enabled element, zero or more role elements, zero or more
include-filter elements, or zero or more env-variable elements.
If more than one of these elements are specified, the element
must appear in the order as listed in this definition.The
automation-tool element must contain an automation-block element.
The automation-block element must appear after the previously
described optional elements, if any of the optional elements are
specified.Following the automation-block element, one can
specify zero or more attribute elements. -->

<!ELEMENT automation-tool (category?, description?, comment?, owner?,
default-target?, execute-as-user?,
job-display-handler?,
toolbox-enabled?, toolbox*,
role-enabled?, role*,
include-filter*, automation-block,
attribute* ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
automation-tool element specifies the following attributes.The
name attribute specifies the tool name and must be specified in
the automation-tool element.The visible attribute specifies
whether the tool is visible for running.By default tools are
visible.The max-targets attribute specifies the maximum number
of targets against which a tool can run.The revision attribute
allows a tool author to specify a revision for the tool.Note
that this is for information aboutly.The job-log attribute
specifies whether the results of the command will be kept in this
systems job log.When job-log="true" the job and target status
for the tool will be kept for a relatively lengthy system-defined
period in the database after the job completes.When
job-log="false" only the last completed copy of the job and
target status for the tool will be kept in the cache for a much
shorter period of time, and will not be written to the database.
Job logging is enabled by default.The schedulable attribute
specifies whether the tool can be run as a scheduled task.When
schedulable="false" the tool can only run as a "run now" task.
Tools are schedulable by default.The guid attribute specifies a
globally unique identifier (GUID) for the tool.Because the
system generates a GUID for a tool during the add operation, this
field should only be specified during a modify operation.The
accepts-targets attribute specifies whether the tool
accepts targets for execution.The accepts-targets attribute is
true by default. -->

<!ATTLIST automation-tool name CDATA #REQUIRED
visible (true | false) "true"
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max-targets NMTOKEN #IMPLIED
revision CDATA #IMPLIED
job-log (true | false) "true"
schedulable (true | false) "true"
guid NMTOKEN #IMPLIED
accepts-targets (true|false) "true" >

<!-- The automation-block specifies the elements specific to an
automation tool.The automation-block must specify a
message-id. -->

<!ELEMENT automation-block (message-id) >

<!-- The message-id is the internal string representation of the message
sent by the Automation engine to cause the tool to run. -->

<!ELEMENT message-id ( #PCDATA ) >

<!-- The app-launch-tool element specifies an application launch
tool.The app-launch-tool element can optionally specify a
category element, a menu-category element, a description element,
a comment element, an owner element, a default-target element, an
execute-as-user element, a job-display-handler element, a
default-parameter element, a role-enabled element, zero or more
role elements, zero or more include-filter elements, or zero or
more env-variable elements.If more than one of these elements
are specified, the element must appear in the order as listed in
this definition.The app-launch-tool element must contain an
app-launch-block element.The app-launch-block element must
appear after the previously described optional elements, if any
of the optional elements are specified.Following the
app-launch-block element, one can specify zero or more attribute
elements. -->

<!ELEMENT app-launch-tool (category?, description?, comment?, owner?,
default-target?, execute-as-user?,
job-display-handler?,
role-enabled?, role*,
toolbox-enabled?, toolbox*,
include-filter*, env-variable*,
app-launch-block, attribute* ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
app-launch-tool element specifies the following attributes.The
name attribute specifies the tool name and must be specified in
the app-launch-tool element.The visible attribute specifies
whether the tool is visible for running.By default tools are
visible.The max-targets attribute specifies the maximum number
of targets against which a tool can run.The revision attribute
allows a tool author to specify a revision for the tool.Note
that this is for information aboutly.The job-log attribute
specifies whether the results of the command will be kept in this
systems job log.When job-log="true" the job and target status
the tool will be kept for a relatively lengthy system-defined
period in the database after the job completes.When
job-log="false" only the last completed copy of the job and
target status for the tool will be kept in the cache for a much
shorter period of time, and will not be written to the database.
Job logging is enabled by default.The schedulable attribute
specifies whether the tool can be run as a scheduled task.When
schedulable="false" the tool can only run as a "run now" task.
Tools are schedulable by default.The guid attribute specifies a
globally unique identifier (GUID) for the tool.Because the
system generates a GUID for a tool during the add operation, this
field should only be specified during a modify operation.The
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accepts-targets attribute specifies whether the tool
accepts targets for execution.The accepts-targets attribute is
true by default. -->

<!ATTLIST app-launch-tool name CDATA #REQUIRED
visible (true | false) "true"
max-targets NMTOKEN #IMPLIED
revision CDATA #IMPLIED
job-log (true | false) "true"
schedulable (true | false) "true"
guid NMTOKEN #IMPLIED
accepts-targets (true|false) "true" >

<!-- The app-launch-block specifies the elements specific to an
application launch tool.The app-launch-block specifies a
required command element. -->

<!ELEMENT app-launch-block (command, app-parameters?) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
app-launch-block element specifies the following attribute.The
alert-driven attribute specifies whether the alert list or the
system list is used to determine the target systems to run the tool
on. -->

<!ATTLIST app-launch-block alert-driven (true | false) "false" >

<!-- The app-parameters element is an application parameters
definition string whose value is a string -->

<!ELEMENT app-parameters ( #PCDATA ) >

<!-- The env-variable element is an environment variable definition
string whose value is a string -->

<!ELEMENT env-variable ( #PCDATA ) >

<!-- In addition to the previously described elements, the
env-variable element specifies the following attribute.The
name attribute specifies the name of the environment variable.-->

<!ATTLIST env-variable name CDATA #REQUIRED >

<!-- The owner element specifies the tool owner.When the owner field
is specified, the tool is only associated with the All Tools toolbox.
When the owner field is not specified, tool is enabled in all
of its associated toolboxes.When a limited-rights user adds or
modifies a tool, the owner field contains the name of the
limited-rights user.Only a full-rights user can add or modify a
tool without the owner specified. -->

<!ELEMENT owner ( #PCDATA ) >

<!-- The comment field specifies additional information about the
tool.It is usually more verbose that the description. -->

<!ELEMENT comment ( #PCDATA ) >

<!-- The parameter element specifies the first to the tenth parameter
of a tool. -->

<!ELEMENT parameter EMPTY >

<!-- The parameter element has three attributes.The index attributes
specifies which argument in a parameterized string this parameter
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substitutes.Parameters can be indexed from 1 to 10 with a
default index of 1. Tools cannot contain parameters with
duplicate indexes.If more than one parameter in a tool
definition contains the same index, only the first parameter added
to the tool with the duplicate index remains in the tool.The
prompt attribute provides information about the parameter that
can be displayed in a GUI for assistance.The required attribute
specifies whether this parameter must be specified when the tool
is executed.By default, parameters are not required.The private
attribute specifies whether this parameter is encoded and stored
securely.By default, parameters are not private. -->

<!ATTLIST parameter index (1|2|3|4|5|6|7|8|9|10) "1"
prompt CDATA #REQUIRED
required (true|false) "false"
private (true|false) "false" >

<!-- The toolbox-enabled element specifies whether the toolboxes
associated with a tool are enabled. -->

<!ELEMENT toolbox-enabled EMPTY >

<!-- The toolbox-enabled element has one attribute.The value
attribute specifies whether the tool within the toolboxes is enabled.
This allows a full-rights user to explicitly disable the tools in
a toolbox though the tool is always enabled in the All Tools
toolbox.By default, the tool is enabled in all the toolboxes that
it is in. If a tool is disabled within a toolbox, it cannot be
executed. -->

<!ATTLIST toolbox-enabled value (true|false) "true">

<!-- The role-enabled element specifies whether the roles associated
with a tool are enabled.This is an obsolete element.The
toolbox-enabled element should be used instead.-->

<!ELEMENT role-enabled EMPTY >

<!-- See description of toolbox-enabled element attributes. -->

<!ATTLIST role-enabled value (true|false) "true">

<!-- The default-target element specifies a target on which the tool
can run if no targets are specified at run time.One can specify
a system, &cms2; to run on the &cms2; by default, or ALL to run on all
authorized systems by default. -->

<!ELEMENT default-target ( #PCDATA ) >

<!-- The category element specifies the category with which to
associate the tool.By default, tools are associated with the
"Local Tools" category. -->

<!ELEMENT category ( #PCDATA ) >

<!-- The description element specifies a simple description of the
tool.To specify more verbose information such as how to run the
tool, use the comment element. -->

<!ELEMENT description ( #PCDATA ) >

<!-- For SSA and MSA command tools, the execute-as-user element
specifies the user name that the tool runs as or under whose
account the tool runs on the target systems.For Web-launch
tools the execute-as-user is passed to the URL for its use. -->
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<!ELEMENT execute-as-user ( #PCDATA ) >

<!-- The job display hander element specifies the fully-qualified
name of a class implementing the JobDisplayHander interface,
used to display the results of a job created by running this
tool. -->

<!ELEMENT job-display-handler ( #PCDATA ) >

<!-- The toolbox element specifies a toolbox to associate with the
tool.To run a tool the user must be authorized with one of the
specified toolboxes. -->

<!ELEMENT toolbox EMPTY >

<!-- The toolbox element has one attribute to specify the toolbox
name. -->

<!ATTLIST toolbox toolbox-name CDATA #REQUIRED >

<!-- The role element specifies a role to associate with the tool.To
run a tool the user must be authorized with one of the specified
roles.This element is obsolete.The toolbox element should be
used instead. -->

<!ELEMENT role EMPTY >

<!-- See the toolbox element attribute description. -->

<!ATTLIST role role-name CDATA #REQUIRED >

<!-- The include-filter element specifies system attributes against
which to filter a tool for execution.A specified include-filter
element must contain one or more system-filter elements.When
filtering a tool each include-filter block is OR'd together to
get the final filter result.Each system-filter element within an
include-filter block is AND'd together. -->

<!ELEMENT include-filter (system-filter)+ >

<!-- The include-filter elements has one attribute.The type attribute
specifies the type of include filter to execute.Four types are
currently recognized.Three of them are os (operating system),
hardware, protocol filtering.The fourth type is called other which
will allow all other system attributes to be filtered upon.-->

<!ATTLIST include-filter type (os | hardware | protocol | other) "os" >

<!-- The system-filter element is an empty element that contains
attributes used to specify the system attributes against which to
filter a tool for execution. -->

<!ELEMENT system-filter EMPTY >

<!-- The system-filter element is specified with three attributes.The
name attribute specifies the system attribute name to filter
against.The operator attribute specifies whether to filter
against an equal value, a less than value, a greater than or
equal value, a contains value, a not equals value or a not
contains value.The operator name is case-insensitive.The
value attribute specifies the value of the system attribute to
filter against. -->

<!ATTLIST node-filter name CDATA #REQUIRED
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operator (EQ | GE | LT | CT | NEQ | NCT |
eq | ge | lt | ct | neq | nct |
Eq | Ge | Lt | Ct | Neq | Nct |
eQ | gE | lT | cT | nEQ | nCT ) "EQ"
value CDATA #REQUIRED >

<!-- The attribute element specifies the name value pairs that
comprise client attributes.The client attribute name is
specified using the name attribute and the client attribute value
is specified as the PCDATA of the element. -->

<!ELEMENT attribute ( #PCDATA ) >

<!ATTLIST attribute name CDATA #REQUIRED >

関連プロシージャ

• カスタム ツールの削除と回復

• CMS ツールの編集

• リモート ツールの編集

• Web ページ ツールの編集

関連トピック

• コマンド ライン ツール

DMI アクセスの設定
[設定]→[DMI アクセス] ツールを使用すると、選択された、DMI がインストールされている HP-UX シス
テム上のイベント ターゲットとして、HP Systems Insight Manager（HP SIM）中央管理サーバ（CMS）
を設定できます。これにより、HP SIM CMS サーバ名が、選択されている各システム上の /var/dmi/
dmiMachines に追加されます。
関連プロシージャ

• SNMP アクセスの設定

SNMP アクセスの設定
[設定]→SNMP アクセス ツールを使用すると、HP Systems Insight Manager（HP SIM）（中央管理サー
バ）CMS（CMS）を、選択された HP-UX システム上のトラップ ターゲットとして設定できます。これ
により、HP SIM CMS サーバ名が、選択されている各システム上の /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf
に追加されます。

SNMP を設定してトラップを CMS に送信するようにするには、次のように操作します。
1. /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf ファイル内に、trapdest として、CMS の完全ホスト名また

は IP アドレスを追加します。
trap-dest: hostname_or_ip_address

2. 次のコマンドを使用して、SNMP マスタ エージェントとすべてのサブエージェントを停止します。
/sbin/init.d/SnmpMaster stop

3. 次のコマンドを使用して、SNMP マスタ エージェントとすべてのサブエージェントを再起動しま
す。

/usr/sbin/snmpd

関連プロシージャ

• DMI アクセスの設定
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デバイスの ping
個別システムか複数のシステムを ping するには、ping ツールを使用しますシステムを ping するには、
[診断]→[Ping]を選択します。[Ping] ウィンドウが表示されます。ターゲット システムを選択し、すぐ
に実行をクリックしてタスクを実行します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。

システムが IP アドレスを解決しない場合、要求は実行できません。複数の IP アドレスがシステムにあ
る場合は、各 IP アドレスの結果が、結果ページに 1 行で表示されます。右上のステータスには、「選
択したシステムを Ping しています」と表示されます。リストのすべてのシステムが ping されると、
ステータスは「Ping が完了しました」に変化し、完了時のタイムスタンプが表示されます。

ping 結果は、別のウィンドウに表示されます。ping の応答の例を以下に示します。

• 応答がありました。ping は正常に実行され、ping されたシステムからの応答がありました。

• 要求がタイムアウトしました。ping は実行されましたが、ping されたシステムからの応答はあり
ませんでした。

• システムは IP アドレスを使用していません。システムに関連する IP アドレスがありません。ping
を実行できません。

• システムが未選択。システムが選択されていません。

ping が成功すれば、再試行は行いません。ping が失敗した場合にだけ再試行してください。ping 結果
は、[タスク結果] ページかシステム ビュー ページのシステム ステータスに影響しません。

ディスク スレッショルド
ディスク スレッショルドの設定

ディスクスレッショルドを設定するタスクは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で実行できます。
関連リストのシステムにディスク スレッショルドを設定するには、このタスクを使用します。このス
レッショルドは、ターゲット システム上のすべてのディスク ボリュームに設定されます。
ディスク スレッショルドを設定するには、[設定]→[ディスク スレッショルド]→[ディスク スレッショル
ドの設定] を選択します。[ディスク スレッショルドの設定] ウィンドウが表示されます。ターゲット シ
ステムを選択するには、「タスクの作成」を参照してください。ディスク スレッショルドの指定に関し
ての詳細は、「ディスク スレッショルドの設定」を参照してください。
スレッショルドを設定する際には、次のガイドラインに従ってください。

• スレッショルドを保存する場合、無効なスレッショルドは削除されます。[ディスク利用率のクリ
ティカル スレッショルド] は、99% より高くならず、警告スレッショルドに 3% を加えた値より低
くなりません。したがって、警告スレッショルドが 85% の場合、クリティカル スレッショルドの
有効な範囲は 88% から 99% になります。

• [ディスク利用率のクリティカル リセット スレッショルド] がリセット値より低くなってから、ス
レッショルドを再び準備してください。この設定によって、変数がスレッショルド値に近くなった
場合に、複数回スレッショルドが送信されることを防ぎます。

• [ディスク利用率の警告スレッショルド] は、クリティカル スレッショルドより低くします。警告ス
レッショルドは、警告スレッショルドが再準備される前にリセット値以下になっている必要があり
ます。この設定によって、変数がスレッショルド値に近くなった場合に、複数回スレッショルドが
送信されることを防ぎます。値とリセット値の差異の最小値は、2% またはそれ以上でなければな
りません。

• スレッショルドを保存する場合、無効なスレッショルドは削除されます。[ディスク利用率の警告リ
セット スレッショルド] を、クリティカル スレッショルドから 3% を差し引いた値より高くするこ
とはできません。たとえば、クリティカル スレッショルドが 95% の場合、スレッショルドの有効
な範囲は 6% から 92% になります。

• [エージェントのポーリング間隔] の値は、秒単位のポーリング間隔であり、現在の値がスレッショ
ルドを超えているかどうかをエージェントがチェックする頻度を決めます。一般的な値は 120 秒
です。
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ディスク スレッショルドの削除
ディスク スレッショルドを削除するタスクも、HP SIM で実行できます。関連リストのシステムからディ
スク スレッショルドを削除するには、このタスクを使用します。このタスクでは、HP SIM によって設
定されるディスク スレッショルド、または HP Insight マネジメント エージェントの直接参照によって設
定されるディスク スレッショルドだけが削除されます。ディスク スレッショルドを含む Insight マネー
ジャ（WIN32）によって設定されたスレッショルドは、このタスクでは削除されません。
ディスク スレッショルドを削除するには、[設定]→[ディスク スレッショルド]→[すべてのディスク ス
レッショルドの削除] を選択します。[すべてのディスク スレッショルドの削除] ウィンドウが表示され
ます。ターゲット システムの選択の詳細については、「タスクの作成」を参照してください。ターゲッ
ト システムを選択したら、スケジュールをクリックしてタスクの実行タイミングをスケジュールする
か、すぐに実行をクリックしてタスクをすぐに実行します。[スケジュールされたすべてのタスク] ペー
ジが表示されます。

関連プロシージャ

• ディスク スレッショルドの設定

• タスクのスケジュール設定

ディスク スレッショルドの設定
このシステム特性を指定するタスクで使用するシステムリストは作成すること、または既存のシステム
リストを使うことができます。サポートされているシステムで設定するディスクスレッショルドを指定
してください。

ディスク スレッショルドを設定するには、次のように操作します。
1. [設定]→[ディスク スレッショルド]→[ディスク スレッショルドの設定] を選択します。[ディスク ス

レッショルドの設定] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。詳細については、「タスクの作成」を参照

してください。

3. [サポートされているシステム上でのディスク スレッショルドの設定を指定します。] セクション
で、次の情報を入力します。

• [ディスク利用率のクリティカル スレッショルド（%）]

• [ディスク利用率のクリティカル リセット スレッショルド（%）]

• [ディスク利用率の警告スレッショルド（%）]

• [ディスク利用率の警告リセット スレッショルド（%）]

• [エージェントのポーリング間隔 (秒)]

これらのパラメータ設定に関するガイドラインについては、「ディスク スレッショルド」を参照し
てください。

4. 戻るをクリックすると、前のページに戻ります。タスクの実行タイミングをスケジュールするには、
スケジュールをクリックします。タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。[タ
スク結果] ページが表示されます。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケ
ジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

関連トピック

• ディスク スレッショルド

月単位でディスク スレッショルドを削除するタスクの作成
次の例では、すべてのディスク スレッショルドを HP Systems Insight Manager（HP SIM）データベース
から月単位で削除するタスクをセットアップするための手順を紹介します。
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タスクの作成

1. [設定]→[ディスク スレッショルド]→[すべてのディスク スレッショルドの削除] を選択します。[す
べてのディスク スレッショルドの削除] ページが表示されます。

2. [次のリストから選択してターゲットを追加] ドロップダウン リストで、[すべてのサーバ] を選択し
ます。

3. ["すべてのサーバ"自体を選択] チェックボックスを選択します。
4. 適用をクリックします。

5. スケジュールをクリックします。

6. [タスク名] フィールドに、Delete Disk Thresholds Monthly などのタスク名を入力します。
7. [いつこのタスクを実行しますか?] セクションで、[定期的] を選択します。
8. [スケジュールの調整] セクションで、[次の間隔毎] を選択し、タスクの実行日を入力します。
9. 完了をクリックします。

関連プロシージャ

• ディスク スレッショルドの設定

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• スケジュール済みタスクの実行

関連トピック

• ディスク スレッショルド

ライセンス マネージャ
ライセンス マネージャにより、HP Systems Insight Manager（HP SIM）ユーザ インタフェースで製品ラ
イセンスの表示および管理を実行できます。今回のリリースでは、ProLiant Essentials のライセンスがだ
けがサポートされています。

注記: ライセンス マネージャを実行するには、ユーザが、中央管理サーバ（CMS）上で管理者権限（設
定するには、[オプション]→ [セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択）と [すべてのツー
ル] ツールボックス（設定するには、[オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[認証] を選
択）を持つ必要があります。

詳細については、「ユーザとユーザ グループ」および「ツールボックス」を参照してください。

ライセンスの表示と割り当ては、HP SIM が認識している、指定したターゲット システムに対して実行
できます。製品によっては、ライセンスは指定されたシステムに実際に送られます。別の製品ではライ
センス マネージャのデータベースのみでライセンス情報が更新されます。インストールされるライセン
スは、製品名ごとに表示できます。新しいライセンスの追加は、ファイルから個別に、または一括して
行うことができます。

ライセンス マネージャは、Iｎtegrated Lights-Out（iLO）システムのような管理プロセッサに関するライ
センス情報を含んでいます。ライセンス マネージャのメニューを使用すると、iLO2 ライセンスのすべ
ての状況を管理することができます。グラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）には、iLO にライセ
ンス キーをインストールし、iLO からライセンス情報を収集する機能があります。このとき、すべての
サーバが iLO と通信できるわけではありません。
ライセンス マネージャの ライセンスの管理、ライセンスの割り当て、ライセンスの割り当て解除、お
よび ライセンス情報の収集機能は、ライセンス マネージャ データベース上で直接実行されます。ただ
し、一部の製品は、ターゲット システム上の Windows レジストリでライセンスをローカルで管理しま
す。これらのケースでは、ライセンス情報は DCOM を使用してこれらのターゲットから直接収集され
ライセンス マネージャ データベースに配置されます。また、ターゲットが iLO の場合、ライセンス情
報の収集も SSH を使用して選択したターゲット システムからライセンス情報を直接収集します。ライ
センス情報の収集機能を使用すると、ライセンス マネージャは、ライセンス情報を自動的に収集するた
めに使用する正しいメカニズムを理解します。

HP Performance Management Pack（PMP）のプラグインの以前のバージョンは該当しませんが、HP SIM
プラグインのすべてのライセンス情報は、ライセンス マネージャによって HP SIM データベースで維持
されます。一部の製品では、ライセンスされたシステム上の Windows レジストリ内にあるライセンス
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構造の中にライセンスが保存されます。ライセンス マネージャは、Microsoft DCOM（Distributed COM）
プロトコルを介して Microsoft リモート レジストリ API（Application Programming Interfaces）を使用し
て、リモート システムからのライセンスの割り当てとライセンス情報収集を行います。ライセンス情報
は HP SIM データベースにも複製されますが、ライセンスは製品ごとにシステム上で直接管理され、こ
の情報を更新するために定期的に収集する必要があります。指定されたシステムに対する認証証明書は、
指定されたシステムにライセンスが送られている場合にのみ必要になります。特定ターゲットで WBEM
の認証情報が提供されている場合は、その証明書が使用されます。詳細については、「システムまたは
システム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定」を参照してください。特定の認証情報が提供
されていない場合は、グローバル認証情報として提供されている、Web-Based Enterprise Services
（WBEM）認証情報のそれぞれのセットが使用されます。詳細については、「グローバル プロトコル設
定」を参照してください。認証情報が提供されていない場合は、HP SIM サーバのデフォルト認証情報で
接続が試行されます。リモート レジストリ サービスが起動されていて、キーの収集または割り当て候
補のターゲット システムで動作している必要があります。
iLO との通信には、HP SIM が提供する SSH チャネルが使用されます。各 iLO の SSH ユーザ名とパス
ワードを提供する必要があります。iLO のグループでユーザ名とパスワードが共通である場合、グルー
プ用のユーザ名とパスワードを定義することができます。

ライセンス マネージャは、製品ライセンスをシステムに永久にバインド（または適用）するわけではあ
りません。ユーザは、必要に応じて、ライセンスを割り当てたり、割り当てを解除したりすることがで
きます。

注記: 現在、iLO や Integrity 用 iLO のライセンスの割り当てを解除する機能はサポートされていませ
ん。

製品がシステムでライセンスされた操作を実行すると、ライセンスはシステムにバインド（ロック）さ
れます。ライセンス マネージャは、適用またはロックされたライセンスを移動できなくなります。ユー
ザは、ライセンスをシステムに割り当てることで、製品がシステムで動作するとライセンスの種類（永
久または試用）が自動的に消費されることを確認できます。リモート システムの場合、ライセンスはシ
ステムにインストールされますが、適用またはロックされることはありません。ライセンスは、ターゲッ
ト システムで製品を実行すると、ロックまたは適用されます。割り当てとインストールは、バインドと
は異なります。リモート システムの場合、インストールされたライセンスはシステムに残りますが、関
連する製品が使用されるまで消費されません。ターゲットに複数のキーとそれに対応するライセンスを
インストールした場合、必要な数のライセンスだけが消費されます。残りのライセンスは、使用されま
せん。

一般に、ライセンスは製品操作の一環として適用され、ライセンスがバインド（ロック）され、割り当
てを解除したり、他の場所で使用したりすることはできません。リモｰト タｰゲットに配備されたライセ
ンスは、取り消すことができません。

ライセンス マネージャを使用すると、プラグイン、リモートに管理されるシステム、および管理プロ
セッサなど、すべてのクラスのシステムのライセンス使用をレビューすることができます。一部の製品
では、ライセンス マネージャ GUI を使用して、ライセンスの使用とステータスしか表示できません。
特定のライセンス管理は、それらの製品が提供するツールを使用する必要があります。

注記: v0 キーを使用するライセンス入力は機能しませんが、v0 キー ライセンスに遭遇することはま
れであり、すべての v1 キー ライセンスは機能します。

ライセンス マネージャにアクセスするには、[展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。ライセン
ス対象の各製品について、次の情報が表示されます。

• [製品]。製品名。

• [使用ライセンス]。使用中のライセンスの数。

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

関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの管理

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスされたシステムの表示
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• ライセンスの個別追加

• ファイルからのライセンスの追加

関連トピック

• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ライセンスについて

ライセンス マネージャは、ライセンスを製品単位で表示します。1 つのライセンスで複数の製品の使用
を許可する場合は、ライセンスによって使用を許可されるユーザ数が、使用を許可される各製品にその
まま適用されます。たとえば、2 つの製品を対象とする使用ユーザ数が 5 のライセンスは、各製品で 5
人のユーザの使用を許可します。

使用できるライセンスは、次の 8 種類です。

• フレキシブル数量。このライセンスでは、50,000 までの購入済み使用ユーザ数で、完全な無制限
の機能が時間無制限に提供されます。

• 暗証キー契約。このライセンスでは、完全な無制限の機能が時間無制限で提供されます。このライ
センスは、使用ユーザ数の予想される上限（50,000 まで）を表します。

• サブスクリプション。このライセンスでは、時間に制限のある、完全な機能を提供します。この
キーは、指定された期間だけ無制限の機能を使用可能、または同じ期間中に限られた使用ユーザ数
での使用を示すことができます。キーで符号化される基本時間単位は 1 カ月です。HP SIM は、1
カ月の長さを 30 日と見なします。

• デモ（使用ユーザと時間）。このライセンスでは、限られた時間、特定使用ユーザ数で、完全な無
制限の機能が提供されます。このライセンスでは、このキーで製品が動作する日数が決まっていま
す。日数は、初めて使用した日から起算されます。このキーでは、製品の複数のインスタンスを実
行することを許可できます。デモ キーでは、255 までの使用ユーザ数を最大 255 日間認証できま
す。

• デモ。このライセンスでは、完全な無制限の機能が一定の期間だけ提供されます。このライセンス
では、このキーで製品が動作する日数が決まっています。日数は、初めて使用した日から起算され
ます。このキーでは、製品の複数のインスタンスを実行することを許可できます。デモ キーでは、
最大 65,535 日間の使用を認証できます。

• ベータ。このライセンスでは、完全な無制限の機能が一定の期間だけ提供されます。このライセン
スでは、このキーで製品が動作する日数が決まっています。日数は、キーが作成された日から起算
されます。このキーでは、製品の複数のインスタンスを実行することを許可できます。デモ キーで
は、最大 65,535 日間の使用を認証できます。

• 無料フレキシブル数量 。一部の ProLiant Essentials 製品には、無料の永久ライセンスが付属してい
ます。このキー タイプは、その無料ライセンスを具体化したものです。このキーが提供するライセ
ンス数は、製品によって異なります。このタイプのキーを、ユーザがライセンス マネージャのデー
タベースに入力することができません。このキーをデータベースに挿入できるのは、その製品のみ
です。

• 評価。このライセンスでは、完全な無制限の機能が提供されます。これは、特別な状況で配布され
ます。

Integrated Lights-Out（iLO）製品によってレポートされるライセンス タイプは、以下のとおりです。

• 無制限。このライセンスでは、完全な無制限の機能が提供されます。これは、製品の単一使用キー
を表します。このライセンス タイプは、管理プロセッサ専用です。

• 個別。このライセンスでは、完全な無制限の機能が提供されます。これは、製品の単一使用キーを
表します。このライセンス タイプは、管理プロセッサ専用です。

現在、一部の製品が、他の製品を有効にするライセンスを提供しています。ユーザは、これらの製品が
生成するライセンス キーを手動で追加できません。
関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集
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• ライセンスの管理

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスの個別追加

• ファイルからのライセンスの追加

• ライセンスされたシステムの表示

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ライセンス情報の収集

[ライセンス情報の収集] は、選択したタｰゲットからサイト ライセンスとメンテナンス ライセンスを含
むライセンスの詳細を収集します。ライセンスが選択したシステムに直接格納されている場合は（詳細
については、特定の製品情報を参照してください）、中央管理サーバ（CMS）と選択したマシンで、
Microsoft Windows オペレーティング システムのいずれかが動作している必要があります。
ライセンス マネージャには、HP SIM、SSL、および SSH が提供する 2 つのオプションを通じて iLO2 と
の安全な通信チャネルを確立し、維持する中核的な機能があります。これらは、ともに安全なチャネル
要件に適合します。ターゲット システムが iLO の場合は、iLO が SSH をサポートし、お客様が必要な
認証情報を提供する必要があります。SSH ベース ソリューションは、コマンド ライン プロトコル（CLP）
を使用します。すべての iLO2 ファームウェア リリースには、SSH/CLP サポートが含まれています。
SSH/CLP サポートは、v1.70 以降の iLO ファームウェアに付属しています。すべての iLO が、このバー
ジョン以降に更新可能です。

注記: iLO2 サポートは、ProLiant iLO 専用であり、Integrity MP や Integrity iLO には付属していません。

注記: iLO は一度に 2 つの同時接続しかサポートしていないため、意図したターゲットとの現在のす
べての SSH 接続を閉じる必要があります。すべての接続を閉じることをおすすめします。

注記: 現在、iLO ライセンスの自動収集は、サポートされていません。

現在では、多くの製品（ほとんどの場合、HP Systems Insight Manager（HP SIM）プラグイン）が、その
ライセンス情報をライセンス マネージャのデータベースのみに格納しています。このような製品のライ
センス情報は、すでに表示および操作が可能な状態にあるため、ライセンス情報の収集機能を使用して
収集する必要はありません。これらの製品では、CMS や選択したシステムのオペレーティング システ
ムに制限はありません。リモート システムで記録されるすべての製品ライセンスのライセンス情報は、
収集されます。

注記: Linux および HP-UX CMS の場合は、iLO と iLO2 のキーしか収集できません。ライセンス情報
は、HP SIM による iLO と iLO2 タｰゲットの検出と識別の一環として収集されず、格納されません。選
択した iLO または iLO2 ターゲットに PE ライセンス キーをインストールし、ターゲットから PE ライセ
ンス キーを収集する機能が提供されています。ライセンス マネージャのすべての操作は、ファームウェ
ア v1.70 以降を搭載した iLO で行なうことができます。

HP SIM が排他的に管理し、保守するライセンス情報を持つ製品を選択すると、ライセンス情報の収集機
能が無効になり、すべてのライセンス情報は CMS に格納されます。ライセンスがリモｰト タｰゲットに
存在する製品では、ライセンスを収集するために ライセンス情報の収集機能が有効になります。その
ターゲットが管理プロセッサでない場合、Windows 専用の通信プロトコルが使用されます。 iLO 情報
を収集するには HP SIM に SSH サポートが必要ですが、CMS やターゲットのオペレーティング システ
ムには制限がありません。
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注記: デフォルトでは、サポート オプションやアップグレード オプションが提供されなくなりまし
た。2007 年 7 月 9 日以降、すべてのライセンス キーは、年中無休のソフトウェア テクニカル サポー
トおよびアップデート サービスに付属します。ライセンス マネージャは、どのライセンス キーが「サ
ポートとアップデート可能」であり、どのライセンス キーが将来のアップデートとアップグレードを購
入する必要があるかを通知します。

1. [展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。
2. ライセンス情報の収集をクリックします。[ターゲット システムの選択] セクションが表示されま

す。

3. ターゲット システムを選択し、適用をクリックします。詳細については、「タスクの作成」を参照
してください。[ターゲット システムの確認] セクションが表示されます。利用できる情報は次のと
おりです。

• [名前]。ターゲット システムの名前。

• [OS]。ターゲット システムのオペレーティング システム。

• [タイプ]。システム タイプ。詳細については、「システム タイプ」を参照してください。

• [ツール起動 OK?]。選択したターゲットに、ツールとの互換性がない場合は、このカラムに、
問題の簡潔な説明が表示されます。ターゲットを削除するには、ターゲットのチェックボック
スを選択して、ターゲットの削除をクリックします。

4. ターゲットの追加または ターゲットの削除をクリックしてターゲット システムを追加または削除
し、次へをクリックします。[ライセンス収集結果] ウィンドウが表示され、各ターゲットの収集ス
テータスが示されます。一部のターゲットからのデータ収集は遅れる場合があります。収集が行わ
れている間、HP SIM の別の操作を行うことができます。[結果] ウィンドウには、次の情報が示され
ます。

• [システム名]。タスクの実行対象になったシステムの名前です。

• [キー]。ターゲット システムから受信したライセンス キーが表示されます。システムから取得
されたキーが、それぞれ、1 つの行に表示されます。製品によっては、複数のライセンス キー
があることがあります。ライセンスの詳細はキーに含まれており、1 つのキーが複数の製品を
有効にできることがあります。

• [製品]。このキーの使用に関連する製品の名前が表示されます。

• [応答ステータス]。選択したシステムに対するライセンス データ要求のステータスです。タス
クが成功した場合は、次のメッセージが表示されます。Licensing information collected
successfully.（ライセンス情報は正常に収集されました）

ターゲットが iLO である場合は、SSH が使用されます。HP SIM がターゲットの認証情報を認識しない
場合、結果テｰブルにはそれらの認証情報を入力するために起動できる URL があります。これを無視す
ると、このターゲットからライセンスが収集されません。グループが共通のユーザ名とパスワードを共
有する場合は、これらの認証情報をグループにあらかじめ設定しておくことができます。

注記: 収集されたライセンスがこの iLO 2 用に LM データベースに記録されているライセンスと異なる
場合は、既存のライセンス レコードが破棄され、収集された新しいライセンスで更新されます。

注記: 現在のタスクが終了するまでは、ライセンス情報の収集ボタンは無効になります。

関連プロシージャ

• ライセンスの管理

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスされたシステムの表示

• ライセンスの個別追加

• ファイルからのライセンスの追加

関連トピック

• ライセンス マネージャ
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• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ライセンスされたシステムの表示

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、選択した製品のライセンスを適用されたシステムのリスト
を表示することができます。

ターゲットが製品の使用を許諾されていても、製品のライセンスがグラフィカル ユーザ インタフェー
ス（GUI）やレポートに表示されないことがあります。製品によっては、その製品のライセンス詳細情
報の全部または一部を表示しないように選択されている場合があります。

1. [展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。
2. [製品ライセンス情報] セクションで、製品を選択します。
3. ライセンス済みのシステムをクリックします。選択した製品のライセンスを適用されているシステ

ムのリストが表示されます。列見出しをクリックすると、その列のエントリに基づいてリストを並
べ替えることができます。以下の情報が表示されます。

• [システム]。選択した製品のライセンスが適用されているシステム。

• [シリアル番号]。シリアル番号は、ライセンス製品がシステムを識別するために選ぶ任意の番
号の可能性があります。詳細については、製品情報を確認してください。

• [使用済みライセンス]

[許可日数]。このライセンスによって使用が認証される総日数（使用期限があるライセン
スのみが対象）です。

•

• [残り日数]。対応するシステムのライセンスの期限切れまでの日数。BETA ライセンスの
場合、ライセンスが発行されてからの日数を意味します。サブスクリプション ライセン
スの場合、ライセンスが任意のターゲット上で最初に使用されてからの日数を意味しま
す。他のライセンス タイプの場合、ライセンスが選択されたターゲット上で最初に使用
されてからの日数を意味します。最初の使用後も、このライセンスのすべての使用に対し
て、最初にライセンスが適用されたターゲットと同じ残り日数が適用されます。

• [ライセンス カテゴリ]。

• [ライセンス ソース]。対応するライセンスのソース。次のような提供形態があります。

[購入済み]。このライセンスは、ライセンス契約の一環として直接購入したキーです。•

• [無料トライアル]。このライセンスは無償で提供されました。

• [ステータス]。指定したシステムにおける、このライセンスの使用ステータス。

• 更新とアップグレード

このライセンスに関連付けられたサービスのレポート レベル•

• テクニカル サポート

• このライセンスに関連付けられたサービスのレポート レベル

関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの管理

• 自動検出の設定

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスの個別追加

• ファイルからのライセンスの追加

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• システム ライセンス情報レポート
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• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ライセンスの管理

[ライセンスの管理] 機能を使用すると、[製品ライセンス情報] で選択した製品のライセンスを管理する
ことができます。 ライセンスは、最初、ユーザ入力を直接実行し、ライセンス情報の収集機能を使用し
てライセンス情報を収集することができます。

[ライセンス マネージャ] ページで、製品を選択して ライセンスの管理をクリックします。[ライセンス
マネージャ] ウィンドウは、選択した製品の使用可能なライセンスに関する次のような情報で更新され
ます。

• [ライセンス カテゴリ]。ライセンスの種類です。ユーザが複数回にわたって別々にライセンスを購
入した場合でも、すべての購入済み永久ライセンスが単一カテゴリとして表示されます。ライセン
ス マネージャは、購入日付を考慮しません。

• [利用可能なライセンス]。システムに割り当てることのできるライセンスの総数。

• [割り当て済みライセンス]。選択したタイプのライセンスのうち、システムに割り当てられている
ライセンスの総数。

• [使用済みライセンス] システムによって使用されているライセンスの総数。システム上で製品が使
用されるまでは、ライセンスは使用されていないことになります。総数には、有効期限が切れた使
用済みライセンスも含まれます。

• [許可日数]。このライセンスによって使用が認証される総日数（使用期限があるライセンスのみが
対象）です。BETA ライセンスの場合、ライセンスが発行されてからの日数を意味します。サブス
クリプション ライセンスの場合、ライセンスが任意のターゲット上で最初に使用されてからの日数
を意味します。他のライセンス タイプの場合、ライセンスが選択されたターゲット上で最初に使用
されてからの日数を意味します。最初の使用後も、このライセンスのすべての使用に対して、最初
にライセンスが適用されたターゲットと同じ残り日数が適用されます。

• [残り日数]。ライセンスの期限切れまでの日数。一部のライセンスは、有効期限はライセンスがター
ゲットに適用されたときに決定され、そのターゲットだけに関係するため、[残り日数] を [許可日
数] と同じ日数として表示します。他のライセンスは、有効期限がライセンスが最初に適用された
とき、またはこれらの種類のライセンス用にライセンスが発行されたときに基づいているため、そ
れ以下の日数として表示します。ベータ ライセンスの場合、[残り日数] は、ライセンスがどのター
ゲットでも使用されていない場合でも、常に [許可日数] 未満です。

• [ライセンス ソース]。対応するライセンスのソース。次のような提供形態があります。

[購入済み]。このライセンスは、ライセンス契約の一環として直接購入したキーです。•

• [無料トライアル]。このライセンスは無償で提供されました。

• [ステータス]。指定したシステムにおける、このライセンスの使用ステータス。

ステータス メッセージには、以下が含まれます。

• OK。ライセンスは有効であり、適合しています。

• キーは使用されていません。ライセンスは有効ですが、使用されていません。

• すべてライセンスされています。このシステムでライセンス キーが完全に使用されています。
このため、別の場所でも使用されると、全体で使用過剰になることがあります。

• ライセンスが使用超過しています。このシステムで、ライセンス キーが使用過剰になってい
ます。

• ライセンスの試用期間が過ぎています。時間制限キーの時間制限を超えました。

• ライセンスの使用可能期間が過ぎています。時間制限キーの時間制限を超えました。

• ライセンスのサブスクリプション期間が過ぎています。サブスクリプション キーの期限が過
ぎています。

• 不正デバイス ホストです。このキーが見つかったターゲットのシリアル番号が、このマシン
から取得したキー情報に含まれるシリアル番号と一致しません。
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• 更新とアップグレード

このライセンスに関連付けられたサービスのレポート レベル•

• テクニカル サポート

このライセンスに関連付けられたサービスのレポート レベル•

[ライセンスの管理] は、使用できるライセンス カテゴリだけを表示します。すべてのライセンスが消費
されたライセンス カテゴリは、このテｰブルに表示されません。[ライセンスの管理] テｰブルですべての
カテゴリのライセンスの数を加算すると、[製品ライセンス情報] テｰブルの [ライセンス] 列に表示され
る数の合計より少ない場合があります。

[ライセンスの管理] テｰブルで、[割り当て済みライセンス] と [使用済みライセンス] の合計が、[製品ラ
イセンス情報] テｰブルに表示されるライセンスの数を超える場合があります。これは、ライセンス カテ
ゴリが使用過剰の場合に起こります。このカテゴリからライセンスが割り当てられているシステムは、
対応する製品で使用するとき、自動的にライセンスを適用できない場合があります。これは、あるカテ
ゴリのライセンスがシステムの収集に割り当てられ、後で同じカテゴリが別のシステムの収集に適用さ
れ、その結果、合計がそのカテゴリのライセンス数を超える場合に起きることがあります。これらのシ
ステムに割り当てれているライセンスを解除してください。割り当て済みライセンスはシステムにバイ
ンドまたはロックされず、ライセンスは最初の適用に基づいて使用されます。

ライセンスを管理するには、ライセンス カテゴリを選択して、次のいずれかのボタンをクリックしま
す。

• ライセンスの追加 個々のライセンス キーを入力します。詳細については、「ライセンスの個別
追加」を参照してください。

• ファイルからライセンスの追加 特殊フォーマットのキー ファイルからライセンス キーを入力し
ます。詳細については、「ファイルからのライセンスの追加」を参照してください。

• ライセンスの割り当て 使用できるライセンスをシステムに割り当てます。詳細については、「ラ
イセンスの割り当てと割り当て解除」を参照してください。

• ライセンスの割り当て解除 システムからライセンスの割り当てを解除します。詳細については、
「ライセンスの割り当てと割り当て解除」を参照してください。

関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスされたシステムの表示

• ライセンスの個別追加

• ファイルからのライセンスの追加

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ライセンスの個別追加

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、ライセンス キーをライセンス マネージャ データベースに
個別に追加できます。

注記:  有効ではあるが、ユーザが直接入力できないライセンス キーのタイプもあります。たとえば、
FFQL（無料フレキシブル ライセンス）タイプのキー、特定の製品の通常の動作により生成されたキーな
どが該当します。

iLO 製品ライセンス キーは、iLO に直接インストールできるため、データベースに追加することができ
ます。
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単一のキーを追加するには、次のように操作します。

1. [展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。
2. 追加するライセンスに対応する製品を選択するかまたは [新しい製品の追加] を選択して、ライセン

スの管理をクリックします。[ライセンスの管理] セクションが表示されます。
3. ライセンスの追加をクリックします。[ライセンスの追加] セクションが表示されます。
4. 次のいずれかの方法で入力を行います。

• 5 つのフィールドにそれぞれの文字（1 フィールドに 5 文字）をタイプして、キー ストリン
グを入力します。左端のボックスからキー コード入力を始めると、現行フィールドがいっぱい
になった時点 で、カーソルが次のフィールドに自動的に進みます。

• 5 つの入力フィールドのいずれかにキー全体を貼り付けます。たとえば、Email のテキストと
してキーを受信した場合は、この方法を使用できます。

1. キー ストリング全体を選択し、Ctrl + C キーを押してコピーします。
2. 入力ボックスになっている 5 つのフィールドのいずれかにカーソルを配置し、Ctrl + V

キーを押すか右クリックでライセンス キーを貼り付けます。右クリックして貼り付ける
こともできます。キーをコピーしてからライセンスの追加機能を選択した場合は、Ctrl +
V を押してキーを貼り付けます。
各フィールドに 5 文字が入力された状態で、ライセンス キーが表示されます。

注記:  完全なキーを貼り付ける場合は、5 文字の 5 つのグループがハイフン（-）で区
切られた形式でキーが提供される必要があります。たとえば
12345-67890-54321-09876-12345 という形式です。文字とハイフンの間に空白は必要
ありません。

5. 開くをクリックして、製品名、ライセンス バージョン、タイプ、購入日、使用可能な最大日数な
ど、ライセンスの詳細を表示します。

6. データベースに新しいライセンスを追加するには、[今すぐライセンスを追加] をクリックします。
正常に追加されたライセンスは、[製品ライセンス情報] セクションにリストされます。キーが無効
であり、そのライセンス情報がデータベースに追加されない場合は、エラー メッセージが表示され
ます。

注記: この方法で、Integrated Lights-Out（iLO）のキーを追加することはできません。iLO のキーは、
iLO のマニュアルの指示に従って、直接追加する必要があります。

関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの管理

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスされたシステムの表示

• ファイルからのライセンスの追加

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ファイルからのライセンスの追加

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、XML ファイルをインポートすることにより、キーをライ
センス マネージャ データベースに追加できます。
iLO 製品ライセンス キーは、iLO に直接インストールできるため、データベースに追加することができ
ます。
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注記:  有効ではあるが、ユーザが直接入力できないキーのタイプもあります。たとえば、FFQL（無料
フレキシブル ライセンス）タイプのキー、特定の製品の通常の動作により生成されたキーなどが該当し
ます。

ライセンス キーは、.key 拡張子の付いた XML ファイルで定義されます。必要に応じて、これらのファ
イルを作成することができます。フォーマットは次のとおりです。keylist、key、および keystring 値は必
須です。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KEYLIST>
<KEY>
<KEYSTRING>A2345-1B345-12C45-123D5-123E5</KEYSTRING>
</KEY>
<KEY>
<KEYSTRING>987RK-AB456-EW123-3489K-XQ555</KEYSTRING>
<PURCHASER>XYZ Company</PURCHASER>
<DATE>29 July 2006</DATE>
<PRODUCTNAME>Productname</PRODUCTNAME>
<PRODUCTVERSION>1.1</PRODUCTVERSION>
<DISP>1<DISP>
</KEY>
</KEYLIST>

PURCHASER、DATE、PRODUCTNAME、PRODUCTVERSION、および DISP フィールドはオプションであ
り、複数のキーをロードするだけの場合には不要です。キー ファイルが提供される場合、内容を変更し
ないでください。キー ファイルには、少なくとも以下の構造があります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KEYLIST>
<KEY>
<KEYSTRING>A2345-1B345-12C45-123D5-123E5</KEYSTRING>
</KEY>
<KEY>
<KEYSTRING>987RK-AB456-EW123-3489K-XQ555</KEYSTRING>
</KEY>
</KEYLIST>

特殊フォーマットのキー ファイルから 1 つ以上のキーをデータベースに追加するには、次のように操作
します。

1. [展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。
2. [新しい製品の追加] を選択し、ライセンスの管理をクリックします。[ライセンスの管理] セクショ

ンが表示されます。

3. ファイルからライセンスの追加をクリックします。ページの最下部に [ファイルからライセンスの
追加] セクションが表示されます。

4. 次のいずれかの方法で入力を行います。

• [ファイル名とパスの指定] フィールドにフル パスとファイル名を入力します。

• 参照をクリックします。

a. [ファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。
b. 追加するライセンスを含むファイルに移動します。

c. ファイルを特定したら、開くをクリックします。

5. [ファイル名とパスの指定] にフル パスとファイル名が表示されたら、[開く] をクリックしてファイ
ルを開きます。ライセンス キー ファイルの内容が表示されます。

6. データベースにキーを追加するには、[今すぐ追加] をクリックします。
7. HP SIM が、ファイル内の各キーが追加されたことを通知します。OK をクリックします。キーが無

効な場合、そのキーのエラーが報告され、そのキーはデータベースに追加されません。

関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集
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• ライセンスの管理

• ライセンスの割り当てと割り当て解除

• ライセンスされたシステムの表示

• ライセンスの個別追加

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて

• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

ライセンスの割り当てと割り当て解除

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、プラグイン用の製品ライセンスを割り当てたり、割り当て
を解除することができます。また、ライセンスがリモートに管理される場合、リモｰト タｰゲット シス
テムにライセンスを割り当てることができます。プラグインにライセンスを割り当てるときは、タｰゲッ
トが iLO 2 でない場合、以下に注意してください。

• ライセンスがシステムに割り当てられるとき、ライセンスは、そのシステムで製品が動作するまで
バインドまたは消費されません。

• システムは、デモ キーで 1 回だけライセンスを適用できます。ライセンスの有効期限が切れた場
合、その製品でシステムの使用を継続するには、ライセンスを購入するしかありません。ユーザ
は、デモ キーでライセンスされたシステムに、いつでも有償ライセンスを割り当てなおすことがで
きます。

• ライセンスで有効になっている製品がライセンスを消費してない限り、あるシステムに割り当てら
れているライセンスを解除して、別のシステムに割り当てることができます。製品がシステムで使
用されると、ライセンスはシステムに永久にバインド（ロック）されます。実際のターゲット シス
テムに直接配布されたライセンスの割り当てを解除することはできません。このようなライセンス
は必要に応じて消費されるため、それらのシステムにライセンスが残っていても問題はありませ
ん。残りのライセンスは、他の場所で使用できます。

一部の製品は、ライセンス マネージャのグラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）の使用を制限し
ます。それは、ターゲット フィルタリングや他の要因を考慮する必要があり、HP SIM ライセンス マ
ネージャはこれらを認識しないためです。その結果、[ライセンスの管理] は選択できますが、[割り当て/
割り当て解除] は無効になる場合があります。
iLO 2 タｰゲットの場合：

• ライセンスが iLO 2 に割り当てられると、ライセンス レコードが作成され、ライセンス マネージャ
のデータベースに格納されます。

• 選択した iLO 2 にすでにライセンスが適用されている場合、ライセンス マネージャから新しいライ
センスで交換することができません。最初に iLO 2 コンソールで既存のライセンスを削除し、（直
接またはライセンス マネージャを使用して）新しいライセンスを追加する必要があります。

• ある iLO 2 に割り当てられているライセンスを解除し、別の iLO 2 に割り当てることはできませ
ん。実際のターゲット システムに直接配布されるライセンス は、割り当てを解除できません。こ
れは、ライセンス マネージャが、そのライセンスで稼動する製品の動作を把握できないためです。

iLO タｰゲットにライセンスを割り当てるときは、各ターゲットの SSH 認証情報がわかっている必要が
あります。リモート サーバにライセンスを配備するときは、アクセス認証情報がわかっている必要があ
ります。詳細については、「グローバル プロトコル設定」を参照してください。

ライセンスの割り当て

1. [展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。
2. 製品を選択し、ライセンスの管理をクリックします。[現在利用可能なライセンス] が表示されます。
3. 割り当てたい [ライセンス カテゴリ] をクリックし、ライセンスの割り当てをクリックします。[ラ

イセンスの割り当て] セクションが表示されます。
4. ターゲット システムを選択し、適用をクリックします。詳細については、「タスクの作成」を参照

してください。[ターゲット システムの確認] セクションが表示されます。
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5. ターゲットの追加または ターゲットの削除ボタンをクリックしてターゲット システムを削除しま
す。

6. 次へをクリックします。

HP SIM でライセンス情報を管理する製品では、[ライセンスの割り当て] ページが表示されます。こ
のページには、選択したシステムの名前、オペレーティング システム、システム タイプ、および
IP アドレスが表示されます。このリストから 1 つまたは複数のシステムを選択し、すぐにライセン
スを割り当てるをクリックします。ページが更新され、更新されたライセンス ステータスが表示さ
れます。さらにシステムを選択して割り当てを行なうか、再び [ライセンス マネージャ] を選択して
ページを更新します。割り当てライセンスを削除するには、再び [ライセンスの管理]、[ライセンス
カテゴリ] を選択し、ライセンスの割り当て解除を選択します。
実際のターゲットにライセンスを配布する必要がある製品の場合は、別のウィンドウに [ライセン
ス割り当て結果] テｰブルが表示され、各ターゲットの割り当てプロセスのステータスがレポートさ
れます。一部のタｰゲットへのライセンス データの送信が遅れる場合があります。ライセンスの割
り当てが行われている間、HP SIM の別の操作を行うことができます。[結果] ウィンドウには、次の
情報が示されます。

• [システム名]。タスクの実行対象になったシステムの名前です。

• [キー]。ターゲット システムに送信されたライセンス キーです。送信したキーが、それぞれ、
1 つの行に表示されます。ライセンスの詳細はキーに含まれており、1 つのキーが複数の製品
を有効にできることがあります。

• [製品]。このキーの使用に関連する製品の名前が表示されます。

• [応答ステータス]。選択したシステムに対するライセンス データ送信要求のステータスです。
タスクが成功した場合は、次のメッセージが表示されます。License assignment
successful. （ライセンスは正常割り当てられました）

ライセンスの割り当て解除

1. [展開]→[ライセンス マネージャ] を選択します。
2. 製品を選択し、ライセンスの管理をクリックします。[現在利用可能なライセンス] が表示されます。
3. 割り当てを解除したい [ライセンス カテゴリ] を選択します。このカテゴリを使用して割り当てられ

たライセンスがある場合は、[ライセンスの割り当て解除] ボタンを使用できます。[ライセンスの割
り当て解除] をクリックします。[ライセンスの割り当て解除] セクションが表示されます。
実際のターゲット システムに直接配布されたライセンスの割り当てを解除することはできません。
これらのシステムにライセンスを残しておいてもペナルティはありません。この場合、ライセンス
の割り当て解除機能が無効になります。

4. 各システムの名前の横のチェックボックスを選択して、ライセンスを解除したいシステムを選択し
ます。

5. 今すぐライセンスを割り当て解除をクリックします。[ライセンスの割り当て解除] テｰブルが再表示
され、更新されたステータスが表示されます。

注記: iLO 2 のようなリモート システムにインストールされたライセンスは、割り当てを解除できま
せん。

関連プロシージャ

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの管理

• ライセンスされたシステムの表示

• ライセンスの個別追加

• ファイルからのライセンスの追加

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• システム ライセンス情報レポート

• ライセンスについて
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• ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

システム ライセンス情報レポート
システム ライセンス情報レポート機能を使うと、Integrated Lights-Out（iLO）システムで使用されるラ
イセンスを含んだ、ProLiant Essentials ライセンス情報をすばやく効率的に追跡できるようになります。

システム ライセンス情報レポート
[システム ライセンス情報] レポートは、ライセンスの詳細と配布の概要を示したものです。

• [システム名]。

• [システム シリアル番号]。

シリアル番号は、ライセンス製品がシステムを識別するために選ぶ任意の番号の可能性があり
ます（詳しくは、製品情報を参照してください）。

•

• [製品名]

• [製品バージョン]。

• [使用済みライセンス]。

• [ライセンス ソース]。対応するライセンスのソース。次のような提供形態があります。

[購入済み]。このライセンスは、ライセンス契約の一環として直接購入したキーです。•

• [無料トライアル]。このライセンスは無償で提供されました。

• [ライセンス タイプ]。

[永続的]。•

• 無期限のライセンスです。

• [サブスクリプション、デモ（席数、回数）、デモ（回数）、ベータ]。

• 指定した期間の経過後、ライセンスの期限が切れます。

• [許可日数]。

このライセンスによって使用が認証される総日数（使用期限があるライセンスのみが対象）で
す。

•

• [残り日数]。

対応するシステムのライセンスの期限切れまでの日数。BETA ライセンスの場合、ライセンス
が発行されてからの日数を意味します。サブスクリプション ライセンスの場合、ライセンス

•

が任意のターゲット上で最初に使用されてからの日数を意味します。他のライセンス タイプ
の場合、ライセンスが選択されたターゲット上で最初に使用されてからの日数を意味します。
最初の使用後も、このライセンスのすべての使用に対して、最初にライセンスが適用された
ターゲットと同じ残り日数が適用されます。

• [ステータス]。

指定したシステムにおける、このライセンスの使用ステータス。•

• ステータス メッセージには、以下が含まれます。

• OK。ライセンスは有効であり、適合しています。

• キーは使用されていません。ライセンスは有効ですが、使用されていません。

• すべてライセンスされています。このシステムでライセンス キーが完全に使用されてい
ます。このため、別の場所でも使用されると、全体で使用過剰になることがあります。

• ライセンスが使用超過しています。このシステムで、ライセンス キーが使用過剰になっ
ています。

• ライセンスの試用期間が過ぎています。時間制限キーの時間制限を超えました。

• ライセンスの使用可能期間が過ぎています。時間制限キーの時間制限を超えました。

• ライセンスのサブスクリプション期間が過ぎています。サブスクリプション キーの期限
が過ぎています。
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• 不正デバイス ホストです。このキーが見つかったターゲットのシリアル番号が、このマ
シンから取得したキー情報に含まれるシリアル番号と一致しません。

• [更新とアップグレード]。

このライセンスに関連付けられたサービスのレポート レベル•

• [テクニカル サポート]。

このライセンスに関連付けられたサービスのレポート レベル•

今回のリリースでは、以前と異なり、iLO のライセンス情報は、該当する各ターゲットから [ライセンス
情報の収集] を使用して手動で収集する必要があります。該当する SSH 認証情報を、選択した各 iLO2
に提供する必要があります。

ターゲットが製品の使用を許諾されていても、製品のライセンスが GUI やレポートに表示されないこと
があります。製品によっては、その製品のライセンス詳細情報の全部または一部を表示しないように選
択されている場合があります。

詳細については、「レポート ビュー」を参照してください。

関連プロシージャ

• システム レポート

• ライセンス情報の収集

• ライセンスの管理

関連トピック

• レポート機能

• レポート ビュー

• システム レポート

ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与
選択したターゲットの一部でこの製品の使用がライセンスされていない場合、[ライセンスされていない
システムのライセンス（オプション）] ページが表示されます。ライセンスされていないターゲット、
またはデモ キーのライセンスされているターゲットだけが表示されます。
このページにメニューから直接アクセスすることはできません。[ライセンスされていないシステムのラ
イセンス（オプション）] ページは、製品ごとに異なる 1 ページ、または複数のページで構成されます。
一部のページは、このページを使用するすべての製品で共通です。このため、ページのフォーマットと
動作は、すべての製品について同じです。

このページでは、次の 4 つのボタンを使用できます。
[戻る] 戻るをクリックすると、前のページに戻ります。

[キーの追加] HP Systems Insight Manager（HP SIM）が確認していない使用可能なライセンスがある場
合は、そのキーを追加できます。キー ストリングがある場合は、キーの追加をクリックして、[キー ス
トリングの指定] フィールドにキーを入力し、OK をクリックします。その製品に該当するライセンス
キーだけが受け入れられ追加されます。他の製品のキーの追加には、ライセンス マネージャの [キーの
管理]（[展開]→[ライセンス マネージャ]）を使用してください。

[ライセンスの適用] 使用できるライセンスがある場合は、ライセンスを適用する未適用のターゲット
を選択して、ライセンスの適用をクリックします。[ライセンスの適用] をクリックすると、選択したター
ゲットでライセンスが消費（ロック）され、ライセンスを解除できません。有効期間があるキーでライ
センスを適用されているターゲットも表示されます。これらのターゲットは選択できますが、有償キー
以外でライセンスを再適用することはできません。すべてのターゲットにライセンスを適用すると、同
じシーケンスで、このページが再表示されることはありません。ライセンスが適用されていないターゲッ
トやデモ キーのライセンスが適用されているターゲットが残っている場合は、このページが再表示さ
れ、ライセンス未適用のターゲットの元のリストが示されます。このリストで、ライセンスが適用され
たシステムと未適用のシステムを区別できます。デモ キーのライセンスが適用されているターゲットに
ライセンスを適用するように選択すると、キーを使用できる場合、ターゲットに永久キーのライセンス
が適用されます。再ライセンスの時点で十分な数のライセンスが残っていない場合は、デモ ライセンス
がそのまま効力をもちます。ライセンスの適用プロセスでは、フル ライセンス（製品に付属のものを含
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む）が最初に使用されます。使用できるライセンスをすべて使ってもライセンスを適用できないシステ
ムがある場合は、製品で許可されていれば、使用期間が残っているデモ キーが使用されます。また、同
時に別のユーザが別のターゲットにこの製品のライセンスを適用しようとすることがあるため、使用で
きるライセンスと同数のターゲットを選んでも一部にライセンスを適用できないことがあります。この
問題が発生した場合は、メッセージが表示されます。

[次へ] 未適用のターゲットにライセンスを適用しない場合や未適用のターゲットの一部にライセンス
を適用した場合でも、選択したターゲットの中にライセンスを適用されているターゲットが 1 つでもあ
れば、次へをクリックして次に進むことができます。選択したどのターゲットにもライセンスが適用さ
れていない場合は、次へボタンが表示されます。

正常終了すると、使用できるライセンスの数が、キーで有効になっているライセンスの数だけ増加する
はずです。これで、それらの追加ライセンスが使用できるようになります。

注記:  選択したターゲットの一部または全部にデモ キーのライセンスが適用されている場合、ライセ
ンス未適用のシステム表では、これらのターゲットに [デモキーを使用してライセンス] のステータスが
付けられます。この時点で、これらのターゲットを選択して、完全キーでライセンスを再適用すること
ができます。デモ キーや評価キーが適用されているシステムへのライセンス再適用に、デモ キーや評
価キーを使用することはできません。

関連トピック

• ライセンス マネージャ

• ライセンスについて

管理プロセッサ ツール
HP の管理プロセッサは、Web 経由でのリモート サーバ管理を、システム状態に関係なく行うことを可
能にします。何らかの理由でオペレーティング システムが動作していない場合は、管理プロセッサにア
クセスして、サーバの電源切り替え、イベント ログとステータス ログの表示、コンソールのリダイレ
クトの有効化などを行うことができます。

管理プロセッサを検出すると、HP Systems Insight Manager（HP SIM）に新しいメニュー項目が表示され
ます。

• システム電源。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated
Lights-Out（iLO）システムの電源オプションを制御できます。このツールにアクセスするには、[ツー
ル]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[システム電源] の順に選択します。

• システム ロケータ。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000
iLO システムの識別 LED を制御できます。このツールにアクセスするには、[ツール]→[管理プロ
セッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[システム ロケータ] の順に選択します。

• 新規ユーザ。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO シス
テムに新しいユーザ アカウントを追加できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理プ
ロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[新規ユーザ] の順に選択します。

• ユーザの編集。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO シ
ステムの既存のユーザ アカウントを変更できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理
プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[ユーザの編集] の順に選択します。

• ユーザの削除。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO シ
ステムの既存のユーザ アカウントを削除できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理
プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[ユーザの削除] の順に選択します。

• LAN アクセス。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO シ
ステムの LAN アクセス設定を変更できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理プロ
セッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→ [LAN アクセス] の順に選択します。

• LDAP 設定。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO シス
テムの LDAP サービスを設定できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理プロセッ
サ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[LDAP 設定] の順に選択します。
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• iLO コントロール。 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO
システムで内部制御処理を実行できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理プロセッ
サ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[iLO コントロール] の順に選択します。

• ファームウェア アップグレード このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および
HP 9000 iLO システムの FTP 経由でのファームウェアのアップグレードを実行できます。このツー
ルにアクセスするには、[設定]→ [管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[ファー
ムウェア アップグレード] の順に選択します。

• SSH パブリック キーの展開 このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP
9000 iLO システムに HP Systems Insight Manager（HP SIM）SSH パブリック キーをインストール
できます。このツールにアクセスするには、[設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP
9000 iLO]→[SSH パブリック キーの展開] の順に選択します。

関連プロシージャ

• 管理プロセッサでの新しいユーザの作成

• 管理プロセッサ ユーザの編集

• 管理プロセッサ ユーザの削除

• 管理プロセッサの LAN アクセスの設定

• 管理プロセッサの LDAP 設定の指定

• 管理プロセッサを介した内部制御アクションの実行

• 管理プロセッサ ファームウェアのアップグレード

• 管理プロセッサへの SSH パブリック キーのインストール

管理プロセッサのシステム電源オプションの制御

このツールを使用すると、関連付けられた HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シス
テムを介して、1 台以上のサーバの電源を制御できます。
システム電源制御を設定するには、次のように操作します。

1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[システム電源] の順に選択しま
す。[システム電源] ページが表示されます。

2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作
成」を参照してください。[ステップ 2:[アクションの選択] ページが表示されます。

3. [システム電源管理] の下で、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• パワー サイクル

• 電源オン

• 電源オフ

• グレースフル シャットダウン（HP 9000 を除く）

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別
の機会に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [シ
ステム電源] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケ
ジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• 管理プロセッサを介したシステム識別 LED の制御

管理プロセッサを介したシステム識別 LED の制御
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムのシステム識別 LED を制御できます。
システム識別 LED を制御するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[システム ロケータ] の順に選択

します。[システム ロケータ] ページが表示されます。
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2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作
成」を参照してください。[ステップ 2:[アクションの選択] ページが表示されます。

3. [システム ロケータ/ユニット識別 LED] の下で、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• オン

• オフ

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別
の機会に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [シ
ステム電源] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケ
ジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• 管理プロセッサのシステム電源オプションの制御

管理プロセッサでの新しいユーザの作成

このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムに新しいユーザ アカウントを追加できます。
新しいユーザを作成するには、次のように操作します。

1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[新しいユーザ] の順に選択します。
[新しいユーザ] ページが表示されます。

2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス
クの作成」を参照してください。[ステップ 2:[アクションの選択] ページが表示されます。

3. [新しいユーザ アカウントのプロパティを入力] の下に、以下の情報を入力します。

• ログイン ID。 （必須）iLO にログインする際に使用する必要のある名前です。ログイン ID
の最大長は 25 文字です。

• パスワード。 （必須）iLO にログインする際に入力する必要のあるパスワードです。パス
ワードは 6～24 文字で設定してください。

• パスワード（確認）。 （必須）確認のためにもう一度パスワードを入力します。

• ユーザ名。 （必須）iLO のユーザ リストに表示される名前です。ログイン名と同じである
必要はありません。ユーザ名の最大長は 25 文字です。

4. [アクセス権] の下で、そのユーザの 1 つまたは複数のアクセス権を選択します。通常、新しいユー
ザには、コンソール アクセス権を付与します。

• コンソール アクセス

• 電源アクセス

• マネジメント プロセッサ設定

• ユーザ管理

5. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。戻るをクリックすると、前の [新規
ユーザ] ページに戻ります。

関連プロシージャ

• 管理プロセッサを介したシステム識別 LED の制御

管理プロセッサ ユーザの編集
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムの既存のユーザ アカウントを編集できます。
ユーザを編集するには、次のように操作します。

1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[ユーザの編集] の順に選択します。
[ユーザの編集] ページが表示されます。

2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス
クの作成」を参照してください。[ステップ 2:既存のユーザ アカウントを編集するためのプロパティ
の入力] ページが表示されます。
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3. [修正したユーザ アカウントのログイン名を入力：] の下に、変更する ログイン ID を入力します。
4. [このユーザ アカウントの修正するプロパティを選択：] の下で、変更する属性を選択し、適切な情

報を入力します。以下の属性から選択してください。

• パスワード。 パスワードを変更する場合は、確認のために [パスワードの確認] フィールド
にもパスワードを入力してください。

• ユーザ名。 ユーザ名を使用するには、このフィールドを選択します。ユーザ名を、ログイン
名と一致させる必要はありません。ユーザ名の最大長は 25 文字です。

• [アクセス権] アクセス権を変更する場合は、コンソール アクセス、電源アクセス、マネジメ
ント プロセッサ設定、および ユーザ管理から選択してください。アカウントのすべてのアク
セス権を排除したい場合は、[アクセス権] チェックボックスを選択し、[コンソール アクセス]、
[電源アクセス]、マネジメント プロセッサ設定、および [ユーザ管理] チェックボックスの選択
を解除してください。

5. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。戻るをクリックすると、前の [ユー
ザの編集] ページに戻ります。

関連プロシージャ

• 管理プロセッサでの新しいユーザの作成

• 管理プロセッサ ユーザの削除

管理プロセッサ ユーザの削除
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムの既存のユーザ アカウントを削除できます。
ユーザを削除するには、次のように操作します。

1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[ユーザの削除] の順に選択します。
[ユーザの削除] ページが表示されます。

2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス
クの作成」を参照してください。[ステップ 2:既存のユーザ アカウントを削除するためのプロパティ
の入力] ページが表示されます。

3. 削除する ログイン ID を入力します。
4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。戻るをクリックすると、前の [ユー

ザの削除] ページに戻ります。

注記:  HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、管理プロセッサ ツールの実行に、Admin アカウン
トを使用します。このアカウントが iLO から削除されている場合は、ツールの実行方法を設定しなおさ
ないと、ツールがそのシステムの iLO にアクセスできません。
異なる iLO アカウントでの HP SIM のツールの実行方法を設定するには、次のように操作します。
1. iLO でのツールの実行に使用されるユーザ アカウントを選択します。このユーザ アカウントは、す

べての管理対象 iLO に存在し、iLO に関するすべての権限を持っている必要があります。
2. 中央管理サーバ（CMS）のツール ディレクトリに移動し、MpTools.xml を編集します。
3. XML ファイルで各 <execute-as-user> 行を確認して、Admin を手順 1 で指定したユーザ アカ

ウントに変更します。

4. mxtool -m -f MpTools.xml -x force を実行します。
5. CMS で、mxagentconfig または SSH パブリック キーの展開ツールを実行して、このユーザ ア

カウントの認証キーを各管理対象 iLO にコピーします。SSH パブリック キーのインストールの詳細
については、「管理プロセッサへの SSH パブリック キーのインストール」を参照してください。

関連プロシージャ

• 管理プロセッサでの新しいユーザの作成

• 管理プロセッサ ユーザの編集
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管理プロセッサの LAN アクセスの設定
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムの LAN アクセス設定を変更できます。
LAN アクセス設定を変更するには、次のように操作します。
1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[LAN アクセス] の順に選択しま

す。[LAN アクセス] ページが表示されます。
2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス

クの作成」を参照してください。[ステップ 2:LAN アクセス設定の入力] ページが表示されます。
3. [構成する設定およびその値を選択してください] の下で、以下の項目を選択します。

• Telnet アクセス。 Telnet アクセスの 有効または 無効を選択します。この設定は、IP 設定や、
管理プロセッサが LAN 経由でアップグレードを実行する機能には影響しません。

• Web SSL。 Web SSL の 有効または 無効を選択します。

• Web コンソール ポート。 このオプションを選択する場合は、有効なポート番号を入力する
必要があります。有効なポート番号は、23 および 2000～2400 です。

• IPMI over LAN アクセス。 IPMI over LAN アクセスの 有効または 無効を選択します。

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、タ
スクの実行をスケジュール設定できます。 戻るをクリックすると、前の [LAN アクセス] ページに
戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照し
てください。

管理プロセッサの LDAP 設定の指定
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムの LDAP サービスを設定できます。
LDAP サービスを設定するには、次のように操作します。
1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[LDAP 設定] の順に選択します。

[LDAP 設定] ページが表示されます。
2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス

クの作成」を参照してください。[ステップ 2:LDAP ディレクトリ設定の入力] ページが表示されま
す。

3. [構成する設定およびその値を選択してください] の下で、以下の項目を選択します。

• ローカル ユーザ アカウント。 ローカル iLO ユーザ アカウントへのアクセスの 有効または
無効を選択します。ローカル ユーザ アカウントが有効になっていると、ユーザは、ローカル
に保存されているユーザ証明書を使用して iLO にログインできます。ローカル ユーザ アカウ
ントが無効になっていると、ユーザ アクセスは、有効なディレクトリ証明書のみに制限されま
す。

• ディレクトリ認証。 選択された iLO でのディレクトリ サポートをアクティブまたは非アク
ティブにするために 有効または 無効を選択します。ディレクトリ認証が有効になっており、
適切に設定されている場合、ユーザは、ディレクトリ証明書を使用して iLO にログインできま
す。無効になっている場合、ユーザ証明書のディレクトリによる認証は行われません。

• ディレクトリ サーバ IP アドレス。 ディレクトリ サーバの IP アドレスを入力します。

• ディレクトリ サーバ LDAP ポート。 サーバ上の安全な LDAP サービスの LDAP を入力しま
す。このポートのデフォルト値は、636 です。

• 識別名 この iLO インスタンスがディレクトリ ツリーでリストされる場所を指定します。次
に例を示します。cn=MP Server.ou=Management Devices.o=hp

• ユーザ検索コンテクスト 1。 iLO にアクセスするために入力されるログイン名に適用される
ユーザ名コンテキストです。

• ユーザ検索コンテクスト 2。 iLO にアクセスするために入力されるログイン名に適用される
ユーザ名コンテキストです。
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• ユーザ検索コンテクスト 3。 iLO にアクセスするために入力されるログイン名に適用される
ユーザ名コンテキストです。

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、タ
スクの実行をスケジュール設定できます。 戻るをクリックすると、前の [LDAP 設定] ページに戻り
ます。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してく
ださい。

管理プロセッサを介した内部制御アクションの実行

このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムの内部制御処理を実行できます。

内部制御処理を実行するには、次のように操作します。

1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[iLO コントロール] の順に選択し
ます。[iLO コントロール] ページが表示されます。

2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス
クの作成」を参照してください。[ステップ 2:ひとつ以上のアクションを選択] ページが表示されま
す。

3. 表示される次のオプションの一方または両方を選択します。

• イベント ログのクリア。 システム イベント ログを消去します。

• マネジメント プロセッサ リセット。 iLO をリセットします。

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、タ
スクの実行をスケジュール設定できます。 戻るをクリックすると、前の [iLO コントロール] ページ
に戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照
してください。

管理プロセッサ ファームウェアのアップグレード
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 iLO（Integrated Lights-Out）シ
ステムの FTP 経由でのファームウェアのアップグレードを実行できます。アップグレードは、選択した
すべての iLO で同時に実行されます。
ファームウェアのアップグレードを開始するには、次のように操作します。

1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[ファームウェア アップグレード]
の順に選択します。[ファームウェア アップグレード] ページが表示されます。

2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス
クの作成」を参照してください。[ステップ 2: ファームウェア アップグレード パラメータの指定]
ページが表示されます。

3. 次の情報を入力します。

• ソース IP。 FTP サーバの IP アドレスを入力する必要があります。

• ファイル パス。 アップグレード ファイルが保存されているディレクトリ（FTP サーバ上）
のパスです。

• ログイン ID。 FTP サーバへのログインに使用するログイン ID です。

• パスワード。 FTP サーバにログインするためのパスワードです。

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。[スケジュール] をクリックすると、
タスクの実行をスケジュール設定できます。戻るをクリックすると、前の [ファームウェア アップ
グレード] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュー
ル設定」を参照してください。

管理プロセッサへの SSH パブリック キーのインストール
このツールを使用すると、1 つまたは複数の HP Integrity および HP 9000 Integrated Lights-Out（iLO）シ
ステムに HP Systems Insight Manager（HP SIM） SSH パブリック キーをインストールできます。この
ツールを実行する前に、ターゲット iLO で SSH を有効にして、iLO で SSH キーを生成しておく必要が
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あります。このツールは、初期インストールの後または中央管理サーバ（CMS）のパブリック キーを変
更した後に必ず一度実行してください。これは、すべての管理プロセッサ ツールの実行要件です。
このツールは、HP SIM CMS で管理者権限を持つアカウントから実行する必要があります。
HP SIM の SSH パブリック キーをインストールするには、次のように操作します。
1. [設定]→[管理プロセッサ]→[HP Integrity および HP 9000 iLO]→[SSH パブリック キーの展開] の

順に選択します。[SSH パブリック キーの展開] ページが表示されます。
2. ターゲット管理プロセッサを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タス

クの作成」を参照してください。[ステップ 2:[ログイン証明書の入力] ページが表示されます。
3. ターゲット iLO の管理者アカウントの証明書を入力します。

• ユーザ名。  管理対象 iLO の管理者アカウントです。通常は、Admin アカウントです。

• パスワード。  管理対象 iLO の管理者アカウント パスワードです。

• パスワード（確認）。  パスワードを確認します。

4. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、タ
スクの実行をスケジュール設定できます。戻るをクリックすると、前の [SSH パブリック キーの展
開] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設
定」を参照してください。

HP ProLiant iLO での電源サイクル
このツールを使用すると、1 台の HP ProLiant Integrated Lights-Out（iLO）システムの電源を切って入れ
なおすことができます。

電源を切って入れなおすには、次のように操作します。

1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP ProLiant iLO]→[電源オン/オフ] の順に選択します。[電源オン/オ
フ] ページが表示されます。

2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作
成」を参照してください。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示されます。

3. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別
の機会に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [電
源オン/オフ] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケ
ジュール設定」を参照してください。

HP ProLiant iLO により管理されるシステムへの電源投入
このツールを使用すると、HP ProLiant Integrated Lights-Out（iLO）システムにより管理されているシステ
ムの電源をオンにできます。

システムの電源をオンにするには、次のように操作します。

1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP ProLiant iLO]→[電源オン] の順に選択します。[電源オン] ペー
ジが表示されます。

2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作
成」を参照してください。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示されます。

3. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別
の機会に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [電
源オン] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュー
ル設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• HP ProLiant iLO により管理されるシステムの電源切断

HP ProLiant iLO により管理されるシステムの電源切断
このツールを使用すると、HP ProLiant Integrated Lights-Out（iLO）システムにより管理されているシステ
ムの電源をオフにできます。

システムの電源をオフにするには、次のように操作します。
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1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP ProLiant iLO]→[電源オフ] の順に選択します。[電源オフ] ペー
ジが表示されます。

2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作
成」を参照してください。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示されます。

3. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別
の機会に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [電
源オフ] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュー
ル設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• HP ProLiant iLO により管理されるシステムへの電源投入

HP ProLiant iLO により管理されるシステムの UID の点灯
このツールを使用すると、HP ProLiant Integrated Lights-Out（iLO）システムのユニット識別ライト（UID）
の点灯が可能です。

UID を消灯するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP ProLiant iLO]→[ユニット識別ライト オン] の順に選択します。

[ユニット識別ライト オン] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作

成」を参照してください。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示されます。
3. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別

の時間に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [ユ
ニット識別ライト オン] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タス
クのスケジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• HP ProLiant iLO により管理されるシステムの UID の消灯

HP ProLiant iLO により管理されるシステムの UID の消灯
このツールを使用すると、HP ProLiant Integrated Lights-Out（iLO）システムのユニット識別ライト（UID）
を消灯できます。

UID を消灯するには、次のように操作します。
1. [ツール]→[管理プロセッサ]→[HP ProLiant iLO]→[ユニット識別ライト オフ] の順に選択します。

[ユニット識別ライト オフ] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット選択については、「タスクの作

成」を参照してください。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示されます。
3. タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。スケジュールをクリックすると、別

の機会に実行されるようにタスクをスケジュールできます。また、戻るをクリックすると、前の [ユ
ニット識別ライト オフ] ページに戻ります。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タス
クのスケジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• HP ProLiant iLO により管理されるシステムの UID の点灯

通信の管理
通信の管理機能により、中央管理サーバ（CMS）とターゲット システム間の通信の問題をトラブルシュー
ティングできます。障害が発生した通信機能ごとに、トラブルシューティング情報を利用できます。特
定の通信設定を再指定して、エージェントを起動し、証明書をターゲット システムに送信できます。こ
の機能には、[設定]→[通信の管理] メニューからアクセスでき、次の情報を含んでいます。

• 通信ステータス

• [通信の管理] テーブルの列

• [通信の管理] メイン ページのボタン
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通信ステータス

CMS とターゲット システムの通信ステータスが表で示されます。ステータス アイコンにマウスを合わ
せると、そのステータスを説明する情報が表示されます。ステータス アイコンをクリックすると、[ア
ドバイスと修復] セクションが表示され、対応するタブが開きます。たとえば、[ツールの起動] 列のス
テータス アイコンをクリックすると、[アドバイスと修復] セクションで、デフォルトの [識別] タブの代
わりに [ツールの起動] タブが開きます。

[通信の管理] テーブルの列
各列は、CMS とターゲット システム間の動作ステータスを示します。以下を参照してください。

• 選択

• システム名

• 識別

• イベント

• ツールの起動

• バージョン コントロール

• システム タイプ

• OS 名

注記:  IP アドレスを持たないシステム（エンクロージャ、ラック、クラスタ、複合体、およびストレー
ジ デバイス）のステータスは表示されません。

選択

システムを選択するには、この列のチェックボックスをオンにします。複数のシステムを選択できます。
表示するシステムをすべて選択または選択解除するには、列見出しのチェックボックスを選択します。

システム名

この列には、検出されたすべてのシステムの実際のシステム名が含まれます。システムは、単一システ
ムまたはコンテナ内のシステムとして表示されます。カーソルをシステム名の上に置くと、フル システ
ム ドメイン ネーム サービス（DNS）名が表示されます。これは、同じシステム名を共有する、複数の
システムを区別する場合に役立ちます。システム名リンクをクリックすると、[システム ページ] が表示
されます。詳細については、「システム ページ」を参照してください。コンテナ（ラックまたはエンク
ロージャ）であるシステムをクリックすると、そのオブジェクトのピクチャー ビューが表示されます。
詳細については、「ピクチャー ビュー ページのナビゲート」を参照してください。ラックとエンクロー
ジャの詳細については、「ラックとエンクロージャについて」を参照してください。
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[システム名] 列には、システムとその関連項目が表示されます。

識別

[識別] 列には、識別プロセスの状態についての情報が含まれます。識別では、[グローバル プロトコル
の設定] ページの証明書を使用して、システムのタイプ、システムがサポートする管理プロトコルが確
認されます。また、ロードされているオペレーティング システムとそのバージョン、システムに関する
その他の基本属性の確認も試みられるます。識別は、最後に、システムが別のシステムと関連付けられ
ているかどうかを確認します。この列のステータスは、利用できるすべてのプロトコルのステータスの
ロールアップです。ステータスは、ステータス自体、システムのタイプ、システムのオペレーティング
システム、および装置オプションに基づいて分析されます。ステータスを持つことのできない、複合体、
エンクロージャ、ラックなどのシステムには、ステータス アイコンはありません。識別ステータスは、
識別タスクが実行されるたびに更新されます。

イベント

[イベント] 列は、CMS がターゲット システムからのイベントを受信できるかどうかを示します。この
ステータスは、SNMP トラップと WBEM イベントの設定を検討対象にしています。

注記:  HP-UX で、管理対象システム上に CMS の名前または IP アドレスが存在するかどうかをテスト
するためのパッケージ送信が機能しない場合、トラップ受信先への送信テストはサポートされません。

注記: Daily Check Event Configuration タスクが実行されていない場合やシステムがイベントをサ
ポートしていない場合は、情報アイコンが表示されます。

ツールの起動

[ツールの起動] 列は、CMS がターゲット システム上でツールをローカルで実行できるかどうかを示し
ます（例：System Management Homepage（SMH））。この列の通信の問題は、通常、セキュリティと
信頼関係に関わります。信頼関係の設定方法については、「信頼関係のセットアップ」を参照してくだ
さい。

バージョン コントロール
[バージョン コントロール] 列は、ターゲット システムのソフトウェアおよびファームウェアのインベン
トリ データを利用できるかどうかを示します。このステータスは、データ収集の間に収集され保存され
ます。

システム タイプ
この列には、サーバやデスクトップなど、システム タイプが表示されます。「非管理」システム タイ
プは、HP SIM が検出できる管理プロトコルを持たないシステムを意味します（例：Simple Network
Management Protocol、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）、デスクトップ管理インタフェー
ス（DMI）、Secure Shell（SSH）が存在しない）。「不明」システム タイプは、そのシステムに組み込
まれているタスクやシステム タイプ管理（STM）ベースのタスクがいずれもシステムを認識できなかっ
たことを示します。ただし、システムにおいて検出された管理プロトコルがあります。システム タイプ
の詳細については、「システム タイプ」を参照してください。STM タスクの詳細については、「システ
ム タイプの管理」を参照してください。

OS 名
ターゲット システムのオペレーティング システム

[通信の管理] メイン ページのボタン
• アドバイスと修復

• クイック修復

• 更新

• 印刷
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アドバイスと修復

このボタンは、[アドバイスと修復] セクションを表示します。各機能列（[識別]、[イベント]、[ツール
の実行]、および [バージョン コントロール]）に対応するタブの付いたタブ付きインタフェースが含ま
れます。各タブは、診断結果を示し、通信の問題を解決するためのトラブルシューティングのヒントお
よびアドバイスを含みます。詳細については、「管理対象システム設定のアドバイスと修復」を参照し
てください。

クイック修復

このボタンは、エージェントの設定および修復ツールを起動します。エージェントの設定および修復を
使うと、システムを迅速かつ最適な方法で設定できるため、システムの管理が簡単になります。詳細に
ついては、「管理対象システムの設定の修復」を参照してください。

更新

このボタンにより、通信ステータスを更新できます。更新が始まると、最初は、ステータス アイコン
が、 アイコンに切り替わります。データを利用できるようになると、正しいステータス アイコンが表
示されます。

印刷

新しいウィンドウに印刷に適したバージョンのリストを作成します。ウィンドウ内で、ブラウザのメ
ニューから[ファイル]→[印刷] をクリックし、レポートを印刷します。詳細については、「通信の管理
テーブルの印刷」を参照してください。

関連プロシージャ

関連プロシージャ

• 管理対象システム設定のアドバイスと修復

• 通信ステータスの更新

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信の管理テーブルの印刷

管理対象システム設定のアドバイスと修復

アドバイスと修復ツールは、管理対象システムとの通信に関わる多くの問題を診断して、診断結果なら
びに問題解決のためのアドバイスを表示します。このツールは、中央管理サーバ（CMS）と管理対象シ
ステムとの間の通信の問題をトラブルシューティングする際に非常に役立ちます。

選択したシステムに対してアドバイスと修復ツールを実行するには、次のように操作します。

1. [設定]→[通信の管理] を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. すぐに実行をクリックします。システム リストが表示されます。
4. 修復するシステムを選択します。

5. アドバイスと修復をクリックします。システム リストの下に、[アドバイスと修復] セクションが表
示されます。

6. 表示されるタブは次のとおりです。

• [識別]。このタブは、システム識別エラーの詳しい情報と問題解決のための推奨事項を表示し
ます。詳細については、「[識別] タブ」を参照してください。

• [イベント]。このタブは、詳細なエラー メッセージとイベント生成と受信のための推奨事項を
表示します。詳細については、「[イベント] タブ」を参照してください。

• [ツールの起動]。このタブは、中央管理サーバ（CMS）が管理対象システム上でツールを実行
する際に遭遇した問題を表示します。詳細については、「[ツールの起動] タブ」を参照してく
ださい。

• [バージョン コントロール]。このタブは、CMS がバージョン コントロールツールの実行を試
みた際に表示されたエラー メッセージを表示します。詳細については、「[バージョン コント
ロール] タブ」を参照してください。

関連プロシージャ
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• 管理対象システムの設定の修復

• 管理対象システム設定のアドバイスと修復

• 通信ステータスの更新

• 通信の管理テーブルの印刷

• Windows CMS

• HP-UX および Linux CMS

関連トピック

• 通信の管理

[識別] タブ
アドバイスと修復の [識別] タブは、[通信の管理] ページの アドバイスと修復をクリックすると、デフォ
ルトで開きます。また、[通信の管理] ページのテーブル内の [識別] 列のステータス アイコンをクリック
しても開くことができます。

このタブは、詳しい識別エラー情報およびエラー解決のための推奨事項を表示します。識別通信のステー
タスおよびエラーは、システム タイプ、管理対象システムで実行されているオペレーティング システ
ム、管理対象システムで利用できる管理プロトコル、およびそのプロトコルが他のプロトコルより優先
されているかどうかに基づいて生成されます。各 [原因と推奨する対策] セクションは、エラーごとに拡
大できます。

[識別] タブへのアクセス
1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. アドバイスと修復をクリックします。[アドバイスと修復] セクションが表示されます。
4. [識別] タブをクリックします。
関連プロシージャ

• [イベント] タブ

• [ツールの起動] タブ

• [バージョン コントロール] タブ

• 管理対象システムの設定の修復

関連トピック

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信の管理

[イベント] タブ
[イベント] タブは、詳細なエラー メッセージとイベント生成と受信のための推奨事項を表示します。イ
ベント エラー コードは、データ収集、識別、およびステータス ポーリングの実行時に、取得され保存
されます。HP Systems Insight Manager（HP SIM）が管理対象システムからイベントを受信するには、
WBEM イベント予約を作成するか、または管理対象システムの SNMP トラップ受信先リストに中央管
理サーバ（CMS）の IP アドレスを登録する必要があります。各 [原因と推奨する対策] セクションは、
エラーごとに拡大できます。

[イベント] タブへのアクセス
1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. アドバイスと修復をクリックします。[アドバイスと修復] セクションが表示されます。
4. [イベント] タブをクリックします。
関連プロシージャ

• 通信の管理

• [識別] タブ
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• [ツールの起動] タブ

• [バージョン コントロール] タブ

• 管理対象システムの設定の修復

関連トピック

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信の管理

[ツールの起動] タブ
[ツールの起動] タブには、中央管理サーバ（CMS）がターゲット システム上でツールを実行する際に遭
遇した問題についての詳細なエラー メッセージと推奨事項が表示されます。これらの問題は、多くの場
合、セキュリティと信頼に関わる問題です。各 [原因と推奨する対策] セクションは、エラーごとに拡大
できます。

[ツールの起動] タブへのアクセス
1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. アドバイスと修復をクリックします。[アドバイスと修復] セクションが表示されます。
4. [ツールの起動] タブをクリックします。
関連プロシージャ

• 通信の管理

• [識別] タブ

• [イベント] タブ

• [バージョン コントロール] タブ

• 管理対象システムの設定の修復

関連トピック

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信の管理

[バージョン コントロール] タブ
[バージョン コントロール] タブには、中央管理サーバ（CMS）が管理対象システム上でソフトウェアと
ファームウェアのインベントリの収集を試みた際に遭遇した問題についての詳細なエラー メッセージと
推奨事項が表示されます。各 [原因と推奨する対策] セクションは、エラーごとに拡大できます。
[ツールの起動] タブへのアクセス
1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. [バージョン コントロール] タブをクリックします。
関連プロシージャ

• 通信の管理

• [識別] タブ

• [イベント] タブ

• [ツールの起動] タブ

• 管理対象システムの設定の修復

関連トピック

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信の管理
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管理対象システムの設定の修復

Quick Repair ツールを使用すると、エージェントの設定および修復ツールが起動され管理対象システム
との通信の問題が修復されます。コマンドを管理対象システムに対して実行できるようにするには、管
理対象システムが HP Systems Insight Manager（HP SIM） 中央管理サーバ（CMS）にステータスを通知
できなければなりません。CMS と通信できるように管理対象システムを設定するには、一般的な設定と
信頼関係の設定を行う必要があります。エージェントの設定および修復機能により、Windows、Linux、
および HP-UX のエージェントを設定または修復できます。
このツールは、中央管理サーバ（CMS）と管理対象システム間の通信の問題を修復する場合に、非常に
役立ちます。

選択したシステムの通信の問題を修復するには、次のように操作します。

1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. すぐに実行をクリックします。システム リストが表示されます。
4. リストから修復するシステムを選択します。

5. クイック修復をクリックします。システム リストの下に、[ステップ 2： 認証情報を入力] セクショ
ンが表示されます。

6. [ステップ 2： 認証情報を入力] ページで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、システム管理者の名前を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、前の手順で入力したユーザ名に対応するシステム管理者パスワー

ドを入力します。

c. [パスワードの確認] フィールドに、[パスワード] フィールドに入力したものと同じシステム管
理者パスワードを再入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します（ドメイン アカウントを使用する
場合）。

注記：この手順で使用する証明書は、選択したすべてのターゲット システムで有効なものでな
ければなりません。ドメインの administrator 証明書を使用することをおすすめします。HP
SIM は、ここで入力した証明書を、スケジュールされたタスクをあとで実行する場合を除いて、
保存しません。

7. 次へをクリックします。[ステップ 3： プロバイダとエージェントのインストール（オプション）]
ページが表示されます。

8. 管理対象システムには Insight マネジメント エージェントまたはプロバイダ（Web ベース エンター
プライズ管理または Simple Network Management Protocol）をインストールできます。このため、
HP SIM はこれらのシステムからインベントリ情報やステータス情報を収集したり、これらのシステ
ムからイベント通知を受け取ったりすることができます。インストールは、Windows オペレーティ
ング システムで動作する ProLiant または Itanium ベースのサーバでのみサポートされます。
[ステップ 3： プロバイダとエージェントのインストール（オプション）] ページでは、次の操作を
行います。

a. [Windows 用 WBEM/WMI プロバイダ（HP Insight Management WBEM Provider）のインス
トール] を選択して、WBEM またはWMI プロバイダを Windows 管理対象システムにインス
トールします。
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b. [Windows 用 SNMP エージェント（HP Insight マネージメント エージェント）のインストー
ル] を選択して、SNMP エージェントを Windows 管理対象システムにインストールします。こ
の Insight マネジメント エージェントにより、ネットワークの監視と制御が可能になります。

c. [OpenSSH のインストール] を選択して、OpenSSH を Windows 管理対象システムにインス
トールします。詳細については、「OpenSSH のインストール」を参照してください。

d. [バージョン コントロール エージェント（VCA）のインストール] を選択して、HP バージョン
コントロール エージェント（VCA）を Windows 管理対象システムにインストールします。
VCA により、システムにインストールされている HP ソフトウェアを表示し、そのソフトウェ
アの更新をレポジトリで入手できるかどうかを確認できます。詳細については、「バージョン
コントロール エージェントについて」を参照してください。

HP SIM は、システム タイプ、サブタイプ、およびシステムのオペレーティング システム説明に基
づいてインストールするエージェント/プロバイダのタイプを判断します。

表 12-2 インストールに使用されるコンポーネントのバージョン サポート マトリックス

バージョン コントロー
ル エージェント

Open SSHHP ProLiant エージェン
ト

HP WBEM プロバイダサポートされるシステ
ム

2.1.83.717.90（32 ビット）2.1（32 ビット）不明

2.1.83.717.90（32 ビット）2.1（32 ビット）32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2003、2008）で
動作する ProLiant シス
テム

2.1.83.717.90（64 ビット）2.1（64 ビット）32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2003、2008）で
動作する ProLiant シス
テム

2.1.83.717.60（32 ビット）サポートされません32 ビット Windows オ
ペレーティング システ
ム（2000）で動作する
ProLiant システム

2.1.7.7703.715.1.10サポートされませんWindows オペレーティ
ング システム
（2003）で動作する
Itanium ベース システ
ム

必要に応じて、こららのエージェントとともに System Management Homepage バージョン 2.1.7
もインストールされます。
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注記: 64 ビット エージェントまたはプロバイダをインストールする場合は、HP SIM でターゲッ
ト システムが 64 ビット システムとして識別されていることを確認してください。
システムが正しく識別されていない場合は、[システム ページ]→[システム プロパティの編集] にア
クセスし、正しいシステム タイプ、サブタイプを選択してからオペレーティング システムの説明
を手動で入力してください。

例：ProLiant Windows 64 ビットシステムで Insight マネジメント エージェント s をインストールす
るには、次のように操作します。

1. システム タイプ：サーバを選択します。
2. Select システム [サブタイプ 1]：ProLiant を選択します。
3. Microsoft Windows Server 2003, x64 Enterprise Edition Service Pack 1 としてのオペレーティン

グ システムの説明またはシステムの適切なオペレーティング システムの説明を入力します。

インストール後エージェントを設定する場合は、強制再起動オプションを選択します。これにより、
新しくインストールされたコンポーネントを、設定前に完全に初期化できます。

注記：再起動を伴うインストールは、通常、完了するまでに約 8 分かかります。

9.
10. すぐに実行をクリックします。[タスク結果] ページが表示されます。
注記：このタスクを後で実行する場合は スケジュールをクリックします。
注記：エージェントの設定および修復ツールは、複数のターゲット システムの更新に使用できま
す。それぞれのシステムでの結果は異なる可能性があります。ログの結果は、修復が成功したかど
うかを示します。

[タスク結果] ページに、次の情報が表示されます。

• [ステータス] 。タスク インスタンス内の各ターゲット システムの詳細が表示されます。

• 終了コード。実行可能プログラムが正常かエラーかを表します。戻り値が 0 または正の数の場
合、実行可能プログラムは正常に終了しました。負の値の場合、失敗しています。この終了
コードは、すべての設定の試みが成功したことを示すものではありません。一部が成功し一部
が失敗している可能性もあります。

• ターゲット名。ターゲットの名前/IP アドレスが表示されます。

• [標準出力] タブ。出力テキスト情報が表示されます。

• [標準エラー] タブ。実行可能プログラムでエラーが発生したかどうかに関する情報が表示され
ます。

• 印刷可能なレポートの表示。現在選択しているターゲット システムのレポートまたはタスク
インスタンスに関連しているすべてのターゲット システムのレポートを印刷できます。
レポートを印刷するには、次のように操作します。

a. 印刷可能なレポートの表示をクリックします。

388 管理を拡張するツール



[オプション メッセージ] ボックスが表示され、現在選択しているターゲット システムの
みを含むレポート、またはタスク インスタンスに関連するすべてのターゲット システム
を含むレポートを生成するかどうか、質問されます。

b. 表示するレポートを選択します。

c. レポートを表示するには、OK をクリックします。[タスク結果の表示] ページに戻るに
は、キャンセルをクリックします。

11. ターゲット システムに、マネジメント HTTP サーバがインストールされている場合、マネジメント
HTTP サーバのパスワード ファイルで、ログイン証明書が更新されます。

関連プロシージャ

• 管理対象システムの設定の修復

関連トピック

• 管理対象システム設定のアドバイスと修復

• 通信ステータスの更新

• 通信の管理テーブルの印刷

• Windows CMS

関連トピック

• 通信の管理

通信ステータスの更新

更新を選択すると、識別やソフトウェア ステータス ポーリングなどのツールが選択したシステム上で
実行され、SSH、信頼ステータス、および Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）イベントのテ
ストが実行されます。テストが完了すると、[通信の管理] テーブルのステータスが更新されます。更新
が始まると、最初は、ステータス アイコンが、 に切り替わります。データを利用できるようになる
と、正しいステータス アイコンが表示されます。
この結果を実現するには、次の手順を実行します。

CMS とターゲット システム間の通信ステータスを更新するには、次のように操作します。
1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 更新をクリックします。

関連プロシージャ

関連プロシージャ

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信の管理テーブルの印刷

関連トピック

• 通信の管理

通信の管理テーブルの印刷

[通信の管理] テーブルを表示して印刷するには、次のように操作します。
1. [設定]→[通信の管理]を選択します。[ターゲット システムの選択] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 印刷をクリックします。

4. テーブルが表示されたら、ブラウザのメニューから[ファイル]→[印刷]をクリックします。

以下の機能は HP SIM ではサポートされていません。

• [印刷] ダイアログ ボックスでは、[印刷の向き] を [横] に変更することができません（この問題の
回避方法については、第16章 「トラブルシューティング」の 印刷の問題を参照してください）。

• 印刷ジョブの実行開始後に印刷をキャンセルすることはできません。ただし、オペレーティング シ
ステムの印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをキャンセルすることは可能です。

通信の管理 389



• ファイルに印刷することはできません。

• 一定範囲を選択して印刷することはできません。印刷できるのは、リスト全体だけです。

• 印刷要求の発行直後にブラウザを閉じた場合、テーブル ビュー ページは印刷されません。

関連プロシージャ

• 管理対象システムの設定の修復

• 管理対象システムの設定の修復

• 通信ステータスの更新

関連トピック

• 通信の管理

ファイアウォール

ファイアウォールが原因で、HP Systems Insight Manager（HP SIM）が管理対象システムと通信できない
ことがあります。管理対象システムにファイアウォールがインストールされている場合や HP SIM 中央
管理サーバ（CMS）と管理対象システムの間にファイアウォールがある場合は、管理通信を許可するよ
うに設定する必要があります。CMS は、管理対象システムとの間で要求と応答をやり取りできなければ
ならず、管理対象システムは中央管理サーバに警告を送信できなければなりません。

ファイアウォールで設定しなければならない可能性がある、HP SIM で使用されるポート
各管理対象システムで、次のインバウンド ポートを開く必要があります。

プロトコルポート説明

ICMPICMPping 検出（ICMP）**

HTTPTCP 80ping 検出（TCP）**

SSHTCP 22SSH ポート ++

SNMPUDP 161SNMP エージェント

HTTPTCP 2301HP SMH Web サーバ *

HTTPSTCP 2381HP SMH セキュア Web サーバ *

HTTPSTCP 5989WBEM/WMI Mapper セキュア ポート +

管理対象システムと中央管理サーバとの間の通信を許可するには、次のアウトバウンド ポートを開く必
要があります。管理対象システム上の一部のファイアウォールは、アウトバウンド要求をブロックしま
せん。

プロトコルポート説明

SNMPUDP 162SNMP トラップ

HTTPSTCP 50004WBEM/WMI Mapper セキュア ポート +

* システムが HP SIM から管理されていない場合は、ブラウザが System Management Homepage にアク
セスできるように、ポート 2301 および 2381 のみを設定する必要があります。
** 使用法は HP SIM で設定できます。デフォルトでは、ICMP（Internet Control Message Protocol）エ
コーが使用されます。

+ Windows システムでは、WMI Mapper がインストールされている場合、ポート 5989 および 50004
だけを開きます。

++ OpenSSH がインストールされている場合、ポート 22 だけを開きます。
詳細については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html
（英語）にある『 Understanding HP SIM 5.0 security』 ホワイト ペーパーを参照してください。
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ファイアウォールの設定

Windows システムでのファイアウォールの設定
以下では、管理対象サーバ上の Microsoft Windows ファイアウォールの設定方法について説明します。
Microsoft 以外のファイアウォールを使用している場合は、そのメーカーの指示に従う必要があります。
上の表のインバウンド ポートおよび必要に応じてアウトバウンド ポートを開き、ファイアウォール経
由でのリモート管理アクセスを有効にしてください。

1. [スタート]→[設定] [コントロール パネル] の順に選択します。
2. [Windows ファイアウォール] をダブルクリックします。ファイアウォールの設定ウィンドウが開

きます。

3. [例外] を選択します。
4. ポートの追加をクリックして、上のインバウンド ポート テーブルのポートを追加します。

a. [名前] フィールドにプロトコルを入力します。
b. [ポート番号] フィールドに、ポート番号を入力します。
c. OK をクリックして、設定を保存し [ポートの追加] ダイアログ ボックスを閉じます。

5. 以下の手順で、ファイルとプリンタの共有を有効にします。

a. [ファイルとプリンタの共有] を選択します。
b. OK をクリックします。

6. OK をクリックして、設定を保存し [ポートの追加] ダイアログ ボックスを閉じます。
7. 次の手順を実行して、リモート管理の例外を有効にします。

a. [コントロール パネル] で、[Group Policy] エディタを開きます。
b. [Computer Configuration]→[Administrative Templates]→[Network]→[Network

Connections]→[Windows Firewall]→[Domain Profile]→[Enable the Windows Firewall:
Allow Remote Administration Exception] を選択します。

HP-UX システムにおけるファイアウォールの設定
HP-UX IPFilter ファイアウォールは、HP-UX 11iv2 には付属していますが、それより前のバージョンでは
インストールしなければならない可能性があります。ファイアウォールを設定するには、ファイルウォー
ル ルールセットを、/etc/ipt/ipf/ipf.conf ファイルに追加し、上の表のポートの開放を追加する
必要があります。ファイル フォーマットの詳細については、マンページ（ipf(5) ）を参照してください。
ファイアウォールを有効にするための手順については、マンページ（ipf(8) ）を参照してください。
また、HP-UX Bastille を使用してファイアウォール設定を作成し有効にすることもできます。上の表を参
照して ipf フォーマットのファイアウォール ポート開放を /etc/opt/sec_mgmt/bastille/
ipf.customrules ファイルに追加し、HP-UX Bastille ウィザードを使用してください。詳しくは、マ
ンページ（bastille(1) ）を参照してください。

Linux システムでのファイアウォールの設定
ファイルウォールの設定方法は、インストールされている Linux のバージョンによって異なります。

Red Hat Enterprise Linux 3 および 4 の場合

以下では、Red Hat Enterprise Linux 3 および 4 で /etc/sysconfig/iptables ファイルに記述される
iptables ファイアウォール規則の例を示します。
# Firewall configuration written by redhat-config-securitylevel

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]

-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT

-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
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-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

COMMIT

以下では、Red Hat Enterprise Linux 3 で、SMH へのアクセスを可能にする iptables ファイアウォール規
則（/etc/sysconfig/iptables ファイル）の新しい値を示します。
# Firewall configuration written by redhat-config-securitylevel

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]

-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT

-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT

-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2301 -j
ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2381 -j
ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

COMMIT

SuSE Linux Enterprise Server

SuSE Linux Enterprise Server 8 および 9 のファイアウォールは、YAST2 ユーティリティを使用して設定
します。

1. YAST2 ユーティリティで、[Security & Users]→[Firewall] の順に選択します。[Firewall
Configuration (Step 1 of 4):Basic Settings] ウィンドウが表示されます。

2. 次へをクリックします。[Firewall Configuration (Step 2 of 4):Services] ウィンドウが表示されま
す。

3. [Additional Services] フィールドに、2301:2381 と入力して、次へをクリックします。[Firewall
Configuration (Step 3 of 4):Features] ウィンドウが表示されます。

4. 次へをクリックします。[Firewall Configuration (Step 4 of 4):Logging Options] ウィンドウが表
示されます。
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5. 次へをクリックします。設定とアクティブなファイアウォールを保存するかどうかを確認するダイ
アログ ボックスが表示されます。

6. Continue をクリックします。ファイアウォールが設定され、ユーザの設定が保存されます。

プロトコルのインストールと設定

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、次の管理プロトコルが使用されます。

• Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）  システム、ネットワーク、ユーザ、およびアプリ
ケーションを、複数のベンダ環境にまたがって管理するための業界イニシアチブ。WBEM は、シ
ステム管理を簡素化し、WBEM クライアント アプリケーションで読み出すことのできるソフトウェ
ア データとハードウェア データへのアクセス性能を向上させる。
HP-UX では、WBEM はオペレーティング システムのインストール時にインストールされます。Linux
Itanium Processor Family（IPF）では、WBEM を手動でインストールする必要があります。ダウン
ロードするには、HP Software Depot（http://www.software.hp.com/ ）にアクセスしてください。
openPegasus の Web サイトからダウンロードした WBEM は、HP SIM が Linux x86 システムを管
理するために必要なハードウェア固有のデータを含んでいません。

注記: Windows Management Instrumentation（WMI）は、Microsoft 社による WBEM の実装で
す。詳細については、WMIを参照してください。

Windows 2003 を実行する ProLiant システム管理のための WBEM プロバイダの HP 拡張に当たる、
HP Insight Management WBEM プロバイダを [通信の管理] ページからインストールするには、[ク
イック修復]→[プロバイダとエージェントのインストール]→[Windows 用 WBEM/WMI プロバイダ
（HP Insight Management WBEM Provider）のインストール] を選択します。

注記:  WBEM プロバイダを、HP-UX や Linux のシステムにインストールすることはできません。

注記: 共通情報モデル オブジェクト マネージャ（CIMOM）は、WBEM プロバイダと HP SIM な
どの管理アプリケーションとの間の通信のインタフェースとして機能します。

WBEM および WMI で認証を受けるには、CMS が正しい認証情報を持つ必要があります。HP SIM
をクライアントに対して認証する方法は、次の 2 つです。

• ユーザ名とパスワードを使用した、WBEM サービスまたは WMI に対するベーシック認証

• 認証での CMS の証明書の使用は、クライアント証明書認証をサポートする、HP-UX WBEM
Services 02.05.00 でのみ可能です。エージェントの設定および修復の [システムを管理するた
めにユーザ名とパスワードではなく、HP SIM WBEM 証明書（10 年間有効）を使用しま
す。]WBEM 証明書を管理するシステムに配布します。このオプションは HP-UX システムでの
み有効です。

• WMI  ネットワーク、一般にはエンタープライズ ネットワーク内のシステムの管理と制御を可能
にする、Windows オペレーティング システムの API。
WMI Mapper プロキシとは、WMI 用の設定のことです。WMI Mapper は、クライアント CIM/XML
WBEM 要求を受信し、その要求をWindows Management Instrumentation(WMI）要求に変換しま
す。WMI 結果は、CIM/XML 形式に変換されて、中央管理サーバ（CMS）に返されます。検出と識
別タスクでは、WMI Mapper プロキシ リストのプロキシが使用されて、システムが WMI 対応シ
ステムであるかどうかが検出されます。システムが WMI 対応である場合は、特定プロキシに基づ
いて、そのシステムの識別情報が返されます。

WMI Mapper は、Windows マシン上の WMI 対応データを WBEM 要求を利用して取得できるよう
にします。HP SIM の Windows 版は、この WMI Mapper をローカルでインストールします。この
ため、管理対象 Windows システムに WMI Mapper をインストールしないでも、ネットワーク経
由でのシステムへの WMI 要求を作成できます。
WMI Mapper は、Windows CMS での HP SIM の標準インストールに含まれています（カスタム
インストールではオプション）。HP-UX および Linux ベースの CMS では、WMI Mapper は使用で
きません。

• Simple Network Management Protocol (SNMP)  HP SIM によってサポートされる管理プロトコルの
1 つ。ネットワーク システムとほとんどのサーバによって広く使用される、従来の管理プロトコ

通信の管理 393

http://www.software.hp.com/


ル。TCP/IP ベースのインターネットのネットワーク管理用の管理情報ベース（MIB-II）は、すべて
のベンダに一貫して提供されている標準情報である。

SNMP が Windows オペレーティング システムのインストールに含まれない場合、Windows の CD
からコンポーネントとしてインストールできます。ターゲット システムで、SNMP サービスが CMS
からのリモート接続を許可することを確認してください。ターゲット システムに異なる読み込みコ
ミュニティ セットがある場合は、読み込みコミュニティ名が CMS の SNMP プロトコルで設定さ
れていることを確認してください。エージェントの設定および修復の [読み込みコミュニティ名の
設定] オプションが、public に設定されていることを確認するには、[設定]→[エージェントの設定
および修復] を選択します。エージェントの設定および修復のステップ 4 で、[読み込みコミュニ
ティ名の設定] オプションを設定できます。詳細については、「Windows CMS」を参照してくださ
い。

Linux x86 オペレーティング システムを実行する ProLiant システム用の HP Insight SNMP エージェ
ントをインストールするには、http://www.hp.com/jp/hpsim/ にアクセスして ProLiant Support
Pack 7.90 を選択してください。

注記:  SNMP エージェントを、HP-UX のシステムにインストールすることはできません。

SNMP プロバイダを [通信の管理] ページからインストールするには、[クイック修復]→[プロバイ
ダとエージェントのインストール]→[Windows 用 SNMP エージェント（HP ProLiant Insight マ
ネージメント エージェント）のインストール] を選択します。
CMS で書き込みコミュニティ名を設定するには、HP SIM メニューから[オプション]→[プロトコル
設定]→[システム プロトコル設定] を選択します。複数のシステムのコミュニティ名を設定するに
は、[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択し、書き込みコミュニ
ティ名を設定します。

• デスクトップ管理インタフェース (DMI)  デスクトップ管理タスク フォース（DMTF）によって確
立された、主にクライアント管理で使用される業界標準プロトコル。DMI は、クライアント シス
テムについての問題レポートを効率的な方法で提供する。DMI 準拠のコンピュータは、ネットワー
ク上の中央管理システムにステータス情報を送信できる。

HP-UX ベースおよび Linux ベースのシステムの場合は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ から DMI
をダウンロードできます。

• OpenSSH  SSH を使用して、コンピュータ ネットワーク経由で暗号化通信セッションを実現す
るネットワーク接続ツールのセット。SSH Communications Security が独自に提供する SSH ソフト
ウェア スイートに代わるオープン ソースとして作成された。
OpenSSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。
[通信の管理] ページから OpenSSH をインストールするには、[クイック修復]+[プロバイダとエー
ジェントのインストール]→[OpenSSH のインストール] を選択します。[通信の管理] ページから
OpenSSH を設定するには、[クイック修復]+[プロバイダとエージェントのインストール]→[OpenSSH
のインストール]→[セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定] を選択します。

注記:  OpenSSH は、[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[OpenSSH のインストール] を選択して、HP SIM からインストールすることもできます。

• Secure Shell (SSH) SSH は、ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコ
マンドを実行するために使用されます。また、あるシステムから別のシステムにファイルを移動で
き、安全でない経路でも安全な認証と通信を提供します。

SSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。
[通信の管理] ページから SSH プロバイダをインストールするには、[クイック修復]+[プロバイダと
エージェントのインストール]→[OpenSSH のインストール] を選択します。[通信の管理] ページか
ら OpenSSH を設定するには、[クイック修復]+[プロバイダとエージェントのインストー
ル]→[OpenSSH のインストール]→[セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定] を選択します。

関連プロシージャ

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定
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• グローバル プロトコル設定

• WMI Mapper プロキシの追加

• RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール

• OpenSSH のインストール

• CLI を介した OpenSSH タスクの作成

• DMI アクセスの設定

• SNMP アクセスの設定

関連トピック

• グローバル プロトコル

• WMI Mapper プロキシ

• エージェントの設定および修復

信頼証明書

信頼証明書では、セキュリティが最高レベルになります。管理者権限があるユーザは、別のシステムか
ら HP Systems Insight Manager（HP SIM）の信頼されたシステム証明書リストに証明書をインポートで
きます。

HP SIM の信頼されたシステム証明書リストの目的は、HP SIM キーストアで証明書のリストを維持する
ことです。証明書には、HP SIM システム証明書、および HP SIM システムによって信頼されている管理
対象システムの証明書が含まれます。インポートされた証明書は、キーストアに保管され、信頼された
システム証明書リストに表示されます。

管理対象システムの証明書を受け入れるためのオプションは 2 つ（[常に許可] と [必須]）あります。[常
に許可] は、デフォルト オプションですが、man-in-the-middle 攻撃に対して脆弱です。このオプション
を選択すると、各管理対象システムにアクセスするとき、HP SIM の信頼されたシステム証明書リストに
そのシステムの証明書が追加されます。[必須] を選択する場合は、HP SIM の信頼されたシステム証明書
リストにシステムの証明書を手動でインストールし、信頼を確立する必要があります。このオプション
は、最も安全です。

注記:  また、管理対象システムにも、HP SIM の証明書がインストールされていなければなりません。
HP SIM のサーバ証明書のエクスポートの詳細については、「サーバ証明書のエクスポート」を参照して
ください。

信頼証明書のインポート

[信頼されたシステム証明書] ページで [必須] を選択した場合は、信頼する管理対象システムを表す証明
書を信頼されたシステム証明書リストにインポートする必要があります。システム単位でシステム自体
の証明書をインポートできます。また、システム グループの証明書に署名して発行する認証機関（CA）
または中間 CA の署名入り証明書もインポートできるため、このリストのメンテナンスが簡単になりま
す。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[証明書]→[信頼証明書] を選択し、インポートをクリックします。
[信頼されたシステム証明書のインポート] セクションが表示されます。

2. [証明書のファイル名] フィールドの横にある 参照をクリックします。
[ファイルの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. インポートする証明書の場所に移動し、ファイル名を選択します。開くをクリックします。

証明書がインポートされます。

シングル ログインとセキュア タスク実行（STE）が正しく機能するには、サポートされているエージェ
ントを管理対象システムで実行し、HP SIM サーバを信頼するように管理対象システムを設定する必要が
あります。信頼モードは、System Management Homepage（SMH）から設定します。使用できる信頼
モードは次のとおりです。

[証明書による信頼]。[証明書による信頼] モードでは、信頼証明書を備えた HP SIM サーバの設定変更だ
けを受け入れるよう System Management Homepage が設定されます。このモードでは、デジタル署
名と証明書による認証を提供する、提出されたサーバが必要です。このモードは最もセキュリティ レベ
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ルの高い方法を提供します。デジタル署名を確認してからアクセスを許可するからです。HP は、このオ
プションをおすすめします。

注記: HP SIM によるリモートでの設定変更を有効にしたくない場合は、[証明書による信頼] を選択し
たままにして、信頼システムのリストを空のままにしておきます。

[名前による信頼]。[名前による信頼] モードでは、HP SIM の名前が [名前による信頼] フィールドに指定
されているサーバからの特定の設定変更だけを受け入れるよう System Management Homepage が設
定されます。[名前による信頼] オプションは設定が容易で、悪意のないアクセスを防止します。たとえ
ば、2 つの別々の部門に 2 つの異なる管理者グループがある安全なネットワークの場合にこのオプショ
ンを使用できます。これにより、あるグループが間違ったシステムにソフトウェアをインストールする
ことを防止できます。このオプションは、提出された HP SIM サーバ名だけを確認し、デジタル署名は
確認しません。

[すべて信頼]。[すべて信頼] モードでは、あらゆるシステムからの設定変更を受け入れるよう System
Management Homepage が設定されます。たとえば、安全なネットワークの場合に [すべて信頼] オプ
ションを使用すると、そのネットワーク内のすべての人物が信頼されます。

注記: [証明書による信頼] の場合、HP SIM システムからの証明書は、初期サポート パックの展開中
にインストールできます。詳細については、「初期 ProLiant Support Pack インストール」を参照してく
ださい。

関連トピック

• 信頼証明書の要求

• 信頼証明書のインポート

• 信頼関係のセットアップ

• 信頼証明書のエクスポート

信頼関係の設定

以下のセクションでは、HP Systems Insight Manager（HP SIM） CMS と、System Management Homepage
（SMH）を利用できる管理対象システムの間の信頼関係を設定する方法を詳しく説明します。
シングル ログインとセキュア タスク実行（STE）が機能するには、サポートされているエージェントを
管理対象システムで実行し、HP SIM サーバを信頼するように管理対象システムを設定する必要がありま
す。信頼モードは、System Management Homepage（SMH）で設定されます。信頼関係に依存するツー
ルは、エージェント設定のレプリケートツール、ディスク スレッショルド ツール、およびインストー
ル ソフトウェア/ファームウェア ツールです。使用できる信頼モードは次のとおりです。
[証明書による信頼]。[証明書による信頼] モードでは、[証明書による信頼] モードに設定された HP SIM
が署名したセキュア タスク実行要求とシングル ログイン要求だけを受け取るように SystemManagement
Homepage が設定されます。このモードでは、デジタル署名と証明書による認証を提供する、提出され
たサーバが必要です。このモードは最もセキュリティの高い方法になります。デジタル署名を確認して
からアクセスを許可するからです。HP は、このオプションをおすすめします。

注記: HP SIM によるリモートでの設定変更を有効にしたくない場合は、[証明書による信頼] を選択し
たままにして、信頼システムのリストを空のままにしておきます。

[名前による信頼]。[名前による信頼] モードでは、指定された名前のサーバ上の HP SIM からのセキュア
タスク実行要求とシングル ログイン要求を受け入れるよう System Management Homepage が設定さ
れます。サーバ名はセミコロンで区切られます。[名前による信頼] オプションは設定が容易で、悪意の
ないアクセスを防止します。たとえば、2 つの別々の部門に 2 つの異なる管理者グループがある安全な
ネットワークの場合にこのオプションを使用できます。これにより、あるグループが間違ったシステム
にソフトウェアをインストールすることを防止できます。このオプションは、提出された HP SIM サー
バ名だけを確認し、デジタル署名は確認しません。

[すべて信頼]。[すべて信頼] モードでは、セキュア タスク実行要求およびシングル ログイン要求をどの
サーバからも受け入れるように System Management Homepage が設定されます。たとえば、安全な
ネットワークの場合に [すべて信頼] オプションを使用すると、そのネットワーク内のすべての人物が信
頼されます。
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注記: [証明書による信頼] の場合、HP SIM システムからの証明書は、初期サポート パックの展開中に
インストールできます。詳細については、「初期 ProLiant Support Pack インストール」を参照してくだ
さい。

System Management Homepage を実行する管理対象サーバを設定する方法
1. Web ブラウザから、https://managed-server:2381 を通じて管理対象サーバにアクセスします。

[System Management Homepage] が表示されます。
2. [System Management Homepage] にログインします。
3. [設定]→[System Management Homepage]→[セキュリティ] を選択します。
4. 信頼モードをクリックします。[信頼モード] ページが表示されます。
関連トピック

• 信頼関係のセットアップ

WMI Mapper プロキシの設定
ユーザは、HP-UX システム用の Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）証明書や Windows シス
テム用の WBEM/Windows Management Instrumentation（WMI）ユーザを設定（HP Insight Management
WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 による）することができます。
Windows 中央管理サーバ（CMS）から、次を含む HP Insight Management WBEM Providers for Windows
Server 2003/2008 x64 Editions をインストールできます。

• OpenSSH

• HP バージョン コントロール エージェント（VCA）for Windows

• HP Insight マネジメント エージェント for Windows（Windows 管理対象システムに対して）

識別済みの HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 x64 Editions WBEM
プロバイダ プロファイルを備えるシステムは、このプロバイダを通じてデータを収集できるようにし、
WMI/Simple Network Management Protocol（SNMP）による収集よりも優先されます。
HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 x64 Editions をインストール
すると、ProLiant システムについて他の方法で受け取ることができるものよりも多くのデータが提供さ
れます。次のデータを受信できます。

• [メモリ]

• [CPU]

• [IO (PCI)]

• [ファームウェア]

• [管理プロセッサ]

• [ネットワーク]

• [電源装置]

• [ファン]

• [SCSI HBA]

• [SA HBA]

• [Serial Attached SCSI (SAS) コントローラ]

• [センサ]

Windows 2003 を実行する ProLiant システム管理のための WBEM プロバイダの HP 拡張に当たる、HP
Insight Management WBEM プロバイダを [通信の管理] ページからインストールするには、[クイック修
復]→[プロバイダとエージェントのインストール]→[Windows 用 WBEM/WMI プロバイダ（HP Insight
Management WBEM Provider）のインストール] を選択します。
Windows ProLiant システム用の HP Insight マネジメント エージェントの最新バージョンを入手するに
は、HP Software Depot（http://www.software.hp.com/ ）にアクセスして [Search] ボックスに HP SIM
Insight Management Agents for Windows と入力します。

通信の管理 397

http://www.software.hp.com/


関連トピック

• WMI Mapper プロキシ

Secure Shell
SSH は、ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコマンドを実行するために
使用されます。また、あるシステムから別のシステムにファイルを移動でき、安全でない経路でも安全
な認証と通信を提供します。

SSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードできます。
[通信の管理] ページから SSH プロバイダをインストールするには、[クイック修復]+[プロバイダとエー
ジェントのインストール]→[OpenSSH のインストール] を選択します。[通信の管理] ページから OpenSSH
を設定するには、[クイック修復]+[プロバイダとエージェントのインストール]→[OpenSSH のインス
トール]→[セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定] を選択します。
関連プロシージャ

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• プロトコルのインストールと設定

• グローバル プロトコル

WMI Mapper
WMI Mapper は、OpenPegasus 共通情報モデル オブジェクト マネージャ（CIMOM）に基づくアプリ
ケーションで、クライアント アプリケーションが CIM/XML を使用してWindows Management
Instrumentation（WMI）データにアクセスできるようにします。Microsoft Windows システムには、WMI
を通じて CIM データが正しく装備されています。ただし、WMI は専用プロトコルを使用し、Windows
オペレーティング システムが WMI 要求を作成する必要があります。このため、他のオペレーティング
システムとは別のモデルを使用して Windows を管理するクライアント アプリケーションが存在してい
ました。HTTP 上で CIM/XML を使用するクライアント アプリケーションがターゲット Windows システ
ムの WBEM データにアクセスできるようにするための解決策が WMI Mapper です。
クライアントが HTTP 経由で CIM/XML 要求を送信すると、WMI Mapper はこれらの要求を解析して、
すべての要求を Windows WMI インタフェースに送信します。WMI インタフェースは WMI 応答をディ
スパッチャに戻し、応答に基づいて XML データが作成され、XML データがクライアントに戻されます。
WMI Mapper は、HTTPS 経由でベーシック認証を使用してユーザ名とパスワードを受け取ります。この
認証情報は、Windows 認証を使用して WMI インタフェースにより確認されます。Microsoft 社の WMI
インタフェースは、ローカル システムまたはリモート Windows システムに接続できるため、WMI
Mapper は 1 台のターゲット システムにインストールでき、プロキシ モードで使用できます。WMI
Mapper は、他の Windows システムからリモートで WMI データを入手するために、WMI/DCOM プ
ロトコルを使用します。

HP Systems Insight Manager（HP SIM） Windows 中央管理サーバ（CMS）の標準インストールには、
Windows CMS 上への WMI Mapper のインストールが含まれプロキシ モードで使用されます。Windows
CMS のプロキシとしての WMI Mapper の設定は、WMI Mapper のインストール後完了します。HP-UX
CMS または Linux CMS を使用するユーザは、Windows システムに Mapper をインストールして WMI
Mapper をプロキシとして設定する必要があります。この設定には、ファーストタイム ウィザードまた
は HP SIM の+[オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ] メニューを使用してください。

WMI Mapper プロキシの追加
1. [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ]→[新規] を選択します。[WMI Mapper

プロキシの追加] セクションが表示されます。
2. [ホスト] フィールドに、WMI Mapper プロキシの完全ドメイン ネーム サービス（DNS）名または

WMI Mapper プロキシの IP アドレスを入力します。
3. [ポート番号] フィールドに、ポート番号を入力します。WMI Mapper プロキシは、このポート番号

を使用して、WMI クライアントとやり取りします。
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4. [WMI Mapper プロキシの追加] セクションを保存して閉じる場合は、OK をクリックします。[WMI
Mapper プロキシの追加] セクションを閉じないで保存する場合は、適用をクリックします。保存操
作を中止するには、キャンセルをクリックします。

Windows 上で Pegasus WMI Mapper サービスを使用して、WMI Mapper を停止および起動できます。
[スタート]→[コントロール パネル]→[管理ツール]→[サービス]→[Peagasus WMI Mapper] を選択して
ください。

関連プロシージャ

• WMI Mapper プロキシの追加

• WMI Mapper プロキシの削除

• WMI Mapper プロキシの編集

関連トピック

• WMI Mapper プロキシ

管理対象システムへの ping 送信
ping は、IP アドレスの存在と要求受け入れの可能性を確認できるようにする基本的なインターネット
プログラムです。ping は、ICMP（Internet Control Message Protocol）エコー要求パケットをターゲット
システムに送信して ICMP エコー応答の返事をリスンすることで機能します。
HP Systems Insight Manager（HP SIM） UI からシステムに ping を送信するには、[診断]→[Ping]を選択
します。

HP ProLiant Support Pack のインストール
SSH は、ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコマンドを実行するために
使用されます。また、あるシステムから別のシステムにファイルを移動でき、安全でない経路でも安全
な認証と通信を提供します。

HP-UX および Linux の場合、SSH は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ からダウンロードします。
Windows システムの場合、SSH は [通信の管理] ページからインストールします。クイック修復+[プロ
バイダとエージェントのインストール]→[SSH のインストール] を選択してください。[通信の管理] ペー
ジから SSH を設定するには、クイック修復+[プロバイダとエージェントのインストール]→[OpenSSH
のインストール]→[セキュアシェル（SSH）アクセス認証の設定] を選択します。
関連プロシージャ

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• プロトコルのインストールと設定

• グローバル プロトコル

システム タイプ管理ルール
SNMP 対応製品には、各メーカにより、他と重複しないシステム オブジェクト識別子が割り当てられて
います。システム タイプ管理 では、選択した製品カテゴリと製品名にシステム オブジェクト識別子を
マップするルールを作成し、識別をカスタマイズできます。SNMP がインストールされている新しいシ
ステムにシステム タイプを識別するための既存のルールがない場合は、新しいルールを作成する必要が
あります。

新しい SNMP ルールを作成するには、次のように操作します。
1. [システム タイプの管理] を選択します。[システム タイプの管理] ページが表示されます。
2. 新規をクリックします。[新規ルール] セクションが表示されます。
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3. [システム オブジェクト識別子] の情報を入力します。システム オブジェクト識別子は、システムか
ら取得をクリックして、ネットワーク上の対象システムから取得します。[システムから取得] セク
ションが表示されます。[システム オブジェクト識別子] フィールドは必須です。

a. [オブジェクト識別子] フィールドに、オブジェクト識別子を入力します。
b. コミュニティ名がデフォルトの public 以外である場合は、[コミュニティ名] フィールドにコ

ミュニティ名を入力します。データを取得するには、ターゲット システムと HP Systems Insight
Manager（HP SIM）サーバのコミュニティ名を一致させる必要があります。

c. 検索するシステムの IP アドレスを [ターゲット ホスト名または IP アドレス] フィールドに入力
します。

d. [応答 SNMP データ値] と [応答値] を表示するには、応答を取得をクリックします。
e. [システムから取得] セクションを閉じて、[システム オブジェクト識別子] フィールドか、[オブ

ジェクト値] フィールドの一方か両方に応答値を設定するには、OK をクリックします。
4. [システム オブジェクト識別子の比較ルール] を入力します。下向き矢印をクリックし、適切なルー

ルを選択します。ほとんどの場合は [一致] にします。システムのクラスのシステム オブジェクト
識別子が、入力した値で始まることがわかっている場合は、[次の文字で始まる] に設定します。

5. （省略可能）MIB から取得をクリックし、[MIB 変数オブジェクト識別子] を指定します。[MIB か
ら取得] セクションが表示されます。
この操作を実行する必要があるのは、同じシステム オブジェクト識別子を返す複数のシステムを、
クラスごとに異なる値を返す SNMP 変数に基づいて、異なる製品として分類する場合です。たとえ
ば、異なるベンダの Windows NT サーバがあり、同じ Windows NT システム オブジェクト識別子
が返される場合は、Windows NT システム オブジェクト識別子をシステム オブジェクト識別子と
して使用してルールを指定し、ベンダ固有の MIB 変数と値の組み合わせを使用して、ベンダごとに
別のルールを作成してください。
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a. [MIB 定義ファイル名] ボックスで下向き矢印をクリックし、MIB 定義ファイルを選択します。
b. [MIB 変数名] ボックスで下向き矢印をクリックし、MIB 変数名を選択します。
c. [MIB から取得] セクションを閉じて、[MIB 変数オブジェクト識別子] 情報をフィールドに設定

するには、OK をクリックします。
6. システムから取得をクリックして [オブジェクト値] を選択します。[システムから取得] セクション

が表示されます。

a. [オブジェクト識別子]、コミュニティ名、および [ターゲット ホスト名または IP アドレス] を
入力します。

b. [応答 SNMP データ値] と [応答値] を表示するには、応答を取得をクリックします。
c. [システムから取得] セクションを閉じて、[オブジェクト値] フィールドに情報を設定するには、

OK をクリックします。
7. 下向き矢印をクリックし、[文字列] または [整数] を選択して、[オブジェクト値] の [データ型] を選

択します。

8. 下向き矢印をクリックし、[オブジェクト値] の [比較ルール] を選択します。
9. [優先順位] を入力します（同一システム オブジェクト識別子の複数のルールが存在する場合に適用

されます）。

10. [システム タイプ] フィールドで下向き矢印をクリックし、システム タイプを選択します。
11. [サブタイプ] フィールドで下向き矢印をクリックし、システム サブタイプを選択します。
12. [製品名] フィールドに、新しいルールの製品名を入力します。
13. [カスタム管理ページ] フィールドに URL を入力します。この URL では、このルールで識別されたシ

ステムの [システム ページ] 上のシステム リンクとして、この Web ページが表示されます。URL
の任意の場所に、特別なキーワード $ipaddress および $hostname を入力します。このキー
ワードは、リンクが [システム ページ] に配置されている場合、システムの実際の IP アドレスかホ
スト名で置き換わります。

14. URL にアクセスできることを確認するには、起動をクリックします。
15. 新しいルールを保存するには、OK をクリックします。すべての変更内容をキャンセルして [新規

ルール] セクションに戻るには、キャンセルをクリックします。

バージョン コントロールのインストールと設定
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、ソフトウェア ステータスは、ソフトウェア更新を利用で
きるかどうかとその重要性を示します。HP バージョン コントロール エージェント（VCA）がシステム
にインストールされている場合、そのシステムのソフトウェア ステータス アイコンをクリックすると、
[HP バージョン コントロール エージェント ソフトウェア インベントリ] ページが表示されます。
管理対象サーバを最新ソフトウェアで更新するため、HP SIM では、HP バージョン コントロール エー
ジェント（VCA）と HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）を使用するソフト
ウェア更新機能が提供されます。

Windows オペレーティング システムの場合、インベントリ データを取得するには、HP Insight マネジ
メント エージェント 5.40 以降をインストールする必要があります。Linux オペレーティング システム
の場合、インベントリ データを取得するには、HP サーバ管理アプリケーションとエージェント（hpasm
RPM）7.00 以降をインストールする必要があります。VCA と同じ HP ProLiant および Integrity Support
Pack に含まれている現在のバージョンをインストールすることをおすすめします。

注記: Insight マネジメント エージェントがインストールされていない場合、VCA によってソフトウェ
ア インベントリを収集できません。ただし、VCA をソフトウェアのインストールに使用することはで
きます。
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HP バージョン コントロール エージェント
HP バージョン コントロール エージェント（VCA）は、システムにインストールする HP Insight マネジ
メント エージェントです。これを使用すると、そのシステムにインストールされた HP 製ソフトウェア
とファームウェアを確認できるようになります。HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
（VCRM）によって管理されるレポジトリをポイントするように VCA を設定でき、バージョンの比較
や、VCA がインストールされているシステムへのレポジトリからのソフトウェアの更新が簡単に実行で
きます。

VCA では、バージョン コントロール機能とシステム更新機能が 1 つの HP 製システムに提供されます。
VCA では、ローカル システムにインストールされている各コンポーネントを各コンポーネントか VCRM
にリストされている特定 ProLiant または Integrity Support Pack と比較し、システム ソフトウェアのス
テータスを判断します。VCA にアクセスする際、システム ソフトウェア ステータス アイコンの横にあ
るインストール アイコンをクリックして、個別コンポーネントや ProLiant または Integrity Support Pack
全体を更新できます。

HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）は、HP 製ソフトウェアおよびファーム
ウェア コンポーネントのディレクトリを管理する HP Insight マネジメント エージェントです。VCRM
は、HP バージョン コントロール エージェント（VCA）ローカル マシンにロードできるソフトウェアと
ファームウェアのリストを提供するために使用できます。VCRM は、HP Foundation Pack の一部です。
VCRM は、インストールされている HP 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理するために HP 製
の各管理対象システムにインストールされる VCA とともに 1 対多構成で使用するように設計されてい
ます。VCRM および VCA は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）とともに使用することにより、企
業全体の HP ProLiant および Integrity システムの HP 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理できま
す。単体でも、VCRM は、HP ProLiant および Integrity システムに関して、ProLiant および Integrity Support
Pack のレポジトリや個々のソフトウェアおよびファームウェアのカタログ作成と管理に使用できます。

注記: VCRM を使用して、HP ProLiant および Integrity Support Pack やコンポーネントをローカル マシ
ンにインストールできますが、VCA がリモート サーバにインストールされていて、VCA を使用してイ
ンストールが開始されないと、リモート サーバにソフトウェアをインストールできません。

HP SIM から VCRM にアクセス
1. [ツール]→[システム情報]→[System Management Homepage] を選択します。
2. ターゲット システムを選択し、すぐに実行をクリックします。詳細については、「タスクの作成」

を参照してください。System Management Homepage が表示されます。
3. [ターゲット システムの確認] ページで、すぐに実行をクリックします。
4. System Management Homepage で、次のいずれかの操作を選択します。

• HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャリンクをクリックします。[VCRM ホーム]
ページが表示されます。

• [ツール] を選択し、[HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ] リンクをクリック
します。

VCRM へのアクセス
VCRM がインストールされているシステム上の https://hostname:2381/vcrepository にアクセ
スします。[VCRM ホーム] ページが表示されます。

注記: System Management Homepage（SMH）から VCRM にアクセスすることもできます。

バージョン コントロール レポジトリ
バージョン コントロール レポジトリをダウンロードして、最低 1 つの VCA を配置先の VCRM サーバ
にアクセスするように設定する必要があります。VCA は、VCRM サーバーに対する適切な権限を持つ必
要がありますが、管理者アカウントを使用することはできません。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャを指
定できます。VCRM には、最新 HP ProLiant Support Pack が保存されるため、最新ソフトウェアを使用
できるようになります。
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レポジトリの更新

レポジトリを更新するには、複数の方法があります。

• HP SmartStart CD から

• 手動で HP SmartStart CD から

• HP SmartSetup CD から
詳細については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コント
ロール レポジトリ マネージャ』を参照してください。

• VCRM から
System Management Homepage を介して VCRM にアクセスするための権限を、ユーザに付与
してください。次の順に選択します。[The Settings Page]→[セキュリティ]→[Update Groups]

1.

詳細については、[The Settings page] の章にある http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ』を参
照してください。

2. VCA の [ホーム] ページから [Change Agent Settings] を選択して、VCA を VCRM にポイン
トします。

詳細については、[ホーム ページ] の章にある http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual
にある『 HP バージョン コントロール エージェント製品概要』を参照してください。

3. VCRM の [ホーム] ページから、[Configure the Repository and Automatic Update Settings]
を選択します。

詳細については、[Navigating the software] の章と [Home - Configuring Auto Update] の項
にある http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロー
ル エージェント製品概要』を参照してください。

4. VCRM の [Catalog] ページから [Update from hp.com Now] を選択してください。

HP SIM でバージョン コントロール レポジトリを指定する
1. [オプション]→[バージョン コントロール レポジトリ] を選択します。[バージョン コントロール レ

ポジトリ] ページが表示されます。
2. [デフォルト バージョン コントロール レポジトリの選択] で、VCRM がインストールされているシ

ステムを選択します。

注記：VCRM がインストールされているシステムを信頼する必要があります。信頼関係の詳細につ
いては、「信頼証明書」を参照してください。信頼関係を確立したら、[最終更新日] をクリックし、
[信頼済み] 列を [はい] に更新します。

3. [選択したバージョン コントロール レポジトリの内容] で、 アイコンをクリックして展開し、選
択したバージョン コントロール レポジトリの内容を表示します。
注記：ツリーを展開してすべての内容を表示するには、[選択したバージョン コントロール レポジ

トリの内容] セクションの右上にある アイコンをクリックします。 をクリックすると、リ
ストを折り畳むことができます。

注記：昇順か降順で列を並び替えるには、列の見出しをクリックします。

注記：このセクションには、現行ユーザに権限があるシステムが表示されます。HP バージョン コ
ントロール レポジトリ マネージャを含むシステムを表示する権限が現行ユーザにない場合、シス
テムは、[デフォルト バージョン コントロール レポジトリの選択] セクションに表示されません。
VCRM を実行しているシステムが検出されていない場合は、レポジトリが検出されなかったことを
示すメッセージが表示されます。

4. 変更内容を適用するには、OK をクリックします。レポジトリ設定が正常に保存されたかどうかを
示すメッセージが表示されます。

5. OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
関連トピック

• バージョン コントロール レポジトリ
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• バージョン コントロール

• バージョン コントロール エージェントについて

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

MIB の管理
管理情報ベース（MIB）は、ネットワークのシステムの特定情報を正しく解釈できるようにする情報が
含まれているファイルであり、ネットワークのアクティビティをより正確に表示できます。この機能を
利用するには、MIB を HP Systems Insight Manager（HP SIM）に登録する必要があります。詳細につい
ては、「MIB の登録」を参照してください。
この MIB には豊富な管理インフラストラクチャがあり、HP はその製品にこのインフラストラクチャを
組み込んでいます。HP MIB は、HP SIM データベースにすでに登録されています。Windows CMS では、
ディレクトリ \hp\system insight manager\mibs に MIB が存在します。UNIX CMS では、opt\
mx\mibs にあります。HP 以外のシステムがネットワークにある場合は、システムに付属の MIB を登録
できます。MIB の登録については、「MIB の登録」を参照してください。登録すると、MIB が正しく識
別され、トラップを正しく解釈して、ネットワークのアクティビティをより正確に表示できるようにな
ります。サードパーティ製 MIB の最新バージョンを登録してください。
関連プロシージャ

• MIB の登録

• MIB の登録解除

• MIB のコンパイル

• MIB の編集

MIB の表示
管理情報ベース（MIB）を HP Systems Insight Manager（HP SIM）データベースに登録したら、mxmib
-l や mxmib -t など、その他の mxmib オプションを使用し、データベースに追加されているすべての
MIB、および特定 MIB に関連しているすべてのトラップを表示できます。[SNMP トラップの設定]（[オ
プション]→[イベント]→ [SNMP トラップの設定]）を使用し、データベースに含まれる、すべての登録
済み MIB と関連トラップを表示することもできます。この画面では、イベント タイプ、説明、トラッ
プ処理の有効化、カテゴリ、深刻度を修正し、ネットワークで収集した情報をさらにカスタマイズでき
ます。MIB の編集については、「MIB の編集」を参照してください。

注意: 登録した MIB ファイルの名前変更、別のディレクトリへの移動、削除はしないでください。

注記: 登録したとおりに MIB ファイルをリストするには、MIB ファイルが mibs ディレクトリに常駐
する必要があります。

注記: 下記の HP SIM ディレクトリは、デフォルト ディレクトリです。ただし、ディレクトリは、HP
SIM のインストール中に指定したディレクトリによって変化します。

Windows オペレーティング システム上で MIB ファイルを表示するには、次のように操作します。
1. MIB ディレクトリ c:/program files/hp/systems insight manager/mibs に移動します。
2. ASCII エディタで MIB ファイルを開きます。
3. Windows コマンド ラインに write cpqhost.mib と入力します。
Linux/HP-UX オペレーティング システムで MIB ファイルを表示するには、次のように操作します。
1. cd opt/mx/mibs と入力します。
2. 登録済み MIB を表示するには、mxmib -l を実行します。
3. シェル プロンプトに vi file.mib と入力します。
関連プロシージャ

• MIB の登録

• MIB の登録解除

• MIB のコンパイル
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• MIB の編集

• SNMP トラップの設定

関連トピック

• MIB の管理

MIB の編集
HP MIB 設定ファイル（.cfg）は、次のようなトラップ固有の情報で編集できます。

• タイプ。タイプは、実際のトラップ名の単純な形式です。この名前が、システムを的確に記述して
いない場合は、このタイプを変更します。

• 深刻度 。一部のベンダは、すべての深刻度レベルにデフォルトの「情報」を使用しています。この
深刻度を、ユーザの判断した問題の深刻度を反映するレベルに変更してください。または、使用し
ている環境では、クリティカルなステータスではないことが明確にわかっている、トラップ メッ
セージのメジャーまたはクリティカルな深刻度を変更できます。このようなステータスがあてはま
るかどうかは、ユーザが判断します。HP Systems Insight Manager（HP SIM）に対する有効なオプ
ションは、以下のものだけです。クリティカル、メジャー、マイナー、警告、および情報

• MSG_FORMATTER。このメッセージ フォーマット文字列は、ポケベルや Email に送信することがあ
る、拡張メッセージの作成に使用します。この文字列は、REV や MIB で修正できます。

• トラップ処理有効。デフォルトの場合は、すべてのトラップが有効です。トラップ処理を使用する
と、メッセージの量を制御できます。不要な通知メッセージや、修正されていないイベントについ
て繰り返されるトラップ メッセージなどの意味のないメッセージを無効にしてください。

• 説明。説明は、ベンダによって提供されます。より具体的な指示、正確な参考資料、Web サイト
参照で置き換えてください。

• カテゴリ。カテゴリ リストには、HP SIM カテゴリ タイプと未割り当てがリストされます。

.cfg ファイルを編集するには、次のように操作します。
1. 次のように MIB ディレクトリに移動します。

• Windows オペレーティング システムの場合は、\program files\hp\systems insight
manager\mibs に移動します。

• Linux/HP-UX オペレーティング システムの場合は、\opt\mx\mibs に移動します。

2. mcompile mymib.mib を実行して、.cfg ファイルを作成します。
3. .cfg ファイルが作成されたら、任意のエディタを使用して .cfg ファイルを編集します。
HP SIM でトラップ固有の情報を編集するには、次のように操作します。
1. HP SIM から、[オプション]→[イベント]→[SNMP トラップの設定] を選択します。

[SNMP トラップの設定] ページが表示されます。

2. MIB 名を選択します。
3. MIB 内で編集するトラップを選択します。
4. ファイルを変更内容で編集し、OK をクリックします。変更内容が保存されます。
注記：[SNMP トラップの設定] で行った変更は、HP SIM データベースにのみ保存されます。.cfg
ファイルと MIB ファイルは影響されません。

関連プロシージャ

• MIB の表示

• MIB のコンパイル

• MIB の登録解除

関連トピック

• MIB の管理
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MIB のコンパイル
ユーザは、mcompile コマンドによって、SNMP MIB ファイルを、中間フォーマット（.cfg）ファイ
ルにコンパイルできます。このファイルは、mxmib ユーティリティによって登録して HP Systems Insight
Manager（HP SIM）で使用できます。
次のヒントを参考にしてください。

• MIB をコンパイルするには、.mib ファイルをデフォルト MIB ディレクトリにコピーする必要があ
ります。

• MIB ファイルのコメント行は、「--」で始まり、改行または「--」で終わります。行全体に「-」が含
まれる MIB に注意してください。この行はコメントを意図したものです。ただし、余分なダッシュ
と最初のセットの「--」が打ち消しあっています。
次に例を示します。

-- xyz では、xyz がコメントになります。
ところが

-- -- xyz となっていれば、結果的に xyz のコメントは解除されます。

• mcompile では、行のモジュールの末尾に END キーワードが期待されます。MIB ファイルの END
キーワードの後に新しい行があることを確認してください。

MIB をコンパイルするには、次のように操作します。
1. HP SIM のルート ディレクトリに移動して、MS-DOS® ウィンドウまたは UNIX シェルを開きます。
2. mcompile を実行して、SNMP MIB ファイルを中間フォーマット（.cfg）にコンパイルします。

mcompile では、-d オプションが認識されます。このオプションでは、指定したディレクトリに
変更し、MIB ファイルの特定と処理が行われます。MxMib は、.cfg ファイルが MIB ディレクトリ
に存在することを予想します。mcompile の出力（.cfg）が mcompile のコンパイル先かまたは
mcompile がコンパイル先として指示されるディレクトリに配置されるため、そのディレクトリに両
方のファイルを配置すると便利です。

次に例を示します。

cd mibsdir

mcompile mymib.mib

または

MIB ディレクトリで実行していない場合は、次のようになります。
mcompile -d mibsdir mymib.mib

3. HP SIM に MIB を登録するには、mxmibl を実行します。
次に例を示します。

MxMib -a mymib.cfg

関連プロシージャ

• MIB の登録

• MIB の登録解除

• MIB の表示

• MIB の編集

関連トピック

• MIB の管理

MIB の登録
HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、HP MIB が付属しており、インストール時に登録されます。
その他に、多くのコンパイル済みMIB が、.cfg ファイルの形式で組み込まれています。この MIB は、
便利なときに登録できます。多くのこのような .cfg ファイルは編集されています。対応する MIB を再
コンパイルすると、この編集内容は失われます。
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ユーザが登録した MIB も含め、現在登録されている MIB のリストを表示するには、次のように操作し
ます。

• Windows では、コマンド ラインで、dir "c:\program files\hp\systems insight
manager\MIBs\ *.MIB"と入力します。

• UNIX では、コマンド ラインで、ls /opt/mx/mibs/*.mib と入力します。

HP SIM のインストール時にプリロードされ、登録される MIB を表示するには、次のように操作します。

• Windows では、コマンド ラインで、type "c:\program files\hp\systems insight
manager\MIBs\ cfglist?.list"と入力します。

• UNIX では、コマンド ラインで、cat /opt/mx/mibs/cfglist*.list と入力します。

注記: これらは、インストール ディレクトリです。HP SIM のインストール時にインストール ディレ
クトリを変更した場合は、このままではなく、これらのコマンドが実際のパスを参照するように入力し
てください。

HP MIB は、コマンド ライン インタフェース（CLI）を使用して登録できます。この CLI は、Windows、
Linux、および HP-UX などすべての CMS タイプで同じです。

注記: MIB を登録する際、MIB に対して必ず mcompile を実行しなければならないわけではありませ
ん。特に、その MIB に対応する .cfg ファイルが既にある場合は不要です。.cfg ファイルが存在する
場合に、MIB に対して mcompile を実行すると、新しい .cfg ファイルが生成され、古い .cfg ファイ
ルが上書きされるため、そのファイルで行った変更は無効になります。既存の .cfg ファイルがある場
合は、新しい MIB が提供されている場合を除いて、.cfg ファイルを編集して変更を行うことをおすす
めします。

この .cfg ファイルは、mxmib -a または mxmib -f コマンドを使用して、HP SIM データベースに登
録できます。

HP SIM への MIB の登録
1. MS-DOS ウィンドウか UNIX シェルを開きます。
2. 任意のエディタを使用し、登録する .cfg ファイルのリストを含むファイルを作成します。.cfg

は一行に 1 つずつ入力してください。
3. mxmib -f cfglist.list を実行して、MIB のリストを HP SIM に読み込みます。MIB が HP SIM

に登録されたら、mxmib を使用して、MIB をリストしたり、HP SIM から削除したりすることがで
きます。

注記：mxmib -a mymib.cfg を使用し、1 つの MIB を登録することもできます。
注記：登録する .cfg ファイルは、デフォルトの MIB ディレクトリに存在する必要があります。
注記： MxMib は、.cfg ファイルが MIB ディレクトリにあることを要求します。このディレクトリ
には、すべての.mib と.cfg がデフォルトで配置されます。

MIB の更新
1. MIB と対応する .cfg ファイルをダウンロードして、デフォルトの mibs ディレクトリにコピーし

ます。mibs ディレクトリは、通常、Windows システムでは c:\program files\hp\systems
insight manager\mibs、Linux および HP-UX システムでは、/opt/mx/mibs にあります。
注記：.cfg ファイルを利用でき、カスタマイズを行っていない場合は、手順 2 に進んでください。

2. mcompile を実行して、.cfg ファイルを作成するか、既存の.cfg ファイルを更新します。
注記：古い .cfg ファイルをカスタマイズしている場合、そのカスタマイズ内容を適用しなおす必
要があります。

3. データベース内の MIB データを更新するには、mxmib -a updatedfile.cfg を実行します。

サービス トラップとサービス MIB に関する情報
HP SIM では、Open Service Event Manager（OSEM）および Web-Based Enterprise Services（WEBES）
が送信するサービス トラップをサポートするために、サービス MIB の特定のバージョンが標準で提供
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されます。サービス MIB は、cpqservice.mib ファイルと cpqservice.cfg ファイルで構成されま
す。サービス MIB を別途入手するには、HP の Web サイト http://h18023.www1.hp.com/support/
svctools/ （英語）にアクセスして、[WEBES] または [OSEM] の下にある [Service MIB Zip file] を選択
します。zip ファイルには、.mib ファイルと .cfg ファイルが入っています。zip ファイルに含まれる
readme.txt ファイルをよく読んで、互換性の問題に関する指示を確認することをおすすめします。
OSEM の 1.3.6 からは、ツールを設定して、新しいトラップ タイプを生成する必要があります。OSEM:HP
SIM トラップ リビジョンの場合、トラップ タイプを生成するには、[Internal Settings] にアクセスして
ください。WEBES は、デフォルトでトラップを送信します。
関連プロシージャ

• MIB の表示

• MIB のコンパイル

• MIB の登録解除

• MIB の編集

関連トピック

• MIB の管理

• サービス通知イベント

MIB の登録解除
HP MIB は、コマンド ラインを使用して登録解除できます。コマンド ライン インタフェース（CLI）は、
Windows、Linux、HP-UX など、すべての CMS タイプで同じです。
HP SIM から登録解除するには、次のように操作します。
1. MS-DOS ウィンドウか UNIX シェルを開きます。
2. HP Systems Insight Manager（HP SIM）の MIB を登録解除するには、mxmib -d file.mib を実

行します。

関連プロシージャ

• MIB の表示

• MIB のコンパイル

• MIB の登録

• MIB の編集

関連トピック

• MIB の管理

• サービス通知イベント

HP SIM での SNMP トラップの表示
Varbind の深刻度をイベント ビューに表示されるイベント深刻度にマッピングできます。このメカニズ
ムでは、トラップ定義内にコメントとして付けられている 2 つのキーワード（VARBINDSEVERITY およ
び SEVERITYMAP）が使用されます。以下に、トラップ定義の例を示します。

sanEventTrap TRAP-TYPE
ENTERPRISE sanEvent
VARIABLES { sanEventEventCofde, sanEventIPAddress,
sanEventSeverity, sanEventCategory,
sanEventGroup, sanEventSourceType,
sanEventSourceSubtype, sanEventURL,
sanEventDesc }
--#SEVERITY INFORMATIONAL
--#TYPE "Rack power supply inserted"
--#VARBINDSEVERITY 3
--#SEVERITYMAP "Unknown = INFORMATIONAL,
Other = INFORMATIONAL,
Information = INFORMATIONAL,
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Warning = INFORMATIONAL,
Minor = MINOR, Major = MAJOR,
Critical = CRITICAL,
Fatal = CRITICAL"
--#ENABLE true
--#CATEGORY "San Event Events"
DESCRIPTION
"This trap signals (using SNMP) an event
has been received"

VARBINDSEVERITY は、重大度を含んでいる varbind を指し示すポインタです。Varbind のカウントは
1 から開始されます。下の例では--#VARBINDSEVERITY 3 によって指示されているように、
sanEventSeverity が 3 番目の Varbind です。Varbind の深刻度は、列挙で定義する必要があります。
SEVERITYMAP は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）がサポートする深刻度へのエージェントの深
刻度のマッピングです。HP SIM は、CRITICAL、MAJOR、MINOR、WARNING、および INFORMATIONAL
だけをサポートします。このため、すべてのマッピングがこれらの深刻度のうちのいずれかに解決され
なければなりません。上記の例では、Fatal が CRITICAL（"Fatal = CRITICAL"）にマッピングされていま
す。Varbind の Fatal を受け取ると、HP SIM の深刻度の Critical に変換されます。Varbind 値がエージェ
ントによって状態の変化に合わせて変更されるため、深刻度も変化します。このため、HP SIM でトラッ
プが受信されるとき、表示される深刻度はトラップの送信時にエージェントによって設定されます。

関連プロシージャ

• MIB の登録

• MIB の登録解除

• MIB のコンパイル

• MIB の編集

OpenSSH のインストール
HP Systems Insight Manager（HP SIM）のカスタム ツールとコマンド ライン ツールは、それぞれの管理
対象システムで Secure Shell（SSH）がインストールされて設定されていないと、適切に動作しません。
SSH の詳細、および SSH が使用されている HP SIM の機能については、http://h18013.www1.hp.com/
products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 Secure Shell (SSH) in HP SIM
5.x』 ホワイト ペーパーを参照してください。
OpenSSH のインストールは、中央管理サーバ（CMS）から実行し、対象となる Windows システムに
OpenSSH サービスをインストールしてから、mxagentconfig コマンドを実行して設定を完了します。

注記:  OpenSSH インストール タスクが正常に動作するように、管理者権限があるユーザとしてサイ
ンインしてください。他のユーザとしてサインインしている場合は、ユーザ名に非 ASCII 文字が含まれ
ていないことを確認してください。

注記: エージェントの設定および修復機能を使用すると、OpenSSH を簡単に Windows 管理対象シス
テムにインストールすることができます。詳細については、「Windows CMS」を参照してください。

OpenSSH インストール オプションを使用して OpenSSH をインストールするには、次のように操作し
ます。

1. [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[OpenSSH のインストー
ル] を選択します。[OpenSSH のインストール] ページが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。ターゲット システム選択の詳細については、「タスクの作成」
を参照してください。

3. 次へをクリックします。

4. [Windows 認証情報の入力] セクションで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、Windows 管理者ユーザ名を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、上の手順で入力した Windows ユーザ名の管理者パスワードを入

力します。

c. [パスワード] フィールドに入力したものと同じ Windows 管理者パスワードを [パスワードの確
認] フィールドに再び入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します。
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注記：ターゲット システム上の管理者アカウントがローカル アカウントである場合は、[ドメ
イン] フィールドを空白のままにします。

5. インストールをスケジュールするには、スケジュールをクリックします。インストールをすぐに実
行するには、すぐに実行をクリックします。インストールのスケジュール設定の詳細については、
「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

すぐに実行をクリックすると、[タスク結果] ページが表示されます。[タスク結果ページ] について
は、「タスク結果の表示」を参照してください。

関連プロシージャ

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• タスク結果の表示

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール

• CLI を介した OpenSSH タスクの作成

RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール
OpenSSH は、HP Rapid Deployment Pack（RDP）を使用してターゲット サーバにインストールすること
ができます。次に、HP Systems Insight Manager（HP SIM）パブリック キーをターゲット システムにコ
ピーすることができます。

RDP を使用した OpenSSH のインストール
1. OpenSSH のインストール コンポーネントをデプロイメント サーバにコピーします。
2. 新しいジョブを作成します。

3. [追加 >> ファイルのコピー] を選択して、ファイルのコピー タスクを追加します。
4. [ファイルのコピー] オプションが選択されていることを確認します。
5. [ソース パス:] に、OpenSSH のインストーラの位置を示す完全パスを入力します。たとえば、

OpenSSH_3.7.1p1-1.exe が C:\temp\OpenSSH フォルダにある場合は、C:\temp\OpenSSH\
OpenSSH_3.7.1p1-1.exe としてソース パスを入力します。

6. [送信先のパス:] の下に、ターゲット サーバ上のこのファイルのコピー先を入力します。たとえば、
ターゲット サーバの C:\temp\OpenSSH フォルダにファイルをコピーしたい場合は、C:\temp\
OpenSSH\OpenSSH_3.7.1p1-1.exe としてコピー先パスを入力します。

7. 完了をクリックします。

8. [追加 >> スクリプトの実行] をクリックして、スクリプトの実行タスクをジョブに追加します。
9. [このスクリプトを実行する] オプションが選択されていることを確認します。
10. [このスクリプトを実行する] の下のボックスに、次のように入力します。

C:\temp\OpenSSH\OpenSSH_3.7.1p1-1.exe /SILENT /NORESTART

11. [どの OS でこのスクリプトを実行させますか？] セクションで、Windows ラジオ ボタンを選択し
ます。

12. 完了をクリックします。
13. OpenSSH をインストールするシステムにこのイベントをドラッグ ＆ ドロップします。

HP SIM からターゲット システムへのパブリック キーのコピー
OpenSSH をインストールしたら、dtfsshkey.pub ファイル（パブリック キー）を、HP SIM サーバか
らターゲット システムの管理者ユーザのホーム ディレクトリの .ssh ディレクトリにコピーする別の
スクリプトを作成します。

1. .dtfSshKey.pub ファイルを、HP SIM サーバの ..\Program Files\HP\Systems Insight
Manager\config\sshtools\フォルダからデプロイメント サーバのローカル フォルダにコピー
し、.dtfSshKey.pub から authorized_keys2 に名前を変更します。
a. 新しいジョブを作成します。

b. [追加 >> スクリプトの実行] をクリックして、スクリプトの実行タスクをジョブに追加します。
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c. [このスクリプトを実行する] オプションが選択されていることを確認します。
d. [このスクリプトを実行する] の下のボックスに、次のように入力します（管理者のホーム ディ

レクトリを C:\Documents and Settings\Administrator とします）。
cd C:\Documents and Settings\Administrator\

mkdir .ssh

cd .ssh

del * /q

e. [どの OS でこのスクリプトを実行させますか？] セクションで、Windows オプションを選択
します。

f. [ソース パス:] に、authorized_keys2 ファイルの保存位置の完全パスを入力します。たと
えば、authorized_keys2 が、C:\temp\OpenSSH フォルダにある場合、コピー元パスは
C:\temp\OpenSSH\authorized_keys2 になります。

g. [送信先のパス:] の下に、ターゲット サーバ上のこのファイルのコピー先を入力します。たと
えば、管理者のホーム ディレクトリが C:\Documents and Settings\Administrator の
場合、コピー先パスとして C:\Documents and Settings\Administrator\.ssh\
authorized_keys2 を入力します。

h. 完了をクリックします。

i. [追加 >> スクリプトの実行] をクリックして、スクリプトの実行タスクをジョブに追加します。
j. [このスクリプトを実行する] オプションが選択されていることを確認します。
k. [このスクリプトを実行する] の下のボックスに、次のコマンドを入力します。

net stop opensshd

net start opensshd

l. [どの OS でこのスクリプトを実行させますか？] セクションで、Windows オプションを選択
します。

m. 完了をクリックします。

2. このイベントを OpenSSH を設定するターゲット システムにドラッグ ＆ ドロップします。
関連プロシージャ

• OpenSSH のインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• CLI を介した OpenSSH タスクの作成

CLI を介した OpenSSH タスクの作成
mxtask コマンドを使用し、コマンド ラインを介して OpenSSH タスクを作成する場合は、以下の 2 つ
の方法で実行してください

• コマンド ラインを介してすべてのパラメータを入力

• .XML ファイルを介してすべてのパラメータを入力

注記: .XML ファイルから作成されたタスクは、タスク リストから表示した際は無効になっています。
コマンド ラインから作成されたタスクは、タスク リストから表示した際でも無効になっていません。

OpenSSH タスクの作成
1. 情報を正しく入力する方法を参照する場合は、既存の OpenSSH タスクをエクスポートします。

a. OpenSSH タスクを作成します。詳細については、「OpenSSH のインストール」を参照してく
ださい。

b. タスクを SSH タスクとして保存します。
2. コマンド ラインから、次のコマンドを実行します。

mxtask -lf "SSH Task" > ssh.xml
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これで、ssh.xml ファイルには、コマンド ラインから OpenSSH タスクを作成するのに必要なフォー
マットが含まれます。以下にファイル例を挙げます。

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<task-list>
<task name="Install OpenSSH 1" type="manual"
owner="admin" state="enabled">
<toolname>Install OpenSSH</toolname>
<queryname></queryname>
<scheduleinfo />
<timefilter />
<toolparams>
<?xml version="1.0"?>
<XeObject
className="com.hp.mx.portal.taskandjob.
OpenSSHInstall.MxOpenSSHInstallCommandToolParameters"
classVersion="1.0">
<Property name="driveLetter">
<Simple>C:</Simple>
</Property>
<Property name="path">
<Simple>C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\
openssh\1118786323238</Simple>
</Property>
<Property name="component">
<Simple>CP005309.EXE</Simple>
</Property>
<Property name="username">
<Simple>administrator</Simple>
</Property>
<Property name="password">
<Simple></Simple>
</Property>
<Property name="domain">
<Simple></Simple>
</Property>
</XeObject>
</toolparams>
</task>
</task-list>>

タスク作成時にユーザが GUI から 3 つのパラメータのみを要求された場合でも、OpenSSH タスクで
は、6 つのパラメータが使用されます。最初の 3 つのパラメータは、以下の例のように設定する必要が
あります。次に例を示します。

• driveLetter HP Systems Insight Manager（HP SIM）がインストールされているドライブに設定する
必要があります。

• path openssh ディレクトリのフルパス\dir name に設定する必要があります。
ここで、dir name は、ユーザが選択した名前です。

• コンポーネント CP005309.EXE に設定する必要があります。

• username ターゲット システムの管理者権限を持つユーザ アカウントです。

• password username で指定した、管理者アカウントのパスワードです。

• domain 管理者ユーザのドメインです（管理者ユーザがターゲット システムのローカル アカウン
トの場合は、空白のままにします）。

XML ファイルを使用したコマンド ラインからの OpenSSH タスクの作成
次のコマンドを実行します。
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mxtask -cf ssh.xml

XML ファイルを使用しないコマンド ラインからの OpenSSH タスクの作成
次のコマンドを実行します。

mxtask -c taskname -q queryname -w schedule -t
toolname -A toolparams

ここで、taskname は、ユーザがタスクに付けた名前です。 queryname は、既存収集の名前です。
schedule は、Tmanual です。 toolname は、ツール（OpenSSH をインストールするもの）です。
toolparams は、上にリストされています。
次に例を示します。

mxtask -c “ssh1” -q “All Systems” -w Tmanual -t “Install OpenSSH”
-A “<?xml version="1.0"?>
<XeObjectclassName="com.hp.mx.portal.taskandjob.
OpenSSHInstall.MxOpenSSHInstallCommandToolParameters"
classVersion="1.0">
<Property name="driveLetter">
<Simple>C:</Simple>
</Property>
<Property name="path">
<Simple>C:\hpsim\target\windows\stage\sim\openssh\
1079128853916</Simple>
</Property>
<Property name="component">
<Simple>CP005309.EXE</Simple>
</Property>
</Property name="username">
<Simple>user1</Simple>
</Property>
</Property name="password">
<Simple>password</Simple>
</Property>
<Property name="domain">
<Simple>openview</Simple>
</Property>
</XeObject>">

関連プロシージャ

• OpenSSH のインストール

• RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール

PMP ツール
HP Performance Management Pack（PMP）は、HP ProLiant サーバ、一部の HP Integrity サーバ、および
MSA500/MSA1000/MSA1500 共有ストレージ システムの、ハードウェア ボトルネックを検出して分
析する統合パフォーマンス管理ソリューションです。PMP は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）
とともに自動的にインストールされ、HP SIM と統合された環境で動作します。監視対象サーバには、
Insight マネジメント エージェント以外のソフトウェアをインストールする必要はありません。PMP は、
パフォーマンス情報を分析して、パフォーマンス ボトルネックを発生させつつある問題やすでに発生さ
せている問題がないかどうかを確認します。ユーザは、この情報を対話形式で表示したり、データベー
スに記録してあとで分析やレポートに役立てることができます。また、HP SIM の通知メカニズムを使用
して予防的な通知をセットアップすることもできます。

PMP は、次のようなお客様に最適です。
サーバのパフォーマンスの問題がユーザの生産性に影響を及ぼす前に、その問題について把握し対処し
たいお客様。 
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• PMP は、低速コントローラに接続された高速ドライブ、ハーフ デュプレックスに設定されている
NIC、1 つの PCI バスに多数接続されている PCI カードなど、パフォーマンスに影響を及ぼす可能
性がある異常な設定の概要を簡潔に示します。

• PMP は、パフォーマンスのボトルネックが発生しつつあることを早い段階で通知します。

• PMP により、パフォーマンスの問題の対話形式での分析や時系列変動の分析が可能になります。

• PMP により、パフォーマンスの問題の解決に役立つ理解しやすい推奨事項が提供されます。

予算に制約があるため、サーバを 3 年ごとに自動交換できないお客様 

• PMP がパフォーマンスに制限を加える原因になっているサブシステムについての詳しい情報を提供
するため、的を絞ったアップグレードが可能になり、サーバの耐用期間を少ない予算で延長できま
す。

• 少ない予算でアップグレードすることがそれ以上不可能な場合でも、PMP はパフォーマンスのプロ
ファイル（サブシステムごとにパフォーマンスが指定値を逸脱している時間の割合を示します）と
各サブシステムの詳しいサーバ インベントリを含む概要レポートを提供します。

HP SIM [最適化] メニューを介して、次の 2 つの PMP ツールを利用できます。

注記: これらのオプションは、Windows システムでのみ使用できます。

• オンライン分析 監視対象のサーバのパフォーマンスをリアルタイムで監視および分析できます。
このツールは、監視対象のサーバと各サーバのプロセッサ、メモリ、ストレージ、ネットワーク接
続、およびホスト バス ノードのパフォーマンス ステータスとインベントリを詳しく説明する直感
的なインタフェースを備えています。

[オンライン分析] にアクセスするには、[最適化]→[HP Performance Management Pack]→[オン
ライン分析]を選択します。

または

[すべてのシステム] 収集ページで、[PF] 列の監視対象サーバのステータス アイコンをクリックし
て、監視対象サーバを選択します。

このオプションのヘルプを表示するには、https://middle_tier:2381/pmp/help/Server_Status.htm
にアクセスします。ここで、middle_tier には HP SIM と PMP がインストールされているサーバ
の名前か IP アドレスを指定します。または、 PMP directory\Program Files\HP\
Performance Management Pack\htm\help\Server_Status.htm にアクセスします。ここ
で、PMP directory には、PMP がインストールされているサーバ上の PMP ディレクトリを指定
します。

• オフライン分析 PMP レポジトリおよび PMP のライセンス サーバから、直接、記録されたデータ
セッションを表示できます。

[オンライン分析] にアクセスするには、[最適化]→[HP Performance Management Pack]→[オン
ライン分析]を選択します。

このオプションのヘルプを表示するには、https://middle_tier:2381/pmptools/help/Offline
Analysis.htm にアクセスします。ここで、middle_tier には HP SIM と PMP がインストールさ
れているサーバの名前か IP アドレスを指定します。または、 PMP ディレクトリ\Program Files\
HP\HP Performance Management Pack\PMPTools\htm\help\Offline Analysis.htm
にアクセスします。ここで、PMP ディレクトリには、PMP がインストールされているサーバ上の
PMP ディレクトリを指定します。

PMP の詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/pmp に移動し、マニュアル
にアクセスして確認してください。

関連トピック

• PMP 管理オプション

• PMP レポートのオプション

414 管理を拡張するツール

http://www.hp.com/jp/servers/pmp


エージェント設定のレプリケート
エージェント設定のレプリケートでは、ソース システム設定をタスク設定中に編集して、ターゲット
システムかシステム グループにコピーできます。
エージェント設定のレプリケートにアクセスするには、[設定]→[エージェント設定のレプリケート]を選
択します。ターゲット システムの選択の詳細については、「タスクの作成」を参照してください。次へ
をクリックすると、[ソース システムの選択] ページが表示されます。ソース システムを選択してくださ
い。詳細については、「エージェント設定のレプリケート タスクの作成」を参照してください。
関連プロシージャ

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

関連トピック

• エージェント設定のレプリケート - リファレンス

• セキュア タスクの実行について

• 信頼証明書のレプリケート

エージェント設定のレプリケート タスクの作成
エージェント設定のレプリケートツールは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）により、Web エー
ジェントの設定をソースシステムから取得して任意に編集し、Web エージェントを通して 1 台以上の
ターゲット システムに、その設定をリモートで配布できます。
エージェント設定のレプリケート タスクを作成するには、次のように操作します。
1. [設定]→[エージェント設定のレプリケート] を選択します。[エージェント設定のレプリケート] ウィ

ンドウが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。

4. 次のうちいずれかの方法を選択し、ソース システムを選択します。

• [システム名がわかっています]。このオプションを選択したら、システム名をボックスに入力
します。次へをクリックします。

• [リストからシステムを選択します]。このオプションを選択したら、エージェント設定のレプ
リケートをサポートする、認識されているシステムのリストからターゲット システムを選択し
ます。次へをクリックします。

注記：ソース システムを使用できない場合は、エラーについて通知するメッセージが表示され
ます。[ソース システムの選択] ページから別のシステムを選択します。
注記：システムの信頼関係が正しく設定されていない場合は、エラー メッセージが表示されま
す。詳細については、「エージェント設定のレプリケート - リファレンス」を参照してくださ
い。

[ソース構成設定を選択] ページが表示されます。パラメータが選択されていない状態で、ソース シ
ステム設定が表示されます。

5. 必要に応じて、希望の設定を選択します。それぞれのパラメータを個別に選択できます。続行する
には少なくとも 1 つを選択しなければなりません。[設定する前にターゲット システムを省電力モー
ドで起動する。] を選択することもできます。詳細については、「エージェント設定のレプリケー
ト - リファレンス」を参照してください。

6. タスクを実行するには、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• タスクの実行タイミングをスケジュールするには、スケジュールをクリックします。詳細につ
いては、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

• タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。[タスク結果] ページが表示され
ます。詳細については、「タスク結果リスト」を参照してください。

• 戻るをクリックすると、前のページに戻ります。

注記：エージェント設定のレプリケート タスクでは、セキュア タスク実行（STE）機能が使用
されます。詳細については、「セキュア タスクの実行について」を参照してください。
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関連プロシージャ

• タスクのスケジュール設定

関連トピック

• 信頼証明書のレプリケート

• エージェント設定のレプリケート - リファレンス

• セキュア タスクの実行について

エージェント設定のレプリケート - リファレンス

信頼関係の決定

ソース システムをリストから選択すると、管理サーバ、および選択したシステムの間に信頼関係が存在
するかどうかが、信頼列に表示されます。そのシステムに信頼関係を設定していない場合、信頼列には
[いいえ] と表示されます。

信頼関係の変更

システムの信頼関係を変更するには、適切な行の 設定をクリックします。関連システムの HTTP サーバ
設定ページか [System Management Homepage] が表示されます。

Wake On LAN（WOL）機能
Wake on LAN（WOL）は、ACPI（Advanced Configuration Power Interface）スタンバイ モードになっ
ているか電源が切れているターゲット システムに電源を入れるために HP Systems Insight Manager（HP
SIM）が使用する機能です。エージェント設定のレプリケート機能では、オプションで WOL 機能を使
用し、低電力モードになっているターゲット システムに電源を入れて設定できるようにします。システ
ムが WOL 対応 NIC を搭載しているか、オペレーティング システムが ACPI をサポートしている場合、
リモート ウェイクアップが動作します。サーバでリモート ウェイクアップ機能がサポートされている
かどうかを確認するには、ターゲット ProLiant サーバのマニュアルを参照してください。

エージェント設定のレプリケート イベント
エージェント設定のレプリケート タスクのステータスを表示するには、エージェント設定のレプリケー
ト イベントを使用します。これには、エージェント設定のレプリケートタスクの実行が正常かどうかが
反映されます。これは、対応するエージェント設定のレプリケートタスクのジョブ詳細にログ記録され
ます。

関連プロシージャ

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

関連トピック

• エージェント設定のレプリケート

• セキュア タスクの実行について

• 信頼証明書のレプリケート

RPM パッケージ マネージャ
RPM パッケージ マネージャ（RPM）は、強力なコマンド ライン駆動パッケージ管理システムで、コン
ピュータ ソフトウェア パッケージのインストール、アンインストール、確認、クエリ、更新が可能で
す。各ソフトウェア パッケージは、バージョン、説明などのパッケージについての情報とファイルの
アーカイブから構成されています。また、関連するアプリケーション プログラム インタフェース（API）
もあり、上級開発者がコマンド ラインへのシェル アウトをバイパスしたり、ネイティブ コーディング
言語内からのそのようなトランザクションを管理することができます。RPM は、[展開] メニューを使用
して HP Systems Insight Manager（HP SIM）に組み込まれています。
HP SIM 内の RPM で使用できる手順は次のとおりです。

• RPM のインストール 詳細については、「RPM のインストール」を参照してください。

• RPM のクエリ 詳細については、「RPM のクエリ」を参照してください。
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• RPM のアンインストール 詳細については、「RPM のアンインストール」を参照してください。

• RPM の確認 詳細については、「RPM の確認」を参照してください。

関連プロシージャ

• RPM のインストール

• RPM のクエリ

• RPM のアンインストール

• RPM の確認

RPM のインストール
このツールを使用して、RPM パッケージ マネージャ（RPM）を複数の Linux システムにインストールし
ます。

RPM をインストールするには、次のように操作します。
1. [展開]→[RPM パッケージ マネージャ]→[パッケージのインストール] を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。ターゲット システム選択の詳細については、「タスクの作成」

を参照してください。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2:パラメータの指定] ページが表示されます。
4. パラメータ [インストール オプション] パッケージ ファイルを入力します。
5. すぐに実行をクリックしツールを実行するか、戻るをクリックして前の画面に戻るか、スケジュー

ルをクリックしてタスクをスケジュールします。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タ
スクのスケジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• RPM のクエリ

• RPM のアンインストール

• RPM の確認

関連トピック

• RPM パッケージ マネージャ

RPM のアンインストール
このツールを使用して、複数の Linux システムで RPM パッケージ マネージャ（RPM）をアンインストー
ルします。

RPM をアンインストールするには、次のように操作します。
1. [展開]→[RPM パッケージ マネージャ]→[RPM のアンインストール] を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。ターゲット システム選択の詳細については、「タスクの作成」

を参照してください。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2:パラメータの指定] ページが表示されます。
4. パラメータ [erase-options] パッケージ名を入力します。
5. すぐに実行をクリックしツールを実行するか、戻るをクリックして前の画面に戻るか、スケジュー

ルをクリックしてタスクをスケジュールします。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タ
スクのスケジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• RPM のクエリ

• RPM のインストール

• RPM の確認

関連トピック

• RPM パッケージ マネージャ
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RPM のクエリ
このオプションを使用して、インストールされている RPM パッケージ マネージャ（RPM）をリストし
ます。複数の Linux システム上で実行することができます。
RPM パッケージ バージョンをクエリするには、以下のようにします。
1. [展開]→[RPM パッケージ マネージャ]→[パッケージのクエリ] を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。ターゲット システム選択の詳細については、「タスクの作成」

を参照してください。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2:パラメータの指定] ページが表示されます。
4. パラメータ [クエリ オプション] パッケージ名を入力します。
5. すぐに実行をクリックしツールを実行するか、戻るをクリックして前の画面に戻るか、スケジュー

ルをクリックしてタスクをスケジュールします。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タ
スクのスケジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• RPM のインストール

• RPM のアンインストール

• RPM の確認

関連トピック

• RPM パッケージ マネージャ

RPM の確認
この手順に従うと、インストールされており複数の Linux システムで動作できる RPM パッケージ マネー
ジャ（RPM）を確認することができます。
RPM を確認するには、次のように操作します。
1. [展開]→RPM パッケージ マネージャ→[パッケージのインストール] を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。ターゲット システム選択の詳細については、「タスクの作成」

を参照してください。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2:パラメータの指定] ページが表示されます。
4. パラメータ [選択オプション] パッケージ名を入力します。

5. すぐに実行をクリックしツールを実行するか、戻るをクリックして前の画面に戻るか、スケジュー
ルをクリックしてタスクをスケジュールします。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タ
スクのスケジュール設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• RPM のクエリ

• RPM のインストール

• RPM のアンインストール

関連トピック

• RPM パッケージ マネージャ

Server Migration Pack
HP Server Migration Pack - Universal Edition は、サーバの統合プロセスを簡素化することで、HP ProLiant
Essentials Virtual Machine Management Pack の機能を拡張します。HP Server Migration Pack - Universal
Edition は、以下の移行機能を提供します。

• P2V（物理から仮想）移行 物理マシンを、Microsoft Virtual Server 2005 または VMware 仮想マ
シン ホスト内の仮想マシン ゲストに移行します。

• V2V（仮想から仮想）移行 Microsoft Virtual Server 2005、VMware ESX Server ™、VMware Server
™、および VMware GSX Server ™ を含む異なった仮想レイヤ間で仮想マシン ゲストを移行しま
す。
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• V2P（仮想から物理）移行 Microsoft Virtual Server 2005 または VMware 仮想マシン ホスト内の
仮想マシン ゲストを物理マシンに移行します。

SMP Universal 関連メニュー項目にアクセスするには、管理者権限が必要です。
[オプション]→[仮想化の管理]→[ドライバのアップロード]を選択し、必要なデバイス ドライバがすべて
HP Systems Insight Manager（HP SIM） 中央管理サーバ（CMS）上にロードされたことを確認します。
追加のファイルが必要な場合は、それらのファイルを元の Windows または VMware メディアからロー
ドしてください。次に、[展開]→[仮想マシン]メニュー項目から P2V、V2V、または V2P 移行を実行す
ることができます。

SMP Universal は、Virtual Machine Management Pack の同等のバージョンと連携して動作する関連製品
です。

注記：HP Systems Insight Manager には現在英語版のソフトウェアが同梱されています。日本語版につ
きましては、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/vmmanage を参照してください。

SMP Universal ライセンス
HP Server Migration Pack - Universal Edition は、HP ProLiant Essential 製品ライセンスを使用します。
P2V、V2V、または V2P 移行を 1 回行うたびに、1 つのライセンスが使用されます。
SMP Universal ライセンスを追加するには、次のように操作します。
1. [展開]→[ライセンス マネージャ]を選択します。
2. [新しい製品の追加] または [Server Migration Pack]（該当する場合）を選択します。
3. ライセンスの管理をクリックします。

4. ライセンスの追加をクリックして、画面の指示に従います。

注記：このソフトウェアは英語版のみ提供されています。

関連プロシージャ

• Server Migration Pack へのアクセス

• ライセンスの個別追加

Server Migration Pack へのアクセス
物理から仮想（P2V）、仮想から仮想（V2V）、および仮想から物理（V2P）の移行を実行するには、少
なくとも 1 つの HP Server Migration Pack - Universal Edition ライセンスが必要です。
SMP Universal にアクセスするには、次のように操作します。
1. [ツール]→[内蔵コンソール]→[Server Migration Pack]を選択します。[Server Migration Pack] ペー

ジが表示されます。

2. P2V、V2V、または V2P の移行を実行するには、[移行オプション] を選択します。
注記：HP Systems Insight Manager には現在英語版のソフトウェアが同梱されています。日本語版につ
きましては、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/vmmanage を参照してください。
関連トピック

• Server Migration Pack

System Management Homepage
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、システムの System Management Homepage にアクセスで
きます。System Management Homepage（SMH）は、単一システム管理用の統合されたインタフェース
を提供する Web ベースのアプリケーションです。HP Web ベース エージェントおよび管理ユーティリ
ティからデータを集約することにより、SMH は、個々のサーバのハードウェアの障害やスタータスの監
視、パフォーマンス データ、システム スレッショルド、診断およびソフトウェアのバージョン コント
ロールを行うための使いやすい共通インタフェースを提供します。

SMH は、Windows および Linux オペレーティング システムにインストールできます。x86 システムで
は、セットアップ ウィザードが SMH のインストールを行い、ユーザがシステム上のすべての Web エー
ジェントが使用するセキュリティ オプションを設定できるようにします。Linux Itanium Processor Family
（IPF）システムでは、System Management Homepage は RPM パッケージ マネージャ（RPM）パッケー
ジによってデフォルト設定でインストールでき、smhconfig ツールで設定されます。
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HP SIM は、SMH のエージェント設定のレプリケート機能により参照システム上の HP Web ベース シ
ステム マネジメント ソフトウェアから一連の設定データを取得し、その設定データを 1 台以上のター
ゲット システムに配布できます。また、System Management Homepage の一部のパラメータは、HP
SIM を介して複製できます。エージェント設定のレプリケートの詳細については、「エージェント設定
のレプリケート タスクの作成」を参照してください。
関連プロシージャ

• System Management Homepage へのアクセス

関連トピック

• システム ページ

System Management Homepage へのアクセス
1. [ツール]→[システム情報]→[System Management Homepage]を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。System

Management Homepage が表示されます。
関連プロシージャ

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

• バージョン コントロール エージェントへのアクセス

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャへのアクセス

関連トピック

• システム ページ

• System Management Homepage

システム ページ
[システム ページ] は、特定のシステムに関する情報を表示するために使用されます。このページに表示
される情報は、次のとおりです。

• [システム]。一般システムとステータスの情報が表示されます。

• [ツール & リンク]。[システム マネジメント] ページへのリンク、HP Systems Insight Manager（HP
SIM）ページへのリンク、およびその他の便利なリンクが表示されます。

• [イベント]。システムのイベント テーブル ビュー ページが表示されます。

• [パフォーマンス]。このタブは、仮想マシン ホストとゲストが検出された場合にのみ使用すること
ができます。パフォーマンス情報を表示します。

• [Essentials]。このタブは、他の HP SIM パートナー アプリケーションをサポートする可能性のあ
るシステムに対してのみ使用可能です。使用可能なソフトウェアの説明と HP の Web サイトへの
リンクがあります。このタブを表示できるのは、管理者権限またはオペレータ権限があるユーザだ
けです。

[システム ページ] へのアクセスには、次の 2 通りの方法があります。

• [ツール]→[システム情報]→[システム ページ] を選択します。ターゲット システムを選択します。

• システム テーブル ビュー ページの [システム名] 列でシステム名をクリックします。

関連トピック

• システム テーブル ビュー ページ

• [ツール & リンク] タブ

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• [システム] タブ

• クラスタ用の [システム] タブ

• 複合体用の [システム] タブ

• パーティション用の [システム] タブ
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• テープ ライブラリ用の [システム] タブ

• ストレージ スイッチ用の [システム] タブ

• ストレージ ホスト用の [システム] タブ

• ストレージ アレイ用の [システム] タブ

[システム] タブ
[システム] タブでは、ステータス アイコンにより、データベースに保存されている、全体的なヘルス
ステータスが表示されます。システムがサスペンド状態になっている場合、ハードウェア ステータス
アイコンおよびソフトウェア ステータス アイコンの代わりに、無効アイコンが表示されます。[ステー
タス情報] セクションにはシステムステータスに関する詳細情報が表示されます。
[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

注記:  仮想マシン ホストの [システム] タブの詳細については、「仮想マシン ホスト用の [システム]
タブ」を参照してください。

仮想マシン ゲストの [システム] タブの詳細については、「仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ」を
参照してください。

サーバの [システム] タブ ページは、次のセクションに分かれています。

• [システム ステータス]

• [詳細情報]

• [識別]

• [ファームウェア リビジョン]

• [製品詳細]

• HP Insight Power Manager

• [連絡先情報]

• [資産情報]

• [管理プロセッサ]

• [ホスト サーバ]

• [ストレージ サーバ]

• [関連情報]

[システム ステータス]
このセクションには、次の情報が含まれています。

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

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

• [ソフトウェア ステータス] ソフトウェア ステータス アイコンは、使用可能な場合、システム ソ
フトウェア バージョン コントロール エージェントにリンクします。
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• [無効なステータス] サスペンド状態にあるシステムでは、システム テーブル ビュー ページの
[HW] および [SW] 列に無効アイコンが表示されます。

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

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

注記：契約と保証データ収集の詳細については、「単一システムの契約および保証データ収集の停
止または回復」を参照してください。

注記：単一または複数システムの契約および保証情報の入力については、「単一システムのシステ
ム プロパティの編集」または「 複数システムのシステム プロパティの編集」を参照してくださ
い。

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

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

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

システムのステータス タイプの詳細については、「システム ステータス タイプ」を参照してください。

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

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

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

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

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

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

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

重要: デスクトップ管理インタフェース識別は、Windows ベースおよび HP-UX ベースの中央管理サー
バ（CMS）のインストールでのみサポートされています。また、同種のオペレーティング システムしか
識別できません。たとえば、Windows ベースの CMS は Windows ベースの DMI システムだけを、HP-UX
ベースの CMS は HP-UX ベースの DMI システムだけを、それぞれ識別できます。

このセクションには次の項目が含まれています。

• [アドレス] そのシステムについて検出された IP アドレス。
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• [優先システム名] システムの名前。デフォルトは DNS からホスト名（使用可能な場合）。[ツー
ル ＆ リンク] タブの [システム プロパティの編集] リンクを使用してこの設定を変更することがで
きます。

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

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

• [シリアル番号] システムのシリアル番号です。

[Orphan systems]
オーファン システムとして説明されているシステムは、IP アドレスと名前の両方が、別のシステムに再
割り当てされたことを HP Systems Insight Manager（HP SIM）が検出したシステムです。この再割り当
ては、DHCP アドレス割り当ての変更とシステムの名前変更が同時に行われて発生することがあります。
また、物理システムから物理システムへの移行、元のシステム ボードとは設定が異なるシステム ボー
ドとの交換など、各種仮想化メカニズムによるブレード間のオペレーティング システムの移行によって
も発生することがあります。

HP SIM では、オーファン システムに 3 つの方法で名前が付けられる可能性があります。HP SIM が使
用できるのは最初の命名規則です。次のリストでは、オーファン システムの 3 つの命名方法を示しま
す。

• <serialNumber> ここで、<serialNumber> は、システムのシリアル番号です。

• <serialNumber>-<devKey>-<oldName> ここで、<serialNumber> はシステムのシリアル番
号、<devKey> はシステムの devKey、oldName> は古いシステム名です。

• <devKey> ここで <devKey> は、システムの devKey です。

[ファームウェア リビジョン]

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

このセクションには、次の情報が含まれています。

• [実行可能] 実行可能ファイルの名前。

• [製造者] インストールされているファームウェアのベンダ。

• [バージョン] インストールされているファームウェアのバージョン文字列。バージョンには、メ
ジャー、マイナー、リビジョン、およびビルド情報が含まれる可能性があります。

• [ビルド番号] ソフトウェアのビルド番号です。

• [状態] クライアント アプリケーションは、バンドルからの InstallState およびバンドルのコ
ンポーネントからの InstallSoftwareIdentity 関連情報を使用して、バンドル内の Software
Identity オブジェクトのうちどれがインストールされどれがされていないかを判断します。この
フィールドには、[Installed]、[Partial]、または [None] の各値が表示される可能性があります。

• [分類] [分類] フィールドはソフトウェアの説明に使われます。たとえば、このフィールドには
[Firmware]、[Application Software] などソフトウェアを説明するさまざまな文字列が埋め込まれ
ます。

• [ファームウェア カテゴリ] [ファームウェア カテゴリ] フィールドには、「Network Interface Card
(NIC) driver」、「NIC firmware」、「System Management Software」などソフトウェアのカテゴリ
に関わる値が表示されます。

[製品詳細]

注記:  このセクションは、 をクリックすると展開され、 をクリックすると折り畳まれます。
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このセクションには、次の情報が含まれています。

• [製品番号] ID 番号です。サーバのシリアル番号に追加すると、HP サポートが HP 製システムを
特定できるようになります。

• [システム タイプ] 識別によって戻される基本的なシステム タイプ。

• [システム サブタイプ] 識別によって返されるシステムのサブタイプ。

• [製品モデル]  メーカが定義した製品のモデル（名前）。

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

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

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

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

• [OS バージョン] オペレーティング システムの数値表現。

• [管理プロトコル]  システムの識別を試みた際に応答した管理プロトコル。
注記：より多くのプロトコルが予想される場合は、[システム プロトコル設定] ページで設定されて
いる証明書を検証してください。

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

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

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

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

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

HP SIM 上で IPM がインストールおよび設定され、選択したサーバが IPM をサポートしライセンスが適
用されている場合、このオプションは、単一システムのグラフおよび分析セクションを表示します。IPM
のライセンス適用の詳細については、「ライセンス マネージャ」を参照してください。 IPM の機能の使
用法については、HP Insight Power Manager - Report を参照するか、HP Insight Power Manager グラフの
表示中にヘルプをクリックしてください。

[連絡先情報]
このセクションには、次の情報が含まれています。

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

• [連絡先]  エージェントからユーザ設定が可能なシステムの連絡先。
注記：連絡先および製品説明のセクションにある多くのフィールドは、CMS の [システム プロパ
ティの編集] ページからローカルで上書きすることができます。詳細については、「単一システム
のシステム プロパティの編集」を参照してください。
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[サポート資格情報]

• [開始日付] 契約または保証の開始日。

• [終了日付] 契約または保証の終了日。

• [タイプ] サービス契約が存在する場合の、契約タイプ。

• [ステータス] 現在の契約または保証ステータス。

• [前回の収集] 契約および保証データが最後に収集された日付。

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

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

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

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

• [モデル]  このシステムの管理プロセッサのモデル名。

[ホスト サーバ]
このセクションには、次の情報が含まれています。

• [名前] ホスト サーバ システム ページへのリンクのあるホスト サーバ名

• [スロット] ホスト サーバのスロット番号

• [モデル] ホスト サーバの製品番号

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

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

• [スロット] ストレージ サーバのスロット番号、システム ページ

• [モデル] ストレージ サーバの製品番号

[関連情報]
このセクションには、次の情報が含まれています。

• [エンクロージャ名]  システムがエンクロージャ内にある場合、エンクロージャの名前。p-Class
サーバ ブレードなどです。

• [ラック名]  エンクロージャが検出可能なラック内にある場合、ラック名。

• [スロット]  エンクロージャ内でシステムの位置するスロット番号。

• [サーバ寸法]  システム寸法の mm 単位表記（該当する場合）。

関連トピック

• システム ページ

• [ツール & リンク] タブ

• 仮想マシン ホスト用の [システム] タブ

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート
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管理プロセッサ用の [システム] タブ
[システム] タブでは、ステータス アイコンにより、データベースに保存されている、全体的なヘルス
ステータスが表示されます。システムがサスペンド状態になっている場合、ハードウェア ステータス
アイコンの代わりに、無効アイコンが表示されます。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[識別] ページは、次のセクションに分かれています。

• [システム ステータス]

• [識別]

• [製品詳細]

[システム ステータス]
このセクションには、以下の情報が含まれます。

• [ヘルス ステータス] システムの全体的なステータスです。この情報は、Web ベース エンタープ
ライズ管理（WBEM）、SNMP、およびデスクトップ管理インタフェース（DMI）のステータス
ポーリング タスク、またはこれらすべてから取得されます。ping（ICMP または TCP 到達可能性テ
スト）は、常に実行されます。管理プロセッサのホームページにアクセスするには、[ヘルス ステー
タス] リンクをクリックします。
システムのステータス タイプの詳細については、「システム ステータス タイプ」を参照してくだ
さい。

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

注記：契約と保証データ収集の詳細については、「単一システムの契約および保証データ収集の停
止または回復」を参照してください。

注記：単一または複数システムの契約および保証情報の入力については、「単一システムのシステ
ム プロパティの編集」または「 複数システムのシステム プロパティの編集」を参照してくださ
い。

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

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

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

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

このセクションには次の項目が含まれています。

• [アドレス] そのシステムについて検出された IP アドレス。
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• [優先システム名] システムの名前。デフォルトは DNS からホスト名（使用可能な場合）。[ツー
ル ＆ リンク] タブの [システム プロパティの編集] リンクを使用して変更することができます。

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

• [シリアル番号] システムのシリアル番号です。

[製品詳細]

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

このセクションには、次の情報が含まれています。

• [システム タイプ] 識別によって戻される基本的なシステム タイプ。

• [製品モデル]  メーカが定義した製品のモデル（名前）。

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

• [管理プロトコル]  システムの識別を試みた際に応答した管理プロトコル。
注記：より多くのプロトコルが予想される場合は、[システム プロトコル設定] ページで設定されて
いる証明書を検証してください。

[サポート資格情報]

• [開始日付] 契約または保証の開始日。

• [終了日付] 契約または保証の終了日。

• [タイプ] サービス契約が存在する場合の、契約タイプ。

• [ステータス] 現在の契約または保証ステータス。

• [前回の収集] 契約および保証データが最後に収集された日付。

関連トピック

• システム ページ

• [ツール & リンク] タブ

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

仮想マシン ホスト用の [システム] タブ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）コンソールの仮想マシン ホストをクリックした後で、[システム]
タブをクリックしてホストについての以下の設定情報を表示させます。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。
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[システム] タブには、次の情報が示されます。

• システム ステータス このセクションは、次の色分けされたアイコンを使用して仮想マシン ホス
トのステータスを示します。

説明アイコンの意味ステータス アイコン

仮想マシン ホストにはライセンスが付
与されており、現在 Virtual Machine
Management Pack と通信しています。

正常

仮想マシン ホストにはライセンスが付
与されていますが、現在 Virtual Machine
Management Pack と通信していません。

マイナー

サーバに Virtual Machine Management
Pack エージェントがインストールされ
ていますが、サーバは仮想マシン ホス
トではありません。

メジャー

仮想マシン ホストに Virtual Machine
Management Pack エージェントがイン
ストールされていますが、ホストにライ
センスが付与されていません。

クリティカル

このサーバに Virtual Machine
Management Pack エージェントがイン
ストールされていないか、Virtual
Machine Management Pack に登録され
ていません。

アイコンなし

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

• 脆弱性ステータス 

• [Virtual Machine Management ステータス] 仮想マシン ステータスのステータスです。
仮想マシン ホストまたはゲストが HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack に
よって管理されていない場合、このステータスはハイパーリンクになります。仮想マシン ホ
ストおよびゲストの管理方法の詳細については、このリンクをクリックしてください。

• 識別 アドレス、優先システム名、およびネットワーク名です。これらのフィールドの詳細につい
ては、「[システム] タブ」を参照してください。

• [製品詳細] 

• [製品番号] 製品を識別するための英数字名です。

• [システム タイプ] 識別によって返される基本的なシステム タイプです。

• [システム サブタイプ] 識別によって返されるシステムのサブタイプです。このフィールドに
は、仮想マシン ホストが入っています。

• [製品モデル] 識別によって返されるシステムのモデル名です。

• [ハードウェア詳細] ソフトウェアの動作している物理的システムの詳細です。

• [OS 名]  使用されているオペレーティング システムです。

• [ツール フィルタリング用オペレーション システム]  フィルタリングに使用されているオペ
レーティング システムのタイプです。
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• [OS 説明] 使用されているオペレーティング システムのレベルです。

• [OS バージョン] オペレーティング システムのバージョンです。

• [管理プロトコル]  ツール フィルタリングに使用されているプロトコルです。

• [仮想マシン ホスト設定詳細] このセクションには、仮想化およびディスク情報が表示されます。

• [仮想化] 仮想化レイヤ タイプです。

• [パフォーマンス アラート] ユーザが設定したスレッショルドを表示します。例：[55 分以上
CPU 利用率が 44％ を超えた場合]。

• [ストレージ詳細] ディスク容量情報です。

• [仮想マシン] このセクションには、仮想マシン ホストに関連付けられた仮想マシンのリストが表
示されます。

• [名前なし]。 このオプションは、アクションを取る仮想マシンを選択するために使用しま
す。

• [ステータス] 仮想マシンのステータスが表示されます。

• [状態] 仮想マシンの状態が表示されます。

• [VM 名] 仮想マシンの名前が表示されます。

• [システム IP アドレス] 仮想マシンの IP アドレスが表示されます。

• [凡例] アイコンとその定義を表示する [VMM ステータス アイコン凡例] ウィンドウを表示す
るには、[凡例] リンクをクリックします。

• [連絡先情報] このセクションには、装置の物理的位置と連絡先の Email アドレスが表示されます。

• [ディスク パーティション] このセクションには、ホストが制御する仮想マシンのリストが表示さ
れます。

• [ディスク名] ディスクの名前です。

• [パーティション] ディスクが検出されたドライブ上のパーティションです。

• [容量] ディスクの容量です。

• [使用率 %] 使用されているディスクのパーセンテージです。

• [フォーマット] ディスクのフォーマット タイプです。

• [タイプ] 使用ディスクのタイプです。

• [関連情報] このセクションには、この仮想マシン ホストがホスティングしている仮想マシンのリ
ストが表示されます。

注記:  ホスト構成によっては、これ以外の情報が表示されることがあります。

関連トピック

• システム ページ

• [Virtual Machine ホスト パフォーマンス]

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• [システム] タブ

仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）コンソールの仮想マシン ゲストをクリックした後で、[システム]
タブをクリックしてゲストについての以下の設定情報を表示させてください。
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[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[システム] タブには、次の情報が示されます。

• [システム ステータス] ヘルスおよび仮想マシン ステータスが、色分けされたアイコンによって
表示され、次の情報が表示されます。

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

• 脆弱性ステータス 

• [Virtual Machine Management ステータス] 仮想マシン ステータスのステータスです。
仮想マシン ホストまたはゲストが HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack に
よって管理されていない場合、このステータスはハイパーリンクになります。仮想マシン ホ
ストおよびゲストの管理方法の詳細については、このリンクをクリックしてください。

• [識別] アドレス、優先システム名、およびネットワーク名が表示されます。これらのフィールド
の詳細については、「[システム] タブ」を参照してください。

• [製品詳細] 

• [システム タイプ] ソフトウェアの動作しているシステムのタイプ。

• [システム サブタイプ] 仮想マシン ホストまたはゲストを識別します。

• [製品モデル] プラットフォーム タイプを識別します。

• [ハードウェア詳細] ソフトウェアの動作している物理的システムの詳細。

• [OS 名]  使用されているオペレーティング システムです。

• [ツール フィルタリング用オペレーション システム]  ツール フィルタリングに使用されてい
るオペレーティング システムのタイプ。

• [OS 説明] 使用されているオペレーティング システムのレベルです。

• [OS バージョン] オペレーティング システムのバージョンです。

• [管理プロトコル]  ツール フィルタリングに使用されているプロトコルです。

• [VM コントロール] 仮想マシンのステータスがリストされ、コントロールが、リモート デスク
トップおよびリモート コンソールの起動、仮想マシンの起動、停止、リセット、一時停止を可能に
します。詳細なステータスの凡例については、[汎用] を参照してください。

• [仮想マシン設定詳細] 

• [仮想マシン ホスト] 仮想マシン ホストのシステム名。

• [仮想化] 仮想マシン ホスト上にインストールされている仮想化テクノロジ。

• [代替ホスト] ユーザが設定したフェールオーバ ホストを表示します。

• [設定ファイル] 設定ファイルの名前と位置。
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• [設定フォルダ] 設定フォルダの名前と位置。

• [メモリ] 仮想マシン ホスト上のメモリ量。

• [仮想 NIC] ネットワーク カードのタイプと MAC アドレス。

• [仮想ディスク] 仮想ディスクのタイプ、位置、モード、容量。

• [CD/DVD RM] ドライブについての詳細情報。

• [仮想マシン バックアップ] このセクションは、仮想マシンのバックアップについての情報を表示
します。

• [ソース ホスト] ソース ホスト名。

• [ソース パス] ソース パス。

• [設定ファイル] 設定ファイル名。

• [仮想化レイヤ] 仮想化レイヤ。

• [バックアップ リポジトリ] バックアップ リポジトリ情報。

• [バックアップ リポジトリ位置] バックアップ リポジトリの位置。

• [日付] 最後のバックアップの日付。

• [仮想マシン ディスク パーティション] このセクションには、ホストが制御する仮想マシンのリ
ストが表示されます。

• [ディスク名] ディスクの名前です。

• [パーティション] ディスクが検出されたドライブ上のパーティションです。

• [容量] ディスクの容量です。

• [使用率 %] 使用されているディスクのパーセンテージです。

• [フォーマット] ディスクのフォーマット タイプです。

• [タイプ] 使用ディスクのタイプです。

• [関連情報] このセクションには、この仮想マシン ホストがホスティングしている仮想マシンのリ
ストが表示されます。

関連プロシージャ

• 仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

• 仮想マシン ホスト用の [システム] タブ
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仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動

重要: 

• Microsoft Virtual Server 2005 リモート コンソールは、Microsoft Internet Explorer ブラウザ以外のブ
ラウザではサポートされません。

• リモート コンソールを起動するには、VMware GSX Server VM ホストに VMware Management
Interface をインストールする必要があります。

• VMware ホストからリモート コンソールを起動する場合は、リモート コンソールの起動元となる
システムに、VMware Remote Console アプリケーションをインストールする必要があります。

1. HP Systems Insight Manager（HP SIM）の [すべてのシステム] ページで、仮想マシン ホストまたは
仮想マシン ゲストをクリックして [システム ページ] にアクセスします。

2. リモート コンソールの起動をクリックします。

関連プロシージャ

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復

注記: 開始または再開できるのは、停止、シャットダウン、または一時停止している仮想マシン ゲス
トだけです。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）ツールバーから仮想マシン ゲストを開始または再開するには、
次のように操作します。

1. [すべてのシステム] ページで、停止または一時停止する仮想マシン ゲストを選択します。
2. [展開]→[仮想マシン]→[Start Virtual Machine] を選択します。
3. ターゲット システムを確認したら、次へをクリックします。仮想マシン ソース情報が表示されま

す。

4. 詳細を確認し、スケジュールまたは すぐに実行をクリックします。タスクのスケジュール設定の詳
細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

仮想マシン ホストまたはゲストの [システム ページ] から仮想マシン ゲストを開始または再開するに
は、次のように操作します。

1. Start/Resume をクリックします。
2. ターゲット システムを確認したら、表示されたプロンプトで OK をクリックします。
仮想マシン ゲストが現在停止または一時停止している場合、ゲストは開始または再開します。仮想マシ
ン ゲストがディスクに対して停止（Microsoft Virtual Server 2005 の場合のみ可能）している場合は、
[Resume Virtual Machine Guest] を選択すると、仮想マシン ゲストが以前の状態に戻り、ゲストの電
源が投入されます。

電源投入が終わると、ステータスは「正常」に変わります。Start ボタンが表示され、Shutdown/Stop、
Pause、および Reset ボタンが使用できるようになります。
起動プロセスの途中で仮想マシン ゲストの動作が停止すると、HP ProLiant Essentials Virtual Machine
Management Pack により [User Intervention] が表示され、ステータスは「メジャー」に変わります。
関連プロシージャ

• 仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動

432 管理を拡張するツール



• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動
HP Systems Insight Manager（HP SIM）ツールバーから仮想マシン ゲストをリセットまたは再起動する
には、次のように操作します。

1. [すべてのシステム] ページで、停止または一時停止する仮想マシン ゲストを選択します。
2. [展開]→[仮想マシン]→[Reset Virtual Machine] を選択します。
3. ターゲット システムを確認したら、次へをクリックします。仮想マシン ソース情報が表示されま

す。

4. 詳細を確認し、スケジュールまたは すぐに実行をクリックします。タスクのスケジュール設定の詳
細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

仮想マシン ホストまたはゲストの [システム ページ] から仮想マシン ゲストをリセットまたは再起動す
るには、次のように操作します。

1. Reset/Restart をクリックします。
2. ターゲット システムを確認したら、表示されたプロンプトで OK をクリックします。
Microsoft Virtual Server 2005 仮想マシン ゲストの場合は、プロンプトが表示されたら、Reset または
Restart を選択してください。Reset を選択すると、仮想マシン ゲストの電源が切断されたあとで再度
電源が投入されます。Restart を選択すると、仮想マシン ゲストのオペレーティング システムがシャッ
トダウンされたあとで、電源切断と電源投入が行われます。

注意: Reset では、未保存のデータは失われます。

リセットまたは再起動プロセスが終わると、ステータスは「正常」に変わります。Shutdown/Stop、
Pause、および Reset ボタンが使用できるようになり、Start ボタンが使用できなくなります。
関連プロシージャ

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止

• 仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止

注記: 停止できるのは、現在電源が入っていて実行されている仮想マシン ゲストだけです。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）ツールバーから仮想マシン ゲストを停止するには、次のように
操作します。

1. [すべてのシステム] ページで、停止または一時停止する仮想マシン ゲストを選択します。
2. [展開]→[仮想マシン]→[Suspend Virtual Machine] を選択します。
3. ターゲット システムを確認したら、次へをクリックします。仮想マシン ソース情報が表示されま

す。
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4. 詳細を確認し、スケジュールまたは すぐに実行をクリックします。タスクのスケジュール設定の詳
細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

仮想マシン ホストまたはゲストの [システム ページ] から仮想マシン ゲストを停止するには、次のよう
に操作します。

1. Pause をクリックします。
2. ターゲット システムを確認したら、表示されたプロンプトで OK をクリックします。

Microsoft Virtual Server 2005 仮想マシン ゲストの場合は、プロンプトが表示されたら、Suspend
to disk または Pause VM を選択してください。Suspend to disk を選択すると、現在の状態が保
存され、仮想マシンによって使用されている仮想マシン ホスト メモリが解放されます。Pause VM
を選択すると、仮想マシンの実行が停止しますが、仮想マシンの状態は仮想マシン ホスト メモリ
に保持されます。

ディスクに保存して停止または一時停止プロセスが終わると、ステータスは「無効」に変わります。
Stop、Pause、および Reset ボタンが使用できなくなり、Start ボタンが使用できるようになります。
関連プロシージャ

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止

• 仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止

注記: シャットダウンできるのは、電源が投入され、Microsoft Virtual Server Additions または VMware
Tools がインストールされている仮想マシン ゲストだけです。

1. [すべてのシステム] ページで、停止または一時停止する仮想マシン ゲストを選択します。
2. [展開]→[仮想マシン]→[Stop Virtual Machine] を選択します。
3. ターゲット システムを確認したら、次へをクリックします。仮想マシン ソース情報が表示されま

す。

4. 詳細を確認し、スケジュールまたは すぐに実行をクリックします。タスクのスケジュール設定の詳
細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

仮想マシン ホストまたはゲストの [システム ページ] から仮想マシン ゲストをシャットダウンまたは停
止するには、次のように操作します。

1. Shutdown/Stop をクリックします。
2. ターゲット システムを確認したら、表示されたプロンプトで OK をクリックします。
Microsoft Virtual Server 2005 仮想マシン ゲストの場合は、プロンプトが表示されたら、Stop VM また
は Shutdown VM を選択してください。Stop VM を選択すると、仮想マシン ゲストの電源がただちに
切断され現在の状態は保存されません。Shutdown VM を選択すると、仮想マシンのオペレーティング
システムがシャットダウンされたあとで、仮想マシン ゲストの電源切断が行われます。

注意: Stop VM では、未保存のデータは失われます。

シャットダウンまたは停止プロセスが終わると、ステータスは「無効」に変わります。Stop、Pause、
および Reset ボタンが使用できなくなり、Start ボタンが使用できるようになります。
関連プロシージャ

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復

• 仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動
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• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止

• 仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

[Virtual Machine ホスト パフォーマンス]
HP Systems Insight Manager（HP SIM）コンソールの仮想マシン ホストをクリックした後で、[VM パ
フォーマンス] タブをクリックして、ホストについてのパフォーマンス情報を表示させてください。最
も新しい情報、つまり、1、5、15、30、60 分前から現在までの動作を表示できます。要求した時間が
データを収集できる時間よりも長い場合は、利用できる情報がすべて報告されます。

• [Virtual Machine ホスト パフォーマンス] 以下のパフォーマンス情報は、特に記述のないかぎり、
VMware ESX Server、VMware GSX Server、VMware Server および Microsoft Virtual Server 2005 ホ
ストに対して提供されます。

• [プロセッサ利用率（x CPU）] ホスト上のプロセッサ利用率。仮想マシンによる利用率も含
む。仮想マシン ホスト上のプロセッサ コアまたはスレッドの数は、x CPU として報告されま
す。

• [VM プロセッサ利用率]  ホスト上のすべての仮想マシンのプロセッサ利用状況。仮想マシン
の電源を切る前に消費されるプロセッサ リソースは含まれません。

• [予約済みシステム容量（起動している全ての VM）] 現在電源が入っているすべての仮想マ
シンに対する確保済みシステム容量値の合計（Microsoft Virtual Server 2005 のみ）。

• [CPU 最小値（起動している全ての VM）] 現在電源が入っているすべての仮想マシンに対す
る cpu min 値の合計を、ホスト上で利用できるリソースで割った値（VMware ESX Server の
み）。

• [メモリ利用率] ホスト上で現在使用されている合計メモリ量。利用率バーは、メモリの利用
率を、設定された物理メモリの割合で表示します。

• [VM メモリ] ホスト上で実行中の仮想マシンによって現在使用されている合計メモリ量。仮
想マシンの電源を切る前に消費されるメモリは含まれません。利用率バーは、仮想マシン メ
モリを、設定された物理メモリの割合で表示します（Microsoft Virtual Server 2005 および
VMware ESX Server）。

• [ネットワーク スループット] ホスト上で送受信されているネットワーク トラフィック。仮
想マシン ネットワーク スループットは、VMware ESX Server に含まれます。

• [ネットワーク送信スループット] このホストによって送信されているネットワーク トラ
フィック。仮想マシン ネットワーク送信スループットは、VMware ESX Server に含まれます。
利用率バーは、ネットワーク スループットのうち送信の占める割合を示します。

• [ネットワーク受信スループット] このホストによって受信されているネットワーク トラ
フィック。仮想マシン ネットワーク受信スループットは、VMware ESX Server に含まれます。
利用率バーは、ネットワーク スループットのうち受信の占める割合を示します。

• [ストレージ スループット] このホストとホスト上のすべての仮想マシンによって読み取られ
ているストレージ データ。利用率バーは、ストレージ スループットのうち読み出しの占める
割合を示します。

• [ストレージ読み込みスループット] このホストとホスト上のすべての仮想マシンによって読
み取られているストレージ データ。利用率バーは、ストレージ スループットのうち読み出し
の占める割合を示します。

• [ストレージ書き込みスループット] ホストとホスト上のすべての仮想マシンによって書き込
まれているストレージ データ。利用率バーは、ストレージ スループットのうち書き込みの占
める割合を示します。
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• [仮想マシン パフォーマンス] このセクションには、仮想マシン ホストの動作時間を基準にした
平均値が表示されます。仮想マシンの電源を切る前に消費されるリソースは含まれません。

• [CPU] 仮想マシン ホストの総プロセッサ容量を基準にした場合の、仮想マシンの CPU 利用
率。

• [vCPU] リソース割り当てを基準にした場合の、仮想マシンの CPU 利用率。

• [メモリ] 仮想マシンの消費する物理ホスト メモリ（VMware ESX Server および Microsoft
Virtual Server 2005）。

• [ネットワーク] 仮想マシンのネットワーク スループット。利用率バーは、仮想マシン ネッ
トワークのスループットを、仮想マシン ホスト上の総ネットワーク スループットに対する割
合で示します。

• [ストレージ] 仮想マシンのストレージ スループット。利用率バーは、仮想マシン メモリの
ストレージ スループットを、仮想マシン ホスト（VMware ESX Server および Microsoft Virtual
Server 2005）に設定された合計ストレージ スループットの割合として示します。

• [スレッショルド設定] 仮想マシン ホスト固有のスレッショルドを評価できます。

• [スレッショルド間隔] [測定値] の値は、このフィールドに表示されている期間（分単位）の
利用状況データを平均したものです。

• [スレッショルド値] この値を超えると、「正常」とはいえなくなります。

• [測定間隔] [測定値] の値は、このフィールドに表示されている期間（分単位）の利用状況
データを平均したものです。

• [測定値] 最新測定間隔の利用データの平均値。

• [状態] スレッショルドの現在の状態。状態は、次のいずれかです。

• 不明 利用状況データのサンプル数が [スレッショルド間隔] の定義を満たしていませ
ん。

• 正常 十分なサンプルを利用でき、[測定値] の値が [スレッショルド値] の値の枠内に収
まっていることを示します。

• 超過 十分なサンプルを利用できているが、[測定値] の値が [スレッショルド値] の値を
超えていることを示します。

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ホスト用の [システム] タブ

• 仮想マシン ゲストのパフォーマンス

仮想マシン ゲストのパフォーマンス
HP Systems Insight Manager（HP SIM）コンソールの仮想マシン ゲストをクリックした後で、[VM パ
フォーマンス] タブをクリックしてゲストについてのパフォーマンス情報を表示させてください。情報
を表示する画面の一番上で、適切なタイム フレームを選択します。

• [仮想マシン パフォーマンス] 

• [仮想プロセッサ利用率（vCPU）] 利用できるリソースを基準にした場合の、仮想マシンの
CPU 利用率。[ホスト プロセッサ利用率 1CPU] の値は、VMware GSX Server および VMware
Server に対して報告されます。

• [ホスト プロセッサ利用率 x CPU] 仮想マシン実行のベースとなる物理プロセッサ数（x）を
基準にした場合の、仮想マシンの CPU 利用率。

• [すべてのホスト プロセッサ利用率] 仮想マシン ホスト上のすべてのプロセッサを基準にし
た場合の、仮想マシンの CPU 利用率。
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• [メモリ利用率] 仮想マシンが使用している物理ホスト。利用率バーは、仮想マシン メモリ
の利用率を、仮想マシン ホスト（VMware ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）
に設定された物理メモリの割合として示します。

• [ネットワーク スループット] 仮想マシンによって送受信されているネットワーク トラフィッ
ク。利用率バーは、仮想マシン メモリのネットワーク スループットを、仮想マシン ホスト
（VMware ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）に設定された合計ネットワーク
スループットの割合として示します。

• [ネットワーク送信スループット] 仮想マシンによって送信されているネットワーク トラ
フィック。利用率バーは、仮想マシン メモリのネットワーク送信スループットを、仮想マシ
ン ホスト（VMware ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）に設定された合計ネッ
トワーク スループットの割合として示します。

• [ネットワーク受信スループット] 仮想マシンによって受信されているネットワーク トラ
フィック。利用率バーは、仮想マシン メモリのネットワーク受信スループットを、仮想マシ
ン ホスト（VMware ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）に設定された合計ネッ
トワーク スループットの割合として示します。

• [ストレージ スループット] 仮想マシンによって読み書きされているストレージ データ。利
用率バーは、仮想マシン メモリのストレージ スループットを、仮想マシン ホスト（VMware
ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）に設定された合計ストレージ スループット
の割合として示します。

• [ストレージ読み込みスループット] 仮想マシンによるストレージ データの読み込み。利用
率バーは、仮想マシン メモリのストレージ読み取りスループットを、仮想マシン ホスト
（VMware ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）に設定された合計ストレージ ス
ループットの割合として示します。

• [ストレージ書き込みスループット] 仮想マシンによるストレージ データの読み込み。利用
率バーは、仮想マシン メモリのストレージ書き込みスループットを、仮想マシン ホスト
（VMware ESX Server および Microsoft Virtual Server 2005）に設定された合計ストレージ ス
ループットの割合として示します。

• [リソース アロケーション] バーは、仮想マシン ホスト上で使用できるすべての容量のうちどれ
くらいの割合が仮想マシンに割り当てられているかを示します。

• [VMware ESX Server VM] このセクションには、次の情報が含まれています。

• [CPU 最小値] VMware ESX Server によって報告される CPU 最小値。

• [CPU 最大値] VMware ESX Server によって報告される CPU 最大値。

• [CPU 共有値] VMware ESX Server によって報告される CPU 共有値。

• [Microsoft Virtual Server 2005 virtual machine] このセクションには、次の情報が含まれてい
ます。

• [予約済みシステム容量] Microsoft Virtual Server 2005 が報告する確保済みシステム容
量値。CPU 1 基に対する値です。

• [最大システム容量] 仮想サーバが報告する最大システム容量値。CPU 1 基に対する値
です。

• [相対重量値] 仮想サーバが報告する相対重量値。

• [スレッショルド指定] 仮想マシン固有のスレッショルドを評価できます。このセクションには、
次の情報が含まれています。

• [スレッショルド間隔] スレッショルドの評価を行うには、事前に利用状況データを収集する
必要があります。このフィールドの値は、そのデータ収集期間（分単位）を示します。

• [スレッショルド値] この値を超えると、「正常」とはいえなくなります。
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• [測定間隔] [測定値] の値は、このフィールドに表示されている期間（分単位）の利用状況
データを平均したものです。

• [測定値] 最新測定間隔（[測定間隔] の値、分単位）の利用データの平均値。

• [状態] スレッショルドの現在の状態は、次のいずれかです。

• 不明 利用状況データのサンプル数が [スレッショルド間隔] の定義を満たしていませ
ん。

• 正常 十分なサンプルを利用でき、[測定値] の値が [スレッショルド値] の値の枠内に収
まっていることを示します。

• 超過 十分なサンプルを利用できているが、[測定値] の値が [スレッショルド値] の値を
超えていることを示します。

関連トピック

• システム ページ

• 仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ

• [Virtual Machine ホスト パフォーマンス]

クラスタ用の [システム] タブ
クラスタ プロバイダのタイプとバージョンによって、すべてのプロパティが同時に使用できない場合が
あります。プロパティに値が設定されていない場合、そのプロパティはこのページに表示されません。
このページは MSCS クラスタを除くすべてのクラスタに対応しています。MSCS クラスタは、クラスタ
監視を使用して管理されています。詳細については、「クラスタ監視」を参照してください。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[ヘルス ステータス]
[ヘルス ステータス] の下の各リンクは、クラスタ メンバの [システム ページ] にリンクします。クラス
タ ステータスは、そのクラスタに追加されているクラスタ メンバのステータスを組み合わせたもので
す。最も深刻なステータスが表示されます。

[識別]

• [アドレス]  クラスタの IP アドレス。

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

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

[製品詳細]

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

• [クラスタ名]  クラスタの名前。

• [システム タイプ] 識別によって戻される基本的なシステム タイプ。

• [クラスタ タイプ] 識別によって戻される基本的なクラスタ タイプ。

• [製品モデル]  メーカが定義した製品のモデル（名前）。
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• [OS 名]  システムの長いオペレーティング システム名。オペレーティング システムベースのシ
ステム収集でフィルタリングに使用されます。

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

• [管理プロトコル]  システムの識別を試みた際に応答した管理プロトコル。
注記：より多くのプロトコルが予想される場合は、[システム プロトコル設定] ページで設定されて
いる証明書を検証してください。

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

複合体用の [システム] タブ
複合体はコンテナ タイプ システムの 1 つで、nPartition を含むものです。複合体システムが選択されて
いる場合、[システム ページ] には詳細情報にアクセスするためのリンクが追加されています。ここで
は、複合体特有のリンクについて説明します。タブの詳細については、「[システム] タブ」を参照して
ください。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[ヘルス ステータス]
[ヘルス ステータス] の下の各リンクは、パーティションの [システム ページ] にリンクします。複合体
のヘルス ステータスは、その複合体に追加されている各パーティションのヘルス ステータスをすべて
組み合わせたものです。最も深刻なステータスが表示されます。

[製品詳細]

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

このセクションには、次の情報が含まれています。

• [コンプレックス名]  識別によって返される複合体の名前。

• [コンプレックス タイプ] HP Systems Insight Manager（HP SIM）の管理対象システムのタイプ。

• [コンプレックス サブタイプ] このフィールドでは、複合体の追加役割（たとえば、HP Instant
Capacity）が説明されます。

• [製品名]  メーカが定義した製品名。

• [シリアル番号] 識別によって返される複合体のシリアル番号。

• [製品番号 - 現在] 

• [製品番号 - オリジナル] 

• [コンプレックス プロファイル リビジョン] 

• [アクティブ サービス プロセッサ ロケーション] 
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[コンポーネントの概要]

iCOD に追加されている複合体のみに表示される情報

• [コンピュータ キャビネット] 

• [I/O キャビネット]  キャビネットとは、セル、GSP（Guardian Service Processor）、内部 I/O
シャーシ、I/O ファン、キャビネット ファン、およびパワー サプライを含む Superdome のハード
ウェア ボックスです。

• [nPartitions]  HP サーバのパーティション。セル（CPU とメモリを含む）のグループと I/O シャー
シ（I/O システムを含む）からなる。

• [Authorized iCAP Cells]

• [Unlicensed iCAP Cells]

• [Authorized iCAP Processors]

• [未ライセンス iCOD プロセッサ] 

• [DIMM]  取り付けられている DIMM メモリ チップ。

• [ライセンスされたメモリ] 

• [未ライセンス ICOD メモリ] 

• [シャーシ] 

• [I/O カード] 

• [ICOD]

• [ICOD バランス] 

iCOD に追加されていない複合体のみに表示される情報

• [コンピュータ キャビネット] 

• [I/O キャビネット] 

• [nPartitions]

• [Cells]

• [CPU]

• [DIMM]

• [メモリ] 

• [I/O シャーシ] 

• [I/O カード] 

• [iCOD]

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• パーティション用の [システム] タブ
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パーティション用の [システム] タブ
パーティション用の [システム ページ] は、サーバの [システム ページ] のレイアウトと共通していま
す。ただし、クラスタ メンバの [システム ページ] は、パーティションのみに当てはまる固有の情報の
みを含めるように拡張されています。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

次のセクションには、パーティション固有の情報のみが含まれます。タブの詳細については、「[システ
ム] タブ」を参照してください。

[識別]
[識別] セクションは、[システム ページ] に初めてアクセスしたときは必ず展開されます。このセクショ
ンには次の項目が含まれています。

• [nPartition 名] 

• [nPartition 番号] 

• [ホスト名] 

[製品詳細]

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

• [CPU アーキテクチャ] 

• [Cell 互換性] 

• [ファームウェア リビジョン] 

• [プライマリ ブート パス] 

• [HA 代替ブート パス] 

• [代替ブート パス] 

[コンポーネントの概要]

• [アクティブな Cell] 

• [インアクティブな Cell] 

• [アクティブなプロセッサ] 

• [インアクティブなプロセッサ] 

• [ライセンスされたプロセッサ数] 
（Instand Capacity に参加しているパーティションのみに使用可能。

• [DIMM]

• [メモリ] 

• [I/O シャーシ] 

• [I/O カード] 
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[関連情報]

• [コンプレックス名] 

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• 複合体用の [システム] タブ

ストレージ ホスト用の [システム] タブ
ストレージ ホストとは、ホスト バス アダプタ（HBA）によって、ストレージ エリア ネットワーク
（SAN）に接続されているサーバ、デスクトップ、またはワークステーションのことです。ストレージ
ホストが選択されている場合、[システム ページ] には詳細情報にアクセスするためのリンクが追加され
ています。ここでは、ストレージ ホスト特有のリンクについて説明します。HP Systems Insight Manager
（HP SIM）は、各 HBA の SMI-S プロバイダによって供給されるデータを表示します。HBA の SMI-S プ
ロバイダが特定のプロパティについてデータを供給していない場合、そのプロパティはこのページに表
示されません。タブの詳細については、「[システム] タブ」を参照してください。
[ホスト バス アダプタ] セクションには、最後に実行されたデータ収集タスクの日付、時刻、経過時間が
表示されます。データを更新したい場合は、[最終更新日] リンクをクリックして、データ収集タスクを
スケジュールするか、実行します。データ収集タスクについて詳しくは、「データ収集」を参照してく
ださい。

このホストが HP Storage Essentials で管理される場合、[ホスト バス アダプタ] および [LUN] の各セク
ションはこのページに表示されません。また、[ツール & リンク] タブの、[Storage Essentials Pages]
セクションに [SE System Properties] リンクが表示されます。このストレージ ホストの HP Storage
Essentials デバイス ページを表示するには、[SE System Properties] リンクをクリックします。
[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[製品詳細]

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

「[システム] タブ」の [製品詳細] 情報のほかに、このセクションには以下の情報が含まれています。
[システム サブタイプ] ストレージ システムは、次のサブタイプを使用します。

• [ストレージ]。ストレージ インフラストラクチャの一部として識別されるシステム。

• [SMI]。SMI-S プロバイダを介して検出されるシステム。

• [管理された Storage Essentials]。HP Storage Essentials によって管理されるシステム。

注記: システムが HP Storage Essentials によって管理される場合は、[SMI] サブタイプは表示しませ
ん。

[ホスト バス アダプタ]

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

このセクションには、インストールされているファイバ チャネル HBA が表示されます。

• [要素名] HBA の名前。

• [WWN] HBA のノード ワールド ワイド名。
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• [ステータス] HBA の WBEM 動作ステータス。WBEM ステータスの詳細については、「WBEM
動作ステータスのタイプ」を参照してください。

注記: をクリックすると、HBA プロパティおよびポートの情報が表示されます。

[プロパティ]

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

• [製品名] HBA の製品名（モデル番号など）。

• [製品ベンダ] HBA のベンダ。

• [製品識別番号] HBA の固有の識別名（シリアル番号など）。

• [製品バージョン] HBA の製品バージョン。

• [ドライバ バージョン] インストールされている HBA のドライバのバージョン。

• [ドライバ製造元] HBA ドライバの製造元。

• [ファームウェア バージョン] インストールされている HBA ファームウェアのバージョン。

• [ファームウェア製造元] HBA ファームウェアの製造元。

• [BIOS/FCode バージョン] インストールされている BIOS/FCode のバージョン。

• [BIOS/FCode 製造元] BIOS/FCode の製造元。

[ポート]

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

• [要素名] ポート番号

• [WWN] ポートのワールド ワイド名。

• [ポート タイプ] ポートの種類（詳細については、「ポート タイプ」を参照してください）。

• [ステータス] ポートの WBEM 動作ステータス（WBEM ステータスの詳細については、「WBEM
動作ステータスのタイプ」を参照してください）。

[LUN]

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

このセクションには、ホストによって使用されている LUN がリストされます。

• [LUN 名] 選択したホストによって使用されている LUN の名前。

• [LUN 番号] ストレージ ホストがこの LUN（このポートから見た場合）の認識に使用している番
号。

• [ストレージ デバイス] リストされた LUN を含んでいるストレージ デバイスの名前。ストレージ
デバイス名をクリックすると、そのストレージ デバイスの [システム ページ] が表示されます。
ここには、LUN からストレージ デバイスのうち、その LUN が存在しているストレージ アレイの
SMI-S プロバイダによってレポートされ、かつそのレポートで使用されている [名前] プロパティが
HBA の SMI-S プロバイダで使用されている [名前] プロパティと同じであるものだけが表示されま
す。これらの条件を満たさず、HBA の SMI-S プロバイダが LUN をレポートする場合は、その LUN
のストレージ デバイスは Unknown として表示されます。

• [HBA 名] このホストを LUN に接続している HBA の名前です。
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• [Port WWN] このホストを LUN に接続しているポートのポート番号です。

• [LUN サイズ] LUN の使用可能なサイズ。

• [RAID レベル] LUN の RAID レベル。RAID レベル情報は、LUN がストレージ デバイス上のボリュー
ムと合致する場合にのみ利用可能です。「ストレージ アレイ用の [システム] タブ」RAID レベルの
詳細については、ストレージ ボリュームを参照してください。

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• ポート タイプ

• データ収集

ストレージ スイッチ用の [システム] タブ
ストレージ スイッチとは、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）に接続されているファイバ チャネ
ル スイッチのことです。ストレージ スイッチが選択されている場合、[システム ページ] には詳細情報
にアクセスするためのリンクが追加されています。ここでは、ストレージ スイッチ特有のリンクについ
て説明します。HP SIM は、該当するスイッチの SMI-S プロバイダによって供給されるデータを表示し
ます。SMI-S プロバイダが特定のプロパティについてデータを供給していない場合、そのプロパティは
このページに表示されません。タブの詳細については、「[システム] タブ」を参照してください。
[ポートおよびステータス概要] セクションには、最後に実行されたデータ収集タスクの日付、時刻、経
過時間が表示されます。データを更新したい場合は、[最終更新日] リンクをクリックして、データ収集
タスクをスケジュールするか、実行します。データ収集タスクについて詳しくは、「データ収集」を参
照してください。

このスイッチが HP Storage Essentials で管理される場合、[ポート] および [概要ステータス] の各セク
ションはこのページに表示されません。また、[ツール & リンク] タブの、[Storage Essentials Pages]
セクションに [SE System Properties] リンクが表示されます。このストレージ スイッチの HP Storage
Essentials デバイス ページを表示するには、[SE System Properties] リンクをクリックします。
[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[製品詳細]

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

「[システム] タブ」の [製品詳細] 情報のほかに、このセクションには以下の情報が含まれています。

• [システム サブタイプ] ストレージ システムは、次のサブタイプを使用します。

• [ストレージ]。ストレージ インフラストラクチャの一部として識別されるシステム。

• [SMI]。SMI-S プロバイダを介して検出されるシステム。

• [管理された Storage Essentials]。HP Storage Essentials によって管理されるシステム。

注記: システムが HP Storage Essentials によって管理される場合は、[SMI] サブタイプは表示しま
せん。

• [製品名] スイッチの製品名（モデル番号など）。

• [製品ベンダ] スイッチのベンダ。

• [製品識別番号] スイッチの固有の識別名（シリアル番号など）。
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• [製品バージョン] スイッチの製品バージョン。

• [ファームウェア バージョン] インストールされているファームウェアのバージョン。

• [ファームウェア製造元] ファームウェアの製造元。

• [BIOS/FCode バージョン] インストールされている BIOS/FCode のバージョン。

• [BIOS/FCode 製造元] BIOS/FCode の製造元。

• [管理プロキシ] WBEM などの管理プロトコルを介してスイッチを管理しているサーバ。

• [ソフトウェア バージョン] このシステムにインストールされているソフトウェアのバージョン。

• [ソフトウェア製造元] このシステムにインストールされているソフトウェアの製造元。

注記: ベンダによっては、ファームウェアの詳細を、[ファームウェア バージョン] と [ファームウェア
製造元] フィールドではなく、[ソフトウェア バージョン] と [ソフトウェア製造元] の各フィールドに入
力します。これらのフィールドは、システムに関連するあらゆるソフトウェアについてのデータを表示
する可能性があります。

[ポート]

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

• [ポート番号] ポート番号。

• [WWN] ポートのワールド ワイド名。

• [ポート タイプ] ポートの種類（ポートの種類の詳細については、「ポート タイプ」を参照して
ください）。

• [ステータス] ポートの WBEM 動作ステータス（WBEM ステータスの詳細については、「WBEM
動作ステータスのタイプ」を参照してください）。

[概要ステータス]

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

このセクションには、[ポート] セクションのステータス情報の概要が表示されます。

• [ステータス] WBEM 動作ステータス（WBEM ステータスの詳細については、「WBEM 動作ス
テータスのタイプ」を参照してください）。

• [カウント] リストされたステータスになっているポートの数。

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• WBEM 動作ステータスのタイプ

• ポート タイプ

• データ収集

ストレージ アレイ用の [システム] タブ
ストレージ アレイとは、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）に接続するために、ファイバ チャネ
ル コントローラを使用するディスク アレイのことです。ストレージ アレイが選択されている場合、[シ
ステム ページ] には詳細情報にアクセスするためのリンクが追加されています。ここでは、ストレージ
アレイ特有のリンクについて説明します。HP SIM は、各アレイの SMI-S プロバイダによって供給され
るデータを表示します。SMI-S プロバイダが特定のプロパティについてデータを供給していない場合、
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そのプロパティはこのページに表示されません。タブの詳細については、「[システム] タブ」を参照し
てください。

[ポート]、[ストレージ ボリューム]、[容量情報] の各セクションには、最後に実行されたデータ収集タス
クの日付、時刻、経過時間が表示されます。データを更新したい場合は、[最終更新日] リンクをクリッ
クして、データ収集タスクをスケジュールするか、実行します。データ収集タスクの詳細については、
「データ収集」を参照してください。

ストレージ アレイが HP Storage Essentials で管理される場合、[ポート]、[ストレージ ボリューム]、お
よび [容量情報] の各セクションはこのページに表示されません。また、[ツール & リンク] タブの、[HP
Storage Essentials Pages] セクションに [SE System Properties] リンクが表示されます。このスト
レージ アレイの HP Storage Essentials デバイス ページを表示するには、[SE System Properties] リン
クをクリックします。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[製品詳細]

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

「[システム] タブ」の [製品詳細] 情報のほかに、このセクションには以下の情報が含まれています。

• [システム サブタイプ] ストレージ システムは、次のサブタイプを使用します。

• [ストレージ]。ストレージ インフラストラクチャの一部として識別されるシステム。

• [SMI]。SMI-S プロバイダを介して検出されるシステム。

• [管理された Storage Essentials]。HP Storage Essentials によって管理されるシステム。

注記: システムが HP Storage Essentials によって管理される場合は、[SMI] サブタイプは表示しま
せん。

• [製品名] アレイの製品名（モデル番号など）。

• [製品ベンダ] ストレージ アレイのベンダ。

• [製品識別番号] ストレージ アレイの固有の識別名（シリアル番号など）。

• [製品バージョン] アレイの製品バージョン。

• [ファームウェア バージョン] インストールされているファームウェアのバージョン。

• [ファームウェア製造元] ファームウェアの製造元。

• [BIOS/FCode バージョン] インストールされている BIOS/FCode のバージョン。

• [BIOS/FCode 製造元] BIOS/FCode の製造元。

• [管理プロキシ] WBEM などの管理プロトコルを介して選択したアレイを管理しているサーバ。

• [ソフトウェア バージョン] このシステムにインストールされているソフトウェアのバージョン。

• [ソフトウェア製造元] このシステムにインストールされているソフトウェアの製造元。
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注記: ベンダによっては、ファームウェアの詳細を、[ファームウェア バージョン] と [ファームウェア
製造元] フィールドではなく、[ソフトウェア バージョン] と [ソフトウェア製造元] の各フィールドに入
力します。これらのフィールドは、システムに関連するあらゆるソフトウェアについてのデータを表示
する可能性があります。

注記: このストレージ アレイが HP Storage Essentials によって管理される場合、[製品名]、[製品ベン
ダ]、[製品識別番号]、および [製品バージョン] にデータが表示されません。

[ポート]

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

HP Systems Insight Manager（HP SIM）がこのアレイのポートを管理するコントローラを検出した場合
は、それらは、[ポート] テーブルに展開可能要素として表示されます。コントローラが検出されない場
合は、テーブルはポートの詳細のみを表示します。

[コントローラ詳細]。

• [要素名] コントローラの名前。

• [LUN カウント] このコントローラを介している接続の数。

• [ステータス] コントローラの WBEM 動作ステータス（WBEM ステータスの詳細については、
「WBEM 動作ステータスのタイプ」を参照してください）。

注記: をクリックすると、特定のポートの詳細が表示されます。

[ポート詳細]

• [要素名] ポート名。

• [WWN] ポートのワールド ワイド名。

• [ポート タイプ] ポートの種類（ポートの種類の詳細については、「ポート タイプ」を参照して
ください）。

• [LUN カウント] このポートを介している接続の数。

• [ステータス] ポートの WBEM 動作ステータス（WBEM ステータスの詳細については、「WBEM
動作ステータスのタイプ」を参照してください）。

[ストレージ ボリューム]

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

このセクションには、アレイのストレージ ボリュームが表示されます。ストレージ ボリュームとは、
アレイ上の論理ボリューム（LUN など）です。

• [ボリューム名] ストレージ ボリューム名。

• [参照可能ホスト] ストレージ ボリュームが、リストされているホストにアクセス可能。

• [ブロック サイズ] ストレージ ボリュームのブロック サイズ（バイト単位）。

• [ブロック数] ストレージ ボリューム上の合計ブロック数。

• [合計サイズ] ストレージ ボリュームの合計サイズ。
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• [RAID レベル] ストレージ ボリュームの RAID レベル。通常、この値は、該当するアレイの SMI-S
プロバイダによって供給されます。SMI-S プロバイダが値を供給していない場合、HP Systems Insight
Manager が、パッケージ二重化とデータ二重化に基づいて RAID レベルを算出します。

RAID レベルデータ二重化パッケージ二重化

RAID 010

RAID 511

RAID 121

RAID 612

RAID 15/5122

RAID 値が HP Systems Insight Manager によって算出された場合は、RAID 値にアスタリスクが追加
されます。例：RAID 5*

[容量情報]

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

容量情報テーブルは、ストレージ アレイの使用可能な容量を [メトリック] 列に、対応するディスク容
量の値を [サイズ] 列にリストしたものです。各メトリックごとに、ディスク容量の値がのアレイの合計
容量のパーセンテージで示されます。容量情報テーブル内の容量は、テーブルの下に表示される円グラ
フではパーセンテージで表示されています。テーブル内に [Undetermined] と表示される値がある場合、
円グラフは表示されません。

HP SIM は、Command View XP Advanced Edition で管理される、XP アレイ上の外部 LU（External Storage
XP の機能）を検出します。XP アレイに外部 LU がある場合、外部 LU からの容量も含まれるため、[Total
Capacity] 値は XP アレイのディスク全体の合計容量より多くなります。

• [合計容量] これは、アレイの合計容量です。次の方法で使用されます。

• [Raw] 特定の目的実現のための設定が行われていないスペース

• [assigned] ストレージ プールに割り当てられているスペース（ストレージ プールに割り当
てられたスペースはストレージ ボリューム（LUN）に組み込むことができます）

• [Allocated] ストレージ ボリュームとして設定された容量。ポートを介して接続されていま
せん。この容量をポートに割り当てれば、アプリケーションがこのストレージにアクセスでき
るようになります。

• [Exposed] ストレージ ボリュームとして設定された容量。1 つまたは複数のポートを介して
接続されています。アプリケーションは、この領域にアクセスすることができます。

• [RAID Overhead] 二重化に使用されるために、直接は使用されないアレイ容量。たとえば、
RAID1（ミラーリング）のストレージ ボリュームに 100GB が割り当てられている場合、50GB
は直接使用可能で（Allocated または Exposed）、50GB は RAID オーバーヘッドであり、デー
タのミラー コピーが提供されます。

• [その他] 前述のカテゴリに当てはまらない容量。その他の容量は、通常、メタデータに必要
な容量です。

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• ポート タイプ

• データ収集
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テープ ライブラリ用の [システム] タブ
テープ ライブラリとは、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）に接続されているテープ デバイスの
ことです。テープ ライブラリが選択されている場合、[システム ページ] には詳細情報にアクセスするた
めのリンクが追加されています。ここでは、テープ ライブラリ特有のリンクについて説明します。HP
SIM は、テープ ライブラリの SMI-S プロバイダによって供給されるデータを表示します。SMI-S プロバ
イダが特定のプロパティについてデータを供給していない場合、そのプロパティはこのページに表示さ
れません。タブの詳細については、「[システム] タブ」を参照してください。
[ポート]、[メディア アクセス デバイス]、[チェンジャー デバイス] の各セクションには、最後に実行さ
れたデータ収集タスクの日付、時刻、経過時間が表示されます。データを更新したい場合は、[最終更新
日] リンクをクリックして、データ収集タスクをスケジュールするか、実行します。データ収集タスク
について詳しくは、「データ収集」を参照してください。

テープ ライブラリが HP Storage Essentials で管理される場合、[ポート]、[メディア アクセス デバイス]、
および [チェンジャー デバイス] の各セクションはこのページに表示されません。また、[ツール & リン
ク] タブの、[HP Storage Essentials Pages] セクションに [SE System Properties] リンクが表示され
ます。このテープ ドライブの HP Storage Essentials デバイス ページを表示するには、[SE System
Properties] リンクをクリックします。
[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

[製品詳細]

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

「[システム] タブ」の [製品詳細] 情報のほかに、このセクションには以下の情報が含まれています。

• [システム サブタイプ] ストレージ システムは、次のサブタイプを使用します。

• [ストレージ]。ストレージ インフラストラクチャの一部として識別されるシステム。

• [SMI]。SMI-S プロバイダを介して検出されるシステム。

• [管理された Storage Essentials]。HP Storage Essentials によって管理されるシステム。

注記: システムが HP Storage Essentials によって管理される場合は、[SMI] サブタイプは表示しま
せん。

• [製品名] テープ ライブラリの製品名（モデル番号など）。

• [製品ベンダ] テープ ライブラリのベンダ。

• [製品識別番号] テープ ライブラリの固有の識別名（シリアル番号など）。

• [製品バージョン] テープ ライブラリの製品バージョン。

• [ファームウェア バージョン] インストールされているファームウェアのバージョン。

• [ファームウェア製造元] ファームウェアの製造元。

• [BIOS/FCode バージョン] インストールされている BIOS/FCode のバージョン。

• [BIOS/FCode 製造元] BIOS/FCode の製造元。

• [管理プロキシ] WBEM などの管理プロトコルを介して選択したテープ ライブラリを管理してい
るサーバ。

• [ソフトウェア バージョン] このシステムにインストールされているソフトウェアのバージョン。

• [ソフトウェア製造元] このシステムにインストールされているソフトウェアの製造元。
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注記: ベンダによっては、ファームウェアの詳細を、[ファームウェア バージョン] と [ファームウェア
製造元] フィールドではなく、[ソフトウェア バージョン] と [ソフトウェア製造元] の各フィールドに入
力します。これらのフィールドは、システムに関連するあらゆるソフトウェアについてのデータを表示
する可能性があります。

[ポート]

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

このセクションには、テープ ライブラリのファイバ チャネル ポートが表示されます。

• [要素名] そのポートの、ユーザが利用しやすい名前。

• [WWN] ポートのワールド ワイド名。

• [ポート タイプ] ポートの種類。ポートの種類の詳細については、「ポート タイプ」を参照して
ください。

• [ステータス] ポートの WBEM 動作ステータス。WBEM ステータスの詳細については、「WBEM
動作ステータスのタイプ」を参照してください。

[メディア アクセス デバイス]

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

このセクションには、テープ ライブラリのストレージ メディア（データ カートリッジやディスク ドラ
イブなど）が表示されます。

• [名前] ストレージ メディアの名前。

• [ステータス] メディア アクセス デバイスの WBEM 動作ステータス。WBEM ステータスの詳細
については、「WBEM 動作ステータスのタイプ」を参照してください。

• [ファームウェア バージョン] インストールされているファームウェアのバージョン。

[チェンジャ デバイス]

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

このセクションには、テープ ライブラリのチェンジャ デバイス（テープ ドライブのロボット機構など）
が表示されます。

• [名前] チェンジャ デバイスの名前。

• [ステータス] チェンジャ デバイスの WBEM 動作ステータス。WBEM ステータスの詳細について
は、「WBEM 動作ステータスのタイプ」を参照してください。

• [ファームウェア バージョン] インストールされているファームウェアのバージョン。

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• WBEM 動作ステータスのタイプ

• ポート タイプ

• データ収集
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ポート タイプ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、ストレージ システムのポートの種類が表示されます。こ
の値がストレージ システムの SMI-S プロバイダによって提供される場合、ポート リンク テクノロジと
ポートの種類が表示されます。

表示されるポート リンク テクノロジには、[不明]、[その他]、[Ethernet]、[IB]、[FC]、[FDDI]、[ATM]、
[Token Ring]、[Frame Relay]、[Infrared]、[BlueTooth]、および [Wireless LAN] があります。
ポートの種類は、次のうちいずれかである場合に表示されます。

• [N-ポート]。ノード ポート。

• [NL-ポート]。ファイバ チャネル アービトレーテッド ループ（FC-AL）をサポートするノード ポー
ト。

• [E-ポート]。ファブリック エレメント（ファイバ チャネル スイッチなど）を接続する拡張ポート。

• [F-ポート]。ファブリック（エレメント）ポート。

• [FL-ポート]。FC-AL をサポートするファブリック（エレメント）ポート。

• [B-ポート]。ブリッジ。

• [G-ポート]。一般的なポート。

• [その他]。これまでに説明した分類のいずれにも該当しないポートの種類。

関連トピック

• テープ ライブラリ用の [システム] タブ

• ストレージ スイッチ用の [システム] タブ

• ストレージ ホスト用の [システム] タブ

• ストレージ アレイ用の [システム] タブ

[ツール & リンク] タブ
表示できるシステム リンクは、検出設定、エージェントとプロトコルの正しいインストール、およびシ
ステムを調べるポーリング タスクに依存します。[ツール & リンク] タブには以下が含まれます。

• システム マネジメント ページ

• システム Web アプリケーション ページ

• HP Systems Insight Manager ページ

• Storage Essentials Pages

注記:  DNS 設定によっては、リンクを正常に動作させるために、IP アドレスまたは完全修飾 DNS 名
のいずれかを使用する必要がある場合があります。詳細については、「システム リンクの設定」を参照
してください。

[クイック起動] リンクを利用すると、頻繁に使用されるツールの簡潔なリストに迅速にアクセスできま
す。リンクにカーソルを合わせてメニューを展開し、現在表示されているシステムで利用できるツール
を表示します。このリストからツールを選択すると、タスク ウィザードの設定とは関係なく、タスク
ウィザードのターゲット確認ページがバイパスされます。このメニューで起動したツールを、スケジュー
ル設定することはできません。[クイック起動] メニューの [カスタマイズ] リンクをクリックして、この
メニューをカスタマイズすることもできます。

システム マネジメント ページ
このセクションには、システムの HTTP Web 管理によって提供されるリンクが含まれます。このリンク
は、システム管理とステータス用です。システムに Insight マネジメント エージェントがない場合、こ
のセクションは表示されません。使用可能なリンクには、以下が含まれます。

• HP バージョン コントロール エージェント

• HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ

• HP Insight マネジメント エージェント
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システム Web アプリケーション ページ
このセクションには、システムがホストする Web アプリケーションのリストが含まれます。使用可能
なリンクには、以下が含まれます。

• [VMware Management Interface]

• [Default Web Server]

• HP SIM

HP Systems Insight Manager ページ
このセクションには、HP Systems Insight Manager（HP SIM）によって生成されるリンクが含まれます。
使用可能なリンクには、以下が含まれます。

• [データ収集レポート] リンクでは、個別のレポート結果ウィンドウにシステムのデータ収集レポー
トが表示されます。

注記: HP SIM のデータ収集レポートのストレージ テーブルには、データは登録されません。こ
れは、HP SIM の SMI-S データ収集が無効になっているからです。

注記: クラスタについては、データ収集レポートを利用できません。

• [システム プロトコル設定] リンクでは、[プロトコル設定] が表示され、この個別システムのみのプ
ロトコルを設定できます。

• [システム プロパティの編集] リンクでは、管理者権限があるユーザがシステム ページによって、1
つのシステムのシステム プロパティの一部を再設定できます。このリンクは、管理者権限がある
ユーザのみに表示されます。

複数のシステムのシステム プロパティの設定については、「 複数システムのシステム プロパティ
の編集」を参照してください。

• [監視の停止/回復] リンクにより、監視の停止時間を設定できます。これにより、HP SIM のステー
タス ポーリング、識別、データ収集、および自動イベント処理からシステムを除外できます。停止
時間の長さは、事前設定により、5 分、15 分、1 時間、および 1 日単位で設定できます。停止機
能は、無期限に設定することもできます。管理者権限があるユーザのみが、このリンクを使用でき
ます。

複数のシステムの監視の停止または回復については、「複数システムを対象としたシステム監視の
停止または回復」を参照してください。

Storage Essentials Pages
このセクションは、HP Storage Essentials がインストール済みの場合に追加されます。追加されるリン
クの詳細については、HP Storage Essentials のマニュアルを参照してください。
関連プロシージャ

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 単一システムのシステム監視の停止または回復

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

関連トピック

• システム ページ

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 単一システムのシステム監視の停止または回復

[Essentials] タブ
[Essentials] タブは、他の HP Systems Insight Manager（HP SIM）、パートナー アプリケーションをサ
ポートするシステムの [システム ページ] 上にあります。このタブには、使用可能なソフトウェアの説明
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と、詳細が記述された HP の Web サイトへのリンクがあります。[Essentials] タブを表示できるのは、
管理者権限およびオペレータ権限があるユーザだけです。

[Essentials] タブで新しい情報を入手できる状態になると、情報アイコン（ ）を使用してタブがハイ
ライトされます。[Essentials] タブを表示させたら、新しい情報が発生するまでアイコンは表示されな
くなります。

関連トピック

• システム ページ

• パートナー アプリケーション

バージョン コントロール
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）と HP バージョン コントロール エージェ
ント（VCA）は、Web 対応の HP Insight マネジメント エージェントです。HP Systems Insight Manager
（HP SIM）では、Insight マネジメント エージェントなどを使用し、ソフトウェア更新と関連タスクを
実行します。

一般に、HP Insight マネジメント エージェント 4.0 以上が Web 対応であり、起動時に、その HP SIM
と直接通信するサーバ、ワークステーション、デスクトップ、およびノートブックの詳細なサブシステ
ム ステータスと障害情報を提供します。Web 対応エージェントには、ブラウザを通して直接、または
HP SIM からアクセスできます。
HP SIM には、次のバージョン コントロール ツールがあります。

• ソフトウェアとファームウェアのインストール。[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエー
ジェントのインストール]→[ソフトウェアおよびファームウェアのインストール] を選択します。

• 初期 HP ProLiant Support Pack インストール。[展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエー
ジェントのインストール]→[初期 HP ProLiant Support Pack インストール] を選択します。

関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• ROM ファームウェア更新のインストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• エージェント設定のレプリケート タスクの作成

• バージョン コントロール エージェントについて

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

• 統合について

• 多重システム管理について

• ソフトウェア レポジトリについて

バージョン コントロール エージェントについて
HP バージョン コントロール エージェント（VCA）は、システムにインストールする HP Insight マネジ
メント エージェントです。これを使用すると、そのシステムにインストールされた HP 製ソフトウェア
とファームウェアを確認できるようになります。HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
（VCRM）によって管理されるレポジトリをポイントするように VCA を設定でき、バージョンの比較
や、VCA がインストールされているシステムへのレポジトリからのソフトウェアの更新が簡単に実行で
きます。

VCA では、バージョン コントロール機能とシステム更新機能が 1 つの HP 製システムに提供されます。
VCA では、ローカル システムにインストールされている各コンポーネントを各コンポーネントか VCRM
にリストされている特定 ProLiant または Integrity Support Pack と比較し、システム ソフトウェアのス
テータスを判断します。VCA にアクセスする際、システム ソフトウェア ステータス アイコンの横にあ
るインストール アイコンをクリックして、個別コンポーネントや ProLiant または Integrity Support Pack
全体を更新できます。
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VCRM と VCA は、HP Foundation Pack の標準のシングルサーバ管理ツールである System Management
Homepage（SMH）に統合されています。HP Foundation Pack の一部である HP Systems Insight Manager
（HP SIM）は、VCRM と VCA を使用して、ソフトウェアのバージョン管理、更新、および関連するタ
スクを容易にします。

VCA は、Windows および Linux オペレーティング システムで使用できます。System Management
Homepage の一部として統合されたコンポーネントで、VCA がインストールされたシステムの使用でき
るソフトウェア インベントリを表示するように設計されています。VCA はまた、VCRM によって管理
されるレポジトリからシステム ソフトウェアのインストール、比較、および更新を管理します。
管理者またはオペレータ権限を持つユーザは、VCA にアクセスしてシステムのソフトウェア インベン
トリを手動で管理できます。コンポーネントのインストールおよび設定作業は、システムのログ ファイ
ルに記録されます。VCA ログは、ソフトウェアのインストールなどの作業をログに記録します。ただ
し、VCA の外側で行なわれたインストールは、このログに表示されません。
VCA によって、選択した HP の機器にインストールされたソフトウェア、利用可能な更新、およびイン
ストールされたソフトウェアが、選択したレポジトリにある最新の更新に基づいているかどうかが表示
されます。VCA のブラウザ インタフェースを使用して、システム上の HP 製ソフトウェアをリモートか
ら追加または更新できます。

HP SIM のエージェント設定のレプリケート機能を使用すると、複数のサーバを VCA の設定によって更
新できます。エージェント設定のレプリケート機能の詳細については「Windows CMS」を参照してく
ださい。

VCA によって、以下のタスクを実行できます。

• 現在インストールされているソフトウェアを表示する。

• ソフトウェア更新取得の参照ポイントとして VCRM を選択する。

• ProLiant または Integrity Support Pack を管理対象ベースラインとして選択する。

• バージョン コントロールレポジトリに存在する ProLiant または Integrity Support Pack もしくは個別
ソフトウェア コンポーネントに関する詳細を表示する。

• ProLiant または Integrity Support Pack もしくは個別ソフトウェア コンポーネントをバージョン コン
トロール レポジトリからインストールする。

• インストールされているソフトウェア インベントリおよびソフトウェア ステータスを印刷する。

• VCA ログを管理する。

システムのソフトウェア インベントリを保守する他に、VCA は HP SIM に統合されています。この統合
により、管理者は、エージェントのソフトウェア更新機能を利用できるようになります。

その他のリソース

その他のリソースについては、http://www.hp.com/jp/servers/manage にアクセスしてください。
関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• ROM ファームウェア更新のインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

• 統合について

• 多重システム管理について

• ソフトウェア レポジトリについて

バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）は、HP 製ソフトウェアおよびファーム
ウェア コンポーネントのディレクトリを管理する HP Insight マネジメント エージェントです。VCRM
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は、HP バージョン コントロール エージェント（VCA）ローカル マシンにロードできるソフトウェアと
ファームウェアのリストを提供するために使用できます。VCRM は、HP Foundation Pack の一部です。
VCRM は、インストールされている HP 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理するために HP 製
の各管理対象システムにインストールされる VCA とともに 1 対多構成で使用するように設計されてい
ます。VCRM および VCA は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）とともに使用することにより、企
業全体の HP ProLiant および Integrity システムの HP 製ソフトウェアおよびファームウェアを管理できま
す。単体でも、VCRM は、HP ProLiant および Integrity システムに関して、ProLiant および Integrity Support
Pack のレポジトリや個々のソフトウェアおよびファームウェアのカタログ作成と管理に使用できます。

注記: VCRM を使用して、HP ProLiant および Integrity Support Pack やコンポーネントをローカル マシ
ンにインストールできますが、VCA がリモート サーバにインストールされていて、VCA を使用してイ
ンストールが開始されないと、リモート サーバにソフトウェアをインストールできません。

VCRM によって、以下のタスクを実行できます。

• HP ProLiant Support Pack またはコンポーネント詳細など、レポジトリの内容を表示する。

• 自動更新を設定し、新しい ProLiant ソフトウェアが使用可能になった時点で、HP から自動的に配
信する。

• Support Pack のアップロード機能を使用し、CD やその他のメディアからレポジトリに ProLiant
Support Pack をアップロードする。

• HP ProLiant および HP Integrity Support Pack を作成する。

• HP ProLiant および HP Integrity Support Pack ならびにコンポーネントを削除する。

• HP ProLiant および HP Integrity Support Pack ならびにコンポーネントを別のレポジトリにコピーす
る。

• 設定を要求するフラグが付いた、レポジトリ内のコンポーネントを設定する。

• 今すぐに HP.com からアップデートする。

• レポジトリを再スキャンしてカタログを再構築する。

• ログを管理する。

• 選択したコンポーネントをローカル（ブラウザ クライアント）システムにインストールする。

その他のリソース

その他のリソースについては、http://www.hp.com/jp/servers/manage にアクセスしてください。
関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• ROM ファームウェア更新のインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

• 統合について

• 多重システム管理について

• ソフトウェア レポジトリについて

統合について

ソフトウェアのバージョンと更新の場合、HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、VCRM と VCA に
依存します。これらのアプリケーションを使用して、HP SIM は、すべての管理対象 ProLiant サーバまた
は Integrity サーバのソフトウェア ステータスを単一ビューで表示し、それらのサーバのソフトウェアや
ファームウェアを強力なクエリおよびタスク機能によって更新することができます。また、更新が必要
なシステムだけを更新するなど、あらかじめ設定された条件に基づいて更新を特定のサーバ グループに
適用することができます。
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HP SIM のソフトウェア更新機能を利用するには、以下の条件を満たしていることを確認してください。

• ネットワーク上のすべての管理対象サーバに、VCA がインストールされ、レポジトリを使用するよ
うに設定されている

• 使用するすべてのレポジトリに VCRM がインストールされている

• オプションで VCRM の自動更新機能を使用してすべてのレポジトリを HP からの最新のソフトウェ
アで自動的に更新することができる

関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• ROM ファームウェア更新のインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

• バージョン コントロール エージェントについて

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

ソフトウェア レポジトリについて
単一または複数のレポジトリから VCRM を使用して HP ProLiant Support Pack とコンポーネントを更新
すると、時間が節約され、分散システムでのソフトウェアのメンテナンスと更新手順が標準化されます。

さまざまなオペレーティング システム プラットフォームで管理性と柔軟性を最大化するため、作成さ
れる各レポジトリは以下の条件に適合する必要があります。

• 書き込みアクセス権があるローカル ドライブに配置されていること

• VCRM で自動的に更新すること

• VCRM による管理

レポジトリを作成したら、ターゲット HP システム上で更新する前に、HP ProLiant Support Pack とコン
ポーネントをレポジトリに入れる必要があります。VCRM の自動更新機能を使用すると、レポジトリを
最も簡単で効率的に更新できます。VCRM の自動更新機能では、レポジトリの自動入力をスケジュール
できます。ただし、レポジトリは以下の方法で更新できます。

• VCRM の自動更新機能

• SmartStart CD やその他のアクセス可能なメディアから HP ProLiant Support Pack をコピーできるよ
うにする、VCRM のアップロード HP ProLiant Support Pack 機能。

• http://www.hp.com （英語）からレポジトリにソフトウェアを手動でダウンロード

関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

• 統合について

• バージョン コントロール エージェントについて

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

多重システム管理について

HP Systems Insight Manager（HP SIM）のソフトウェア更新機能は、以下のとおりです。

• 初期 HP ProLiant Support Pack インストール。最新の HP ProLiant Support Pack を指定した VCRM
からインストールすることができます。これは、HP バージョン コントロール エージェントを実行
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していないターゲット システム専用です。Windows システムでのみ使用できる機能です。VCA が
管理対象システムにすでにインストールされている場合は、更新するソフトウェアおよびファーム
ウェアのインストールタスクを使用することができます。

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール。HP SIM によって管理されている HP 製システ
ムでは、HP ProLiant Support Pack とコンポーネントを自動的に更新できます。ターゲット システ
ムでは、VCA がインストールされている必要があります。

• ソフトウェアとファームウェアを含むシステムによる検索。この検索基準では、特定ソフトウェア
バージョンかファームウェア バージョンを含むシステムのリストの作成と表示を高速に実行できま
す。たとえば、管理者権限があるユーザは、定義したバージョン以下の HP Insight マネジメント
エージェントを含む HP 製システムをすべて特定して表示できます。次にソフトウェアおよびファー
ムウェアのインストール タスクで検索を使用して、システムの Insight マネジメント エージェント
を最新バージョンに更新します。

• ソフトウェア バージョン ステータス ポーリング。ソフトウェアとファームウェアのアップグレー
ド ステータスは、ターゲット システムの VCA から取得します。ソフトウェアとファームウェアの
インベントリも、このタスク中にシステムから取得します。

• エージェント設定のレプリケート。この機能では HP SIM を使用して、ソース デバイスから Web
エージェントの構成設定を取得し、それを Web エージェントによって 1 つ以上のターゲット デバ
イスに配布します。

このすべてのシステム ソフトウェア管理拡張機能は、HP SIM に HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャと HP バージョン コントロール エージェントを厳密に統合して実現されています。
関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

• 統合について

• ソフトウェア レポジトリについて

• 信頼証明書のレプリケート

バージョン コントロール エージェントへのアクセス
Web ブラウザを使用して任意のネットワーク クライアントから HP バージョン コントロール エージェ
ント（VCA）の GUI にアクセスします。サポートされているブラウザについては、http://www.hp.com/
jp/proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール インストール ガイド』を参照してく
ださい。

重要: HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）がまだ設定されていない場合、
システム上に現在インストールされている項目のソフトウェアとファームウェアのインベントリだけが
[ホーム] ページに表示されます。VCA が完全に機能するように設定されている必要があります。

重要: Windows オペレーティング システムの場合、インベントリ データを取得するには、HP Insight
マネジメント エージェント 5.40 以降をインストールする必要があります。Linux オペレーティング シ
ステムの場合、インベントリ データを取得するには、HP サーバ管理アプリケーションとエージェント
（hpasm RPM）7.00 以降をインストールする必要があります。VCA と同じ HP ProLiant および Integrity
Support Pack に含まれている現在のバージョンをインストールすることをおすすめします。

重要: Windows オペレーティング システムの場合、インベントリ データを取得するには、HP Insight
マネジメント エージェント 5.40 以降をインストールする必要があります。Linux オペレーティング シ
ステムの場合、インベントリ データを取得するには、HP サーバ管理アプリケーションとエージェント
（hpasm RPM）7.00 以降をインストールする必要があります。VCA と同じ HP ProLiant および Integrity
Support Pack に含まれている現在のバージョンをインストールすることをおすすめします。
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注記: Insight マネジメント エージェントがインストールされていない場合、VCA によってソフトウェ
ア インベントリを収集できません。ただし、VCA をソフトウェアのインストールに使用することはで
きます。

注記: System Management Homepage で定義されている管理者またはオペレータの権限のあるログイ
ン アカウントは、VCA のすべての機能にアクセスできます。

VCA へのログイン
VCA のすべての機能にアクセスするためには、管理者または オペレータレベルのアクセス権を持った
アカウントで System Management Homepage にログインする必要があります。VCA にログインするに
は、次のように操作します。

1. https://hostname:2381 に移動します。[匿名アクセス] が無効になっている場合、[ログイン]
ページが表示されます。[匿名アクセス] が有効になっている場合、System Management Homepage
ページが表示されます。

2. ログインしたら、ブラウザのアドレス フィールドに https://hostname:2381/vcagent と入力
して VCA を直接参照するか、[インテグレーテッド エージェント] の下の System Management
Homepage から HP バージョン コントロール エージェントリンクをクリックするか、[ホーム] タブ
の [バージョン コントロール] ステータス ボックスをクリックして、新しいブラウザ ウィンドウ内
に VCA を開きます。VCA ページが表示されます。

注記: System Management Homepage（SMH）から VCA にアクセスすることもできます。

関連プロシージャ

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャへのアクセス

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• システム ページ

• System Management Homepage

バージョン コントロール レポジトリ マネージャへのアクセス
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャには、次のいずれかの方法でアクセスできます。

• HP Systems Insight Manager（HP SIM）から VCRM にアクセス

• VCRM に直接アクセス

HP SIM から VCRM にアクセス
1. [ツール]→[システム情報]→[System Management Homepage] を選択します。
2. ターゲット システムを選択し、すぐに実行をクリックします。詳細については、「タスクの作成」

を参照してください。System Management Homepage が表示されます。
3. [ターゲット システムの確認] ページで、すぐに実行をクリックします。
4. System Management Homepage で、次のいずれかの操作を選択します。

• HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャリンクをクリックします。[VCRM ホーム]
ページが表示されます。

• [ツール] を選択し、[HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ] リンクをクリック
します。

VCRM へのアクセス
VCRM がインストールされているシステム上の https://hostname:2381/vcrepository にアクセ
スします。[VCRM ホーム] ページが表示されます。

注記: System Management Homepage（SMH）から VCRM にアクセスすることもできます。
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関連プロシージャ

• バージョン コントロール エージェントへのアクセス

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• システム ページ

• System Management Homepage

バージョン コントロール ステータス アイコン

注記: HP バージョン コントロール エージェント（VCA）にアクセスするには、[ソフトウェア ステー
タス] アイコンをクリックします。VCA にアクセスできない場合は、そのシステムで VCA か信頼関係
を設定する方法について説明するヘルプが表示されます。

注記: HP-UX 以外のすべてのシステムには、[ソフトウェア ステータス] アイコンがあります。

バージョン コントロール ステータス
ステータスは、インストールされているバージョンとレポジトリ内のバージョンの比較に基づいていま
す。

ステータスアイコン

[不明] ステータス アイコンが表示される理由はいくつかありま
す。

• VCA に HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
（VCRM）が設定されていない。

• 設定されている VCRM がアクセス不能であるか、HTTP 要求
に応答できない（システムまたはサービスがダウンしてい
る、パスワードが変更された、など）。

• VCA がシステム上で検出できない、または VCA と通信で
きない。

リファレンス サポート パックが設定されていない場合のステータス値

注記：ステータスは、設定済みのレポジトリ内のコンポーネントの最新バージョンのものです。

ステータスアイコン

この更新には、重大なバグ修正が含まれています。できるだけ
早くこの更新を適用することをおすすめします。

レポジトリには、バグ修正または新しいハードウェア サポート
を含む可能性のあるこのコンポーネントのバージョンが含まれ
ます。このバージョンに関する情報を確認し、この更新をただ
しく適用することをおすすめします。

インストールされているソフトウェア バージョンは、VCRM と
同じバージョンであるか、その最新バージョンよりも新しい
バージョンです。

リファレンス サポート パックは設定されているが、[正確な一致の設定] が選択されていない場合のス
テータス値

ステータスアイコン

この更新には、重大なバグ修正が含まれています。できるだけ
早くこの更新を適用することをおすすめします。

この更新にはバグ修正または新しいハードウェア サポートが含
まれています。このバージョンに関する情報を確認し、この更
新をただしく適用することをおすすめします。
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ステータスアイコン

インストールされているソフトウェア バージョンは、リファレ
ンス サポート パックのバージョンと同じバージョンであるか、
新しいバージョンです。

VCA に設定されているリファレンス サポート パックは、設定
済みの VCRM では無効になっています。

リファレンス サポート パックは設定されているが、[正確な一致] が選択されている場合のステータス値

ステータスアイコン

インストールされているバージョンはリファレンス サポート
パックの同一項目のバージョンと一致せず、VCA の設定は [正
確な一致] と予想されています。

インストールされているソフトウェア バージョンは、リファレ
ンス サポート パックのバージョンと同じバージョンであるか、
新しいバージョンです。

VCA に設定されているリファレンス サポート パックは、設定
済みの VCRM では無効になっています。

ソフトウェアの全体的なステータスが、項目が現在のものでないことを示している場合は、利用できる
更新があるソフトウェアまたはファームウェアを確認し、項目の説明を読んで、更新がサーバに適切か
どうかを判断してください。

レポジトリがすでに設定されていて、リファレンス サポート パックが設定されていない場合、ステー
タスはインストール済みのソフトウェアまたはファームウェアのバージョンと、設定されたレポジトリ
から利用できる最新のコンポーネントとの比較に基づいて判断されます。

レポジトリとリファレンス サポート パックが設定されている場合、ステータスはインストール済みの
ソフトウェアまたはファームウェアのバージョンと、リファレンス サポート パック内のソフトウェア
またはファームウェアのバージョンの比較に基づいて判断されます。

関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• ROM ファームウェア更新のインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール エージェントについて

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

HP バージョン コントロール エージェント レポート
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、定義済みソフトウェアおよびファームウェアのベースライン
情報レポートを提供します。このレポートは、HP バージョン コントロール エージェント（VCA）でレ
ポートされるレポジトリに含まれるソフトウェアおよびファームウェアのベースライン情報を印刷する
場合に非常に役に立ちます。

ソフトウェアおよびファームウェアのベースライン情報レポートには、Windows および Linux システム
上の HP バージョン コントロール エージェントで提供される情報が表示されます。システムが HP-UX
を実行している場合、VCA が HP-UX でサポートされていないため、レポートにはブランクが表示され
ます。

ソフトウェアおよびファームウェアのベースライン情報レポートの各フィールドの詳細については、「レ
ポート ビュー」を参照してください。
ソフトウェアおよびファームウェアのベースライン情報レポートを実行するには、次のように操作しま
す。

1. [レポート]→[新規レポート] を選択します。[新規レポート] ウィンドウが表示されます。
2. 複数または単一のターゲットを追加します。
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1. ターゲットを追加するために、ドロップダウン選択ボックスの上の 2 つのラジオ ボタン（[収
集] オプションまたは [検索] オプション）のいずれかを選択できます。これらのオプションは
ターゲット選択の方法を示すために使用します。また、キャンセルをクリックすると、ターゲッ
トは追加されません。

注記：ターゲットまたはフィルタについて個々のイベントを選択することはできません。その
ような選択が行われた場合、検索機能は使用できません。これらのケースでは、2 つのラジオ
ボタンは存在しません。

2. [収集] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスからターゲットを選択できます。
3. [検索] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスと 内容を表示ボタンが [クイッ

ク検索] ユーザ インタフェースに切り替わります。テキスト フィールドに デバイス名をタイプ
して、検索をクリックします。

注記：テキスト フィールドにタイプした文字と一致する デバイス名がある場合、一致する名
前を含む動的リストが表示されます。

4. 動的リストに表示される デバイス名のいずれかを選択すると、[クイック検索] ユーザ インタ
フェースの下に、選択したシステムを含む システム テーブルが表示されます [検索結果] に表
示されるアイテムはデフォルトで選択されて（チェックマークが付いて）います。[検索結果]
テーブルで 1 つ以上のアイテムが選択されている場合、適用ボタンが有効になります。適用ボ
タンをクリックしたとき追加されるのは、選択されているアイテムだけです。

注記：表示される デバイス名の最大数は、6 です。

5. 検索をクリックすると、テキスト フィールドにタイプされた文字を使用して、共通属性の使用
による 基本検索が実行されます。結果は、[クイック検索] ユーザ インタフェースの下の [検索
結果] テーブルに表示されます。
検索ユーザ インタフェースが開いているとき、[タスク ウィザード] は、作成された Query オ
ブジェクトへの参照を保持し、検索の実行時に使用される Dynamic Query を生成します。新
しい検索語が、それぞれこの Query オブジェクトに追加され、新しい Dynamic Query が生成
されます。ユーザが検索ユーザ インタフェースを閉じるか、キャンセルまたは 適用をクリッ
クすると、[タスクウィザード] は、検索 Query への参照を解除します。
注記：基本検索の結果がロードされるとき、理髪店の看板のアイコンが表示されます。

追加するシステムを選択すると、[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスがデフォルトで選択
され、適用ボタンと 内容を表示ボタンが有効になります。適用または 内容を表示のどちらかを選
んでクリックできます。

ターゲットを削除するには、ターゲット削除を選択します。

3. ターゲット選択をフィルタリングするには、次のように操作します。

a. イベント フィルタ追加をクリックします。
b. [次から選択してフィルタを追加] ドロップダウン ボックスから、イベント フィルタを選択し

ます。イベント フィルタを選択しない場合、エラー メッセージが表示されます。
c. 適用をクリックして、ターゲット システムにフィルタを適用します（または、キャンセルをク

リックして、フィルタの追加を取り消します）。選択したターゲット システムのリストの下
に、[フィルタ] テーブルが表示されます。
注記：ターゲット選択項目がシステムではなくイベントの場合は、ボタンは システム フィル
タ追加に切り替わり、別のシステム収集からの選択が可能になります。イベント フィルタとは
異なり、複数のシステム フィルタを選択できます。

4. イベント フィルタを変更するには、イベント フィルタ修正をクリックします。

注記：フィルタがシステムの場合は、システム フィルタ追加ボタンと フィルタの削除ボタンが表
示されます。イベント フィルタが 1 つしかない場合は、フィルタの削除ボタンはその 1 つのイベ
ント フィルタを削除します。複数のイベント フィルタがある場合は、フィルタの削除ボタンをク
リックするとサブペインが表示され、このペインで削除するイベント フィルタを選択できます。
a. [次から選択してフィルタを追加] ドロップダウン ボックスから、イベント フィルタを選択し

ます。イベント フィルタを選択しない場合、エラー メッセージが表示されます。
b. フィルタを変更してフィルタをターゲット システムに適用するには、適用をクリックします。

また、フィルタの編集をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。
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注記：ターゲット選択項目がシステムではなくイベントの場合、ボタンは システム フィルタ
修正には切り替わらず、システム フィルタ追加または フィルタの削除のいずれかを選ぶこと
ができます。システムとイベントを組み合わせた 1 つ以上の収集がすでに選択されている可能
性もあります。組み合わせの収集が選択されている場合、これらの収集によりフィルタリング
が提供されます。

5. フィルタを削除するには、サブペインから削除するフィルタを選択し、フィルタの削除をクリック
します。

6. 次へをクリックします。

7. 次へをクリックすると、[ステップ 2: パラメータの指定] ページが表示されます。
a. [レポート名] フィールドに、レポートの名前を入力します。
重要：レポート名には、次の文字を含めることはできません:< > ' & \ ` , # + | % ; / \\ ! ~ @
$ ^ * = { } [ ] " : と?

b. [一般] の横にある をクリックして、ツリーを展開します。

c. ソフトウェア ファームウェア基本情報を選択します。ツリーには、レポートに利用できる項目
が表示されます。

利用できるフィールドは次のとおりです。

• システム名

• 説明

• バージョン

• ソフトウェア ファームウェア基準名

• ソフトウェア ファームウェア基準バージョン

• 最新バージョン

• レポジトリの設定

d. レポートに含まない項目を選択解除します。

8. レポートの実行をクリックします。レポートが表示されます。

関連プロシージャ

• システム レポート

• レポートの追加

関連トピック

• レポート機能

• レポートの印刷

• レポート ビュー

ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

管理対象サーバを最新ソフトウェアで更新するため、HP SIM では、HP バージョン コントロール エー
ジェント（VCA）と HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）を使用するソフト
ウェア更新機能が提供されます。

HP SIM による自動ソフトウェア更新には、次の制約があります。

• 更新は、VCA をインストールして HP SIM サーバを信頼する ProLiant サーバのみで実行できます。
VCA を実行するサードパーティ製システムでは、ソフトウェアおよびファームウェアのインストー
ル機能を使用できません。

注記：信頼関係の詳細については、「信頼証明書」を参照してください。信頼関係を確立したら、
[最終更新日] をクリックし、信頼の表示を更新します。

• 更新には、HP ProLiant Support Pack かコンポーネントのバージョン 5.3 以上が必要です。ソフト
ウェアおよびファームウェアのインストール機能は、サードパーティ製ソフトウェアをサポートし
ていません。
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• 更新は、Linux オペレーティング システム、Windows NT 4.0 オペレーティング システム、Windows
2000 オペレーティング システム、Windows Server 2003 オペレーティング システムでサポート
されています。

• CMS では更新できません。

ソフトウェアとファームウェアをインストールするには、次のように操作します。

1. [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[ソフトウェアおよび
ファームウェアのインストール]を選択します。[ソフトウェアおよびファームウェアのインストー
ル] ページが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。

4. [バージョン コントロール レポジトリの選択] で、カタログの取得元のレポジトリを選択します。
注記：このセクションには、現行ユーザ名に権限があるシステムのみが表示されます。

5. [選択したバージョン コントロール レポジトリの内容] で、 をクリックして展開し、選択したバー
ジョン コントロール レポジトリの内容を表示します。
注記：ツリーを展開してすべての内容を表示するには、[選択したバージョン コントロール レポジ

トリの内容] セクションの左上にある をクリックします。 をクリックすると、リストを折
り畳むことができます。

インストールするコンポーネントを選択します。

6. 次へをクリックします。

[インストール オプションの選択] セクションが表示されます。項目が、リストの順序でインストー
ルされます。

7. （省略可能）項目の順序を変更するには、変更する項目を選択して、次のアクションのうちいずれ
かを選択します。

• 項目の順位を上げるには、上に移動をクリックします。

• 項目の順位を下げるには、下に移動をクリックします。

8. 現在インストールしているバージョンより古いソフトウェアをインストールする場合は、[必要な場
合は強制的にダウンロードします。] を選択します。このオプションは、デフォルトで無効になっ
ています。

9. システムをフル電源にしてからインストールする場合は、[インストールする前に、フル電源でシス
テムを起動します。] を選択します。このオプションを選択しないと、システムがフル電源で動作
していないため、インストールを試してもエラーになることがあります。

注記：システムをフル電源にするには、ターゲット システムで Magic Pocket 技術がサポートされ
ている必要があります。

これを選択すると、ターゲット システムがフル電源になってからインストールが選択されます。

10. （省略可能）インストール後に再起動しない場合は、[正常にインストールした後、必要な場合は、
システムを再起動します。] オプションの選択を解除してください。しかし、正常タスクステータ
スには、更新を完了するために再起動が必要であることが表示されます。

11. 更新の実行時刻を設定するには、スケジュールをクリックします。タスクのスケジュール設定の詳
細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。前画面に戻るには、戻るをク
リックします。ソフトウェアをすぐにインストールするには、すぐに実行をクリックします。

スケジュールをクリックすると、[タスクのスケジュール] セクションが表示されます。

スイッチへのファームウェアのインストール

スイッチにファームウェアをインストールする場合は、以下の条件が満たされているかどうかを確認し
てください。

• HP 製スイッチ ファームウェアの更新時は、スイッチ デバイスおよび単一のスイッチ ファームウェ
ア コンポーネントのみを選択します。

• スイッチ ファームウェア イメージ バージョンとスイッチ ファームウェア ブート イメージが一致
することを確認します。
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• 一部の古いスイッチ コンポーネントでは、ログ ファイルが生成されません。ただし、スイッチ更
新ステータスは、ProLiant Interconnect Switch Upgrade ツールを使用して検索できます。このツー
ルは、ソフトウェアやファームウェアをスイッチ デバイスにインストールするタスクの一環として
自動的にインストールされます。

関連プロシージャ

• ROM ファームウェア更新のインストール

• タスクのスケジュール設定

• タスク結果リスト

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

• 信頼証明書のレプリケート

ROM ファームウェア更新のインストール
HP Systems Insight Manager は、管理対象サーバを最新の ROM ファームウェア アップデートで更新す
る機能を提供します。

ROM ファームウェアを更新するには、次の手順に従ってください。
1. HP SIM から、カーソルを [検索] フィールドに置いて、ROM フラッシュする特定のモデルの 更新

するシステムを選択するか、列見出しを選択してすべてのシステムを選択します。

2. [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[ソフトウェアおよび
ファームウェアのインストール]を選択します。[ソフトウェアおよびファームウェアのインストー
ル] ページが表示されます。

3. 更新するシステムを選択し、次へをクリックします。

4. [バージョン コントロール レポジトリの選択] で、HP バージョン コントロール レポジトリ マネー
ジャ（VCRM）を選択します。選択したリポジトリの内容が表示されます。

5. [選択したバージョン コントロール レポジトリの内容] で、 をクリックして展開し、選択したバー
ジョン コントロール レポジトリの内容を表示します。
注記：ツリーを展開してすべての内容を表示するには、[選択したバージョン コントロール レポジ

トリの内容] セクションの左上にある をクリックします。 をクリックすると、リストを折
り畳むことができます。

リポジトリを下にたどり、更新するサーバ、オペレーティング システム、BIOS を選択します。BIOS
リストを下にスクロールし、一致するサーバ タイプを見つけて最新の BIOS バージョンを選択しま
す。必要に応じて、ProLiant および Integrity Support Pack やアレイ ファームウェアなどの追加項目
を選択することができます。

6. 次へをクリックします。[インストール オプションの選択] セクションが表示されます。項目が、リ
ストの順序でインストールされます。

7. （省略可能）項目の順序を変更するには、変更する項目を選択して、次のアクションのうちいずれ
かを選択します。

• 項目の順位を上げるには、上に移動をクリックします。

• 項目の順位を下げるには、下に移動をクリックします。

8. 現在インストールしているバージョンより古いソフトウェアをインストールする場合は、[必要な場
合は強制的にダウンロードします。] を選択します。このオプションは、デフォルトで無効になっ
ています。

9. システムをフル電源にしてからインストールする場合は、[インストールする前に、フル電源でシス
テムを起動します。] を選択します。このオプションを選択しないと、システムがフル電源で動作
していないため、インストールを試してもエラーになることがあります。

注記：システムをフル電源にするには、ターゲット システムで Magic Pocket 技術がサポートされ
ている必要があります。

これを選択すると、ターゲット システムがフル電源になってからインストールが選択されます。
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10. （省略可能）インストール後に再起動しない場合は、[正常にインストールした後、必要な場合は、
システムを再起動します。] オプションの選択を解除してください。しかし、正常タスクステータ
スには、更新を完了するために再起動が必要であることが表示されます。

11. ソフトウェアを更新するには、すぐに実行をクリックします。このプロセスには、数秒かかること
があります。[タスク結果] ページが表示され、更新の成功または失敗を示します。

関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• HP バージョン コントロール エージェント レポート

関連トピック

• バージョン コントロール

初期 ProLiant Support Pack インストール
初期 HP ProLiant Support Pack インストール タスクを使用すると、HP Insight マネジメント エージェン
ト（とくに、HP バージョン コントロール エージェント）をインストールしていなくても、Windows
中央管理サーバ（CMS）から Windows 管理対象システムに HP ProLiant Support Pack をインストールで
きます。このタスクでは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）から信頼証明書を使用し、目的の HP
バージョン コントロール レポジトリ マネージャ（VCRM）を使用するようにシステムを設定すること
もできます。

注記: 初期 HP ProLiant Support Pack インストール機能は、Windows 中央管理サーバでのみサポート
されます。

ターゲット システムは、Windows システムである必要があります。HP SIM のソフトウェアおよびファー
ムウェアのインストール機能では、レポジトリを含むサーバに HP バージョン コントロール レポジトリ
マネージャ（VCRM）がインストールされデータが入力されている必要があります。VCRM は、この手
順ではインストールされません。VCRM のインストールの詳細については、http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual にある『 HP バージョン コントロール インストール ガイド』を参照してくだ
さい。

エージェントの設定および修復タスクを使用して管理対象システムを同時に設定することができます。
また、このタスクは、Windows CMS から Windows 管理対象システムへの VCA のインストールも行い
ます。詳細については、「Windows CMS」を参照してください。

注記: HP ProLiant Support Pack をインストールするには、Windows 管理者権限が必要です。

注記: ソフトウェアおよびファームウェアのインストールおよび HP バージョン コントロール エージェ
ント（VCA）タスクは、正しく設定された VCA が動作するシステムでのみ使用可能です。初期 HP
ProLiant Support Pack タスクを実行すると、VCA を速く簡単にインストールすることができます。

注記: HP ProLiant Support Pack の詳細については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual
にある『 HP ProLiant Support Pack および展開ユーティリティ ユーザ ガイド』を参照してください。

注記: 複数の初期 HP ProLiant Support Pack インストール タスクを同時に実行することはできません。
最初のタスクが終了する前に次のタスクを実行しても、2 番目のタスクは最初のタスクが完了してから
開始されます。

HP ProLiant Support Pack をインストールするには、次のように操作します。
1. [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[初期 HP ProLiant Support

Pack インストール] を選択します。[初期 ProLiant Support Pack インストール] ページが表示され
ます。

2. 複数または単一のターゲットを追加します。

1. ターゲットを追加するために、ドロップダウン選択ボックスの上の 2 つのラジオ ボタン（[収
集] オプションまたは [検索] オプション）のいずれかを選択できます。これらのオプションは
ターゲット選択の方法を示すために使用します。また、キャンセルをクリックすると、ターゲッ
トは追加されません。

注記：ターゲットまたはフィルタについて個々のイベントを選択することはできません。その
ような選択が行われた場合、検索機能は使用できません。これらのケースでは、2 つのラジオ
ボタンは存在しません。
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2. [収集] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスからターゲットを選択できます。
3. [検索] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスと 内容を表示ボタンが [クイッ

ク検索] ユーザ インタフェースに切り替わります。テキスト フィールドに デバイス名をタイプ
して、検索をクリックします。

注記：テキスト フィールドにタイプした文字と一致する デバイス名がある場合、一致する名
前を含む動的リストが表示されます。

4. 動的リストに表示される デバイス名のいずれかを選択すると、[クイック検索] ユーザ インタ
フェースの下に、選択したシステムを含む システム テーブルが表示されます [検索結果] に表
示されるアイテムはデフォルトで選択されて（チェックマークが付いて）います。[検索結果]
テーブルで 1 つ以上のアイテムが選択されている場合、適用ボタンが有効になります。適用ボ
タンをクリックしたとき追加されるのは、選択されているアイテムだけです。

注記：表示される デバイス名の最大数は、6 です。

5. 検索をクリックすると、テキスト フィールドにタイプされた文字を使用して、共通属性の使用
による 基本検索が実行されます。結果は、[クイック検索] ユーザ インタフェースの下の [検索
結果] テーブルに表示されます。
検索ユーザ インタフェースが開いているとき、[タスク ウィザード] は、作成された Query オ
ブジェクトへの参照を保持し、検索の実行時に使用される Dynamic Query を生成します。新
しい検索語が、それぞれこの Query オブジェクトに追加され、新しい Dynamic Query が生成
されます。ユーザが検索ユーザ インタフェースを閉じるか、キャンセルまたは 適用をクリッ
クすると、[タスクウィザード] は、検索 Query への参照を解除します。
注記：基本検索の結果がロードされるとき、理髪店の看板のアイコンが表示されます。

追加するシステムを選択すると、[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスがデフォルトで選択
され、適用ボタンと 内容を表示ボタンが有効になります。適用または 内容を表示のどちらかを選
んでクリックできます。

ターゲットを削除するには、ターゲット削除を選択します。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2： Windows 認証情報の入力] ページが表示されます。

4. [Windows 認証情報の入力] ページで、以下を実行します。
a. [ユーザ名] フィールドに、ターゲット システムの Windows 管理者のユーザ名を入力します。
b. [パスワード] フィールドに、手順 a で入力した Windows ユーザ名の管理者パスワードを入力

します。

c. [パスワード] フィールドに入力したものと同じ Windows 管理者パスワードを [パスワードの確
認] フィールドに再び入力します。

d. [ドメイン] フィールドに、Windows ドメインを入力します。
注記：システムがドメインの一部でない場合は、このフィールドを空白にしておくことができ
ます。

5. 次へをクリックします。[Windows Support Pack の選択] ページが表示されます。
6. [ステップ 3:バージョン コントロール レポジトリの選択] で、カタログの取得元のソース レポジト

リ システムを選択します。
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表示されるフィールドは次のとおりです。

• [名前]。システム名が表示されます。

• [ステータス]。システムのステータスが表示されます。

• [製品名]。製品名が表示されます。

• [信頼済み]。システムの信頼関係が設定されているかどうかが表示されます。信頼関係を設定
するには、[設定] をクリックします。詳細については、「信頼証明書」を参照してください。

注記：このセクションには、現行ユーザ名に権限があるシステムが表示されます。システムを表示
する権限が現行ユーザにない場合は、システムの権限がユーザにないことを示すメッセージが表示
されます。

7. [インストールする Support Pack] を選択してください。で、インストールする Support Pack を選

択します。 アイコンをクリックして展開し、選択したバージョン コントロール レポジトリの内
容を表示します。

注記：[システム ソフトウェア ベースライン] を展開してすべての内容を表示するには、[インストー

ルする Support Pack を選択してください。] セクションの左上にある アイコンをクリックし

ます。 をクリックすると、リストを折り畳むことができます。

8. （省略可能）OpenSSH をターゲット システムにインストールする場合は [SSH（Secure Shell）
のインストールと初期化を行います。] を選択します。このオプションは、デフォルトで無効になっ
ています。SSH の詳細、および SSH が使用されている HP SIM の機能については、「OpenSSH の
インストール」と『 Secure Shell (SSH) in HP Systems Insight Manager white paper』 at
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html を参照してく
ださい。

9. （省略可能）現在インストールしているバージョンと同じかそれより前の HP ProLiant Support Pack
をインストールする場合は、[必要な場合は強制的にダウンロードします。] を選択します。このオ
プションは、デフォルトで無効になっています。

10. （省略可能）インストール後にリブートしない場合は、[正常にインストールした後、必要な場合
は、システムを再起動します。オプションの選択を解除します。このオプションは、デフォルトで
選択されています。ただし、新しい HP ProLiant Support Pack を使用できるようにするには、システ
ムをリブートする必要があります。

11. 次へをクリックします。[Support Pack の設定] ページが表示されます。

• 以下のオプションが表示されます。

ターゲット システムに既に Support Pack がインストールされている場合、System
Management Homepage の設定をクリックして、Support Pack が System Management

•

Homepage と信頼関係を確立するように設定します。[HP システム マネジメント ホーム
ページ コンポーネント設定ウィザードへようこそ] ページが表示されます。
注記：Support Pack が既に設定されている場合は、この手順を省略できます。
注記： 信頼関係の設定方法については、「信頼証明書」を参照してください。信頼関係
を確立したら、[最終更新日] をクリックし、信頼のステータスを更新します。
System Management Homepage を設定するには、次のように操作します。
a. [HP システム マネジメント ホームページ コンポーネント設定ウィザードへようこ

そ] ページから、次へをクリックします。[オペレーティング システム グループ] ペー
ジが表示されます。

b. [グループ名] フィールドに、割り当てるオペレーティング システム グループの名前
1（vcadmin など）を入力します。
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c. [操作レベル] フィールドで、新しいグループに適切なレベルをドロップダウン リス
トから選択します。

注記：デフォルトの 管理者グループは、常に管理者アクセス権があります。

d. 追加をクリックしてグループを割り当てます。新しいグループが、割り当てられた
オペレーティング システム グループの下に表示されます。
注記：オペレーティング システム グループ当たり最大 5 個のエントリを追加するこ
とができます。

e. 次へをクリックします。[保存] をクリックしてこの時点までの変更内容を保存する
か、[キャンセル] をクリックして変更内容を破棄し、ウィザードを終了します。

f. 次のいずれかのオプションを選択します。

• 匿名アクセス 匿名アクセスは、デフォルトで無効になっています。匿名アク
セスを有効にすると、ユーザがログインせずに System Management Homepage
（SMH）にアクセスできるようになります。匿名アクセスを許可するには、こ
のオプションを選択します。

注意：匿名アクセスの使用はおすすめしません。

• ローカル アクセス ローカル アクセスは、デフォルトで無効になっています。
これを有効にすると、認証を求められることなく System Management Homepage
にローカルでアクセスすることができます。すなわち、管理者が選択されてい
る場合は、ローカル コンソールにアクセスできるあらゆるユーザが、フルアク
セスを許可されることになります。匿名が選択された場合は、あらゆるローカ
ル ユーザが、ユーザ名とパスワードを要求されることなく、セキュリティ保護
されていないページだけにアクセスを許可されます。

注意：管理サーバ ソフトウェアが有効にしないかぎり、ローカル アクセスの使
用はおすすめしません。

g. 次へをクリックします。[保存] をクリックしてこの時点までの変更内容を保存する
か、[キャンセル] をクリックして変更内容を破棄し、ウィザードを終了します。

h. 次のいずれかの信頼モード セキュリティ オプションを選択します。

• 証明書による信頼 信頼証明書のある HP SIM サーバからのみ設定変更を許可
するには、System Management Homepage（SMH）を設定します。このモード
では、証明書による認証を提供する、提出されたサーバが必要です。このモー
ドは最もセキュリティの高い方法になります。証明書のデータを必要とし、デ
ジタル署名を確認してからアクセスを許可するからです。リモートでの設定変
更を可能にしたくない場合は、[証明書による信頼] を選択したままにし、さら
にいずれの証明書もインポートしないようにして信頼システムのリストを空の
ままにしておきます。

注記: このオプションはより安全であるため、このオプションを使用すること
を強くおすすめします。

証明書によって信頼するには、次のように操作します。

1. [証明書による信頼] を選択して、次へをクリックします。
2. [証明書名] フィールドで、一覧をクリックして証明書ファイルを選択しま

す。証明書ファイルが選択されたら、証明書データが画面に表示されます。

3. 追加をクリックします。証明書が 証明書ファイルの下に表示されます。[保
存] をクリックしてこの時点までの変更内容を保存するか、[キャンセル] を
クリックして変更内容を破棄し、ウィザードを終了します。

4. 次へをクリックします。[IP バインド] ページが表示されます。

• 名前による信頼 HP SIM の名前が [名前による信頼] フィールドに指定されて
いるサーバからの特定の設定変更だけを受け入れるよう System Management
Homepage が設定されます。名前による信頼オプションは、簡単に設定するこ
とができます。たとえば、2 つの別々の部門に 2 つの異なる管理者グループが
ある安全なネットワークの場合に [名前による信頼] オプションを使用できま
す。これにより、あるグループが間違ったシステムにソフトウェアをインストー
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ルすることを防止できます。このオプションは、提出された HP SIM サーバ名
だけを確認します。

注記: 他のオプションより安全であるため、証明書による信頼オプションを使
用することを強くおすすめします。

サーバ名オプションは、次の条件を満たす必要があります。

• 各サーバ名が 64 文字未満である。

• サーバ名リスト全体の長さが 1,024 文字である。

• サーバ名に、~、'、!、@、#、$、%、^、&、*、(、)、+、=、\、"、:、'、
<、>、?、| のような特殊文字が含まれていない。

• サーバ名がセミコロンで区切られている。

名前によって信頼するには、次のように操作します。

1. [名前による信頼] を選択して、次へをクリックします。
2. [信頼されたサーバ名] フィールドで、信頼するサーバ名を入力します。
3. 追加をクリックします。信頼済みシステム名が 信頼されたサーバリストの

下に表示されます。[保存] をクリックしてこの時点までの変更内容を保存
するか、[キャンセル] をクリックして変更内容を破棄し、ウィザードを終
了します。

4. 次へをクリックします。[IP バインド] ページが表示されます。

• すべて信頼 あらゆるシステムからの特定の設定変更を受け入れるよう System
Management Homepage が設定されます。

注記: 他のオプションより安全であるため、証明書による信頼オプションを使
用することを強くおすすめします。

すべてのサーバを信頼するには、次のように操作します。

1. [すべて信頼] を選択します。[保存] をクリックしてこの時点までの変更内
容を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更内容を破棄し、ウィザー
ドを終了します。

2. 次へをクリックします。[IP バインド] ページが表示されます。

i. IP バインディングは、System Management Homepage（SMH）が要求を受け入れる
IP アドレスを指定し、処理されるネットおよびサブネット要求についての制御を行
います。

管理者は、[IP バインド] ページに指定されたアドレスに対してのみバインドするよ
う System Management Homepage を設定することができます。最大で 5 つのサブ
ネット IP アドレスとネットマスクを定義することができます。
サーバの IP アドレスは、マスクの適用後に入力された IP バインディング アドレス
のいずれかに一致する場合に、バインドされます。

注記: System Management Homepage は、常に、127.0.0.1 にバインドされます。
IP バインディングが有効でサブネット/マスク ペアが設定されていない場合は、System
Management Homepage は、127.0.0.1 に対してのみ使用可能です。IP バインディ
ングが有効でない場合は、すべてのアドレスにバインドします。

IP バインディングを設定するには、次のように操作します。
1. IP バインドを選択します。[IP バインド] ページが表示されます。
2. IP アドレスを入力します。
3. ネットマスクを入力します。

4. 追加をクリックします。IP バインディングの設定が保存され、[IP バインド リス
ト] の下に表示されます。

5. 次へをクリックします。[IP 限定ログイン] ページが表示されます。
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j. IP 限定ログインは、System Management Homepage（SMH）がシステムの IP アドレ
スに基づいてログイン アクセスを制限できるようにします。
アドレス制限は、インストール時に設定するか、管理者が [IP 限定ログイン] ページ
から設定することができます。

• IP アドレスが除外されている場合は、内包ボックスにあっても除外されます。

• IP アドレスが包含リストに含まれる場合、それらの IP アドレスのみがログイン
アクセスを許可されます。 ただし、localhost の場合を除きます。

• IP アドレスが包含リストにない場合、ログイン アクセスは、除外リストにない
あらゆる IP アドレスに対して許可されます。

IP アドレスを含めたり除外したりするには、次のように操作します。
1. [開始] フィールドから、含めるまたは除外する IP アドレスを入力します。[開始]

フィールドに開始の IP アドレスを入力するか、[終了] フィールドに終わりの IP
アドレスを入力することによって、IP アドレス範囲を入力することができます。

2. [種類] フィールドから、包括または 除外を選択します。
3. 追加をクリックして IP アドレスまたは IP アドレス範囲を [包括するリスト] ま

たは [除外リスト] に追加します。
4. 保存をクリックします。System Management Homepage システムに対する

[System Management Homepage ログイン] ページが表示されます。System
Management Homepage の詳細については、http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual にある『 HP System Management Homepage 製品概
要』を参照してください。

• VCA の設定をクリックして、選択した Support Pack で VCA を設定します。
注記：VCA が既に設定されている場合は、この手順を省略できます。
VCA を設定するには、次のように操作します。
a. [コンピュータ名] フィールドに、VCRM をインストールしたシステムの名前を入力しま

す。

b. [ログイン アカウント] フィールドに、指定したシステム上の VCRM への接続に使用する
ログイン名を入力します。

注記：管理者権限のあるログイン アカウントを使用しますが、ログイン名に Administrator
は使用しないでください。

c. [ログイン パスワード] フィールドに、指定したログイン名に対応したパスワードを入力
します。

d. 保存をクリックして設定を保存します。設定を破棄して [VCA セットアップ] ページを閉
じる場合は、キャンセルをクリックしてください。

e. 次へをクリックします。

12. HP SIM に戻り、次へをクリックして、HP ProLiant Support Pack のダウンロードを開始します。
[Support Pack のダウンロード] ページが表示されます。

13. support pack がダウンロードされたら、スケジュールをクリックして、実行する初期 HP ProLiant
Support Pack インストールに対するスケジュール済みタスクを作成するか、すぐに実行をクリック
してタスクを直ちに実行します。

関連プロシージャ

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール

• 管理対象システムのセットアップ

関連トピック

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて
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WBEM ベース ツール
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、以下のような複数の WBEM（Web-Based Enterprise
Management）ベース ツールを使用できます。

• プロパティ ページ

• システム障害管理

注記：システム障害管理がインストールされていない場合、HP SIM は、WBEM 表示を認識または
理解できません。

• WBEM プロバイダ

関連トピック

• プロパティ ページ

• システム障害管理の概要

• WBEM プロバイダの概要

プロパティ ページ
[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] で入力する Web ベース エンタープラ
イズ管理（WBEM）の名前とパスワードのペアでは、[プロパティ] ページに表示されるデータ量も制御
されます。root の名前とパスワードのペアを使用できない場合は、ターゲット システムのプロバイダが
root アクセスを要求しているので、多くのプロパティが省略されます。[プロパティ] ページは、リモー
ト ターゲットシステム（HP-UX、HP-UX IPF、Linux Itanium Processor Family（IPF）、Linux x86、Windows
および Dec Alpha）の WBEM プロパティの表示に使用します。このページには、次の 2 つの方法でア
クセスできます。

• [システム] タブの [システム ページ] から [プロパティ] をクリックします。ターゲット システムの
[プロパティ] ページが表示されます。

• [ツール]→[システム情報]→[プロパティ] を選択します。ターゲット システムを選択して、すぐに
実行をクリックします。ターゲット システムの [プロパティ] ページが表示されます。

Linux IPF のイベントでサポートされるバージョンは次のとおりです。

• RHEL4

• RHEL5

• SLES9

• SLES10

また、システムに HP ProLiant Support Pack 3.90 以上がインストールされていなければなりません。
[プロパティ] ページは [システム ページ] または [ツール] メニューから呼び出すと、新しいウィンドウ
で開きます。[プロパティ] ページには、次の 3 つのタブが含まれます。

• [識別]。ネットワークのターゲット システムについて説明する WBEM プロパティが表示されます。
このプロパティには、場所、ローカル タイム、オペレーティング システムの特性、所有者情報な
ど、物理的な側面が含まれます。コンピュータ システムのステータスは、WBEM Computer System
プロバイダから返されるステータスに基づきます。

• [ステータス]。システムのステータスの判断に役立つ WBEM プロパティが表示されます。最低で
も、メモリ ステータスとプロセス ステータスを判断できます。ターゲット システムの WBEM イ
ンストールによっては、すべての主要コンピュータ サブシステムのステータスを判断できることが
あります。各コンポーネントのステータス アイコンは、各ステータス プロパティの横に表示され
ます。コンピュータ システムのステータスは、WBEM プロトコルを介して収集された情報と
Windows Management Instrumentation（WMI）プロバイダが提供する情報によって決定されます。
表示できるハードウェアのステータス アイコンの詳細については、「システム ステータス タイ
プ」を参照してください。
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注記: プロパティ ページの [ステータス] タブで、[FC HBA] リンクをクリックすると、エラー
メッセージが表示されます。この問題が発生するのは、システムに FC コントロールが存在しない
場合でも [ステータス] タブに [FC HBA] ホット リンクが表示される可能性があるからです。HP SIM
は、FC HBA について、インスタンスが存在するようになるかどうかを予測できません。このため、
このリンクを表示する可能性があります。インスタンスがあるのにエラー メッセージが表示される
場合は、共通情報モデル（CIM）クライアント接続がタイムアウトした可能性があります。

• [設定]。WBEM プロパティに基づいて、ターゲット システムのインベントリが表示されます。最低
でも、このインベントリにはオペレーティング システム情報が含まれますが、CPU、ディスク ド
ライブ、ファイル システム、マザーボード、ソフトウェア インストール、ネットワークに関する
情報も含まれることがあります。

注記: [プロパティ] ページに表示される日時は、ターゲット システムの時刻を表します。

注記:  OpenWBEM はサポートされていません。

システム障害管理の概要

システム障害管理（SFM）は、高度なハードウェア フォールト テクノロジで、ハードウェアを障害から
保護し、予測情報と解決策を報告します。SFM は、バージョン 2 アップデート 2 を実行する HP 9000
システムと、HP-UX 11i バージョン 2 アップデート 2 を実行する Integrity サーバに対して使用可能で
す。

SFM は、業界標準の Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）を使用して、HP Systems Insight
Manager（HP SIM）と統合します。
HP SIM との統合のような標準準拠のシステム管理アプリケーション間の統合は、HP 9000 システムと
HP Integrity サーバの状態について全体的かつ幅広い視点を提供します。
SFM は、業界標準のデスクトップ管理タスク フォース（DMTF）WBEM を使用して、高度なシステム
レベル監視機能を提供し、システムの運用を妨げる可能性のある障害からハードウェアを保護します。

また、SFM は、予測情報と解決策の報告に対する通知スレッショルドの設定を考慮します。設定可能な
スレッショルドによって、システム管理者は、希望の可用性サービス レベルに合わせて通知をカスタマ
イズすることができます。

SFM には、情報を収集して判断材料の 1 つとして使うプロバイダが含まれており、業界標準のインタ
フェース（すなわち、HTTP 上の XML を介した CIM 仕様）を通してネットワーク管理アプリケーション
に情報を配布します。

CPU Instance Provider は、HP 9000 サーバの中央プロセッサについての情報を収集します。
Memory Instance Provider は、HP 9000 サーバのメモリ構成についての情報を収集します。
EMS Wrapper Provider は、ハードウェア イベントを Event Monitoring System（EMS）ハードウェア監
視から、WBEM と互換性のある形式に変換します。
SFM は、システム障害管理がインストールされたシステムを選択し、[ツール]→[システム情報]→[シス
テム ページ] を選択すれば、HP SIM で使用可能です。
SFM の詳細については、HP の Web サイト http://h20293.www2.hp.com/portal/swdepot/
displayInstallInfo.do?productNumber=SysFaultMgmt&jumpid=reg_R1002_USEN （英語）を参照してくだ
さい。

WBEM プロバイダの概要
HP WBEM Management Providers を使用すると、システム設定とステータスをリモートで監視すること
ができます。Management Providers は、使用されているシステムについての情報を報告します。情報
は、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）業界標準プロトコルを使用して提供されます。HP
Systems Insight Manager（HP SIM）を使用した中央管理サーバ（CMS）は、情報を収集、整理し、レ
ポートで示します。それによって、システムの使用を監視し、問題をトラブルシューティングすること
ができるようになります。

管理プロバイダ パッケージには、HP WBEM Services パッケージに組み込まれる一連のプロバイダ モ
ジュールが含まれています。プロバイダは、ハードウェアとオペレーティング システムについての追加
情報を提供することで、HP WBEM Services パッケージの基本機能を拡張します。
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プロバイダ パッケージは、WBEM の照会に対して、次のカテゴリの情報を提供することができます。
詳細については、別途用意されている『HP WBEM Provider Data Sheets』 を参照してください。

• 電源装置：名前、ID、説明、ステータス、および可用性。

• ディスク SMART センサ：システム、ステータス（オンライン、障害/アサート、不明）。

• ディスク ドライブ：ID、機能、サイズ、ブロック サイズ。

• ディスク パーティション、論理システム、論理ディスク：ID、ブート可能、およびタイプ。

• 物理メモリ：説明、バンク レベル、容量、およびメモリ タイプ。

• 物理メモリ統計情報：シングル ビット エラー、ダブル ビット エラー、および事前障害予測インジ
ケータ。

• ネットワーク アダプタ：アドレス、速度、最大速度、デュプレックス インジケータ、および受信
済みならびに転送済みオクテット数。

• PCI システム：ID、ベンダ、猶予時間、および待機時間。

• 物理メディア：名前、ホット スワップ機能、容量、メーカ、モデル、シリアル番号、バージョン、
およびその他の情報。

• SCSI コントローラ：ID、名前、説明、およびプロトコル。

HP WBEM Providers は、http://www.hp.com/jp/hpsim/ の Linux リンクから入手可能です。その他の
HP 装置およびオペレーティング システム用の WBEM Providers も、別途入手可能です。
WBEM は、SNMP ネットワーク管理プロトコルを置き換えるものです。WBEM providers は、管理対象
システムについての情報を公開する SNMP エージェントと似た役割を実行します。HP Integrity サーバ
は、HP SNMP エージェントを使用してリモートから管理することもできます。HP SNMP エージェント
は、別途、http://www.hp.com/jp/hpsim/ から入手することができます。

注意:  HP WBEM Providers の現在のリリースは、HP Insight マネジメント エージェントと共存できま
せん。この制限は、将来のリリースでなくなる予定です。Insight マネジメント エージェントは、SNMP
を使用して管理される製品マシンにインストールして、HP WBEM Providers は、WBEM の評価のために
のみインストールすることをおすすめします。

WBEM Providers for Linux の詳細については、HP の Web サイト http://h71028.www7.hp.com/enterprise/
cache/13219-0-0-225-121.html を参照してください。

利用可能な MSA ツール
以下では、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で利用できるマルチシステム対応（MSA）ツールを
示します。

• SSH パブリック キーの展開

• Ignite-UX Console

• Ignite-UX Restricted Console

• Create or Modify Recovery Archive

• Create or Modify Tape Recovery Archive

• Install or Recover System

• Install Software

• Remove Software

• Software Distributor Job Browser

• Copy Depot Software

• Remove Depot Software

• SD Job Browser

• Subscribe to WBEM Events

• WLM 設定のインストール
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• Retrieve WLM Configuration

• Syntax Check on the Systems Insight Manager Server Configuration

• シンタックス チェック設定

• OpenSSH のインストール

• 初期 ProLiant Support Pack インストール

• ソフトウェアおよびファームウェアのインストール
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第13章 パートナー アプリケーション
HP Systems Insight Manager（HP SIM）パートナー アプリケーションは、プラグイン ツールまたは .TDEF
ファイルとして、HP システムのカバー範囲を広げ、HP サーバのライフサイクル管理機能を改善します。

注記: ツールに関する情報を探しても、このページに記載されていないか、このヘルプ システムで参
照されていない場合は、カスタム ツールであるか、HP 以外の企業によって提供されたツールである可
能性があります。管理者に問い合わせてください。

HP Integrity Essentials プラグイン
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HP ProLiant Essentials プラグイン

説明機能

• Integrated Lights-Out Advanced Pack Web ブラウザを介し
た ProLiant サーバのリモート制御。HP ProLiant システムに
内蔵。オペレーティング システムに依存しない。

• Intelligent Networking Pack ネットワーク障害やウイルス
攻撃による停止のリスクを最小化。Windows でのみ動作。

• Performance Management Pack パフォーマンス ボトルネッ
ク状態のシステムを特定。Windows および Linux で動作。

• Rack and Power Management データ センタの電源保護と
ラック スペースの需要とともに拡大。Windows でのみ動
作。

• HP Insight Power Manager 消費電力および放熱効率の履歴
を監視し、これらのリソースを管理。

設定管理

• HP BladeSystem Integrated Manager HP Systems Insight
Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager 環境の設
定と管理に必要なすべてのツールにアクセス。Windows、
Linux、および HP-UX で動作。

• Insight マネジメント エージェント システム ハードウェ
ア設定、ステータス データ、パフォーマンス メトリック、
システム スレッショルド、およびソフトウェア バージョン
コントロール情報の詳細の確認。Windows および Linux で
動作。

• HP Rapid Deployment Pack HP Systems Insight Manager 内
の HP BladeSystem Integrated Manager および ProLiant ハー
ドウェアの無人インストールの自動化。Windows および
Linux で動作。

• Vulnerability and Patch Management Pack 予定外のダウン
タイムが発生する前のセキュリティの脆弱性の特定および
修復。Windows および Linux で動作。

ソフトウェアのインストール

• HP Server Migration Pack - Universal Edition  物理システム
と仮想システム間、仮想システム間、および仮想システム
と物理システム間での変換。Windows および Linux で動作。

• Workload Management Pack システム リソースの制御と
動的な割り当て。Windows でのみ動作。

仮想化および自動管理
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HP Storage Essentials プラグイン
これらのプラグインはすべて、Windows にのみインストールされます。

説明機能

• Exchange Viewer Microsoft Exchange の可用性とパフォー
マンスの表示。

• File System Viewer 高性能ファイルレベル ストレージ リ
ソース管理（SRM）機能。

• Oracle Viewer Oracle データベースの可用性とパフォーマ
ンスの表示。

• SQL Viewer SQL データベースの可用性とパフォーマンス
の表示。

アプリケーション ストレージ管理

• NAS Manager 包括的なネットワーク接続ストレージ
（NAS）管理機能。

• Provisioning Manager 異機種ホスト-アレイ パス プロビ
ジョニング ウィザード。

• HP Storage Essentials Enterprise Edition オープン異機種
LAN 管理用のメイン コンソール。

設定管理

• Backup Manager バックアップ要素の視覚化、依存関係管
理、およびレポート。

• Chargeback Manager 多段階割り当てと資産ベースの配賦
管理の作成。

• Global Reporter 複数の Storage Essentials インスタンスの
ロールアップ レポートの表示。

• Report Designer ストレージ インフラストラクチャについ
てのお客様のレポートを開発。

レポート機能

HP Infrastructure Resource Management プラグイン

管理対象システムHP 製品機能

HP ビジネス デスクトップ、ワークステー
ション、ノートブック、およびタブレット
PC。
HP 管理がサポートされているプリンタお
よびサードパーティのネットワーク周辺機
器。

HP Client Manager
Web JetAdmin

クライアント管理ソフトウェア

関連トピック

• タスクによる管理

• タスク結果の表示

• アレイ コンフィギュレーション ユーティリティの概要

• HP BladeSystem の概要

• HP Client Manager の概要

• イベント監視サービスの概要

• GlancePlus の概要

• HP-UX Bastille の概要

• Ignite-UX の概要

• Integrated Lights-Out の概要

• HP Integrity Essentials の概要
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• HP OpenView Storage Data Protector の概要

• HP OpenView Performance Agent の概要

• HP OpenView Storage Management Appliance の概要

• Partition Manager の概要

• HP ProLiant Essentials アプリケーション

• Software Distributor の概要

• HP Storage Essentials の概要

• HP StorageWorks Command View EVA の概要

• HP StorageWorks Command View SDM の概要

• HP StorageWorks Command View Tape Library の概要

• HP StorageWorks Command View XP の概要

• HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition の概要

• HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 の概要

• システム障害管理の概要

• HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack の概要

• HP Virtual Server Environment の概要

• WBEM プロバイダの概要

• Web JetAdmin の概要

• PMP ツール

• HP Process Resource Manager の概要

• RPM パッケージ マネージャ

• Security Patch Check の概要

• HP Serviceguard Manager の概要

• Server Migration Pack

• Webmin の概要

• Workload Manager の概要

HP Integrity Essentials の概要
HP Integrity Essentials は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）用のオプションのプラグインです。こ
のプラグインは、共通のセキュリティおよび設定管理の利点を享受しつつ、強力なライフサイクル機能
を追加することを可能にします。

HP SIM と HP Integrity Essentials は、以下の動作する HP Integrity サーバ環境の統一的な管理によって IT
インフラストラクチャの制御に役立ちます。

• HP-UX 11i

• Windows

• Linux

• OpenVMS

HP Integrity Essentials for HP-UX 11i
HP Integrity Essentials は、HP-UX 11i を含む複数のオペレーティング システムに対して完全な Integrity
サーバ管理を実現するモジュール式の統合システム管理ソフトウェアを提供します。

ソフトウェアのインストール

• Ignite-UX は、高速インストールを提供

• Software Distrbutor-UX は、HP-UX 用のソフトウェアを配布
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• Software Package Builder は、HP-UX を簡単に更新

• セキュリティ パッチ チェックおよび Patch Assessment Tool は、システムのセキュリティを向上

設定管理

• HP Integrity Essentials Virtualization Manager は、すべての Virtual Server Environment 要素の、広範
で統合された設定および管理を提供

• HP Integrity Essentials Capacity Advisor によるアプリケーション負荷の位置付けをシミュレートす
る将来の容量計画

• System Management Homepage（SMH）/System Administration Manager は、基本的な HP-UX 管理
を提供

• Partition Manager は、ハード パーティションを作成および管理

• HP-UX Bastille は、セキュリティ強化/ロックダウンを提供

• HP-UX Webmin-based Admin は、オープン ソース ツールのプラグインが可能

• Serviceguard Manager は、Serviceguard クラスタを管理

負荷管理

• Process Resource Manager は、負荷管理を提供

• Secure Resource Partitions は、安全なアプリケーション スタックを提供

• HP-UX Workloaod Manager が、HP Virtual Server Environment 用のインテリジェント ポリシー エ
ンジンである

• Global Workload Manager による、マルチシステム Virtual Server Environment 用のインテリジェン
ト ポリシー エンジン

• OpenView GlancePlus および Performance Agent は、パフォーマンス監視を提供

リモート サーバ管理

• Integrated Lights-Out（iLO）は、エントリ レベルの Integrity サーバを管理

• 管理プロセッサは、ミッドレンジおよびハイエンド Integrity サーバを管理

HP Integrity Essentials for Windows

インストールおよび設定

• Integrity Essentials Foundation Pack for Windows は、Windows Server 2003 で動作する HP Integrity
サーバの設置、設定、管理を行う完全なツールセットである

• Smart Setup CD には、簡単なサーバ設定と最新の HP ドライバ、ファームウェア ユーティリティ、
および管理資産を収録

• HP Performance Management Pack は、ハード パーティション（nPars）を作成および管理

• System Management Homepage（HP Insight マネジメント エージェント s）は、個々のサーバの統
合ビューを提供

• HP バージョン コントロール エージェント（VCA）および HP バージョン コントロール レポジト
リ マネージャ（VCRM）は、簡単なシステム ソフトウェア メンテナンスを提供

• NIC Configuration Utility は、HP ネットワーク インタフェース コントローラの設定および監視が可
能

• HP Performance Management Pack は、HP Integrity サーバのパフォーマンス ボトルネックの検出お
よび分析が可能

リモート サーバ管理

• Integrated Lights-Out（iLO）は、エントリ レベルの Integrity サーバを管理

• 管理プロセッサは、ミッドレンジおよびハイエンド Integrity サーバを管理
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Linux で動作する HP Integrity サーバ

中央管理

HP SIM は、HP の統一サーバ/ストレージ管理戦略の基盤です。HP Integrity、HP ProLiant および HP 9000
サーバをサポートする、複数オペレーティング システムのハードウェア レベル管理製品です。HP SIM
は、拡張が簡単で、HP Integrity Essentials などのその他の HP 管理製品と付加価値プラグインを組み込み
ます。

HP の OpenView エンタープライズレベルの管理ソリューションである System Management Homepage
（Insight マネジメント エージェント）は、個々のサーバの統合ビューを提供します。
HP Integrity Essentials は、Linux を含む複数のオペレーティング システムに対して完全な Integrity サーバ
管理を実現するモジュール式の統合システム管理ソフトウェアを提供します。

HP Integrity Essentials for Linux

インストールおよび設定

SystemImager を含む Enablement Kit for Linux は、互換性のある最新の HP ドライバ、ファームウェア、
ユーティリティ、Insight マネジメント エージェントのすべてを配布します。また、オペレーティング
システムのインストールを管理します。

HP Integrity Essentials Capacity Advisor によるアプリケーション負荷の位置付けをシミュレートする将来
の容量計画

System Management Homepage。個々のサーバの統合ビューを提供
Partition Manager はハード パーティション（nPars）を作成および管理。Serviceguard Manager は
Serviceguard クラスタを管理。

負荷管理

Global Workload Manager による、マルチシステム Virtual Server Environment 用のインテリジェント
ポリシー エンジン
OpenView GlancePlus および Performance Agent によるパフォーマンス監視

リモート サーバ管理
Integrated Lights-Out（iLO）は、エントリ レベルの Integrity サーバを管理
管理プロセッサは、ミッドレンジおよびハイエンド Integrity サーバを管理

OpenVMS で動作する HP Integrity サーバ

中央管理

HP SIM は、HP の統一サーバ/ストレージ管理戦略の基盤です。HP Integrity および HP 9000 サーバをサ
ポートする、複数オペレーティング システムのハードウェア レベル管理製品です。HP SIM は、拡張が
簡単で、HP Integrity Essentials などのその他の HP 管理製品と付加価値プラグインを組み込みます。
OpenView（OpenView Operations Agent を含む HP のエンタープライズレベルの管理ソリューション）
による、OpenView Operations からのシームレスな管理
HP Integrity Essentials は、OpenVMS を含む複数のオペレーティング システムに対して完全な Integrity
サーバ管理を実現するモジュール式の統合システム管理ソフトウェアを提供します。

HP Integrity Essentials for OpenVMS

設定管理

Availability Manager は OpenVMS 用のリアルタイムのパフォーマンス監視を行います。Insight マネジ
メント エージェント は HP SIM を有効化。Partition Manager はハード パーティション（nPars）を作成
および管理

負荷管理

Availability Manager は OpenVMS 用のリアルタイムのパフォーマンス監視。
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Insight マネジメント エージェントにより、HP SIM Partition Manager がハード パーティション（nPars）
を作成および管理

リモート サーバ管理
Integrated Lights-Out（iLO）は、エントリ レベルの Integrity サーバを管理
管理プロセッサは、ミッドレンジおよびハイエンド Integrity サーバを管理
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イベント監視サービスの概要

イベント監視サービス（EMS）は、エンタープライズ環境の HP 製品に対するリアルタイムの監視とエ
ラー検出を容易にするように設計されたシステム監視アプリケーションです。このフレームワークは、
ハードウェア システムとシステム リソースの集中管理を可能にし、ハードウェアの障害やシステム ス
テータスを即時に通知します。

HP EMS は、リダンダント リソースの消失の検出に役立つ情報をレポートすることで、single point of
failure（単一機器の障害がシステム全体の障害となること）を明らかにし、データとアプリケーション
の可用性に対する脅威を軽減します。HP EMS の機能は、システム コンポーネント、ストレージ、およ
びネットワーク インタフェースなど、システム全体をカバーします。
HP Systems Insight Manager（HP SIM）のイベント監視サービスにアクセスするには、[診断]→[Event
Monitoring Service]を選択します。

詳細については、HP の Web サイト http://docs.hp.com/en/B7612-90015/ch01s01.html （英語）にあ
る資料を参照してください。

HP-UX Bastille の概要
HP-UX Bastille は、HP-UX オペレーティング システムのセキュリティを向上させるために使用できるセ
キュリティ強化/ロックダウン ツールです。システム単位でシステム上にカスタマイズされたロックダ
ウンを提供し、いくつかの主要なセキュリティ監視ツールとチェックリストからの数多くの推奨事項に
対処します。

機能と利点

• デーモンとシステムをさらに安全になるように設定

• pwgrd などの不要なサービスを無効化
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• Web サーバおよびドメイン ネーム システム（DNS）などのインターネット サービスの脆弱性を
部分的に制限する chroot の牢獄の作成を補助

• ユーザ インタフェースを通してユーザを教育

• セキュリティ パッチ チェックを自動的に実行するように設定

• Configures an IPFilter ベースのファイアウォールを設定

• リバート機能により、セキュリティ設定を Bastille が動作していた状態に回復

HP-UX Bastille は、HP の Web サイトからダウンロードしてインストールする必要があります。
詳細については、HP の Web サイト http://h20293.www2.hp.com/cgi-bin/swdepot_parser.cgi/cgi/
displayProductInfo.pl?productNumber=B6849AA （英語）にある資料を参照してください。

GlancePlus の概要
HP OpenView GlancePlus Pak により、単一の製品でシステムの可用性とパフォーマンスを管理すること
ができます。これは、以下を含む統合製品です。

• HP OpenView GlancePlus

• HP OpenView Performance Agent

統合製品として、GlancePlus Pak には、GlancePlus のリアルタイム診断機能と、Performance Agent の
時系列データ収集機能が含まれています。Performance agent は、他の可用性およびパフォーマンス管理
製品とともに使用し、統合されたリアルタイムおよび時系列パフォーマンス管理ソリューションを提供
します。

GlancePlus Pak を使用すると、システムのパフォーマンスと可用性の幅広い問題を扱うことができ、シ
ステムとシステム上のアプリケーションを最大限に活用することができます。

GlancePlus Pak にアクセスするには、[ツール]→[performance monitors]の順に選択します。

詳細については、HP の Web サイト http://www.managementsoftware.hp.com/products/gppak2k/
index.html （英語）にある資料を参照してください。

Ignite-UX の概要
Ignite-UX は、（多くは大規模の）システム インストールおよび展開を行うための HP-UX システム管理
者のニーズに対応します。この製品は、標準のシステム構成を作成して再使用する手段を提供します。
標準のシステム構成をアーカイブし、そのアーカイブを使用してシステムを複製することができ、プロ
セスを迅速化するという利点を享受することができます。また、インストール後のカスタマイズも可能
で、対話型と無人の両方の動作モードに対応しています。

注記:  HP-UX システムのみで使用可能です。

Ignite-UX がインストールされると、[展開]→[Ignite-UX] を選択することで、HP Systems Insight Manager
（HP SIM）内でその機能にアクセスすることができます。
Ignite-UX の詳細については、HP の Web サイト http://docs.hp.com/en/IUX/ （英語）にある資料を参
照してください。

Integrated Lights-Out の概要
基本的なシステム管理機能、診断および不可欠な Lights-Out 機能は、Integrated Lights-Out（iLO）をサ
ポートするサーバの中心的なコンポーネントとして付属しています。この iLO の標準機能は、「iLO
Standard」と呼ばれます。iLO Advanced と呼ばれる高度なリモート管理機能は、HP Integrity サーバ用
のオプションの Integrated Lights-Out Advanced Pack によってライセンス供与されます。
HP Integrity サーバ上の iLO 機能は、HP ProLiant サーバで提供されているものとほぼ同じであり、HP の
ProLiant プラットフォームと Integrity プラットフォームで共通のユーザ エクスペリエンスを保証します。
Integrity サーバでの重要な iLO Standard 機能は、次のとおりです。

• WebGUI 任意の標準的なブラウザを使用して任意の場所から iLO にアクセス

• 仮想電源 サーバの電源ボタンをリモートで完全に制御
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• リモート テキスト コンソール シャットダウンやスタートアップなどのリモートのホスト サーバ
の動作を表示および制御するオペレーティング システムに依存しないテキストベースのコンソール
を提供

• 仮想シリアル ポート LAN を介した Windows Server 2003 Emergency Management Services や
Text Telephone（TTY）セッションなどのシリアル ポート アプリケーションにアクセス

• コマンド ラインおよびスクリプティング インタフェース 柔軟な操作、設定、およびメンテナン
スを提供

• Secure Sockets Layer（SSL）暗号化 iLO プロセッサとクライアント ブラウザ間で転送されるすべ
てのデータが安全であることを確認

• iLO およびサーバの診断 詳細なステータス ログを提供

• Domain Name System（DNS）/Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP） 

• Remove Firmware Update

• LAN を介した Intelligent Platform Management Interface（IPMI） 

主要な iLO Advanced Pack 機能は、次のとおりです。

• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ベースのディレクトリ サービスを使用した、iLO ユー
ザ管理用ディレクトリ サービス インテグレーション

• iLO への安全なアクセスを実現する Secure Shell（SSH 暗号化）サポート

• HP Systems Insight Manager（HP SIM）を使用して複数のシステムを管理する iLO グループ アク
ション

HP Integrity サーバ用の iLO の詳細については、HP の Web サイト http://h71028.www7.hp.com/
enterprise/cache/98327-0-0-0-121.html （英語）にある資料を参照してください。

Partition Manager の概要
Partition Manager により、システム管理者は、便利なグラフィカル ユーザ インタフェースを使用して
HP サーバ システム上の nPartition を設定および管理することができるようになります。Partition Manager
を使用すると、コマンドやパラメータを覚える必要がなく、複雑な設定タスクを行うことができます。
nPartition、セル、I/O シャーシ、またはその他のコンポーネントをグラフィカル表示から選択し、メ
ニューから動作を選択します。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）によって、ユーザは以下を実行できます。

• nPartition の修正

• nPartition の表示と修正

• Remove 複合体の表示と修正

実行中の Partition Manager のバージョンによって異なりますが、HP SIM では、[ツール]→[Partition
Manager] メニューまたは[設定]→[Partition Management] メニューから Partition Manager にアクセス
できます。

詳細については、HP の Web サイト http://docs.hp.com/en/PARMGR2/index.html （英語）にある資料
を参照してください。

Security Patch Check の概要
セキュリティ パッチ チェックは、システムのセキュリティ情報の適用状況を分析するツールです。こ
の製品は、前回実行されたパッチ、アップデート、削除、またはユーザによって記録された手動操作に
よって、修正されていないセキュリティの脆弱性に対する対策を推奨します。対応には、アップデート、
ソフトウェアの削除、手動操作が含まれることがあります。セキュリティ パッチ チェック ソフトウェ
ア ツールを使用することは、システムのセキュリティを効率的に向上することに役立ちますが、システ
ムのセキュリティを保証するものではありません。

セキュリティ パッチ チェックは、次の機能を実行します。

• インストールまたは適用されていない、適用可能な推奨されるセキュリティ対策のレポートを生成
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システムから行われていないセキュリティ パッチ、アップデート、または手動動作をチェックする
プロセスの自動化を補助

分析されているシステム上の警告のあるパッチについて警告

パッチ カタログを取得してセキュリティ パッチ チェックを実行することを可能にすることによっ
て HP Systems Insight Manager（HP SIM）と統合

HP SIM 内のセキュリティ パッチ チェックの機能にアクセスするには、[設定]→[セキュリティ] を選択
してください。

HP Serviceguard Manager の概要
HP Serviceguard Manager は、HP Serviceguard が作成した高可用性クラスタの設定、ステータス監視、
管理を提供するグラフィカル ユーザ インタフェースです。Serviceguard Manager 管理ステーションは、
HP-UX、Linux、または Windows システムになります。Serviceguard Manager を使用すると、色でコー
ド化されたアイコンによってネットワーク上のすべてのクラスタのステータスを表示できます。この高
いレベルの全体像から、特定のクラスタ、ノード、パッケージを展開して予防的に管理することができ
ます。

Serviceguard クラスタは、SNMP で識別と関連付けが行われ、HP Systems Insight Manager（HP SIM）
で登録されている場合は、HP Serviceguard Manager を実行してクラスタの情報を表示するメカニズム
を提供します。

注記:  SNMP と WBEM Serviceguard クラスタの両方に対応したエージェントがシステムにインストー
ルされていて、事前に HP SIM 4.x を実行したことがある場合は、WBEM を介して Serviceguard クラス
タ情報を取得させるために、検出を再実行する必要があります。

HP Serviceguard Manager には、次のいずれかの方法でアクセスできます。

• システム テーブル ビュー ページから、HP Serviceguard クラスタであるシステムを選択します。
HP SIM は、クラスタに属する最初のシステムをデータベースから検索し、そのシステムで
Serviceguard Manager が起動されます。

• システム テーブル ビュー ページから、クラスタ メンバのあるコンテナ システムをクリックしま
す。クラスタ メンバが Serviceguard Manager に渡されます。また、コンテナ システムが含まれる
行を選択して、[ツール]→[内蔵コンソール]→[HP Serviceguard Manager] を選択することで、メ
ニューから Serviceguard Manager を起動することもできます。

• システム テーブル ビュー ページから、クラスタ ノードをクリックします。クラスタ ノードが
Serviceguard Manager に渡されます。また、コンテナ システムが含まれる行を選択して、[ツー
ル]→[内蔵コンソール]→[HP Serviceguard Manager] を選択することで、メニューから Serviceguard
Manager を起動することもできます。

• [ツール]→[内蔵コンソール]→[HP Serviceguard Manager] を選択し、[HP Serviceguard Manager]
ページにアクセスします。[HP Serviceguard Manager] ページが表示されます。

注記: HP SIM 5.0 より前の HP Serviceguard Manager を使用していない場合は、HP の Web サイト
（http://www.hp.com/go/softwaredepot （英語）で HP Serviceguard Manager をクリック）から最新
バージョンをダウンロードできます。HP Serviceguard Manager をインストールすると、HP SIM を認識
し自動的に登録します。HP Service Manager 4.02 を前のバージョンの HP SIM といっしょに使ってい
た場合は、HP SIM を 5.0 にアップグレードしても、ツール HP Serviceguard Manager 4.02 は使用可能
です。

そのソフトウェアの詳細とダウンロードについては、HP の Web サイト http://h20293.www2.hp.com/
portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=B8325BA （英語）を参照してください。
関連トピック

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート
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Software Distributor の概要
Software Distributor（SD）は、HP-UX 管理ツール セットで、HP-UX オペレーティング システムとレイ
ヤード ソフトウェア アプリケーションの配布と管理に使用されます。SD は、HP-UX の一部として配布
されます。別途ダウンロードする必要はありません。

SD は、ユーザと連動して動作します。システム管理者は、SD を使用して HP PA-RISC および Itanium
ベースのシステム上のソフトウェアを管理します。ソフトウェア パッケージ業者は、SD を使用して、
ソフトウェアの構成、標準化、およ顧客への配布を行います。HP-UX パートナーは、SD を主要ツールと
して使用して、エンタープライズおよびテクニカル デスクトップ用の完全なソリューションを構築し、
テストします。

注記:  HP-UX システムのみで使用可能です。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）から SD にアクセスするには、[展開]→[Software Distributor]
を選択します。

SD のログを表示するには、[タスク & ログ]→[Software Distributor エージェント ログの表示] および
[タスク & ログ]→[Software Distributor デーモン ログの表示] を選択します。
詳細については、HP の Web サイト http://www.docs.hp.com/en/SD/ （英語）にある資料を参照して
ください。

Webmin の概要
Webmin は、UNIX および Linux のシステム管理用の Web ベース インタフェースです。HP Systems
Insight Manager（HP SIM）を使用すると、ユーザ アカウント、Apache、DNS、ファイル共有などを設
定できます。Webmin は、ミニサーバと、システム ファイル（/etc/inetd.conf および /etc/passwd
など）を直接更新する多数のコモン ゲートウェイ インタフェース（CGI）プログラムで構成されていま
す。Web サーバとすべての CGI プログラムは、Perl 5 で書かれており、外部モジュールを使用しませ
ん。つまり、Perl バイナリさえあれば Webmin を実行できます。
Webmin は、モジュール（PhotoShop プラグインなど）の概念をサポートしているため、任意の目的の
ために独自の Webmin モジュールを開発して配布し、しかも任意のライセンス（General Public License
（GPL）、商用、またはシェアウェア）のもとで配布することができます。
HP SIM の Webmin にアクセスするには、[ツール]→[内蔵コンソール]→[Webmin]を選択します。[Webmin]
ページが表示されます。ターゲット システムを選択し、すぐに実行をクリックします。

Workload Manager の概要
HP-UX Workload Manager（HP-UX WLM）は、優先順位をつけられたサービス レベル目標（SLO）に基
づいた自動 CPU リソース割り当てとアプリケーション パフォーマンス管理を提供するリソース管理ツー
ルです。また、実メモリとディスク帯域幅割り当てを、設定内の決まったレベルに設定することができ
ます。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）内で利用できる機能は次のとおりです。

• Workload Manager コンソール

• WLM 設定のアクティブ化

• WLM の有効化

• WLM 設定のインストール

• WLM の再起動

• WLM の停止

• シンタックス チェック設定

• HP SIM 設定でのシンタックス チェック

• 統計ログ ファイルの切り取り

• Workload Manager ログ ファイルの表示

• Workload Manager 統計ログ ファイルの表示

• GUI から Workload Manager を起動
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HP SIM 内の Workload Manager 機能にアクセスするには、[最適化]→[Workload Manager]、[タスク
& ログ]→[Workload Manager ログ ファイル]、および[タスク & ログ]→[Workload Manager Statistics
ログ ファイル]を選択します。

詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/bim を参照してください。

HP OpenView Storage Data Protector の概要
HP OpenView Storage Data Protector は、ディスクおよびテープの両方からバックアップおよびリカバ
リを管理するソフトウェアで、最大限のデータ保護を実現し継続的な業務を可能にします。このソフト
ウェアは、各種の技術を統合してバックアップおよびリカバリ時間を短縮することによって、バップアッ
プおよびリカバリ動作を簡素化し集中化させるように設計されています。その機能は、オンライン バッ
クアップ、オープン ファイル バックアップ、インスタント リカバリやゼロダウンタイム バックアップ
にまでわたります。その実績のある業界最先端のインスタント リカバリ機能とその他複数の統合された
ディザスタ リカバリ代替機能は、ほとんどの複雑な企業の要件を満たし、重要なデータを分単位で復旧
させます。

Data Protector は、最速のインストール、日常的なタスクの自動化、および使いやすい機能によって、複
雑なバックアップおよびリカバリ手順の使用を簡素化します。信頼性と、単一サーバ環境から最大規模
の分散エンタープライズ インフラストラクチャへの拡張にまで対応するスケーラビリティを保ちつつ、
複雑さを軽減する理想的なソリューションで、幅広いオペレーティング システム、アプリケーション、
ドライブ、ライブラリ、およびディスク ドライブと互換性があります。
また、オフライン ストレージ メディアの追跡と管理も可能です。リムーバブル ストレージ メディアの
追跡と管理を自動化することによって、メディア操作の生産性を最大化し、データの可用性を向上させ
ます。メディア操作によって、お客様は、リムーバブル ストレージ メディアの全ライフサイクルを管
理することができます。リカバリ時間を短縮し、データ消失による財務およびビジネス リスクを軽減
し、人為的エラーを最小限にします。

HP OpenView Storage Data Protector は、アプリケーションのインストール後のみ、[システム ページ]
の [ツール ＆ リンク] タブから HP Systems Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができま
す。[システム ページ] へのアクセスについては、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。
詳細については、HP の Web サイト http://h18006.www1.hp.com/products/storage/software/
dataprotector/index.html （英語）にある資料を参照してください。

HP OpenView Performance Agent の概要
HP OpenView Performance Agent は、データをログに記録して収集し、後に必要に応じてそのデータに
ついての警告を送信します。エージェントは、監視予定の各システムにインストールされます。

Performance Agent は、その強力なエンドツーエンド アプリケーション応答計測機能によって、あらゆ
るサービス管理戦略の中核イネーブリング テクノロジとなります。
HP OpenView Performance Agent は、HP の Web サイトからダウンロードしてインストールする必要が
あります。

詳細については、HP の Web サイト http://www.managementsoftware.hp.com/products/ovperf/index.html
（英語）にある資料を参照してください。

HP Insight Power Manager の概要
HP Insight Power Manager（IPM）（HP Systems Insight Manager（HP SIM）へのプラグイン）は、サー
バ消費電力と発熱の集中管理された制御を提供する統合された電力監視管理アプリケーションです。サー
バに新しいエネルギー レバーを提供することで、HP SIM の統合インフラストラクチャ フレームワーク
を拡張します。HP パワー レギュレータ テクノロジを活用した IPM によって、ポリシー ベースのパワー
管理と温度管理が可能になります。また、サポートされている ProLiant サーバ、Integrity サーバ、およ
び c-Class BladeSystem に必要な電力と冷却を削減することで、データセンタの能力を拡張します。
IPM には、他のマネジメント アプリケーションと異なり、主に 3 つの特長があります。

• 自動化された電力管理。 IPM で、電力管理設定を入力できます。 IPM は、自動的に適切なシステ
ムに処理用のコマンドを送信します。たとえば、パワー レギュレータモードにするサーバを複数設
定したり、同時に消費電力上限の設定を行うことができます。

• [オペレーティング システムの独立性]。 ハードウェア ベース ソリューションで、IPM は ProLiant
サーバおよび BladeSystem c-Class エンクロージャでサポートされるすべてのオペレーティング シ
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ステムをサポートします。利用できるオペレーティング システムのリストは、http://www.hp.com/
jp/ipm を参照してください。

• 電力管理における節約効果の表示。パワー レギュレータ テクノロジを使用することによって実現
する具体的な利益を見積もる必要を減らします。IPM は、簡単で、かつ読みやすいフォーマット
で、実現された財政上の節約効果を表示します。

IPM を使用すると、以下の機能を実行できます。

• 中央のユーザ インタフェースを使用して、個別サーバ、サーバ グループ、個別 c-Class エンクロー
ジャ、c-Class エンクロージャ グループ、またはこれらの混在システムの消費電力をグラフィカル
に監視および管理する。

• ネイティブ HP SIM の集合およびビュー グループ機能を使用して、論理的および物理的にシステム
をグループ化する（たとえば Rack 42 や All Exchange Server）

• HP パワー レギュレータ設定を 1 つまたは複数システムに対して変更

• 消費電力上限設定を 1 つまたは複数システムに対して変更

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

• 個別サーバ、サーバ グループ、個別 c-Class エンクロージャ、c-Class エンクロージャ グループ、
またはこれらの混在システムの吸気温度をグラフに描画する

• 高度にカスタマイズされたデータ ビューを作成するための CSV 形式の履歴データをダウンロード

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

• すばやく容易に複数のサーバのパワー レギュレータ設定を変更します。

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

注記: 

注記: HP Insight Power Manager セクションは、サーバの [システム] タブ セクションからも利用可
能です。

HP OpenView Storage Management Appliance の概要
HP OpenView Storage Management Appliance は、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）に対する、
アプライアンスベースの集中化した監視と管理ソリューションです。ファブリックに直接接続されるた
め、ホスト コンピュータを介さずにデータ パス外で管理機能を実行し、コンピュータとストレージ シ
ステム間の独立したデータ転送を可能にします。

Storage Management Appliance は、ストレージ管理の繰り返し作業をポリシーベースで自動化すること
によって、管理効率を向上させつつ SAN の可用性とパフォーマンスを最適化します。直感的な Web
ベースのインタフェースとストレージ管理集約ポイントを提供するため、ユーザは、任意の場所や時間
に、ストレージを構成、設定、映像化、監視、および提供することができます。Storage Management
Appliance には、エレメント マネージャ（HSG 用）が含まれており、HP OpenView Storage Operations
Manager をサポートします。この組み合わされたソリューションは、ネットワーク ストレージ インフ
ラストラクチャ内におけるマルチベンダ プラットフォーム間の幅広いエンタープライズ ストレージ リ
ソース管理の基盤に加えて、SAN 上の Enterprise Virtual Array および Enterprise Modular Array
（EMA）/Modular Array（MA）アレイを集中管理する使いやすいツールを実現します。
Storage Management Appliance は、一般的なウイルス保護、バックアップ、システム管理、および UPS
ソフトウェア製品と、HP からの各種追加負荷価値ストレージ管理アプリケーションをサポートします。
Storage Management Appliance は、次の機能を提供します。

• ストレージ管理用の自動集中化アプライアンス

HP OpenView Storage Management Appliance は、SAN およびその他のネットワーク ストレージ
システムを管理および監視するための自動集中化ポイントを提供します。Storage Management
Appliance は、SAN ファブリックに直接接続するように設計され、ホスト コンピュータを介さず
に管理機能を実行します。

• SAN の可用性とパフォーマンスの最適化
Storage Management Appliance は、戦略的に SAN のデータ パスの外に置かれることで、動作中
かどうかにかかわらず、コンピュータとストレージ システム間を独立してデータ転送することを可
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能にします。Storage Management Appliance は、SAN の管理効率を向上させつつ SAN の可用性
とパフォーマンスを最適化します。

• ストレージ管理用の Web ベースのインタフェース
Storage Management Appliance に付属の HP OpenView Storage Management Appliance ソフトウェ
アは、集中ストレージ管理のための Web ベースの集約およびエントリ ポイントを提供します。こ
の直感的なインタフェースによって、ユーザは、SAN 上の単一のナビゲーション ポイントから、
ストレージを構成、映像化、設定、および監視することができます。Storage Management Appliance
ソフトウェアは、さまざまな付加価値 HP ストレージ管理アプリケーションの起動サイトを提供し、
SAN 上のストレージ コンポーネントを直接管理するためのナビゲーション リンクも提供します。

• エレメント マネージャ（HSG 用）
この使いやすい、グラフィカルなストレージ コンフィギュレーションおよび監視ツールは、ネット
ワークおよびマルチベンダ プラットフォーム間のストレージ管理を集中化します。HP OpenView
Storage Management Appliance に付属のエレメント マネージャ（HSG 用）は、ストレージ管理作
業を削減し、スイッチ ファイバ チャネル SAN 間ではポイント アンド クリックだけの作業で済む
ようにします。この製品は、MIB イベント ロギング付きの SNMP エージェントを介した、フィー
ルド交換可能ユニット（FRU）レベルの障害検出および通知とともに、HP StorageWorks HSG80/60
ストレージ システムの簡単な設定を提供します。この新しいバージョンでは、Storage Networking
Industry Association の Storage Management Initiative Specification（SMI-S）のプロバイダを発表し、
エンタープライズ ネットワーク ストレージ インフラストラクチャ内でより強力なマルチベンダ管
理を可能にします。

HP OpenView Storage Management Appliance は、[システム ページ] の [ツール ＆ リンク] タブから HP
Systems Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができます。[システム ページ] へのアクセス
については、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。
詳細については、HP の Web サイト http://h18006.www1.hp.com/products/sanworks/
managementappliance/index.html （英語）にある資料を参照してください。

HP Process Resource Manager の概要
HP の Process Resource Manager（PRM）を使用すると、システム管理者は、必要としているところに適
切な量のシステム リソースを正確に集中させることができます。HP-UX に加えて、この強力なリソース
管理ツールが実行されます。PRM が有効になっていると、ユーザまたはアプリケーションのグループに
対して、システムの CPU の総処理時間、利用可能な実メモリ リソース、および論理ボリューム管理
（LVM）システムへのディスク帯域幅の指定された分量の割り当てが保証されます。
PRM は、システム負荷のピーク時（CPU 使用率、メモリ使用率、またはディスク帯域幅使用率が 100%
の状態）に各プロセスが使用するリソースの量を制御するためのリソース管理ツールです。PRM を使用
すると、プロセス グループで利用できるシステム リソースの割り当てが、PRM グループの使用を通じ
て一定の下限値以上に維持されます。

PRM グループとはユーザとアプリケーションの集まりのことであり、各 PRM グループには特定量の
CPU、メモリ、およびディスク帯域幅が割り当てられます。PRM グループには FSS PRM グループと PSET
PRM グループの 2 種類があります。FSS PRM グループは従来の PRM グループであり、その CPU 使用
権はシェアで指定されます。このグループは、システムのデフォルト プロセッサ セット（PSET）内で
HP-UX カーネルに組み込まれたフェア シェア スケジューラ（FSS）を使用します。一方、PSET PRM グ
ループの CPU 使用権は、システム プロセッサのサブセット（PSET）を割り当てることで指定されます。
PSET 内の各プロセスには、HP-UX 標準のスケジューラを通じて、割り当てられた CPU の CPU 時間が均
等に割り当てられます。

PRM を使用する目的

• クリティカル ユーザおよびアプリケーションの応答時間を改善する。

• ユーザが期待するパフォーマンスを設定し、管理する。

• 費用負担に基づいて共有サーバを割り当てる。

• Serviceguard クラスタのアプリケーション パッケージに対し、フェールオーバの発生時にアクティ
ブになる待機システム上に十分なリソースを保証する。

• クリティカル ユーザまたはアプリケーションに、十分な CPU、メモリ、およびディスク帯域幅の
リソースを確実に割り当てる。
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クリティカル アプリケーションを実行することもあるユーザは、別のときに、さほど重要でない作
業に従事していることもあります。これらのさほど重要でない作業が、ユーザの PRM グループ内
で、使用可能な CPU 時間や実メモリに関してクリティカル アプリケーションと競合する可能性が
あります。このような理由から、アプリケーションを異なる PRM グループに分けるか、ユーザ用
に別のグループを作成することが有益な場合がよくあります。クリティカル アプリケーションを専
用の PRM グループに割り当てて、このアプリケーションがリソースを必要な分だけ確実に得られ
るようにすることができます。

• 負荷の高い時間帯には、優先順位の比較的低いユーザやアプリケーションが使用する CPU、実メモ
リ、およびディスク帯域幅の各リソースの量を制限する。

たとえば、ユーザが出社して仕事を始めるときや昼食から戻ったときにメール プログラムがディス
ク帯域幅を大量に専有する場合があります。したがって、Email アプリケーションをリソース割り
当ての小さい PRM グループに割り当てて、システムの負荷の高い時間帯に Email が使用するリソー
スの量を制限することができます。

• ユーザまたはアプリケーションごとにリソース使用量を監視する。

ユーザまたはアプリケーションのグループをそれぞれ別の PRM グループに割り当てることによっ
て、ユーザまたはアプリケーションが使用しているリソースをトラッキングできます。

HP SIM からの Process Resource Manager へのアクセス
[最適化]→[Process Resource Manager] を選択します。次の 4 つのオプションが使用できます。

• Process Resource Manager コンソール

• リソース使用状況の表示

• リソース アベイラビリティのリスト

• GUI からの PRM の起動

システムに PRMSIMTools バンドルがインストールされている場合、利用できるオプションは次のとおり
です。

• PRM グループの監視

• PRM グループの設定

• リソース使用状況の表示

• リソース アベイラビリティのリスト

PRM の詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/prm （英語）を参照してください。

HP Virtual Server Environment の概要
HP Virtual Server Environment（VSE）は、サーバ環境の機能と柔軟性を向上させる、完全に統合された
補完的なコンポーネントを多く網羅しています。

主要な VSE アプリケーションは、次のとおりです。

• HP Integrity Essentials Virtualization Manager Virtualization Manager は、統合された仮想化と、物
理サーバと仮想サーバの管理を提供することで、複雑さを軽減する使いやすい仮想化管理ソフト
ウェアです。Virtualization Manager は、VSE のすべてのリソースを管理できるようにする集中管
理ポイントを提供します。これは、IT リソースを実際のビジネス要件に結び付ける強力な方法で
す。詳細については、HP の Web サイト http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/
262377-0-0-225-121.html?jumpid=reg_R1002_USEN を参照してください。

• HP Integrity Essentials Global Workload Manager（gWLM） Global Workload Manager（gWLM）
は、マルチシステム、マルチオペレーティング システムの Workload Manager で、HP Virtual Server
Environment 用のインテリジェント ポリシー エンジンとして機能します。複数の HP-UX 11i または
Linux サーバ間で自動負荷管理ポリシーの配備を簡素化し、集中監視およびレポートを提供してサー
バの利用率を向上させ、サービス レベルを維持します。HP Global Workload Manager は、HP-UX
11i と Linux に対して使用可能です。詳細については、HP の Web サイト
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/257279-0-0-0-121.html を参照してください。
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• HP Integrity Essentials Capacity Advisor HP Integrity Essentials Capacity Advisor は、アプリケーショ
ン負荷の位置付けをシミュレートして将来の容量を計画することで IT 管理者がサーバの利用効率を
向上させることのできる、業界で初めての軽量な統合ツールです。Capacity Advisor は、HP Virtual
Server Environment のインテリジェントな制御を実現する容量計画を提供します。詳細については、
HP の Web サイト http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/262379-0-0-0-121.html を参照
してください。

• HP Systems Insight Manager（HP SIM）  HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、Insight マネー
ジャ 7、HP Toptools、および HP Servicecontrol Manager の長所を組み合わせることによって、す
べての HP システムに対してハードウェア障害、資産、および構成の管理を実現します。HP SIM
は、拡張が簡単で、高速なインストール、負荷に対するパフォーマンス管理、および Integrity およ
び HP 9000 システムに対するパーティション管理を実現します。

インストールした HP Virtual Server Environment には、HP SIM からアクセスできます。アクセスするに
は、[ツール]→[VSE Management] の順に選択してください。
VSE の詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/go/vse （英語）にある『HP Virtual
Server Environment』（英語）を参照してください。また、HP の Web サイト
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/integrity/technology/manage.html にアクセスしてドキュ
メントを見つけてください。『VSE Management Quick Start Guide』 には、VSE を初めて使用する際に
手順を円滑に進めるための方法が掲載されています。

HP ProLiant Essentials アプリケーション
HP ProLiant Essentials には、ProLiant サーバの管理を補助するソフトウェアが含まれています。ProLiant
Essentials サービスは、以下に役立ちます。

• サーバ関連の調達および運用コストを抑制。

• 変化に関連するリスクを低減。

• IT 管理全体を向上。

• 問題との検出と解決のスピード化によってアプリケーションのダウンタイムを短縮。

• サービス効率と生産性を向上。

ここに列挙したアプリケーションは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）のパートナー アプリケー
ションと考えられ、いずれも HP SIM のインストールで自動的に使用可能になるか、HP の Web サイト
からダウンロードすることができます。

監視および警告

• HP BladeSystem Integrated Manager

• HP Intelligent Networking Pack

• HP Insight マネジメント エージェント

分析および制御

• HP パワー レギュレータ

• HP Performance Management Pack

• Insight Diagnostics

• Workload Management Pack

提供機能とパッチ

• HP アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ

• iLO を介した HP BladeSystem Setup

• HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack

• HP ProLiant Support Pack

• Rapid Deployment Pack
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• SmartStart Scripting Toolkit

復旧と拡張

• HP Server Migration Pack - Universal Edition

• HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack

• VMware および ProLiant Essentials バンドル

リモート管理

• Integrated Lights-Out Standard Edition

• Integrated Lights-Out Advanced Edition

• Lights-Out 100 リモート管理

• リモート Insight ボード Lights-Out Edition II

エンタープライズ管理

• HP OpenView Storage Data Protector

• HP OpenView Storage Management Appliance

• HP OpenView Storage Operations Manager

その他の HP マネジメント
• HP Client Manager

• HP OpenView Storage Area Manager

• Web JetAdmin

HP ProLiant Essentials の詳細と上記のパートナ アプリケーションへのリンクについては、HP の Web サ
イト http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/index.html （英語）を参照してくだ
さい。

関連トピック

• PMP ツール

• HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack の概要

• アレイ コンフィギュレーション ユーティリティの概要

• Server Migration Pack

• 管理プロセッサ ツール

• HP OpenView Storage Management Appliance の概要

• Workload Manager の概要

• HP BladeSystem の概要

• RPM パッケージ マネージャ

• Web JetAdmin の概要

• HP Client Manager の概要

アレイ コンフィギュレーション ユーティリティの概要
Smart アレイ コントローラ用のアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ（ACU）ソフトウェア
と StorageWorks Enclosure 4x00 ファミリ製品を使用すると、ディスク ドライブ アレイの設定と拡張を
簡単に行うことができます。この使いやすい Web ベース ツールでは、設定ウィザードによってアレイ
コントローラのセットアップを行い、数分で使用可能な状態にすることができます。また、ACU は機能
が豊富であり、ローカルまたはリモートでのアレイ コントローラの設定、既存の構成へのディスク ド
ライブの追加、ディスク ドライブ アレイの完全な再構成といった、多くの機能を備えています。さら
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に、オンライン容量拡張、論理ドライブ容量拡大、RAID レベル移行などの革新的な機能により、スト
レージ ニーズの変化に合わせてアレイの構成や設定を変更することができます。
HP アレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、[システム ページ] の [ツール & リンク] タブか
ら HP Systems Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができます。[システム ページ] へのア
クセスについては、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。
詳細については、HP の Web サイト http://h18000.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/
software-management/acumatrix/index.html （英語）を参照してください。

HP BladeSystem の概要
HP は、HP BladeSystem Integrated Manager を HP Systems Insight Manager（HP SIM）内のコンポーネ
ントとして配布し、効率のよい管理アクセスを HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated
Manager に提供します。HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager は、ブ
レード コンピュータ システム、データおよびストレージ ネットワークへの統合接続、ならびに共有電
源サブシステムで構成されます。

HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager 統合管理環境を使用すると、ユー
ザは、ご使用の HP ブレード環境（ブレード サーバ/デスクトップ、エンクロージャ インフラストラク
チャ、ラック、統合スイッチなど）を階層型ツリー ビューによって素早く操作することができます。こ
れにより、個々のブレード システムまたはブレード システム グループを簡単に設定し、展開し、管理
することができます。また、ブレード システムの論理グループを迅速にセットアップし、簡単な管理と
制御を実現することができます。

さらに、HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager 統合管理環境は、ProLiant
Essential Value Pack や HP SIM へのサードパーティ製プラグインを含む、拡張する HP SIM 環境内でシー
ムレスに動作します。HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager のバージョ
ン 2.1 は、HP SIM 5.0 SP5 for Windows ならびに HP SIM 5.0 Update 2 for HP-UX および Linux に自動
的にインストールされます。HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager は、
自動生成される対話式のブレード システム ラック ビューなど、ブレードを管理するための HP SIM の
最新の先端機能に基づいています。

HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem Integrated Manager は、[ツール]→[内蔵コンソー
ル]→[HP BladeSystem] を選択してアクセスすることができます。
詳細については、HP の Web サイト http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/bsme/
index.html と http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英
語）にある『 HP BladeSystem Integrated Manager Environment in HP SIM 5.2』 を参照してください。

HP Client Manager の概要
HP Client Manager は、以下を提供するすべての HP クライアント管理ソリューションの基盤です。

• Altiris 社提供の他の HP クライアント管理ソリューション用のインフラストラクチャ、データ レポ
ジトリ、および Web ベースのコンソール

• 高いソフトウェア生産性を実現する、タスクベースのユーザ インタフェース、優れた QuickStart
画面、効率のよいセットアップおよびインストール

• HP ビジネス デスクトップ、ノートブック、ワークステーションのサポート

• HP SIM コンソールからのクライアント ハードウェア管理のための HP Systems Insight Manager（HP
SIM）との統合

• 電源がオフの場合でも HP の PC をリモートで管理するための Wake on LAN（WOL）を設定可能

• HP および Compaq クライアントに対する、スケーラブルで、Web ベースのハードウェアおよび
BIOS 管理

• コンポーネント レベルまでの完全なハードウェア インベントリ

• ハードウェア変更通知

• クライアント ヘルス監視および事前予防診断

• 更新管理（インテリジェント softpaq 配布/BIOS フラッシュ）

HP Client Manager は、[ツール]→[内蔵コンソール]→[HP Client Manager Console] からダウンロード
し、インストールすることで、HP SIM を介して使用できます。
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詳細については、HP の Web サイト http://h18000.www1.hp.com/im/client_mgr.html （英語）にある
資料を参照してください。

HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack の概要
HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack を使用して、ソフトウェアのセキュリ
ティの脆弱性を利用するハッカー、ワーム、およびトロイの木馬に対してシステムを保護し、HP Systems
Insight Manager（HP SIM）に統合されている、必要な機能をすべて備えた脆弱性評価およびパッチ管理
ツールです。Vulnerability and Patch Management Pack は、サーバの可用性に影響を及ぼす可能性のあ
る問題の予防的識別と解決を簡素化して、中央の単一コンソールに統合します。

Vulnerability and Patch Management Pack は、幅広い脆弱性評価と脆弱性の改善を促進する高度なパッ
チ管理機能を実現し、悪用のリスクを低減します。

Vulnerability and Patch Management Pack は、システム テーブル ビュー ページの VPM の列から入手す
ることができます。詳細については、「システム テーブル ビュー ページのナビゲート」を参照してく
ださい。

詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/servers/proliantessentials/vpm （英語）にあ
る資料を参照してください。

Web JetAdmin の概要
HP Web Jetadmin は、各種 HP およびサードパーティのネットワーク周辺機器を標準の Web ブラウザ
のみを使ってリモートでインストール、設定、および管理するための簡単な周辺機器管理ソフトウェア
です。問題がユーザの生産性に影響を与える前に、その問題を事前に解決するために使用することがで
きます。

HP Web Jetadmin は、[ツール]→[内蔵コンソール]→[WebJet Admin] からダウンロードし、登録するこ
とで、HP Systems Insight Manager（HP SIM）を通して使用可能になります。
詳細については、また資料を入手するには、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/servers/bim を
参照してください。

HP Storage Essentials の概要
HP Storage Essentials は、付加価値プラグインのスイートで、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）
管理、ストレージ リソース管理、プロビジョニング、およびアプリケーション インフラストラクチャ
監視を含む、高度な異機種ストレージ管理機能を提供します。HP Storage Essentials には、中核製品と、
以下のモジュールが含まれています。

• Enterprise Edition。オープン異機種 SAN 管理用のメイン コンソール
注記： Enterprise Edition は、他のモジュールにアクセスするために必要です。

• Provisioning Manager。異機種ホスト-アレイ パス プロビジョニング ウィザード

• Chargeback Manager。資産ベースの配賦管理と多段階割当

• Oracle Viewer。Oracle データベースの可用性とパフォーマンスの表示

• Exchange Viewer。Exchange データベースの可用性とパフォーマンスの表示

• Sybase Viewer。Sybase データベースの可用性とパフォーマンスの表示

• File System Viewer。ファイル システム監視により無駄なスペースの再利用

• Global Reporter。複数の HP Storage Essentials Server インスタンスのロールアップ レポート

• Report Designer。ストレージ インフラストラクチャについてのお客様のレポートを開発

Storage Essentials は、J2EE、SMI-S、WBEM、WMI などの最新の業界標準を使用します。これによっ
て、ストレージ管理インフラストラクチャが拡張可能であり、HP の技術とサードパーティの技術の両方
をサポートすることが保証され、したがって、ニーズに合った技術を使用するとともに特定ベンダーに
囲い込まれることを防ぐことができます。

HP Storage Essentials は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で、[ツール]、[展開]、[診断]、[最適
化]、[診断]、[レポート]、[タスク ＆ ログ]、[オプション] メニューから使用可能です。このメニュー項
目の詳細については、HP Storage Essentials のマニュアルを参照してください。
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HP Storage Essentials Agent Deployment Pack を利用すると、Storage Essentials CIM 拡張のインストール
を円滑に行えます。このデプロイメント パックにより、HP SIM を使用して Storage Essentials CIM 拡張
をリモート ホストにインストールできます。Storage Essentials とともに CIM 拡張を使用するには、ご
使用のストレージ ホストに CIM 拡張をインストールする必要があります。デプロイメント パックの詳
細については、『HP Storage Essentials インストール ガイド』のバージョン 5.00.01 以上を参照してく
ださい。HP Storage Essentials のドキュメントは、HP の Web サイト http://www.hp.com/jp/manual で
入手できます。

HP Storage Essentials がインストールされたときに HP SIM で生じる変更内容については、「HP Storage
Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の変化」を参照してください。
関連トピック

• HP StorageWorks Command View EVA の概要

• HP StorageWorks Command View SDM の概要

• HP StorageWorks Command View Tape Library の概要

• HP StorageWorks Command View XP の概要

• HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition の概要

• HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 の概要

ストレージ デバイス マネージャ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、[システム ページ] の [ツール ＆ リンク] タブのリンクか
らサポートされているストレージ デバイス マネージャを起動できます。次のデバイス マネージャから
開始できます。

• HP StorageWorks Command View EVA

• HP StorageWorks Command View SDM

• HP StorageWorks Command View for Tape Libraries

• HP StorageWorks Command View XP

• HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition

• HP StorageWorks Modular Storage Array 1000

関連トピック

• HP StorageWorks Command View EVA の概要

• HP StorageWorks Command View SDM の概要

• HP StorageWorks Command View Tape Library の概要

• HP StorageWorks Command View XP の概要

• HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition の概要

• HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 の概要

HP StorageWorks Command View EVA の概要
HP StorageWorks Command View EVA は、広範なソフトウェア スイートで、パフォーマンスが高い HP
StorageWorks Enterprise Virtual Array（EVA）ファミリのストレージ アレイ製品を簡素化、強化、およ
び最大限に活用するように設計されています。

Command View EVA は、HP StorageWorks Enterprise Virtual Array のユーザを補完し、シンプルさを妥
協なく提供します。この製品は、ストレージ管理者に、すべての Enterprise Virtual Array 管理要件に対
する単一のストレージ管理ソリューションを提供します。ストレージ管理を自動化および集約するので、
時間のかかる手動操作が少なくなります。容量の拡張も簡単です。アプリケーションのダウンタイムな
しで変化するビジネス要件に迅速に対応するために、LUN を簡単かつ動的に拡張でき、物理ドライブを
オンラインで追加することができます。論理ユニット番号 (LUN）および RAID グループの簡単で高速な
設定を提供。ミッション クリティカルなアプリケーションには、HP インスタント サポート エンタープ
ライズ エディションおよび HP ソリューションのサポートを使用して事前予防リモート サービスを活用
し、継続的な EVA 稼動時間を確実にすることができます。
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HP StorageWorks Command View EVA は、[システム ページ] の [ツール ＆ リンク] タブから HP Systems
Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができます。[システム ページ] へのアクセスについて
は、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。
詳細については、HP の Web サイト http://h18006.www1.hp.com/products/storage/software/
cmdvieweva/index.html （英語）にある資料を参照してください。

HP StorageWorks Command View SDM の概要
HP StorageWorks Command View SDM は、付加価値ソフトウェア ソリューションが起動できる共通の
ユーザ インタフェースを介した集中管理プラットフォームとして機能します。Command View のスケー
ラビリティは、単一のアレイから複数のアレイまですべて単一の管理コンソールから管理できる範囲に
わたっています。Command View SDM では、お客様は、GUI、CLI、Web ブラウザの中からユーザ イ
ンタフェースを選択することができます。Command View SDM には、ネットワーク管理フレームワー
クへのイベント/トラップ通知機能があり、管理対象のストレージ環境におけるあらゆる変更内容をネッ
トワーク管理者が認識することができます。また、HP Systems Insight Manager（HP SIM）とリンクし、
ストレージ環境およびサーバ環境の最初の統合を実現することができます。Command View SDM は、
台頭しつつある SMI-S ストレージ標準をサポートし、基本的な管理機能の手動統合を実現します。
Command View は、高度な管理フレームワーク（OpenView Network Node Manager、CA Unicenter
TNG、BMC Patrol、Tivoli NetView など）と統合されてきました。これらの統合によって、HP ストレー
ジ デバイスをネットワーク管理コンソールから管理できることで、ネットワーク管理者の地位が向上し
ます。

HP StorageWorks Command View SDM は、[システム ページ] の [ツール ＆ リンク] タブから HP SIM
を介して入手することができます。[システム ページ] へのアクセスについては、「[ツール & リンク] タ
ブ」を参照してください。

詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/
modular/commandview/index.html （英語）にある資料を参照してください。

HP StorageWorks Command View Tape Library の概要
HP StorageWorks Command View Tape Library Software は、HP Extended Tape Library Architecture
（ETLA）の新たな段階を示す製品であり、HP Adaptive Infrastructure 戦略の主要コンポーネントです。
このソフトウェアは、「自己対応」（自動管理、自動メンテナンス、継続的可用性）と「ネットワーク
対応」（耐障害性、安全性、適合性）の機能をもつテープ ライブラリを提供します。HP テープ ライブ
ラリは、エンタープライズ SAN 環境に必要な信頼性、相互運用性、および高機能性を備えています。
HP StorageWorks Command View Tape Library Software は、[システム ページ] の [ツール & リンク] タ
ブから HP Systems Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができます。[システム ページ] へ
のアクセスについては、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。
詳細については、HP の Web サイト http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/tlarchitecture/
index.html （英語）を参照してください。

HP StorageWorks Command View XP の概要
HP StorageWorks Command View XP は、XP ディスク アレイの Web ベースの集中管理を提供します。
この製品は、グローバルなチーム メンバでの共同作業を可能にすることで、遠隔地に移動する必要をな
くし、管理者の効率を向上させます。

グラフィカル マッピングおよびファイバ チャネル診断機能によって、HP ストレージのパフォーマンス
の支障になる状態を早期に警告し、データが常に使用可能であることを確実にします。Command View
には、SNMP スクリプトが含まれており、主要なネットワーク管理フレームワークへの統合が容易に
なっています。

HP StorageWorks Command View XP は、[システム ページ] の [ツール ＆ リンク] タブから HP Systems
Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができます。[システム ページ] へのアクセスについて
は、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。
詳細については、HP の Web サイト http://www.hp.com/products1/storage/products/disk_arrays/
xpstoragesw/commandview/index.html （英語）にある資料を参照してください。
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HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition の概要
HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition for XP disk arrays は、Command View XP の最高
の機能と、ウィザードベースの使いやすいモジュールを組み合わせたものです。この製品は、Storage
Essentials などのより高レベルの管理ユーティリティにシームレスに統合します。また、XP ディスク ア
レイを集中的に管理、設定、提供、監視することができます。

HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition for XP disk arrays は、[システム ページ] の [ツー
ル ＆ リンク] タブから HP Systems Insight Manager（HP SIM）を介して入手することができます。[シス
テム ページ] へのアクセスについては、「[ツール & リンク] タブ」を参照してください。

HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 の概要
The HP StorageWorks Modular Smart Array 1000（MSA1000）は、エントリ レベルからミッドレンジ
向けのストレージ エリア ネットワーク（SAN）用の 2Gb ファイバ チャネル ストレージ システムで
す。MSA1000 は、SAN 配備の複雑さとリスクを軽減します。この強力ながら使いやすい管理ソフト
ウェアは、部門および遠隔地の SAN に理想的です。2 つのドライブ エンクロージャと新しい 300GB
のドライブを追加することで、最大 42 台のドライブを制御し、12TB の容量を実現できます。すべての
設定、管理、パーティション分割とライセンス付与ソフトウェアは、無償で標準装備されます。

HP 固有のオプションの内蔵 8 ポート SAN スイッチまたは 3 ポート ハブは、SAN 環境を構築する費用
対効果の高いスペースをとらない方法を提供します。MSA1000 は、Windows（32 ビットおよび 64
ビット）、NetWare、Linux（32 ビットおよび 64 ビット）の各オペレーティング システムをサポート
します。また、Tru64 UNIX、OpenVMS、HP-UX の各オペレーティング システムもサポートします。
MSA1000 は、[システム ページ] の [ツール & リンク] タブから HP Systems Insight Manager（HP SIM）
を介して入手することができます。[システム ページ] へのアクセスについては、「[ツール & リンク] タ
ブ」を参照してください。

詳細については、HP の Web サイト http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/msa1000/
index.html （英語）にある資料を参照してください。

HP Service Essentials Remote Support Pack
概要

HP HP Service Essentials Remote Support Pack は、データ センタ環境内の HP がサポートするサーバおよ
びストレージ デバイスの可用性向上に役立つ、予防的なリモート監視、自動診断、およびトラブルシュー
ティング機能を提供します。Remote Support Pack により、システムやデバイスのサポートにかかるコス
トが削減され、複雑さが解消される。Remote Support Pack は、保守に関わるイベントの情報をお客様の
ファイアウォールや Web プロキシ経由で安全に HP サポート センタに伝え HP の対応を要求します。

Remote Support Software Manager
Remote Support Software Manager は、HP SIM のインストールの際に CMS にインストールされます。
Remote Support Software Manager は、標準 HP SIM インストール用に付属し、カスタム インストール
ではデフォルトです。Remote Support Software Manager のインストールは対話形式では行われません。
インストールすると、Remote Support Software Manager アプリケーションは、CMS から起動できます。
HP SIM のインストールが完了した後、ユーザは、会社で決められた仕様に合わせて Remote Support
Software Manager を設定する必要があります。設定が終わると、Remote Support Software Manager は、
Remote Support アプリケーションの最新ソフトウェア スイートをダウンロードしてインストールしま
す。ソフトウェア スイートには次のソフトウェアが含まれます。

• Remote Support ツール

• Remote Support Common Components（MC3）

• Open Service Event Manager (OSEM)

Remote Support Pack と HP SIM のセットアップの詳細については、http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレーション ガイド』で『
HP Systems Insight Manager Installation and Configuration Guide for Microsoft Windows』 を参照してく
ださい。
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Remote Support ツール
Remote Support ツールは、監視対象デバイスからのサービス インシデントの登録を円滑化し、HP への
リモート接続を確立してサービス義務に基づく対応サポートを可能にします。Remote Support ツールに
は、HP SIM のインタフェースからアクセスします。また、この Remote Support Console は、企業内の
認定デバイスのリモート監視とイベント ステータスの調整を行います。また、Remote Support Console
は、ケースを自動で作成および処理し、保証および契約属性などサポート資格情報を HP SIM に提供し
ます。

ユーザは、HP SIM を使用して、Remote Support ツールにアクセスし、設定および登録を行い、使用す
ることができます（[オプション]→[Remote Support 設定およびサービス] を選択してください）。
[Remote Support 設定およびサービス] ページを使用すると、対象システムの Remote Support を有効にす
ることができます。

HP SIM でのサービス インシデントの表示については、「サービス通知イベント」を参照してください。
HP SIM での契約および保証情報の表示については、「契約および保証情報の表示」を参照してくださ
い。

Remote Support Common Components
Remote Support Common Components は、設定データを収集して、デバイスの固有の識別情報を確認し、
その情報を Remote Support ツールに提供します。

Open Service Event Manager
OSEM は、SNMP イベントおよび保守に関わるイベント データを分析し、ハードウェアの問題の自動診
断を提供します。また、推奨処置とお客様による修理手順を提供し、サービス通知を HP SIM および
Remote Support ツールへ送信します。
HP SIM でのサービス インシデントの表示については、「サービス通知イベント」を参照してください。

Remote Support Pack と HP SIM の使用
Remote Support Pack と HP SIM を Windows CMS 上で一緒に使用すると、HP SIM ユーザ インタフェー
スで、HP 製システムの契約および保証に関するデータを監視および表示できます。契約データおよび保
証データは、HP データ センタとの通信によって取得されます。保証および契約に関する詳細の取得の
ために、システムのシリアル番号、製品 ID、契約 ID などの情報が HP のデータ センタに送られます。
HP SIM ユーザ インタフェース内で Remote Support 情報を表示できる場所については、「契約および保
証情報の表示」を参照してください。

関連トピック

• 単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• 複数システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• サービス通知イベント

• デフォルト システム機能について

• 契約および保証情報の表示

• 契約および保証ステータスのタイプ

• 契約および保証ステータスの表示

• デフォルト システム機能について

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• [システム] タブ

• 管理プロセッサ用の [システム] タブ

• レポート機能

• 検索条件

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート
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• デフォルト共有収集

契約および保証情報の表示

はじめに

[契約および保証ステータス] は、WindowsCMS が設置され HP Service Essentials Remote Support Pack
がインストールされている環境で使用できます。契約と保証データ収集を有効にした HP システムの契
約と保証ステータス アップデートを表示することができます。[契約および保証ステータス] アイコンを
クリックして、システムの [契約および保証詳細] ページを表示してください。
HP Systems Insight Manager（HP SIM）で契約および保証データを表示するには、次の要件を満たす必要
があります。

• HP SIM CMS を http://www.hp.com に接続できなければなりません。

• Remote Support Pack ソフトウェアをインストールして適切に設定する必要があります。Remote
Support Software Manager は、HP SIM のインストールの際に中央管理サーバにインストールされ
ます。HP SIM のインストールが完了した後、ユーザは、会社の仕様に合わせて Remote Support
Software Manager を設定する必要があります。設定が終わると、Remote Support Software Manager
は、Remote Support ツールをダウンロードしてインストールします。Remote Support ツールのイン
ストールおよび設定、登録を実行しないと、契約および保証データは取得できません。Remote
Support Pack と HP SIM のセットアップの詳細については、http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレーション ガイド』
で『 HP Systems Insight Manager Installation and Configuration Guide for Microsoft Windows』 を参
照してください。を参照してください。

• システムの契約データおよび保証データを収集するには、システムのシリアル番号、製品 ID、およ
び国別コードがシステム プロパティに提示されている必要があります。ほとんどの場合、シリアル
番号と製品 ID は、HP SIM の識別プロセスで取得されます。必要に応じて、シリアル番号と製品 ID
を入力できます。正確な情報を確保するには、正しい国別コードを指定することが重要です。HP
SIM が国別コードを取得できない場合は、デフォルトで US に設定されます。サポート契約をして
いる場合、契約データを参照するには、エンタイトルメントまたは義務 ID とエンタイトルメント
タイプを入力します。

システム プロパティの編集手順については、「単一システムのシステム プロパティの編集」また
は「 複数システムのシステム プロパティの編集」を参照してください。

契約および保証情報の表示

契約および保証情報は、次の操作により表示できます。

• システム テーブル ビュー ページで、[CW] アイコンをクリックします。詳細については、「シス
テム テーブル ビュー ページのナビゲート」を参照してください。

• システム ページで [契約および保証ステータス] リンクをクリックします。詳細については、「シ
ステム ページ」を参照してください。

• [契約および保証] レポートを表示します。詳細については、第14章 「レポート機能」を参照して
ください。

• 指定された日数で期限が切れる契約または保証をシステムで検索します。詳細については、「シス
テムの高度な検索の実行」を参照してください。

• 契約または保証の期限が切れるシステムのアラートを設定します。詳細については、「自動イベン
ト処理タスクの作成」を参照してください。

• 初期ならびに月別契約、および保証データ収集タスクを表示します。詳細については、「[スケジュー
ルされたすべてのタスク] ページのナビゲート」および「デフォルト システム機能について」を参
照してください。

• [Remote Support Eligible] 収集の表示。この収集は、ユーザがシステムのサポートを有効にし、
サポート資格を入手している場合に、システムの Remote Support Pack サポートを一覧表示します。
適切なサポート資格がないのにシステムが有効にされると、Remote Support ツールにイベントは送
信されますが、監視されないため応答は行われません。
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注記:  システム テーブル ビュー ページの CW アイコンをクリックしたあと、特定の HP ブランドシ
ステムについて不正な応答を受け取った場合、システムで資格に関する問題がある可能性があります。
これは、Remote Support や HP SIM の問題ではありません。HP のサポートに問い合わせてください。問
い合わせに際しては、有効なシリアル番号、製品 ID、ならびに該当する契約番号または Care Pack 番号
を用意してください。

契約および保証データの収集

契約および保証データを収集するには、次のタスクを使用します。

• 初期契約および保証データ収集 このタスクは、新しく検出されたシステムから契約および保証
データを収集します。新しいシステムについて必要なシステム プロパティが入力されておらず、
HP SIM によって識別中に自動的に収集されてもいない場合、契約および保証データは収集されま
せん。

• 月別契約および保証収集 このタスクは、毎月、契約および保証データを収集します。システムに
ついて必要なシステム プロパティが入力されておらず、HP SIM によって識別中に自動的に収集さ
れてもいない場合、契約および保証データは収集されません。

注記: 
システム プロパティの編集手順については、「単一システムのシステム プロパティの編集」または「
複数システムのシステム プロパティの編集」を参照してください。

更新されたシステムについて、契約および保証収集タスクをただちに実行する場合は、[オプション]→[契
約および保証データ収集]を選択してください。詳細については、「タスクの作成」を参照してくださ
い。

重要: データが頻繁に変更されることはないので、契約および保証収集タスクは、月に 2 回以上実行
する必要はありません。

関連トピック

• 単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• 複数システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• サービス通知イベント

• デフォルト システム機能について

• 契約および保証ステータスのタイプ

• 契約および保証ステータスの表示

• デフォルト システム機能について

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• [システム] タブ

• 管理プロセッサ用の [システム] タブ

• レポート機能

• 検索条件

• イベント テーブル ビュー ページのナビゲート

• デフォルト共有収集

• HP Service Essentials Remote Support Pack
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契約および保証ステータスの表示

概要

[契約および保証ステータス] ページは、システム テーブル ビュー ページで [CW] アイコンをクリック
するか、システム ページで [契約および保証ステータス] リンクをクリックすると、表示されます。こ
のページには、[システム情報] と契約および保証に関する詳細情報が表示されます。

注記:  システム テーブル ビュー ページの CW アイコンをクリックしたあと、特定の HP ブランドシ
ステムについて不正な応答を受け取った場合、システムで資格に関する問題がある可能性があります。
これは、Remote Support や HP SIM の問題ではありません。HP のサポートに問い合わせてください。問
い合わせに際しては、有効なシリアル番号、製品 ID、ならびに該当する契約番号または Care Pack 番号
を用意してください。

注記: システムには、複数の契約と保証を設定できます。

システム情報

• [システム名] システム名または IP アドレス。

• [シリアル番号] システムのシリアル番号。HP SIM によって検出されるシリアル番号の場合と、
[システム プロパティの編集] ページの [顧客入力シリアル番号] フィールドに入力した番号の場合
があります。

• [登録された製品番号] 製品番号。通常、製品番号は、システムの注文に使用する番号です。

• [製品ライン] 製品ラインについての詳細情報。

契約

• [CCRN（Customer Contract Reference Number）] 時間とともに更新される契約に使用される参照
番号です。

• [アクティブな契約] アクティブな契約が存在する場合、この値は [true] になります。

• [開始日] アクティブな契約の開始日。

• [終了日] アクティブな契約の終了日。終了日がない場合、このフィールドは空白になります。

• [ステータス] 値には、以下のものがあります。

• A：アクティブ。

• F：まだ開始日になっていない。

• X：期限切れ。

• E：終了日がない。

• I：契約は非公式。このステータスは契約が成立していないことを意味する場合があります。

• B：提供停止。

• C：キャンセル済み。

• [アクティブな義務] システムのアクティブなサポート契約が存在する場合、この値は [true] にな
ります。

契約の開始日と終了日は、契約項目ごとに、以下の情報とともに表示されます。

• ステータス。 値には、以下のものがあります。

• A：アクティブ。

• F：まだ開始日になっていない。

• X：期限切れ。

• E：終了日がない。
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• I：契約は非公式。このステータスは契約が成立していないことを意味する場合があります。

• B：提供停止。

• C：キャンセル済み。

• [サービス レベル] 提案で指定されたサービスのレベル。これには、HP が問題に対処しなければ
ならない時間、一連の問題を解決するまでの時間、および問題の対処に HP が使用する応答のタイ
プが含まれます。

• [デリバラブル] この契約で提供されるサービスの説明（オンサイト サポート、部品/機材提供な
ど）。

保証

• [保証タイプ] 保証のタイプ（基本保証、バンドル保証、HP Care Pack など）。

• [開始日] アクティブな保証の開始日。

• [拡張] この保証が延長された日数。

保証の開始日と終了日は、保証項目ごとに、以下の情報とともに表示されます。

• [ステータス] 値には、以下のものがあります。

• A：アクティブ。

• F：まだ開始日になっていない。

• X：期限切れ。

• E：終了日がない。

• I：契約は非公式。このステータスは契約が成立していないことを意味する場合があります。

• B：提供停止。

• C：キャンセル済み。

• [サービス レベル] 保証で指定されたサービスのレベル。これには、HP が問題に対処しなければ
ならない時間、一連の問題を解決するまでの時間、および問題の対処に HP が使用する応答のタイ
プが含まれます。

• [デリバラブル] この保証で提供されるサービスの説明（オンサイト サポート、部品/機材提供な
ど）。

関連トピック

• 単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• HP Service Essentials Remote Support Pack

• 契約および保証ステータスのタイプ

• 単一システムのシステム プロパティの編集

契約および保証ステータスのタイプ

ご使用の Windows 中央管理サーバ（CMS）に HP Service Essentials Remote Support Pack をインストー
ルすると、HP SIM ユーザ インタフェースで契約および保証のステータスを監視できます。契約および
保証のステータスは、次のステータス タイプを使用して表示されます。

説明アイコンの意味ステータス アイコン

契約または保証の期限が過ぎています。メジャー。

• 現在、一時的に契約情報を取得できま
せん。

• 契約は 30 日以内に終了します。

マイナー。

契約は 90 日以内に終了します。警告。
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説明アイコンの意味ステータス アイコン

システムには有効な契約または保証が適用
されています。

正常。

契約情報が見つかりません。システムにシ
リアル番号または製品 ID がない可能性が
あります。

不明。

このシステムについて、[このシステムの
契約および保証データを収集しない] オプ
ションが設定されています。

無効。

関連トピック

• HP Service Essentials Remote Support Pack

• 契約および保証情報の表示

• 契約および保証ステータスの表示

• 単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• 複数システムの契約および保証データ収集の停止または回復

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• システム テーブル ビュー ページのナビゲート

• [システム] タブ

• 管理プロセッサ用の [システム] タブ

単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復

[契約および保証に関するデータ収集の停止/回復] リンクを使用すると、このシステムを契約および保証
データ収集から排除することができます。システムが停止されると、[契約および保証ステータス] が無
効になります。

注記: この手順を実行するには、更新するシステムで EDIT_SYSTEM_PROPERTIES ツールの使用権
限を持っている必要があります。

単一システムの契約および保証データ収集を停止または回復するには、次のように操作します。

1. [ツール]→[システム情報]→[システム ページ] を選択します。[システム ページ] が表示されます。
注記：[システム テーブル ビュー] ページの [システム名] 列でシステム名を選択して、[システム
ページ] にアクセスすることもできます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. [ツール & リンク] タブを選択します。
4. [契約および保証に関するデータ収集の停止/回復] リンクをクリックします。[契約および保証に関

するデータ収集の停止/回復] ページが表示されます。
5. [このシステムの契約および保証データを収集しない] チェック ボックスを選択またはクリアして、

契約および保証データ収集を停止または回復します。

6. 変更を適用する場合は、OK をクリックします。変更を破棄する場合は キャンセルをクリックして
ください。OK または キャンセルをクリックすると、[ツール & リンク] タブに戻ります。

関連プロシージャ

• 複数システムの契約および保証データ収集の停止または回復

関連トピック

• システム ページ

• 契約および保証ステータスのタイプ

• HP Service Essentials Remote Support Pack

• 契約および保証情報の表示
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• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムのシステム プロパティの編集

複数システムの契約および保証データ収集の停止または回復

[契約および保証に関するデータ収集の停止/回復] リンクを使用すると、ターゲット システムを契約およ
び保証データ収集から除外することができます。システムがサスペンド状態であると、[契約および保証
ステータス] が無効になります。

注記: この手順を実行するには、更新するシステム上の EDIT_SYSTEM_PROPERTIES ツールの使用
権限が必要になります。

複数システムの契約および保証データ収集を停止または回復するには、次の手順に従ってください。

1. [オプション]→[システム プロパティ]→[契約および保証に関するデータ収集の停止/回復]を選択しま
す。[契約および保証に関するデータ収集の停止/回復] ページが表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。システムを追加するには、ターゲットの追加をクリックします。システム

を削除するには、ターゲットを選択して ターゲットの削除をクリックします。
4. [このシステムの契約および保証データ収集しない] チェック ボックスを選択またはクリアして、契

約および保証データ収集を停止または回復します。

5. 別のターゲット システムを選択する場合は、戻るをクリックします。タスクをスケジュールするに
は、スケジュールをクリックします。タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。

関連プロシージャ

• 単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• [ツール & リンク] タブ

• 単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復
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第14章 レポート機能
HP Performance Management Pack レポート機能

HP Performance Management Pack（PMP）レポートは、Windows システム上の HP Systems Insight
Manager（HP SIM）によって利用できます。詳細については、「PMP レポートのオプション」を参照し
てください。

システム情報レポート機能オプションを表示するには、次のように操作します。

[レポート]→[HP Performance Management Pack レポート]→[静的分析レポート] の順に選択します。

システム情報レポート機能
HP SIM のシステム情報レポート機能では、レポートを生成できます。レポートの生成に加えて、ユーザ
定義レポート構成を作成したり、レポート構成の編集、コピー、削除を行ったりすることができます。
HP SIM にサインイン アクセスできるすべてのユーザがレポートを生成できます。

注記: 新しいレポートを追加する方法については、「レポートの追加」を参照してください。

システム情報レポート機能では、次のオプションを使用できます。

• レポートの管理。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ページが表示
されます。

• レポートの実行。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ページが表示
されます。実行するレポートを選択します。レポートのフォーマットを、HTML、XML、または
CSV から選択します。レポートの実行をクリックします。

• 新しいレポートの作成。 [レポート]→[新規レポート] を選択します。[新しいレポート] ページが
表示されます。

• [レポートの管理] ページを使用した新規レポートの作成。 [レポート]→[レポートの管理] を選択
します。[レポートの管理] ページが表示されます。新規をクリックします。[新規レポート] セク
ションが表示されます。

• レポートの編集。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ページが表示
されます。編集するレポートを選択して、編集をクリックします。[レポートの編集] セクションが
表示されます。

• レポートのコピー。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ページが表
示されます。コピーするレポートを選択して、コピーをクリックします。[レポートのコピー] セク
ションが表示されます。

• HTML フォーマットによるレポートの実行。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レ
ポートの管理] ページが表示されます。HTML フォーマットで実行するレポートを選択して、[HTML]
を選択し、レポートの実行をクリックします。

• XML フォーマットによるレポートの実行。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポー
トの管理] ページが表示されます。XML フォーマットで実行するレポートを選択して、[XML] を選
択し、レポートの実行をクリックします。

• CSV フォーマットによるレポートの実行とダウンロード。 [レポート]→[レポートの管理] を選択
します。[レポートの管理] ページが表示されます。CSV（Comma Separated Value）フォーマット
で実行またはダウンロードするレポートを選択して、[CSV] を選択し、レポートの実行をクリック
します。

• SQL クエリの表示。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ページが表
示されます。SQL の詳細情報を表示するレポートを選択して、レポートの実行を選択します。次
に、レポート上で [SQL クエリの表示] をクリックします。

• レポートの削除。 [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ページが表示
されます。削除するレポートを選択し、削除をクリックします。
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スナップショット比較
スナップショット比較によって、最大 4 つのシステム（同じオペレーティング システム）を相互に比較
したり、単一のシステムをそれ自体と比較して時間の経過による変化を調べたりすることができます。
詳細については、「スナップショット比較レポート」を参照してください。

スナップショット比較を表示するには、[レポート]→[スナップショットの比較] を選択します。[スナッ
プショットの比較] ページが表示されます。ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。
関連プロシージャ

• システム レポート

• レポートの追加

• レポートの編集

• レポートのコピー

• スナップショット比較レポート

• PMP レポートのオプション

関連トピック

• システム ライセンス情報レポート

• クラスタ収集ビューの印刷

• イベント収集ビューの印刷

• レポートの印刷

• リファレンス情報

• レポート ビュー

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

• ツールボックス レポート

• 認証レポート

システム レポート
生成されるレポートでは、以下の情報が表示されます。

• レポート名。

• 関連するシステム収集。

注記: 関連するシステム収集の情報は、レポートを実行するために選択した収集がない場合は表
示されません。

• レポートの実行日時

レポートは、次のフォーマットで実行できます。

• HTML（表示に推奨）。HTML フォーマットでレポートが表示されます。

• XML。XML フォーマットでレポートが表示されます。

• CSV。CSV フォーマットでレポートが表示されます。

注記: デフォルトでは、[システム名] に基づいて並べ替えられます。

注記: 昇順か降順で並べ替えるには、カラム見出しをクリックします。

注記: HP Systems Insight Manager（HP SIM）ホームページの [管理] セクションで [インベントリ レ
ポートの管理] リンクをクリックして、[レポートの管理] ページにアクセスすることもできます。

HTML フォーマットによる既存のレポートの実行
レポートの表示には、HTML フォーマットを使用することをおすすめします。
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HTML フォーマットでレポートを実行するには、次のように操作します。
1. [レポート]→[レポートの管理] の順に選択します。
2. 表示するレポートを選択します。

3. [レポートを生成するフォーマット] で、[HTML（参照時の推奨）] を選択します。
4. レポートの実行をクリックします。レポートが表示されます。

HTML レポートでは、[SQL クエリの表示] を実行できます。詳細については、「SQL の表示」を参
照してください。

並べ替え順序の選択

レポート機能を使うと [レポート結果] ページに表示されたデータの並べ替えができます。

• 昇順の並べ替え 並べ替える列見出しを 1 回クリックします。データは、アルファベットの昇順
で並べ替えられます。

• 降順の並べ替え 並べ替える列見出しを 2 回クリックします。データは、アルファベットの降順
で並べ替えられます。

XML フォーマットによる既存のレポートの表示
1. [レポート]→[レポートの管理] の順に選択します。
2. 表示するレポートを選択します。

3. [レポートを生成するフォーマット] で、[XML] を選択します。
4. レポートの実行をクリックします。XML レポートが表示されます。

CSV フォーマットによる既存のレポートの表示
1. [レポート]→[レポートの管理] の順に選択します。
2. [レポート名] で、表示するレポートを選択します。
3. [レポートを生成するフォーマット] で、[CSV] を選択します。
4. レポートの実行をクリックします。ブラウザ システムに、.CSV ファイルに関連付けられたアプリ

ケーションがない場合、.CSV ファイルはブラウザ ウィンドウに表示されます。ブラウザ システム
に、.CSV ファイルに関連付けられたアプリケーションがある場合、.CSV ファイルは指定したアプ
リケーションで表示されます。

Excel などのアプリケーションがインストールされ、CSV ファイルの拡張子がそのアプリケーショ
ンに関連付けられているブラウザ システムで、Internet Explorer を使用する場合は、[名前を付けて
保存] ダイアログ ボックスが表示されます。保存をクリックします。

5. ファイル名を入力し、[ファイルの種類] フィールドのドロップダウン リストから、ファイルを保存
するフォーマットを選択します。保存をクリックします。レポートが保存されます。

既存レポートの印刷

[レポート結果] ページで、ブラウザから[ファイル]→[印刷] を選択します。

コマンド ライン インタフェース
このタスクをコマンド ライン インタフェース（CLI）から実行するには、mxreport コマンドを使用し
ます。このコマンドの詳細については、コマンド ラインに man mxreport と入力して HP-UX または
Linux のマンページを参照してください。コマンドとマンページのリンクの詳細については、「コマンド
ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• レポートの追加

• レポートの編集

• レポートのコピー

関連トピック

• レポート機能
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レポートの追加

レポート設定を保存してあとで使うことも、1 回限りのレポートを作成することもできます。
レポート設定は、指定した基準でデータベース テーブルからデータを取得し、指定したフォーマットで
レポートに入れるユーザ定義の優先設定です。レポート設定を保存すると、後日、そのレポート設定を
使用して稼動データからレポートを生成できます。

レポート設定の作成、保存、編集、コピー、削除を行うには、管理者権限またはオペレータ権限が必要
です。また、ライセンス キーを表示するには、管理者権限が必要です。ユーザ権限があるユーザが実行
できるのは、権限を与えられたレポート設定だけです。

[レポート]→[レポートの管理]→[新規] を選択し、新しいレポートを作成することもできます。
管理者権限があるユーザ 1 が、レポートとプライベート収集を生成した場合、管理者権限があるユーザ
2 は、ユーザ 1 が作成したレポート設定とプライベート収集を使用してレポートを生成できます。ユー
ザ 2 は、レポート設定の編集、保存、コピー、削除を実行できますが、ユーザ 1 が作成したプライベー
ト収集を削除することはできません。

新しいレポートの追加

1. [レポート]→[新規レポート] を選択します。[新規レポート] ウィンドウが表示されます。
2. 複数または単一のターゲットを追加します。

1. ターゲットを追加するために、ドロップダウン選択ボックスの上の 2 つのラジオ ボタン（[収
集] オプションまたは [検索] オプション）のいずれかを選択できます。これらのオプションは
ターゲット選択の方法を示すために使用します。また、キャンセルをクリックすると、ターゲッ
トは追加されません。

注記：ターゲットまたはフィルタについて個々のイベントを選択することはできません。その
ような選択が行われた場合、検索機能は使用できません。これらのケースでは、2 つのラジオ
ボタンは存在しません。

2. [収集] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスからターゲットを選択できます。
3. [検索] オプションを選択すると、ドロップダウン選択ボックスと 内容を表示ボタンが [クイッ

ク検索] ユーザ インタフェースに切り替わります。テキスト フィールドに デバイス名をタイプ
して、検索をクリックします。

注記：テキスト フィールドにタイプした文字と一致する デバイス名がある場合、一致する名
前を含む動的リストが表示されます。

4. 動的リストに表示される デバイス名のいずれかを選択すると、[クイック検索] ユーザ インタ
フェースの下に、選択したシステムを含む システム テーブルが表示されます [検索結果] に表
示されるアイテムはデフォルトで選択されて（チェックマークが付いて）います。[検索結果]
テーブルで 1 つ以上のアイテムが選択されている場合、適用ボタンが有効になります。適用ボ
タンをクリックしたとき追加されるのは、選択されているアイテムだけです。

注記：表示される デバイス名の最大数は、6 です。

5. 検索をクリックすると、テキスト フィールドにタイプされた文字を使用して、共通属性の使用
による 基本検索が実行されます。結果は、[クイック検索] ユーザ インタフェースの下の [検索
結果] テーブルに表示されます。
検索ユーザ インタフェースが開いているとき、[タスク ウィザード] は、作成された Query オ
ブジェクトへの参照を保持し、検索の実行時に使用される Dynamic Query を生成します。新
しい検索語が、それぞれこの Query オブジェクトに追加され、新しい Dynamic Query が生成
されます。ユーザが検索ユーザ インタフェースを閉じるか、キャンセルまたは 適用をクリッ
クすると、[タスクウィザード] は、検索 Query への参照を解除します。
注記：基本検索の結果がロードされるとき、理髪店の看板のアイコンが表示されます。

追加するシステムを選択すると、[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスがデフォルトで選択
され、適用ボタンと 内容を表示ボタンが有効になります。適用または 内容を表示のどちらかを選
んでクリックできます。

注記：ドロップダウン選択ボックスで選択したアイテムを変更すると、[< アイテム > 自体を選択]
テキストが変更を反映して更新されます。

注記：[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスの選択を解除すると、適用ボタンが無効になり
ます。
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内容を表示を選択すると、選択したアイテムの テーブル ビューまたは ツリー ビューが表示され、
適用ボタンは無効になります。

注記：内容を表示を選択すると、テーブル ビューまたは ツリー ビューのロード中に、[ターゲット
システムの選択ページ] にデータをロードしていますというメッセージが表示されます。
表示される テーブル ビューまたは ツリー ビューからアイテムを選択すると、適用ボタンが有効に
なります。

注記：ツリー ビューの表示中に、[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスを選択すると、ツ
リー ビューが閉じ、適用ボタンが有効になります。[< アイテム > 自体を選択] チェックボックスの
選択を解除すると、ツリー ビューは表示されなくなります。ツリー ビューを再表示するには、内容
を表示をクリックする必要があります。

3. ターゲット選択をフィルタリングするには、次のように操作します。

a. イベント フィルタ追加をクリックします。
b. [次から選択してフィルタを追加] ドロップダウン ボックスから、イベント フィルタを選択し

ます。イベント フィルタを選択しない場合、エラー メッセージが表示されます。
c. 適用をクリックして、ターゲット システムにフィルタを適用します（または、キャンセルをク

リックして、フィルタの追加を取り消します）。選択したターゲット システムのリストの下
に、[フィルタ] テーブルが表示されます。
注記：ターゲット選択項目がシステムではなくイベントの場合は、ボタンは システム フィル
タ追加に切り替わり、別のシステム収集からの選択が可能になります。イベント フィルタとは
異なり、複数のシステム フィルタを選択できます。

4. イベント フィルタを変更するには、イベント フィルタ修正をクリックします。

注記：フィルタがシステムの場合は、システム フィルタ追加ボタンと フィルタの削除ボタンが表
示されます。イベント フィルタが 1 つしかない場合は、フィルタの削除ボタンはその 1 つのイベ
ント フィルタを削除します。複数のイベント フィルタがある場合は、フィルタの削除ボタンをク
リックするとサブペインが表示され、このペインで削除するイベント フィルタを選択できます。
a. [次から選択してフィルタを追加] ドロップダウン ボックスから、イベント フィルタを選択し

ます。イベント フィルタを選択しない場合、エラー メッセージが表示されます。
b. フィルタを変更してフィルタをターゲット システムに適用するには、適用をクリックします。

また、フィルタの編集をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。

注記：ターゲット選択項目がシステムではなくイベントの場合、ボタンは システム フィルタ
修正には切り替わらず、システム フィルタ追加または フィルタの削除のいずれかを選ぶこと
ができます。システムとイベントを組み合わせた 1 つ以上の収集がすでに選択されている可能
性もあります。組み合わせの収集が選択されている場合、これらの収集によりフィルタリング
が提供されます。

5. フィルタを削除するには、サブペインから削除するフィルタを選択し、フィルタの削除をクリック
します。

6. 次へをクリックします。[次へ] をクリックして、パラメータを指定し、レポートを実行または保存
します。

7. 次へをクリックすると、[ステップ 2: パラメータの指定] ページが表示されます。
a. [レポート名] フィールドに、レポートの名前を入力します。
重要：レポート名には、次の文字を含めることはできません:< > ' & \ ` , # + | % ; / \\ ! ~ @
$ ^ * = { } [ ] " : と?

b. [レポートに表示する項目の選択] セクションで、レポートに含めるすべてのカテゴリか項目を

選択します。 アイコンをクリックしてカテゴリを展開し特定の項目を選択したり、 アイコ
ンをクリックしてカテゴリを折り畳むことができます。

c. レポートに組み込む項目をすべて選択したら、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• [すべてのシステムを同じテーブルに表示] このオプションでは、[レポートに表示する項
目の選択] セクションで選択したすべてのカテゴリと項目がレポートに表示されます。選
択したカテゴリはテーブルとして表示され、選択したデータ項目はレポートの列見出しと
して表示されます。すべてのシステムは同じテーブルで表示されます。

• [各システムを別のテーブルに表示] このオプションでは、[レポートに表示する項目の選
択] セクションで選択したすべてのカテゴリと項目がレポートに表示されます。選択した
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カテゴリはテーブルとして表示され、選択したすべてのデータ項目は列見出しとして表示
されます。それぞれのシステムは、それぞれのテーブルで表示されます。

8. [レポートを生成するフォーマット] で、次のいずれかを選択します。

• HTML（表示に推奨）。HTML フォーマットでレポートが表示されます。

• XML。XML フォーマットでレポートが表示されます。

• CSV。CSV フォーマットでレポートが表示されます。

9. レポート設定を保存するには、レポートの保存をクリックします。レポートがすでに存在する場合
は、[レポートの上書き] メッセージが表示されます。既存のレポートを上書きしない場合は、キャ
ンセルをクリックします。

10. レポートの実行をクリックします。
新しいレポートが表示され、[SQL クエリの表示] オプションの機能を使用できるようになります。

並べ替え順序の選択

レポート機能を使うと [レポートの結果] ページに表示するデータの並べ替えができます。

• 昇順の並べ替え 並べ替える列見出しを 1 回クリックします。データは、アルファベットの昇順
で並べ替えられます。

• 降順の並べ替え 並べ替える列見出しを 2 回クリックします。データは、アルファベットの降順
で並べ替えられます。

レポートの印刷

[レポート結果] ページで、ブラウザから[ファイル]→[印刷] を選択します。

コマンド ライン インタフェース
このタスクをコマンド ライン インタフェース（CLI）から実行するには、mxreport コマンドを使用しま
す。このコマンドの詳細については、コマンド ラインに man mxreport と入力して HP-UX または Linux
のマンページを参照してください。コマンドとマンページのリンクの詳細については、「コマンド ライ
ン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連トピック

• システム レポート

• レポートの編集

• レポートのコピー

関連トピック

• レポート機能

レポートの編集

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、既存のレポート設定を編集できます。更新したレポート設
定は、既存レポート設定に上書き保存したり、新しいレポート設定として保存したりすることができま
す。

注記: レポート設定の作成、保存、編集、コピー、削除を行うには、管理者権限またはオペレータ権
限が必要です。また、ライセンス キーを表示するには、管理者権限が必要です。ユーザ権限があるユー
ザは、レポート設定の編集はできません。

HP SIMホーム ページの [管理] セクションから [インベントリ レポートの管理] リンクをクリックして、
[レポートの管理] ページにアクセスすることもできます。

既存レポートを編集するには、次のように操作します。

1. [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ウィンドウが表示されます。
2. 編集するレポートを選択し、編集をクリックします。[レポートの編集] ページが表示されます。
3. 次へをクリックすると、[ステップ 2: パラメータの指定] ページが表示されます。
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a. [レポート名] フィールドに、レポートの名前を入力します。
重要：レポート名には、次の文字を含めることはできません:< > ' & \ ` , # + | % ; / \\ ! ~ @
$ ^ * = { } [ ] " : と?

b. [レポートに表示する項目の選択] セクションで、レポートに含めるすべてのカテゴリか項目を

選択します。 アイコンをクリックしてカテゴリを展開し特定の項目を選択したり、 アイコ
ンをクリックしてカテゴリを折り畳むことができます。

c. レポートに組み込む項目をすべて選択したら、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• [すべてのシステムを同じテーブルに表示] このオプションでは、[レポートに表示する項
目の選択] セクションで選択したすべてのカテゴリと項目がレポートに表示されます。選
択したカテゴリはテーブルとして表示され、選択したデータ項目はレポートの列見出しと
して表示されます。すべてのシステムは同じテーブルで表示されます。

• [各システムを別のテーブルに表示] このオプションでは、[レポートに表示する項目の選
択] セクションで選択したすべてのカテゴリと項目がレポートに表示されます。選択した
カテゴリはテーブルとして表示され、選択したすべてのデータ項目は列見出しとして表示
されます。それぞれのシステムは、それぞれのテーブルで表示されます。

4. [レポートの生成を実行するフォーマット（フォーマットはレポートに保存されません）] で、次の
いずれかを選択します。

• HTML（表示に推奨）。HTML フォーマットでレポートが表示されます。

• XML。XML フォーマットでレポートが表示されます。

• CSV。CSV フォーマットでレポートが表示されます。

5. 既存レポート設定に上書き保存するには、レポートの保存をクリックします。

注記：既存のレポートを新たな名前を付けて保存するには、[レポート名] フィールドに新しいレポー
ト名を入力し、レポートの保存をクリックします。新たにレポートが保存され、[レポートの管理]
ページのレポートのリストに名前が追加されます。

レポートを保存するかどうかを確認するダイアログ ボックスが表示されます。保存するには、OK
をクリックします。中止するには、キャンセルをクリックします。レポートがすでに存在する場合
は、[レポートの上書き] メッセージが表示されます。既存のレポートを上書きしない場合は、キャ
ンセルをクリックします。

6. レポートを表示するには、レポートの実行をクリックします。ターゲット選択ページに戻るには、
戻るをクリックします。レポート作成プロセスを中止するには、キャンセルをクリックします。

コマンド ライン インタフェース
このタスクをコマンド ライン インタフェース（CLI）から実行するには、mxreport コマンドを使用し
ます。このコマンドの詳細については、コマンド ラインに man mxreport と入力して HP-UX または
Linux のマンページを参照してください。コマンドとマンページのリンクの詳細については、「コマンド
ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• レポートの追加

• SQL の表示

• システム レポート

関連トピック

• レポート機能

レポートのコピー

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、既存のレポート設定からレポート設定をコピーできます。
新たにコピーした設定を編集すると、新しいレポートを作成できます。
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注記: レポート設定をコピーするには、管理者権限またはオペレータ権限で、HP SIM にサインインす
る必要があります。管理者権限またはオペレータ権限でサインインしないと、コピー操作を実行できま
せん。

注記: HP SIM ホームページの [管理] セクションで [インベントリ レポートの管理] リンクをクリック
して、[レポートの管理] ページにアクセスすることもできます。

レポート設定をコピーするには、次のように操作します。

1. [レポート]→[レポートの管理] を選択します。[レポートの管理] ウィンドウが表示されます。
2. コピーするレポートを選択し、コピーをクリックします。[レポートのコピー] セクションが表示さ

れます。

3. [レポート名] フィールドに、新しいレポート設定の名前を入力します。
重要：レポート名には、次の文字を含めることはできません:< > ' & \ ` , # + | % ; / \\ ! ~ @ $ ^
* = { } [ ] " : と?

4. OK をクリックします。
[レポートのコピー] セクションが閉じ、コピーされたレポート設定が [レポートの管理] セクション
に表示されます。

コマンド ライン インタフェース
このタスクをコマンド ライン インタフェース（CLI）から実行するには、mxreport コマンドを使用し
ます。このコマンドの詳細については、コマンド ラインに man mxreport と入力して HP-UX または
Linux のマンページを参照してください。コマンドとマンページのリンクの詳細については、「コマンド
ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連プロシージャ

• システム レポート

• レポートの追加

• レポートの編集

• SQL の表示

• スナップショット比較レポート

関連トピック

• レポート機能

レポートの削除

[レポートの管理] ページからレポート設定を永久に削除できます。
レポート設定を削除するには、次のように操作します。

1. [レポート]→[レポートの管理]を選択します。[レポートの管理] ページが表示されます。
2. 削除するレポート設定を選択します。

3. 削除をクリックします。選択したレポートを削除するかどうかを確認するダイアログ ボックスが表
示されます。

4. レポート設定を永久に削除するには、OK をクリックします。削除処理を中止するには、キャンセ
ルをクリックします。

関連プロシージャ

• システム レポート

• レポートの編集

• レポートのコピー

関連トピック

• レポート機能
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SQL の表示
レポートの SQL 詳細を表示できます。[SQL クエリ] ページには、レポートを生成するために使用され
たすべての SQL クエリの詳細が表示されます。
SQL クエリを表示するには、次のように操作します。
1. [レポート]→[レポートの管理]を選択します。[レポートの管理] ページが表示されます。
2. SQL 詳細情報を表示するレポートを選択します。
3. レポートの実行をクリックします。レポートが表示されます。

4. [SQL クエリの表示] リンクをクリックします。
[SQL クエリ] ページが表示されます。

関連プロシージャ

• システム レポート

関連トピック

• レポート機能

レポート ビュー
レポートは、次のデータベースビューを使用して、レポートを生成します。

データベース ビュー
HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、複数のデータベース ビューが組み込まれています。これ
らのビューは、HP SIM でのレポート生成に使用できます。使用できるビューは次のとおりです。

R_CellularSysCellR_BatteriesR_ArrayControllers

R_CellularSysParIOChassisR_CellularSysPartitionR_CellularSysParComplex

R_deviceLicenseInfoR_CPUR_ChangerDevices

R_FansR_EventSummaryR_DIMMSlots

R_InventoryR_InstalledBoardsR_HPVMGuests

R_MediaAccessDevicesR_LogicalDisksR_lockdownStatus

R_PhysicalDisksR_OperatingSystemR_NetworkInterface

R_RacksR_ProcessR_PowerSupply

R_StorageDeviceInventoryR_SWFWBaselineInformationR_Software

R_StoragePortsR_StorageHostBusAdaptersR_StorageDeviceControllers

R_UnixOSDetailsR_StorageDeviceCapacityR_StorageLogicalUnits

R_WarrantyContractR_UnixIODevicesR_UnixLogicalMemory

R_HPUXVolumeGroupR_HPUXFileSystemR_UnixIPRoute

R_HPUXNetworkDetailsR_HPUXLogicalVolumeR_HPUXLogicalVolume

R_HPUXSoftwareProductR_HPUXSoftwareBundleR_HPUXKernelParam

R_ArrayControllers

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

ボード名BoardName

コントローラ モデルModel

コントローラの製品リビジョン番号Version

ボードのファームウェア リビジョンFirmwareRev

コントローラのシリアル番号SerialNumber

システム レポート 513



説明  カラム名  

システム内のスロット番号SlotNumber

スナップショット IDSnapshotID

タグTag

R_Batteries

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

シリアル番号SerialNumber

資産タグ番号AssetNumber

スナップショット IDSnapshotID

タグTag

R_CellularSysCell

説明  列名  

デバイス キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

セル ID 番号CellID

セルのタイプCellType

複合体の名前ComplexName

パーティション IDPartitionID

取り付けられているメモリの総容量TotalMemoryInstalled

正常なメモリの総容量TotalMemoryOK

取り付けられている CPU の合計TotalCPUInstalled

正常な CPU 合計TotalCPUOK

キャビネットの位置CabinetNumber

セルの位置SlotNumInCabinet

セルの状態State

セルの速度BoardSpeed

セルのアーキテクチャCellArchitecture

ファームウェア リビジョンFirmwareRevision

スナップショット IDSnapshotID

R_CellularSysParComplex

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

複合体の名前ComplexName

複合したコンピュート キャビネット数ComputeCabinets

複合した IOX キャビネット数IOCabinets
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説明  カラム名  

スナップショット IDSnapshotID

サポートされる最大パーティション数MaxPartitionsSupported

製品名ProductName

R_CellularSysPartition

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

パーティションの名前PartitionName

IP アドレスIPAddress

パーティション内の CPU の数TotalCPUCore

パーティションに取り付けられたセルの数InstalledCells

パーティション内の電源の入っているセルの数PoweredonCells

パーティション内のコア セルの cpqSeCellTablePtr のインデッ
クス

CoreCell

キャビネット内のコア セルの cpqSeCellTablePtr のインデック
ス

CoreCellCabinet

設定されている場合、パーティション内に設定されているイン
ターリーブ メモリが存在することを示す。

HasInterleaveMemory

アクティブなセルの数#ActiveCells

オペレーティング システム タイプOSType

スナップショット IDSnapshotID

R_CellularSysParIOChassis

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

パーティションの名前PartitionName

I/O シャーシが属するキャビネットを示す。CabinetNumber

キャビネット内の、I/O シャーシが存在するベイを示す。IOBayNumber

ベイ全体で固有の I/O シャーシ番号IOChassisNumber

スナップショット IDSnapshotID

R_ChangerDevices

説明  カラム名  

デバイス キーDeviceKey

デバイス IDDeviceID

スナップショット IDSnapshotID

チェンジャー デバイスの名前Name

ファームウェア バージョンFirmwareVersion
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説明  カラム名  

ステータスOperationalStatus

親システムの名前SystemName

R_CPU

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

CPU のタイプCPUType

CPU 速度CPUSpeed

システム内のスロット番号SlotNumber

スナップショット IDSnapshotID

プロセッサ ファームウェア IDFirmwareID

プロセッサの負荷ProcessorLoad

プロセッサのステータス：1 は割り当て済み、0 は未割り当てProcessorAllocated

64 ビット インテル ® プラットフォーム システムの位置（そ
の他のシステムの場合はすべて空白）

Location

セル番号CellNumber

アーキテクチャ リビジョンArchitectureRevision

ファームウェア リビジョンFirmwareRevision

データ幅DataWidth

デバイス IDDeviceID

ワーキング セットのサイズWorkingSetSize

R_deviceLicenseInfo

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

このキーで購入されたライセンス数numberLicPurchased

このライセンス キーを使用している実際のライセンス数とシス
テム

numberLicUsed

使用中のキーのバージョンkeyVer

ユーザが入力したキー（Integrated Lights-Out（iLO）応答を HP
SIM のライセンス情報要求に制限している場合は、この列が空
白になることがあります。ライセンス キーを表示する権限がな
い場合、この列は表示されません）

Lickey

システム上のライセンスのタイプlicType

ライセンスを適用した日付licDate

製品名productName

この製品のバージョン（ブランクになることもあります）productVer

製品の有効期限の日付expirationDate

HP SIM が収集を最後に実行した日付collectDate

システム キーに関連付けられたシステム名DeviceName

ライセンス ステータスlicStatus

516 レポート機能



説明  カラム名  

スナップショット IDSnapShotID

デバイス キーDeviceKey

デバイスのシリアル番号deviceSN

デバイス名nodeName

0001b – 数量を柔軟に選択できるライセンス（FQL）
0010b – デモ（時間）
0011b – BETA
0100b – デモ ライセンス（使用ユーザと時間）
0101b – 暗証キー契約（AKA）
0110b – 予約
0111b – 数量を柔軟に選択できる無償ライセンス（FFQL）
1000b – サブスクリプション ライセンス
1001b – サイト ライセンス（SITE）
1010b – メンテナンス ライセンス（ML）

licenseType

製品名productName

製品バージョンproductVersion

消費済みの使用ユーザ数seatsUsed

最大日数daysMax

経過日数daysUsed

ステータスstatus

ライセンスの期限（存在する場合）pexpire

[購入済み] または [無料トライアル] と表示licenseSource

アップデートとアップグレード：

iLO2 の場合、必ず、[Purchase Separately] が表示されます。
サーバの場合：

ライセンスが使用されていない場合は、[Included]

ライセンスを使用中の場合は、[Included until < 日付 >

pupgrade

テクニカル サポート：
iLO2 の場合、必ず、[Purchase Separately] が表示されます。
サーバの場合：

ライセンスが使用されていない場合は、[Included]

ライセンスを使用中の場合は、[Included until < 日付 >

support

スナップショット IDSnapShotID

R_DIMMSlots

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

取り付けられているメモリ モジュールのタイプFormFactor

メモリ サイズ（KB）MemorySize

メモリ モジュールの製造元製品番号PartNumber

メモリ モジュールのシリアル番号SerialNumber

システム内のスロット番号SlotNumber
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説明  カラム名  

メモリ タイプMemoryType

取り付けられているメモリ モジュールの技術タイプMemoryTech

64 ビット インテル ® プラットフォーム システムの位置（そ
の他のシステムの場合はすべて空白）

Location

スナップショット IDSnapshotID

ロケーション IDLocationID

説明Description

バンク ラベルBankLabel

タグTag

R_EventSummary

説明  カラム名  

イベントの名前DeviceName

イベントの深刻度Severity

イベント タイプType

サードパーティ ステータスのストリング マップへの参照CallStatus

HP Service Essentials Remote Support Pack/WEBES イベント ID
で使用

CallID

イベントの確認済みステータスClearedStatus

イベントの受信時刻ReceivedTime

イベントの修正時刻ModifiedTime

イベントの確認時刻ClearedTime

イベントの詳しい説明Description

ユーザーへの割り当てAssignedTo

コメントComment

R_Fans

説明  カラム名  

デバイス キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

ファンの名前FanName

ハードウェアの位置HwLocation

ファンのタイプType

ファンのデバイス IDDeviceID

ファンの説明Description

ファンのバージョン番号Version

ファンの製造元Manufacturer

ファンのシリアル番号SerialNumber

冷却のアクティブ ステータスActiveCooling

スナップショット IDSnapshotID

ファンの位置PhysicalPosition
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R_HPVMGuests

説明  カラム名  

デバイス キーDeviceKey

ゲスト システムの名前DeviceName

ホストの IP アドレスIPAddress

VM ゲストの名前VMName

VM ゲストの IDVMNumber

UUIDUUID

VM ホスト名VMHostSysName

VM ホストのバージョン番号VMHostVersionNum

OS タイプOSType

vCPU の数NumvCPUs

CPU のエンタイトルメントとユニットCPUEntitlement

メモリ容量とユニットMemorySize

スナップショット IDSnapshotID

R_InstalledBoards

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

ボード名（PCI、SCSI コントローラなど）BoardName

ボード モデルBoardModel

ボード リビジョンBoardRevision

ボード ファームウェアBoardFirmware

ボードのシリアル番号BoardSerial

システム内のスロット番号Slot

スナップショット IDSnapshotID

64 ビット インテル ® プラットフォーム システムの位置（そ
の他のシステムではすべて空白）

Location

タグTag

R_Inventory

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

製品名ProductName

製品 IDProductID

メモリ サイズMemorySize

ROM バージョンROMVersion

シリアル番号SerialNumber

資産タグAssetTag
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説明  カラム名  

オペレーティング システム名OSName

IP アドレスIPAddress

10 進 IP アドレスIPLongValue

オペレーティング システム ベンダOSVendor

スナップショット IDSnapshotID

システムの所有者DeviceOwner

システムの位置Location

システムのタイプ（サーバ、クライアント、ワークステーショ
ンなど）

ProductType

システムのハードウェア ステータスDeviceStatus

システムのブートアップ時間DeviceBootTime

製品サブタイプProductSubType

製品タイプProductTypeStr

サーバの役割ServerRole

デバイス内の CPU の数numberOfCPU

R_lockdownStatus

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

最後に実施された脆弱性スキャンの名前LastScanName

最後に実施された脆弱性スキャンの日付LastScanDate

最後に実施されたスキャンで使用された脆弱性 DAT ファイルLastVulChk

最後に実施されたスキャンで検出されたクリティカル レベルの
脆弱性の数

Critical

最後に実施されたスキャンで検出されたメジャー レベルの脆弱
性の数

Major

最後に実施されたスキャンで検出されたマイナー レベルの脆弱
性の数

Minor

最後のパッチ イベントの日時LPatchDate

必要なパッチの数（総数）PatchRqd

含まれていないパッチの数（総数）PatchMiss

最後に実施されたスキャンで検出された脆弱性警告の数Warning

スナップショット IDSnapshotID

R_LogicalDisks

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

どの論理ドライブか（c:[FAT] など）Description

論理ドライブのサイズ（MB）SizeMB

使用済みスペースのサイズ（MB）UsedMB
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説明  カラム名  

使用済みスペースの比率（%）UsedPercent

スナップショット IDSnapshotID

R_MediaAccessDevices

説明  カラム名  

デバイス キーDeviceKey

デバイス IDDeviceID

スナップショット IDSnapshotID

メディア アクセス デバイスの名前Name

ファームウェア バージョンFirmwareVersion

ステータスOperationalStatus

親システムの名前SystemName

R_NetworkInterface

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

説明Description

MAC アドレスMacAddress

IP アドレスIPAddress

入力エラーInputErrors

出力エラーOutputErrors

インタフェース速度（ビット/秒）Speed

アダプタの二重ステータスDuplex

アダプタが全二重モードで動作していることを表すフラグFullDuplex

インタフェース名InterfaceName

サブネット マスクSubnetMask

ブロードキャスト アドレスBroadcastAddress

論理システムの状態が、有効（3）、無効（4）、その他（1）、
不明（2）のうちどれになっているかを示すステータス情報

InterfaceState

DHCP が有効であるかどうかDHCPEnabled

10 進 IP アドレスIPLongValue

スナップショット IDSnapshotID

動作ステータスOperationalStatus

プロトコル タイプProtocolType

最大データ サイズMaxDataSize

ポート タイプPortType
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R_OperatingSystem

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

オペレーティング システム タイプの説明Description

オペレーティング システムのバージョン番号Version

追加説明（Service Pack、リビジョン情報など）SubDesc

オペレーティング システム タイプ（Windows 2000 など）OSType

スナップショット IDSnapshotID

オペレーティング システム ベンダOSVendor

R_PhysicalDisks

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

システム タイプ（SCSI ディスクなど）DeviceType

ドライブ モデルDriveModel

ドライブ サイズDriveSize

ドライブ ファームウェアDriveFirmware

ATA ドライブの転送モードTransferMode

ドライブのシリアル番号DriveSerial

ドライブのベンダ（HP など）DriveVendor

システム内のスロット番号Slot

ポートに接続されたドライブの番号DriveLoc

ポートDrivePort

ファイバ チャネル接続のドライブだけが表示され、物理ディス
ク ドライブを含むシャーシ名を示す。

DriveChassis

物理ドライブがシステム ドライバで動作していた合計時間DriveServiceTime

ドライブで起きた読み取りエラーで、物理ドライブの ECC ア
ルゴリズムまたは再試行により復旧できなかったエラー数

HardReadErrors

物理ドライブによって復旧できなかった書き込みエラー数HardWriteErrors

デバイス IDDeviceID

スナップショット IDSnapshotID

R_PowerSupply

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

システム IDDeviceID

モデル名ModelName

シリアル番号SerialNumber

ファームウェア リビジョンFirmwareRev
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説明  カラム名  

条件値ConditionVal

最大容量（W）MaxCapacity

使用済み容量（W）UsedCapacity

電源装置の二重化状態RedundancyState

フォールト トレラント電源装置システムのステータスStatus

この電源装置の条件Condition

スナップショット IDSnapshotID

説明Description

電源装置のタイプType

電源装置の物理位置PhysicalLocation

電源装置の製造元Manufacturer

電源装置の名前PowerSupplyIdentifier

R_Racks

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

関連付けられたラックの名前RackName

関連付けられたエンクロージャの名前EnclosureName

シリアル番号SerialNumber

モデル名Model

タイプType

スロット番号SlotNumber

スナップショット IDSnapshotID

R_Software

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

スナップショット IDSnapshotID

ソフトウェアの説明（サーバ エージェント サービス、ストレー
ジ エージェント サービスなど）

Description

バージョン番号Version

実行ファイルの名前Executable

タイプ値TypeValue

ソフトウェア ステータスStatus

ソフトウェア項目の日付Date_

ソフトウェアのタイプ（エージェント、アプリケーション、ド
ライバなど）

Type

ファームウェア カテゴリを示します。FirmwareCategory
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R_StorageDeviceInventory

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システム一意の名前DeviceName

コントローラの名前ControllerName

World Wide Name（WWN）または IP アドレスWorldWideName

製品の供給元の名前Vendor

一般的に使用されている製品名Model

製品バージョン情報ProductRevision

ソフトウェアに関するバージョン情報FirmwareVersion

シリアル番号などの製品 IDSerialNumber

システム ステータスStatus

このシステムの総ポート数PortCount

何かが接続されている（このシステム上の）ポート数PortUtilized

スナップショット IDSnapshotID

R_StorageDeviceControllers

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

ストレージ アレイの一意の名前DeviceName

コントローラのわかりやすい名前ControllerName

WWNWorldWideName

ベンダVendor

モデルModel

製品バージョン情報ProductRevision

ソフトウェアに関するバージョン情報FirmwareVersion

シリアル番号などの製品 IDSerialNumber

コントローラ ステータスStatus

このシステムの総ポート数PortCount

何かが接続されている（このシステム上の）ポート数PortUtilized

スナップショット IDSnapshotID

R_StorageHostBusAdapters

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

ホストの名前DeviceName

ホスト バス アダプタ（HBA）のわかりやすい名前HBAType

HBA のノード WWNWorldWideName

ベンダVendor

HBA のモデルModel

HBA のステータスStatus
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説明  カラム名  

製品バージョン情報ProductRevision

HBA のドライバ バージョンDriverVersion

HBA のファームウェア バージョンFirmwareVersion

HBA の FCode/BIOS バージョンFCode_BIOSVersion

シリアル番号などの製品 IDSerialNumber

このシステムの総ポート数PortCount

このシステムで使用されているポートの数PortUtilizied

スナップショット IDSnapshotID

R_StoragePorts

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

SAN ホスト、インターコネクト システム、またはストレージ
システムの名前

DeviceName

ポートのわかりやすい名前PortName

ポート番号Number

HBA の WWNWorldWideName

親デバイスの名前（ホスト システムのポートの場合は、HBA
が該当します）

ControllerHBAName

ポートのステータスStatus

FC-GS ポートのタイプType

このアダプタがサポートするリンク技術LinkTech

確立されているリンクの速度（bps 単位）Speed

ポートの最大速度（bps 単位）MaxSpeed

スナップショット IDSnapshotID

R_StorageLogicalUnits

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

ストレージ システム一意の名前DeviceName

論理ユニット番号（LUN）のわかりやすい名前LUNName

VPDID

LUN のステータスStatus

LUN の追加ステータス情報ExtentStatus

LUN の容量（バイト単位）。LUNSize

RAID レベルを判断するための StorageSetting 修飾子に基づく経
験則の使用

RAIDLevel

この LUN の作成元のストレージ プールの名前StoragePool

スナップショット IDSnapshotID
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R_StorageDeviceCapacity

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

ストレージ システムの名前DeviceName

ストレージ システムの一意の IDID

ストレージ アレイの合計容量（バイト単位）rawcapacity

ストレージ プールに割り当てられていないスペース（ストレー
ジ プールに割り当てられたスペースはストレージ ボリューム
（LUN）に組み込まれます）

unassigned

特定の目的のために確保されている設定が行われていないス
ペース

otherRaw

ストレージ プールに割り当てられているスペース（ストレージ
ボリューム（LUN）に組み込むことができます）

assigned

RAID オーバーヘッド用に予約された割り当て済みスペースraidovrassigned

LUN としての構成も RAID オーバーヘッド用の予約もされてい
ない割り当て済みスペース

unallocated

RAID オーバーヘッド、割り当てしていないカテゴリ、または
割り当て済みカテゴリにない割り当て済みスペース

otherassigned

LUN の作成に使用されている総容量（LUN がミラーリングされ
ている場合、この値は LUN に使用される総容量であり、イニ
シエータが使用可能な容量ではありません）

carved

RAID オーバーヘッド用に予約された（ストレージ ボリューム
として設定されたスペース）確保済みスペース

overhead

ポートに割り当てられている使用可能な総バイト数presented

LUN の作成に使用されているがポートには割り当てられていな
い使用可能なバイト数

unpresented

確保済みスペースから RAID オーバーヘッド用に予約されてい
るスペースを引いた容量

usable

スナップショット IDsnapshotId

R_SWFWBaselineInformation

説明  カラム名  

システム名DeviceName

デバイス キーDeviceKey

スナップショット IDSnapshotID

説明Description

インストールされているバージョンVersion

ソフトウェアまたはファームウェアのベースライン名R_BaselineName

ソフトウェアまたはファームウェアのベースライン バージョンSWFWBaselineVersion

最新バージョンLatestVersion

設定済みリポジトリConfiguredRepository

R_Process

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName
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説明  カラム名  

IDID

プロセスの名前Name

プロセスの状態State

プロセスの優先順位Priority

スナップショット IDSnapshotID

R_UnixOSDetails

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

オペレーティング システムの名前OSName

オペレーティング システムのバージョン。OSVersion

オペレーティング システムの機能Capability

システムのブートアップ時間SystemUptime

ユーザ数NumUsers

プロセス数NumProcesses

最大プロセス数MaxProcesses

システムの日時TimeZone

スナップショット IDSnapshot ID

R_UnixLogicalMemory

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

スワップ スペース名SwapSpaceName

スワップ タイプSwapType

スワップ スペース サイズSwapSpaceSize

スワップ スペースの最小サイズSwapSpaceMinSize

スワップ スペースの最大サイズSwapSpaceMaxSize

スワップ スペースの予約サイズSwapSpaceReservedSize

スナップショット IDSnapshotID

R_UnixIODevices

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

システム タイプDeviceType

システムの説明DeviceDescription

システムの識別子DeviceIdentifier

システム ステータスDeviceStatus
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説明  カラム名  

システム エラーDeviceErrors

ハードウェア パスHardwarePath

ハードウェア タイプHardwareType

システム クラスDeviceClass

システム ドライバAssociatedDriver

スナップショット IDSnapshotID

R_WarrantyContract

説明  カラム名  

デバイス キーDeviceKey

契約対象になっているシステムまたはコンポーネント名DeviceName

[Warranty] または [Contract] の表示EntitlementType

契約番号ContractID

保証または契約開始日Startdate

保証または契約終了日Enddate

Entitlement ステータスの列挙ExpirationStatus

保証または契約に関する詳細情報Offers

契約または保証義務 IDObligation ID

保証または契約サービスの応答時間Response Time

サポートを利用可能な時間Coverage Window

提案に指定されたサービスのレベルService Level

スナップショット IDSnapshotID

R_UnixIPRoute

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

ルート説明RouteDestination

ルート マスクRouteMask

ルート ゲートウェイRouteGateway

スナップショット IDSnapshotID

R_UnixSensors

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

センサ名SensorName

センサ IDSensorID

センサ タイプSensorType

スナップショット IDSnapshotID
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R_HPUXFileSystem

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

マウント ポイント名MountPointName

マウント特殊システム名MountSpecialDeviceName

リモート マウント ポイント名RemoteMountPointName

ファイル システム タイプFileSystemType

ファイル システム アクセスFileSystemAccess

ファイル システム ブート可能FileSystemBootable

合計 inode 数TotalInodes

空き inode 数FreeInodes

データ容量DataCapacity

空き容量FreeCapacity

最低空き容量MinFreeSpace

スナップショット IDSnapshotID

R_HPUXVolumeGroup

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

ボリューム グループ名VolumeGroupName

アクセス許可AccessPermission

ステータスStatus

物理拡張サイズExtentSize

ボリューム グループの容量Capacity

ボリューム グループの割り当てAllocation

空き容量FreeSpace

物理ボリュームの最大数MaxNumPhysicalVol

物理拡張の最大数MaxNumPhysicalExtent

定義済み物理ボリューム数NumDefinedPhysicalVol

アクティブ物理ボリューム数NumActivePhysicalVol

論理ボリュームの最大数MaxNumLogicalVol

スナップショット IDSnapshotID

R_HPUXLogicalVolume

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

論理ボリューム名LogicalVolName

アクセス許可AccessPermission
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説明  カラム名  

論理ボリューム ステータスStatus

論理拡張サイズExtentSize

論理ボリューム容量Capacity

スケジュール ポリシーSchedulePolicy

割り当てポリシーAllocationPolicy

スナップショット IDSnapshotID

R_HPUXPhysicalVolume

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

物理ボリューム名PhysicalVolName

物理ボリューム ステータスStatus

物理拡張サイズExtentSize

物理ボリューム容量Capacity

割り当て済み物理拡張AllocatedPhysicalExtent

空き物理拡張FreePhysicalExtent

スナップショット IDSnapshotID

R_HPUXNetworkDetails

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

ドメインの名前DomainName

検索リストSearch

サーバの IP アドレスServerIPAddress

サーバ タイプ：不明（0）、その他（1）、なし（2）、マスタ
サーバ（3）、スレーブ サーバ（4）のいずれかを示す

ServerType

サーバ待機フラグServerWaitFlag

サーバ アドレスServerAddress

スナップショット IDSnapshotID

R_HPUXKernelParam

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

パラメータ名ParameterName

パラメータ値ParameterValue

スナップショット IDSnapshotID
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R_HPUXSoftwareBundle

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

バンドル名BundleName

ベンダ タグVendorTag

アーキテクチャArchitecture

リビジョンRevision

キャプションCaption

修正時刻ModificationTime

サイズSize_

レイアウト バージョンLayoutVersion

オペレーティング システム名OSName

オペレーティング システム リリースOSRelease

Is パッチIsPatch

インストール ソースInstallSource

インストール日付InstallDate

スナップショット IDSnapshotID

R_HPUXSoftwareProduct

説明  カラム名  

システム キーDeviceKey

システムの名前DeviceName

製品ソフトウェア仕様Specification

製品名ProductName

アーキテクチャArchitecture

リビジョンRevision

ベンダ タグVendorTag

製品キャプションCaption

修正時刻ModificationTime

サイズSize_

オペレーティング システム名OSName

オペレーティング システム リリースOSRelease

Is パッチIsPatch

インストール ソースInstallSource

インストール日付InstallDate

スナップショット IDSnapshotID

関連トピック

• レポート機能

• スナップショット比較レポート
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スナップショット比較レポート
スナップショット比較によって、最大 4 つのシステム（同じオペレーティング システム）を相互に比較
したり、単一のシステムをそれ自体と比較して時間の経過による変化を調べたりすることができます。
スナップショット データの比較など、単一システムの時系列変動解析を行うには、そのシステムの 2
セット以上のスナップショット データを用意し（[オプション]→[データ収集] を使用）[ステップ 2: ス
ナップショットの選択] ページで、[新規データセットを追加（時系列変動解析用）] を選択する必要が
あります。

スナップショット比較を実行するには、次のように操作します。

1. [レポート]→[スナップショットの比較] を選択します。[スナップショットの比較] ウィンドウが表
示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[ターゲット選択] ページに戻るには、戻るをクリックします。

[スナップショットの選択] ページで、システムのスナップショットを 2 つから 4 つ選択します。
次のような警告メッセージが表示される可能性があります。

• 一部のシステム OS タイプは不明です。

• 複数のオペレーティング システム タイプが選択されています。

• 1 つのオペレーティング システム タイプ比較だけがサポートされています。

• 1 つのターゲットを選択した場合は、最低 2 つのスナップショットが、このターゲットで必要
になります。スナップショット比較を行うには、2 つから 4 つのスナップショットを選択する
必要があります。

• 複数のターゲットを選択した場合は、システムごとに 1 つのスナップショットを選択できま
す。

スナップショット比較を実行するには、選択したターゲット システムのオペレーティング シ
ステムが同じでなければなりません。

4. 次へをクリックします。

5. [カテゴリおよびベースラインの選択] ページで、スナップショット比較に含めるカテゴリを選択し
ます。[カテゴリ名] 列にはカテゴリが、[説明] 列にはカテゴリの簡潔な説明が表示されます。

6. [スナップショット比較ベースラインを選択してください] セクションで、比較する項目を選択しま
す。

7. レポートの実行をクリックします。[結果の表示] ページに結果のリストが表示されます。スナップ
ショットの比較ページに戻るには、[戻る] をクリックします。

関連プロシージャ

• システム レポート

• レポートの追加

• レポートの編集

関連トピック

• レポート機能

PMP レポートのオプション
HP Systems Insight Manager（HP SIM）を介して使用可能な HP Performance Management Pack（PMP）
レポートには、次の 3 種類があります。

注記: PMP レポートは、Windows システムでのみ使用できる機能です。

• 静的分析レポート。 プロセッサ、メモリ、ネットワーク接続、ストレージ、ホスト バスなど、
サーバ コンポーネントの設定に関する情報を表示します。
静的分析レポートにアクセスするには、[レポート]→[HP Performance Management Pack レポー
ト]→[静的分析レポート] を選択します。
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このオプションのヘルプを表示するには、
https://middle_tier:2381/pmptools/help/StaticAnalysisReport.htm にアクセスします。ここ
で、middle_tier には HP SIM と PMP がインストールされているサーバの名前か IP アドレスを
指定します。または、PMP ディレクトリ\Program Files\HP\HP Performance Management
Pack\PMPTools\htm\help\StaticAnalysisReport.htm にアクセスします。ここで、PMP
ディレクトリには、PMP がインストールされているサーバ上の PMP ディレクトリを指定します。

• システム概要レポート。 サーバがボトルネック状態に陥ってからの経過時間のパーセント表示
と、サーバの各コンポーネントの全体におけるパフォーマンス稼動率、およびサーバの設定情報の
詳細を表示します。

システム概要レポートにアクセスするには、[レポート]→[HP Performance Management Pack レ
ポート]→[システム概要レポート] を選択します。
このオプションのヘルプを表示するには、
https://middle_tier:2381/pmptools/help/SystemSummaryReport.htm にアクセスします。こ
こで、middle_tier には HP SIM と PMP がインストールされているサーバの名前か IP アドレス
を指定します。または、PMP ディレクトリ\Program Files\HP\HP Performance Management
Pack\PMPTools\htm\help\SystemSummaryReport.htm にアクセスします。ここで、PMP
ディレクトリには、PMP がインストールされているサーバ上の PMP ディレクトリを指定します。

• CSV ファイル生成。 すべてのサーバ コンポーネントについて、PMP のレポジトリからログに記
録されたデータを詳細表示します。このとき、デスクトップ分析またはツールのレポートへのイン
ポート用に値を .csv 形式で表示します。
CSV ファイル生成を使用するには、[レポート]→[HP Performance Management Pack レポー
ト]→[CSV ファイル生成] を選択します。
このオプションのヘルプを表示するには、
https://middle_tier:2381/pmptools/help/CSVFileGenerator.htm にアクセスします。ここで、
middle_tier には HP SIM と PMP がインストールされているサーバの名前か IP アドレスを指定
します。または、PMP ディレクトリ\Program Files\HP\HP Performance Management
Pack\PMPTools\htm\help\CSVFileGenerator.htm にアクセスします。ここで、PMP ディ
レクトリには、PMP がインストールされているサーバ上の PMP ディレクトリを指定します。

関連トピック

• PMP ツール

• PMP 管理オプション
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第15章 システムとイベントの管理
管理者権限があるユーザは、HP Systems Insight Manager（HP SIM）を管理できます。HP SIM の管理に
は、次の作業が含まれます。

• ファーストタイム ウィザードを使用した基本設定

• 自動検出および手動検出の設定と実行

• システムの識別

• hosts ファイルとテンプレート ファイルの管理

• SNMP およびデスクトップ管理インタフェース（DMI）のルールを作成、編集、および削除するこ
とによる、システム タイプの管理

• グローバル システム プロトコル設定とシングル システム プロトコル設定の指定

• ステータス ポーリング タスクの設定と実行

• 「タスクの作成と編集」、「イベントの削除」、および「Email、モデム、イベント フィルタ、
SNMP トラップ、ステータス変化イベントの設定」による自動イベント処理の設定

• クラスタ設定とシステム設定の指定

• データ収集タスクの実行

• ホーム ページ オプションのカスタマイズ

• 高度な検索、およびソフトウェアとファームウェアのインストールのようなタスクに適合した、デ
フォルト HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャの選択と保守

• ツールボックスの管理

• 認証の管理

• ユーザの管理

• 監査ログの監視

• サーバ証明書の作成、編集、エクスポート、インポート、および同期化

• 信頼されたシステム証明書の作成、削除、エクスポート、およびインポート

• 管理対象システムのセットアップ

• 複数のシステムを対象としたシステムの優先順位の設定

• 複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

• HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャの指定

• HP SIM からの HP Performance Management Pack（PMP）管理ツールの実行

• Windows、HP-UX、および Linux の各システムでの HP SIM データベースのバックアップと復元

• セキュリティの設定

• システム タイプ管理を介した識別の修正

• システム キーの管理

注記: [オプション] メニューにアクセスして HP SIM の管理タスクを実行するには、システムに対して
管理者権限があるユーザでなければなりません。また、ユーザ、認証、ツールボックスを設定するには、
[ユーザは他のユーザの作成、変更、削除など CMS セキュリティ アクセスを設定できます] オプション
が選択されていなければなりません。

関連プロシージャ

• 監査ログの表示

• 監査ログ ファイルの設定

• 新しいユーザの作成

• 新しいツールボックスの作成

• 新しいユーザ グループの作成
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• 新しい認証の作成

• 認証の更新

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集

• ツールボックスの編集

• ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除

• ツールボックスの削除

• 認証の削除

• ユーザおよびユーザ グループ レポート

• ツールボックス レポート

• 認証レポート

• サーバ証明書のエクスポート

• サーバ証明書の編集

• サーバ証明書の作成

• サーバ証明書のインポート

• 信頼証明書の削除

• 信頼証明書のエクスポート

• 信頼証明書のインポート

• 信頼証明書の要求

• クラスタ リソース設定の指定

• ノード リソース設定の指定

• データ収集タスクの作成

• 自動検出の設定

• システムの手動追加

• 検出タスクの無効化または有効化

• 新規検出タスクの作成

• 検出タスクの編集

• 検出タスクの削除

• 検出タスクの実行

• 自動検出一般設定の指定

• HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加

• hosts ファイルの削除

• hosts ファイルの編集

• 新規 hosts ファイルの作成

• 新規検出テンプレート ファイルの作成

• 検出テンプレートの編集

• 検出テンプレートの削除

• イベントの確認

• イベントの削除

• 自動イベント処理タスクの編集

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• タスク定義の表示

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定
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• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変更イベントの設定

• WBEM イベント

• 管理対象システムのセットアップ

• バージョン コントロール レポジトリ

• PMP 管理オプション

• グローバル プロトコル設定

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

• WMI Mapper プロキシの追加

• WMI Mapper プロキシの編集

• WMI Mapper プロキシの削除

• HP-UX および Linux

• Windows

• サインイン イベントの設定

• システム リンクの設定

• ブラウザ タイムアウト オプションの設定

• ハードウェア ステータス ポーリング

• ソフトウェア ステータス ポーリング

• STM ルールの作成

• STM ルールの編集

• STM ルールの削除

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

• バージョン コントロール レポジトリ

• PMP 管理オプション

• SSH バイパス プロパティの設定

関連トピック

• ユーザと認証

• 監査ログ

• サーバ証明書

• 考えられる証明書エラー

• データ収集

• 検出と識別

• イベント

• 検出フィルタ

• 識別

• プロトコル

• グローバル プロトコル

• WMI Mapper プロキシ
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• ネットワークとセキュリティ

• ログインについて

• セキュア タスクの実行について

• ステータス ポーリング

• システム タイプの管理

• プロトコルの機能

イベント
HP Systems Insight Manager（HP SIM）の管理イベントには、以下が含まれます。

• 自動イベント処理 自動イベント処理タスクを管理し、新しい自動イベント処理タスクを作成し、
Email およびモデム設定を指定することができます。

• タスクの管理 定義の表示、タスクのコピー、編集、タスク結果の表示、タスクの有効化/無
効化、または既存の自動イベント処理タスクの削除を行うことができます。新しい自動イベン
ト処理タスクを作成することもできます。[オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タ
スクの管理] を選択します。
詳細については、「イベント処理タスクの管理」を参照してください。

• 新しいタスクの作成 新しい自動イベント処理タスクを作成できます。[オプション]→[イベ
ント]→[自動イベント処理]→[新規タスク] を選択します。

• Email 設定 イベント アクションにより Email を送信する際に必要なさまざまな Email 設定
をセットアップできます。[Email 設定] ページにアクセスする方法には、次の 2 種類がありま
す。

• [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[Email の設定] を選択します。

• HP Systems Insight Manager（HP SIM）紹介ページの [インストールを完了するために以
下をすぐに実行してください] セクションで [Email] をクリックします。

Email を送信してユーザに問題を警告します。Email システムの要件は異なるので、次の情報
の必要性を Email 管理者に確認してください。

• mail.company.com など、送信メール サーバの SMTP ホスト名。このサーバは、メー
ル メッセージを HP SIM から受信し、受信者に転送を始めます。

• 管理サーバの Email アドレス名。このアドレスは、HP SIM から送信された Email の [差
出人] フィールドに表示されます。ユーザは、システム名にすることができます。送信者
として、server@domain.com という形式でフル ドメイン アドレスを入力します。

注記: メッセージを受信する前に有効な差出人ユーザが必要となる Email システムがありま
す。このため、有効な Email アカウントを使用することをおすすめします。

• モデム設定 管理者権限があるユーザのみが、この機能を使用できます。また、この機能は、
Windows システム専用です。
英数字ポケベル用にモデムを設定します。HP SIM サーバからポケベル通知を送信するには、
まずサーバ上でモデムを設定します。ポケベル通知の送信にモデムが使用する COM ポートを
確認してください。

[ポケベル用モデムの設定] ページにアクセスする方法には、次の 2 種類があります。

• [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[モデムの設定] を選択します。

• HP SIM 紹介ページの [インストールを完了するために以下をすぐに実行してください] セ
クションで [ポケベル通知] をクリックします。

• イベントを確認済みに変更 [オプション]→[イベント]→[イベントの確認] を選択します。確認済
みに変更するターゲット イベントを選択し、確認済みをクリックします。詳細については、「イベ
ントの確認」を参照してください。

• イベントの削除 このオプションは、データベースからイベントを削除する場合に使用します。
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注記: イベント表示ページからイベントを削除することもできます。詳細については、「イベン
ト収集のカスタマイズ」を参照してください。

[オプション]→[イベント]→[イベントの削除] を選択します。ターゲットを選択して [タスク結果]
ページが表示されたら、削除するイベントを選択して 削除をクリックします。イベントがデータ
ベースから削除されます。詳細については、「イベントの削除 」を参照してください。

• イベント フィルタ設定 イベント フィルタは、検出されたシステムから受信した SNMPトラップ
をフィルタ処理する方法です。デフォルト設定では、検出されたすべてのシステムから、すべての
登録済み SNMP トラップが受け入れられます。表示するトラップの深刻度を指定し、IP アドレス
範囲を使用してトラップを受信の受信や無視を行うシステムのサブネットを作成できます。たとえ
ば、イベント フィルタリングを使用して、通知のみのトラップを無視することができます。管理者
権限があるユーザが、この機能を使用できます。MIB のコンパイルの詳細については、「MIB の管
理」を参照してください。

[イベント フィルタの設定] にアクセスするには、[オプション]→[イベント]→[イベント フィルタの
設定] を選択します。

• SNMP トラップ設定 管理者権限があるユーザが、SNMP トラップ設定を使用して、登録 MIB の
トラップ詳細の表示や編集を行います。

SNMP トラップでは、ネットワークのニーズに合わせてトラップ メッセージを調整できます。ト
ラップ メッセージは、暗号的であり、記述が乏しく、理解しにくいものであることがあります。こ
の MIB 情報は、データベースの表示内で変更できます。また、MIB の .cfg ファイルを変更するこ
ともできます。HP では、実際の MIB を修正しないことをおすすめします。SNMP トラップ設定に
アクセスするには、[オプション]→[イベント]→[SNMP トラップの設定] を選択します。MIB の編
集の詳細については、「MIB の編集」を参照してください。
SNMP トラップ設定の詳細については、「SNMP トラップの設定」を参照してください。

• ステータス変更イベント設定 ハードウェア ステータスが変化したとき、システムのステータス
変化イベントを送信するための設定を指定するページです。アクセスするには、[オプション]→[イ
ベント]→[ステータス変更イベントの設定] を選択します。
詳細については、「ステータス変更イベントの設定」を参照してください。

• WBEM イベントの登録 [オプション]→[イベント]→[WBEM イベントの登録] を選択します。
詳細については、「WBEM イベントの予約」を参照してください。

• WBEM イベントの登録取り消し [オプション]→[イベント]→[WBEM イベントの登録取り消し] を
選択します。

詳細については、「WBEM イベントの予約解除」を参照してください。
OpenWBEM はサポートされていません。

自動イベント処理タスクの例

HP SIM には、自動イベント処理タスクの例が 3 つ用意されています。ただし、これらは、デフォルト
では無効になっています。[自動イベント処理 - タスクの管理] ページが表示されたら、サンプル タスク
のいずれかを選択して 定義の表示をクリックできます。

• 例 - すべてのデスクトップ情報イベント このタスクは、検出済みのデスクトップ システムから
情報イベントを受信したときにトリガされます。このタスクはイベントを確認済みに変更します。
同じタスクを編集して、システム条件に対するアクションを変更することができます。自動イベン
ト処理タスクの編集については、「自動イベント処理タスクの編集」を参照してください。

• 例 - すべての Linux MIB 更新 このタスクは、HP SIM で検出され識別されている、すべての管理
対象 Linux ターゲット システムから MIB 更新イベント要求を受け取ったときにトリガされます。
同じタスク編集して新しいタスクとして保存できます。自動イベント処理タスクの編集について
は、「自動イベント処理タスクの編集」を参照してください。

• 例 - 失敗したすべてのサーバ サインイン イベント このタスクは、サインインの試みが失敗した
ときにトリガされます。サインインの失敗は、無効なユーザ アカウント、除外された IP アドレス

イベント 539



からのサインイン、サインイン試行の認証失敗などが原因で発生します。自動イベント処理タスク
の編集については、「自動イベント処理タスクの編集」を参照してください。

関連プロシージャ

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変更イベントの設定

• イベントの削除

• イベントの確認

• タスク定義の表示

関連トピック

• イベント処理タスクの管理

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成

• Email ページの例

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成

イベント管理について

管理イベントには、以下が含まれます。

• 自動イベント処理

• イベントの削除

• イベント フィルタ設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変化イベント設定

自動イベント処理

自動イベント処理の設定では、イベントが受信されるときに HP Systems Insight Manager（HP SIM）が
実行するアクションを定義できます。この機能を利用するユーザには、管理者権限が必要です。

自動イベント処理では、次の 4 つのオプションを使用できます。

• [新規タスク]。新しい自動イベント処理タスクの作成に使用します。

• [タスクの管理]。既存の自動イベント処理タスクの管理に使用します。

• [Email の設定]。Email を送信してユーザに問題を警告する場合に使用します。Email システムの要
件は異なるので、次の情報の必要性を Email 管理者に確認してください。

• mail.company.com など、送信メール サーバの SMTP ホスト名。このサーバは、メール メッ
セージを HP SIM から受信し、受信者に転送を始めます。

• 管理サーバの Email アドレス名。このアドレスは、HP SIM から送信された Email の [差出人]
フィールドに表示されます。ユーザは、システム名にすることができます。送信者として、
server@domain.com という形式でフル ドメイン アドレスを入力します。

注記: メッセージを受信する前に有効な差出人ユーザが必要となる Email システムがあります。
このため、有効な Email アカウントを使用することをおすすめします。

• [モデムの設定（Windows のみ）]。管理者権限があるユーザが、この機能を使用できます。
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英数字ポケベル用にモデムを設定します。HP SIM サーバからポケベル通知を送信するには、まず
サーバ上でモデムを設定します。HP SIM においてモデムを設定するには、ポケベル通知の送信に
モデムが使用する COM ポートを確認してください。

HP SIM 紹介ページの [インストールを完了するために以下をすぐに実行してください] セクションで [自
動イベント処理] をクリックし、自動イベント処理ページにアクセスして既存ルールの編集や削除がで
きます。イベントの削除

イベントの削除

このタスクは、データベースからイベントを削除する場合に使用します。

注記: イベント表示ページからイベントを削除することもできます。詳細については、「イベント収
集のカスタマイズ」を参照してください。

イベント フィルタ設定
イベント フィルタは、検出されたシステムから受信した SNMPトラップをフィルタ処理する方法です。
デフォルト設定では、検出されたすべてのシステムから、すべての登録済み SNMP トラップが受け入れ
られます。表示するトラップの深刻度を指定し、IP アドレス範囲を使用してトラップを受信の受信や無
視を行うシステムのサブネットを作成できます。たとえば、イベント フィルタリングを使用して、通知
のみのトラップを無視することができます。管理者権限があるユーザが、この機能を使用できます。MIB
のコンパイルの詳細については、「MIB の管理」を参照してください。

イベントをフィルタ処理するオプション

イベントには、登録イベントと未登録イベントがあります。登録イベントは、検出されたシステムから
HP SIM が認識する SNMP トラップです。未登録イベントは、検出されているが、システム情報が HP
SIM MIB データベースの一部でないシステムからのトラップです。深刻度レベルを持つのは、登録イベ
ントだけです。イベントの深刻度タイプの詳細については、「イベントの深刻度タイプ」を参照してく
ださい。

トラップを受け入れたり破棄したりするための IP 範囲を指定できます。システムまたは範囲を 1 行に
つき 1 つ入力するか、または複数の範囲とシステムをセミコロン（;）で区切って入力します。
SNMP 拡張を使用して、トラップをフィルタすることもできます。

SNMP トラップの設定
管理者権限があるユーザが、この機能を使用して、登録 MIB のトラップ詳細の表示や編集を行います。
SNMP トラップでは、ネットワークのニーズに合わせてトラップ メッセージを調整できます。トラップ
メッセージは、暗号的であり、記述が乏しく、理解しにくいものであることがあります。この MIB 情報
は、データベースの表示内で変更できます。また、MIB の .cfg ファイルを変更することもできます。
HP では、実際の MIB を修正しないことをおすすめします。MIB の編集の詳細については、「MIB の編
集」を参照してください。

ステータス変化イベント設定

ハードウェア ステータスが変化したとき、システムのステータス変化イベントを送信するための設定を
指定するページです。

関連プロシージャ

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変更イベントの設定

関連トピック
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• イベント

• Email ページの例

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成

イベント処理タスクの管理

自動イベント処理タスクの、作成、編集、定義の表示、タスク結果の表示、無効化/有効化、または削除
を行うには、次の手順を実行します。

注意: 自動イベント処理タスクを削除すると、タスクは永久に削除され、復元できなくなります。

[自動イベント処理 - タスクの管理] ページには、すべての自動イベント処理タスクと各タスクのセット
アップ方法を示す表があります。

自動イベント処理タスクを管理するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タスクの管理] を選択します。[自動イベント処理
- タスクの管理] ページが表示されます。

2. タスクを選択します。

3. 次のいずれかをクリックします。

• 新規 新しい自動イベント処理タスクを作成します。詳細については、「自動イベント処理タス
クの作成」を参照してください。

• 編集 タスクを編集します。編集ウィザードが表示されます。これは、新しい自動イベント処理
タスクを作成するページに似ていますが、フィールドにはタスクの現行設定値が入力されま
す。タスク オーナーを割り当て直すフィールドも使用できます。詳細については、「自動イベ
ント処理タスクの編集」を参照してください。

• コピー 既存のタスクの設定詳細を複製します。タスク リストの下に、[タスクのコピー] ペー
ジが表示されます。[タスク名] ボックスに新しいタスクの名前を入力します。OK をクリック
すると、新しい独立したタスクが作成されます。詳細については、「自動イベント処理タスク
のコピー」を参照してください。

• 定義の表示 タスクを表示します。タスク名、オーナー、時間フィルタ、イベント、システム条
件、アクション、モデム設定、Email 設定など、選択したタスク全体の設定が表示されます。
詳細については、「タスク定義の表示」を参照してください。

• タスク結果 リストの下で、選択したタスクのタスク結果の詳細を表示します。詳細について
は、「イベント タスク結果の表示」を参照してください。

• 無効 タスクを無効にします。詳細については、「自動イベント処理タスクの有効化または無効
化」を参照してください。

• 削除 タスクを削除します。確認ボックスが表示されます。削除するには、OK をクリックしま
す。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリックします。詳細については、「イベント
の削除 」を参照してください。
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自動イベント処理タスクの例

HP SIM には、自動イベント処理タスクの例が 3 つ用意されています。ただし、これらは、デフォルト
では無効になっています。[自動イベント処理 - タスクの管理] ページが表示されたら、サンプル タスク
のいずれかを選択して 定義の表示をクリックできます。

• 例 - すべてのデスクトップ情報イベント このタスクは、検出済みのデスクトップ システムから
情報イベントを受信したときにトリガされます。このタスクはイベントを確認済みに変更します。
同じタスクを編集して、システム条件に対するアクションを変更することができます。自動イベン
ト処理タスクの編集については、「自動イベント処理タスクの編集」を参照してください。

• 例 - すべての Linux MIB 更新 このタスクは、HP SIM で検出され識別されている、すべての管理
対象 Linux ターゲット システムから MIB 更新イベント要求を受け取ったときにトリガされます。
同じタスク編集して新しいタスクとして保存できます。自動イベント処理タスクの編集について
は、「自動イベント処理タスクの編集」を参照してください。

• 例 - 失敗したすべてのサーバ サインイン イベント このタスクは、サインインの試みが失敗した
ときにトリガされます。サインインの失敗は、無効なユーザ アカウント、除外された IP アドレス
からのサインイン、サインイン試行の認証失敗などが原因で発生します。自動イベント処理タスク
の編集については、「自動イベント処理タスクの編集」を参照してください。

関連プロシージャ

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変更イベントの設定

• イベントの削除

• イベントの確認

• タスク定義の表示

関連トピック

• イベント処理タスクの管理

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成

• Email ページの例

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成

自動イベント処理のタスク例を表示するには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。

関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• 自動イベント処理タスクの編集

• 自動イベント処理タスクのコピー

• タスク定義の表示

• イベント タスク結果の表示

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• イベントの削除

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

関連トピック

• イベント
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• Email ページの例

自動イベント処理タスクの作成

新しい自動イベント処理タスクを作成し、特定のイベントへの応答を定義するには、次の手順を実行し
ます。

注記: 自動イベント処理タスクを作成し、中にイベントとシステム情報のある定義済みの収集を選択
しなかった場合で、mxtask -lf コマンドで別のタスクの作成に使用される XML ファイルを作成する
場合、そのタスクに関連づけられるタスクと収集は XML ファイルに追加されます。タスクを削除する
と、収集はタスクとともに削除されます。したがって、XML ファイル内で参照される収集を利用して新
しいタスクを作成するために、その XML ファイルを使用することはできなくなります。イベント情報を
選択してシステム情報を選択する手順を含む自動イベント処理タスクを作成すると、いつでも、その情
報は即時タスク以外のタスクには使用できない非表示の収集が格納されます。詳細については、
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『
HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』 を参照してください。

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[新規タスク] を選択します。[自動イベント処理]
- [新規タスク] ページが表示されます。

2. [タスク名] フィールドにタスクの名前を入力するかデフォルトを受け入れ、次へをクリックします。
[イベント収集の選択] ページが表示されます。

3. 次のいずれかを選択します。

a. [このイベント収集を使用]
i. ドロップダウン リストからイベント収集を選択します。
注記：イベント収集を選択します。イベント収集は、イベント属性で定義された収集です。
イベント収集は、システム情報を含む組み合わせ収集の可能性があります。収集にシステ
ム情報が含まれる場合は、手順 iii は表示されません。追加のイベント収集が含まれるイベ
ント収集を選択すると、エラー メッセージが表示されます。

ii. （省略可能）イベント収集を定義する収集属性を表示するには、定義の表示をクリックし
ます。

注記：このフィールドは、存在するプライベートまたは共有イベント収集を選択した場合
に表示されます。イベントおよびシステム情報を選択できる自動処理機能を使用して収集
が作成された場合は、これは表示されません。

iii. 次へをクリックします。[システム収集の選択] ページが表示されます。イベント収集にシ
ステム情報が含まれる場合は、システム収集の選択プロセスは表示されません。代わりに、
[アクションの選択] ページが表示されます。

b. [指定するイベント属性を使用]
i. 次へをクリックします。[イベントの選択] ページが表示されます。
ii. タスクを定義するイベントの検索条件を選択します。

• リスト条件

• 比較オプション

• 選択した条件または比較オプションの値

検索条件をさらに追加するには、追加をクリックします。

イベント検索の詳細については、「イベントの高度な検索の実行」を参照してください。

c. 次へをクリックします。[システム収集の選択] ページが表示されます。
4. 次のいずれかのオプションを選択します。

a. [このシステム収集を使用]
i. ドロップダウン リストから、システム収集を選択します。
ii. 定義の表示をクリックして、収集の属性または選択したシステム収集のメンバを表示しま

す。

iii. 次へをクリックします。[アクションの選択] ページが表示されます。
b. [指定するシステム属性を使用]
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i. 次へをクリックします。[システムの選択] ページが表示されます。
ii. タスクを定義するシステムの検索条件を選択します。

• リスト条件

• 比較オプション

• 選択した条件または比較オプションの値

検索条件をさらに追加するには、追加をクリックします。

イベント検索の詳細については、「イベントの高度な検索の実行」を参照してください。

iii. 次へをクリックします。[アクションの選択] ページが表示されます。

5. 次のオプションから選択します。

• ポケベル通知の送信（Windows のみ）

をクリックし、ユーザのドロップダウン リストから、ポケベル メッセージを受け取る
ユーザを追加します。ポケベル メッセージを受け取るユーザのリストからユーザを削除

1.

するには、 をクリックします。HP Systems Insight Manager（HP SIM）ユーザのポケベ
ル番号は、[ユーザおよび認証] ページで設定します。詳細については、「新しいユーザの
作成」を参照してください。[ユーザ] リストのユーザ名がアクティブでない場合は、その
ユーザのポケベル情報が設定されていません。ポケベルで通知するユーザのリストにこの
ユーザを追加できますが、ポケベル情報を指定するまで、このユーザにはポケベル メッ
セージは送信されません。

注記：ポケベル情報を持っていないユーザを選択した場合は、[ポケベル情報] セクション
が拡大し、拡大した部分に情報を入力できます。

2. ポケベル情報を入力します。

• 電話番号 Windows オペレーティング システムを使用する場合は、このユーザ ア
カウントに関連付けられたユーザのポケベル電話番号を入力します。[電話番号]
フィールドが空白の場合、ポケベル情報は保存されません。このフィールドは、ユー
ザ グループには適用されません。

• PIN 番号 ポケベル電話番号に関連付けられた PIN 番号を入力します。

• メッセージ長 ポケベル メッセージで受信可能な文字数をドロップダウン リストか
ら選択します。

• ボーレート ドロップダウン リストからポケベルのボーレートを選択します。

• データ フォーマット ドロップダウン リストからポケベルのデータ フォーマット
を選択します。

• 適用をクリックします。変更が正常に行われことを示すダイアログ ボックスが表示
されます。このボックスを閉じるには、OK をクリックします。

• Email の送信
通知を受信する Email アドレスのリストを [宛先] フィールドに入力します（各エントリはカン
マで区切ります）。

[CC] フィールドに、Email のコピーを受信する必要がある Email アドレスを入力します（各エ
ントリはカンマで区切ります）。

[件名] フィールドに、Email の件名を入力します。
[メッセージ フォーマット] フィールドで、受信者のエンコーディング優先順位に応じて次の
フォーマットのいずれかを選択します。

• [標準]。デフォルトのメッセージ フォーマットでテキスト形式の Email メッセージが受信
者に送信されます。

• [ポケベル/SMS]。ポケベル メッセージと同じ情報およびフォーマットを使用して、受信
者にメッセージを送信する Email メッセージ フォーマット。

• [HTML]。[HTML イベント詳細] ページに似た Email メッセージを受信者に送信する Email
メッセージ フォーマット。
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[エンコーディング] フィールドで、次のフォーマットのいずれかを選択します。

• 西ヨーロッパ言語（ISO-8859-1）

• Unicode（UTF-8）

• 日本語（ISO-2022-JP）

• 日本語（シフト JIS）

• 日本語（EUC）

• 中国語（GB18030）

• 中国語（Big5）

• 韓国語（EUC-KR）

• カスタム ツールの実行
[コマンド] ドロップダウン リストからカスタム ツールを選択します。カスタム ツールが、
[ツール]→[カスタム ツール]→[新しいカスタム ツール] オプションで、作成されます。[CMS
ツール] を選択します。詳細については、「新規 CMS ツールの作成」を参照してください。

• 割り当て

タスクの割り当てを受ける人の名前を入力します。受信時に、イベントがこのユーザに割り当
てられます。このフィールドを設定すると、このユーザに割り当てられた検索を実行できま
す。

• SNMP トラップとして送信
システム名か IP アドレスを [名前または IP] フィールドに入力し、>> をクリックして [トラッ
プ受信者] ボックスに追加します。
受信者を削除する場合は、[トラップ受信者] ボックスで名前を選択した後で、削除をクリック
します。削除する受信者にスクロールするには、上向き矢印と下向き矢印を使用します。

• システム ログへの書き込み
Windows NT システムと Windows XP システムでは、イベントの詳細がアプリケーション ロ
グに書き込まれ、イベント ログの [ソース] 列は記録されたイベントの [HP SIM] としてリスト
されます。Linux システムと HP-UX システムでは、イベントの詳細がシステム ログに記録され
ます。このログは通常、Linux では /var/log/messages ファイルに、HP-UX では /var/adm/
syslog/syslog.log ファイルにあります。

• イベントを確認済みに変更

受け取ったイベントは、タスク実行時に選択した条件に基づいてクリアされます。

6. 選択を行い、次へをクリックします。[時間フィルタの選択] ページが表示されます。
7. 時間フィルタを使用する場合は、[時間フィルタの使用] チェックボックスを選択して、ドロップダ

ウン リストからオプションを選択します。
a. ユーザ定義フィルタを設定する場合は、フィルタの管理をクリックします。詳細については、

「時間フィルタの適用」を参照してください。

b. [時間フィルタの表示] ボックスを選択します。[時間フィルタ] ウィンドウに、選択した時間が
表示されます。

[時間フィルタの使用] チェックボックスが選択されていない場合、選択した条件と一致するイ
ベントが受信されると、必ず、アクションが起動されます。

[時間フィルタの使用] チェックボックスが選択されている場合、選択した時間フィルタが指定
する範囲内でイベントが発生したときにだけ、アクションが起動されます。

c. 情報を入力したら、次へをクリックして、引き続き次の手順に進みます。[概要のレビュー] が
表示されます。タスク名、オーナー、時間フィルタ、イベント収集、システム収集、およびア
クション情報が表示されます。ポケベル オプションや Email オプションを選択した場合は、モ
デム設定と Email 設定が、設定を変更するボタンとともに表示されます。

8. （省略可能）モデム設定を編集するには、モデム設定の編集をクリックします。または、SMTP 設
定を編集するには、モデム設定の編集をクリックします。詳細については、「ポケベル通知のため
のモデム設定の指定」または「SNMP トラップの設定」を参照してください。
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注記：イベントおよびシステム条件は、ページの下部に表示されます。この情報は、非常に複雑で
長い場合があります。このため、すべての条件を確認するためにスクロールしなければならないこ
とがあります。

9. 新しいタスクを作成するには、終了をクリックします。

関連プロシージャ

• イベント処理タスクの管理

• Email 設定の指定

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• ステータス変更イベントの設定

• SNMP トラップの設定

• WBEM イベント

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

自動イベント処理タスクの編集

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タスクの管理] を選択します。[自動イベント処理
- タスクの管理] ページが表示されます。
注記：[自動イベント処理 - タスクの管理] ページでタスクが選択されると、定義の表示ボタンをク
リックしたときに表示されるタスクの概要が自動的に表示されます。

2. 編集するタスクを選択し、編集をクリックします。[タスクの編集] セクションが表示されます。
3. 画面の指示に従います。

各手順の詳細については、「自動イベント処理タスクの作成」を参照してください。

注記：イベント収集またはイベントを組み合わせた収集を選択してください。イベント収集とは、
イベント属性で構成される収集です。追加のイベント収集が含まれるイベント収集を選択すると、
エラー メッセージが表示されます。

関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• 自動イベント処理タスクのコピー

• タスク定義の表示

• イベント タスク結果の表示

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• イベントの削除

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

自動イベント処理タスクのコピー

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タスクの管理] を選択します。[自動イベント処理
- タスクの管理] ページが表示されます。

2. コピーするタスクを選択し、コピーをクリックします。[タスクのコピー] セクションが表示されま
す。

3. [タスク名] フィールドに新しいタスクの名前を入力します。
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4. OK をクリックします。タスクが新しい名前でコピーされ、自動イベント処理タスクのリストに追
加されます。

関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• 自動イベント処理タスクの編集

• タスク定義の表示

• イベント タスク結果の表示

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• イベントの削除

• イベントの確認

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

タスク定義の表示

選択されたタスクのタスク設定全体を表示するには、次の手順を実行します。これらの設定オプション
は、タスクの作成時に設定されています。

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タスクの管理] を選択します。[自動イベント処理
- タスクの管理] ページが表示されます。

2. タスクを選択し、定義の表示をクリックします。[定義の表示] セクションに、次の情報が表示され
ます。

• タスク名。 タスクの作成時にタスクに付けられた名前です。

• タスク オーナー。 タスクを作成したユーザです。

• 時間フィルタ。 タスクの実行時間です。

• イベント収集。 タスクの作成時に選択されたイベント収集です。
注記：このフィールドは、存在するプライベートまたは共有イベント収集を選択した場合に表
示されます。イベントおよびシステム情報を選択できる自動処理機能を使用して収集が作成さ
れた場合は、これは表示されません。

• イベント。 タスクに設定されているイベント検索条件です。

• システム。 タスクに選択されているシステム収集です。

• アクション。 Email の送信やシステム ログへの書き込みなど、タスクの作成時に選択された
アクションです。

• Email 設定。 タスクの作成時に設定された Email 設定です。

各設定の詳細については、「自動イベント処理タスクの作成」を参照してください。

注記: 選択された収集内のイベント情報やシステム情報を使わないでタスクを作成した場合、[イベン
ト] フィールドや [システム] フィールドに [未定義] と表示されます。タスクを編集する場合は、収集の
イベント情報またはシステム情報を選択しなければなりません。HP SIM 5.1 以前は、タスクにシステム
情報やイベント情報がない場合、それぞれ [すべてのシステム] 収集および [すべてのイベント] 収集が表
示されていました。

関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成
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• 自動イベント処理タスクの編集

• 自動イベント処理タスクのコピー

• イベント タスク結果の表示

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• イベントの削除

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

イベント タスク結果の表示
1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タスクの管理] を選択します。[自動イベント処理

- タスクの管理] ページが表示されます。
2. タスク結果を表示するタスクを選択し、タスク結果をクリックします。[タスクの詳細] セクション

が表示されます。

表示される詳細については、「タスク結果リスト」を参照してください。

関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• 自動イベント処理タスクの編集

• 自動イベント処理タスクのコピー

• タスク定義の表示

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• イベントの削除

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

自動イベント処理タスクの有効化または無効化

注記: このオプションは、Insight マネージャ 7 からインポートされた通知タスクの場合に、特に便利
です。インポートされた通知タスクは、無効にされた状態で HP Systems Insight Manager（HP SIM）に
インポートされます。このようなタスクを編集し、設定が正しいかどうかを確認した後、有効をクリッ
クして有効に設定できます。

注記: タスクが現在有効か無効かによって、ボタンのラベルが変更されます。

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[タスクの管理] を選択します。[自動イベント処理
- タスクの管理] ページが表示されます。

2. 有効か無効に設定するタスクを選択します。

3. 有効なタスクを無効にする場合は、無効をクリックします。無効なタスクを有効にする場合は、有
効をクリックします。

関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• 自動イベント処理タスクの編集

• 自動イベント処理タスクのコピー
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• タスク定義の表示

• イベント タスク結果の表示

• イベントの削除

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

Email 設定の指定
自動イベント処理によって、Email 通知を送信するように HP SIM を設定するには、次のように操作しま
す。

1. ファーストタイム ウィザードを使用して SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）ホストおよび CMS
Email 設定にアクセスするか、[オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[Email の設定] を
選択します。[Email の設定] ページが表示されます。

2. SMTP ホスト名を入力します。SMTP ホストは、Email 通知を送信するために CMS が使用する送信
メール サーバです。

3. Email 通知の送信時に管理サーバが使用する Email 送信元アドレスを [送信者の Email アドレス]
ボックスに入力します。

4. SMTP サーバを認証するには、[サーバには認証が必要です] を選択します。
5. アカウント ユーザ名およびパスワードを対応するボックスに入力します。
6. 注記 有効な SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）ホストを入力しなかった場合は、HP SIM によっ

て、Email 通知が送信できないことを示すメッセージが表示されます。この時点で Email 設定を入
力しない場合は OK をクリックします。または、キャンセルをクリックして有効な SMTP ホストを
入力します。

[オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[Email の設定] ページから Email の設定を変更す
る場合は、OK をクリックして変更を保存します。

注記: [サーバには認証が必要です] オプションが選択されている場合、間違ったアカウント情報を入力
すると、Email イベント通知は、目的の受信者に届きません。

追加の Email 設定
globalsettings.props ファイルには、Email メッセージに含める追加情報の設定に使用できるプロ
パティがあります。

EmailPrefixUserSubject
（[アクション] ページの Email 情報からの）ユーザ定義のテキストを Email の件名行の最初に表示させ
るには、globalsettings.props ファイルの EmailPrefixUserSubject プロパティを True に変
更する必要があります。変更しなかった場合は、HP Systems Insight Manager（HP SIM）で定義されてい
る情報が最初に表示されます。次の位置に、globalsettings.props ファイルがあります。

• Windows の場合 通常、C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config\
globalsettings.props にあります。

• HP-UX および Linux の場合 /etc/opt/mx/config/globalsettings.props にあります。

HP SIM サービスは、フラグを設定した後に再起動する必要があります。再起動するには、次のように操
作します。

• EmailPrefixUserSubject = false の場合 件名行のフォーマットが、Device Name:Short Description
from Alert:User's Defined Subject である。

• EmailPrefixUserSubject = true の場合 Email の件名行のフォーマットが、User's Defined Subject:Device
Name:Short Description from Alert である。
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重要:  Email 機能を動作させるために、このプロパティを設定する必要はありません。このプロパティ
は globalsettings.props ファイル内で自動的に false に設定されるので、件名行で HP SIM テキス
トの前にユーザ定義テキストを表示する場合を除いて変更する必要はありません。

EmailKeywords
Email メッセージにイベント情報を含めるには、globalsettings.props ファイルの EmailKeywords
プロパティを編集します。

注記: キーワードを変更する場合は、HP SIM サービスを再起動する必要があります。

EmailKeywords プロパティでサポートされるキーワード

説明キーワード

トラップ IDTID

トラップの説明TDESC

トラップについての簡単な説明TSDESC

トラップ名TNAME

トラップの通知番号TNOTENUM

トラップの受信時刻TRCVD

トラップの発信元アドレスTADDR

エンタープライズ トラップ OIDTENTOID

トラップの深刻度TNOTSEV

トラップの担当者TASSIGNTO

トラップのコメントTCOMMENT

デバイス名DNAME

デバイスの検出時刻DDISCOV

デバイスの URLDURL

メッセージのフォーマットに使用できるヘッダHDR

関連プロシージャ

• イベント処理タスクの管理

• 自動イベント処理タスクの作成

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• ステータス変更イベントの設定

• SNMP トラップの設定

• WBEM イベント

関連トピック

• ファーストタイム ウィザードの使用

• イベント

• イベント管理について

• Email ページの例

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成
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ポケベル通知のためのモデム設定の指定

モデムがポケベル メッセージの送信に使用する COM ポートを指定するには、次の手順を実行します。

注記: モデム設定は、Windows のみで指定できます。

ポケベル用にモデム設定を指定するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[モデムの設定]を選択します。[モデムの設定] ペー
ジが表示されます。

2. [COM ポート] フィールドで、適切な COM ポートを選択します。詳細については、モデムのマニュ
アルを参照してください。

3. 設定を保存するには、OK をクリックします。
関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• 自動イベント処理タスクの編集

• 自動イベント処理タスクのコピー

• タスク定義の表示

• イベント タスク結果の表示

• 自動イベント処理タスクの有効化または無効化

• イベントの削除

• Email 設定の指定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

イベントの確認

1. [オプション]→[イベント]→[イベントの確認] を選択します。[イベントの確認] ページが表示されま
す。

2. ターゲット イベントを選択します。ターゲット選択の詳細については、「タスクの作成」を参照し
てください。

3. 適用をクリックします。

4. すぐに実行をクリックしてイベントをすぐに確認済みに変更し、[タスク結果] ページを表示するか、
スケジュールをクリックして削除をスケジュールします。タスクを実行するスケジュール設定の詳
細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

注記: HP Systems Insight Manager（HP SIM）でイベントが確認されると、HP Storage Essentials でも
確認されます。

HP Storage Essentials でイベントが確認されると、HP SIM でも確認されます。

関連プロシージャ

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変更イベントの設定

• イベントの削除
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関連トピック

• イベント

• Email ページの例

• サービス通知イベント

イベントの削除

このタスクは、データベースからイベントを削除する場合に使用します。

1. [オプション]→[イベント]→[イベントの削除] を選択します。[イベントの削除] ページが表示されま
す。

2. ターゲット イベントを選択します。ターゲット選択の詳細については、「タスクの作成」を参照し
てください。

3. 適用をクリックします。

4. （省略可能）削除するイベントを追加するには、ターゲットの追加をクリックします。削除プロセ
スからイベントを削除するには、ターゲットの削除をクリックします。

5. すぐに実行をクリックしてイベントをすぐに削除し、[タスク結果] ページを表示するか、スケジュー
ルをクリックして削除をスケジュールします。タスクを実行するスケジュール設定の詳細について
は、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

注記: HP SIM でイベントを削除すると、HP Storage Essentials でも同じイベントが削除されます。

関連プロシージャ

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• イベントの確認

• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• SNMP トラップの設定

• ステータス変更イベントの設定

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

• サービス通知イベント

登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定
1. [オプション]→[イベント]→[イベント フィルタの設定] を選択します。[イベント フィルタの設定]

ページが表示されます。

2. 未登録イベントを受け入れるには、[未登録イベントを受け付ける] を選択します。未登録イベント
を受け入れない場合は、このボックスの選択を解除します。このオプションは、デフォルトで無効
になっています。

3. 特定深刻度の登録イベント、または複数の深刻度の登録イベントを受け入れるには、[深刻度付きの
登録イベントを受け付ける] を選択します。このオプションは、デフォルトで無効になっています。

4. 受け入れる深刻度を選択します。使用可能オプションは、クリティカル、メジャー、マイナー、警
告、および情報です。

5. [検出したシステムから以下の IP 範囲を受け付ける:] ボックスに受け入れる IP アドレスの範囲を入
力します。デフォルトでは、検出済みのすべてのシステムからのトラップが受け入れられます。

6. （省略可能）[検出したシステムから以下の IP 範囲を除外する:] ボックスに IP 範囲を入力し、特定
のシステムからのトラップを破棄します。
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注記： IP アドレスの範囲か 1 台のシステムを 1 行に 1 つ入力します。複数の範囲やシステムはセ
ミコロン（;）で区切ります。また、アスタリスク（*）を入力すると、全範囲のトラップを受け入
れたり削除することができます。

7. 設定を受け入れるには、OK をクリックします。
関連プロシージャ

• イベント処理タスクの管理

• 自動イベント処理タスクの作成

• Email 設定の指定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• ステータス変更イベントの設定

関連トピック

• イベント

• MIB の管理

SNMP トラップの設定
SNMP トラップに関連して、ユーザが変更可能な属性の表示と編集を行うには、次の手順を実行しま
す。

SNMP トラップを設定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[イベント]→[SNMP トラップの設定] を選択します。[SNMP トラップの設定] ペー

ジが表示されます。

2. [MIB 名] ドロップダウン リストから MIB 名を選択します。
3. [トラップ名] ドロップダウン リストからトラップ名を選択します。[イベント タイプ] と [説明] は、

選択したトラップ名によって変わります。

4. （省略可能）[イベント タイプ] を変更します。
5. （省略可能）[説明] を編集します。
6. [トラップ処理有効] ボックスで [はい] または [いいえ] を選択します。
7. [カテゴリ] ドロップダウン リストからカテゴリを選択します。
8. [深刻度] ドロップダウン リストから深刻度を選択します。使用可能オプションは、情報、マイナー、

メジャー、クリティカルです。

9. 設定を保存するには、OK をクリックします。

SNMP トラップ フィールド

説明フィールド名

ドロップダウン リストから MIB 名を選択します。残りのすべ
てのフィールドは、選択した MIB 名に従って変化します。

MIB 名

[MIB 名] フィールドで MIB 名を選択すると、デフォルトのト
ラップ名が入力されます。ドロップダウン リストで別のトラッ
プ名を選択すると、これを変更できます。

トラップ名

タイプは、実際のトラップ名を考慮した形式です。この名前
が、システムを的確に記述していない場合は、このタイプを変
更します。

イベント タイプ

説明は、ベンダによって提供されます。より具体的な指示、正
確な参考資料、Web サイト参照で置き換えてください。

説明

ほとんどのトラップは有効になっています。トラップ処理を使
用すると、メッセージの量を制御できます。不要な情報メッ
セージや、未対応イベントについて繰り返されるトラップ メッ
セージなどの、無用なメッセージをオフに切り替えてくださ
い。

トラップ処理有効
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説明フィールド名

カテゴリ リストには、HP Systems Insight Manager（HP SIM）
カテゴリ タイプと未割り当てがリストされます。

カテゴリ

一部のベンダは、すべての深刻度レベルにデフォルトの「情
報」を使用しています。この深刻度を、ユーザの判断した問題
の深刻度を反映するレベルに変更してください。または、使用
している環境では、クリティカルなステータスではないことが
明確にわかっている、トラップ メッセージのメジャーまたはク
リティカルな深刻度を変更できます。このようなステータスが
あてはまるかどうかは、ユーザが判断します。HP SIM で有効
なオプションは、クリティカル、メジャー、マイナー、情報、
および未割り当てのみです。

深刻度

トラップの変更

cpqIDELogicalDriveStatusChange など、特定のトラップを変更して Email メッセージにトラップ
情報を含めるために、MIB cfg を編集できます。キーワードを MSG_FORMATTER フィールドに追加で
きますが、変更後、mxmib -a cpqide.cfg コマンドを使用して MIB を登録する必要があります。
次に例を示します。

#MSG_FORMATTER "$V3V#Ide Controller Model:# $V4V#Controller Slot Number:#
$V5V#Controller Index:# $V6V#Ide Logical Drive Index:# $V7V#Logical Drive
Status:# $tid#Trap ID:# $tname#Trap Name:# $trcvd#Trap Received Time: #

globalsettings.props ファイルを編集して EmailKeywords プロパティを変更することもできま
す。EmailKeywords プロパティの変更について詳しくは、「Email 設定の指定」の「Email の設定」の
項を参照してください。

SNMP トラップの場合は、HP SIM によるキーワード検索のデフォルト位置は、MIB cfg ファイルにな
ります。ここでキーワードが定義されていない場合、HP SIM は globalsettings.props ファイルの
EmailKeywords プロパティに注目します。
関連プロシージャ

• Email 設定の指定

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• イベント処理タスクの管理

• 自動イベント処理タスクの作成

• ステータス変更イベントの設定

• WBEM イベント

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

• MIB の管理

• globalsettings.props ファイルのプロパティ

ステータス変更イベントの設定

ハードウェア ステータスが、クリティカル（到達不能）な状態から変化したか、クリティカルな状態に
変化したときにシステムのステータス変更イベントを送信することを設定するには、次の手順を実行し
ます。

ステータス変更イベント設定を指定するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[イベント]→[ステータス変更イベントの設定]を選択します。[ステータス変更イベン
トの設定] ページが表示されます。

2. このページでは、2 つのオプションを使用できます。どちらか一方か両方のオプションを選択して
ください。
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[システム ステータス変更イベントの作成を有効にする。]。このオプションでは、ハードウェ
ア ステータス ポーリング タスクの ping でシステムに到達できない場合に、システム到達不

•

能イベントが送信されます。このオプションを有効にすると、システムが到達可能に戻ったと
き、システム到達可能イベントが作成されます。

• [システムにアクセス可能な時、アクセス不能なシステム ステータス変更イベントを自動的に
消去します。]。このオプションを有効にすると、到達不能だったシステムが応答を始めたと
き、以前の到達不能イベントがクリア状態でマークされます。

3. 変更内容を適用するには、OK をクリックします。
関連プロシージャ

• イベント処理タスクの管理

• 自動イベント処理タスクの作成

• Email 設定の指定

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• SNMP トラップの設定

• WBEM イベント

関連トピック

• イベント

• Email ページの例

WBEM イベント
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、GUI を介して、Web ベース エンタープライズ管理
（WBEM）イベントの予約と予約解除ができます。また、コマンド ライン インタフェース（CLI）から
も、WBEM イベントの予約と予約解除ができます。WBEM イベントをサポートしているシステムにつ
いて WBEM イベントを予約しないと、発生するどの WBEM イベントもイベント テーブル ビュー ペー
ジに表示されません。

中央管理サーバ（CMS）上に OpenSSH をインストールおよび設定し、SSH のキーを有効化しておく必
要があります。詳細については、「OpenSSH のインストール」を参照してください。
WBEM イベントは、HP-UX、Linux、および SMI-S デバイス（ストレージ、スイッチ、テープ ライブラ
リなど）をサポートします。HP-UX および Linux システムについての WBEM イベントを使用するには、
管理対象システムに WBEM サービス 2.0 をインストールしておく必要があります。各管理対象システ
ムには、正しいイベント プロバイダ（例：HP-UX 上の EMS ラッパ イベント プロバイダ）をインストー
ルする必要があります。WBEM サービスとプロバイダのインストールの詳細については、「管理対象シ
ステムのセットアップ」を参照してください。HP-UX システムと Linux システムで mxwbemsub コマン
ドを使用する場合、root 権限が必要です。OpenSSH は、メニュー ツールの実行時にのみ使用されます。
mxwbemsub をコマンド ラインで実行する場合、OpenSSH は必要ではありません。
複合体のセルおよびプロセッサ用の iCAP（Instant capacity）プロパティは、HP-UX WBEM を使用して
収集され表示されます。データ収集は、プロバイダを利用できる場合は必ず、HP-UX、NSK、Linux、
Integrity、および ProLiant ボックスからソフトウェアとファームウェアの情報を収集します。WBEM サー
ビスとプロバイダのインストールの詳細については、「管理対象システムのセットアップ」を参照して
ください。

注記: iCAP プロバイダは、HP-UX 11i v3（11.31）、HP-UX 11i v2（11.23）、および HP_UX 11i v1
（11.11）（HP 9000 サーバにのみインストール可能）で利用できます。

Linux IPF のイベントでサポートされるバージョンは次のとおりです。

• RHEL4

• RHEL5

• SLES9

• SLES10
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また、システムに HP ProLiant Support Pack 3.90 以上がインストールされていなければなりません。
WBEM イベントを受信するポートを設定する場合は、globalsettings.props ファイルと
WBEM_indications_Listener_Port プロパティを編集します。ポートのデフォルト値は、50004
です（WBEM_indications_Listener_Port=50004）。このポートが使用できない場合は、ファイ
ルを編集し、適切な値を割り当てます。HP SIM が実行中の場合は、サービスを停止し、再起動すると、
新しいポートにアクセスできます。WBEM イベントの予約がデフォルトのポート設定で設定されている
場合は、予約を削除し、再度追加して、WBEM イベントが CMS に送信される際に新しいポートが使用
されるようにします。

WBEM イベントの予約と予約解除ができます。これらのオプションにアクセスするには、[オプショ
ン]→[イベント]→[WBEM イベントの登録] および[オプション]→[イベント]→[WBEM イベントの登録取
り消し] を選択します。
関連プロシージャ

• WBEM イベントの予約

• WBEM イベントの予約解除

関連トピック

• WBEM イベント

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• タスク結果リスト

WBEM イベントの予約

注記:  OpenWBEM はサポートされていません。

1. [オプション]→[イベント]→[WBEM イベントの登録] を選択します。[ステップ 1:ターゲット システ
ムの選択] ページが表示されます。

2. ターゲット システムを選択し、[適用] をクリックします。[ステップ 1:ターゲット システムの確認]
ページが表示されます。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示され、前の手順で作成したタスク
の詳細情報が表示されます。

4. [すぐに実行] をクリックしてターゲット システムに WBEM イベントの予約を追加します。[タスク
結果] ページが表示されます。

関連プロシージャ

• WBEM イベントの予約解除

関連トピック

• WBEM イベント

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• タスク結果リスト

WBEM イベントの予約解除

注記:  OpenWBEM はサポートされていません。

1. [オプション]→[イベント]→[WBEM イベントの登録取り消し]を選択します。[ステップ 1:ターゲッ
ト システムの確認] ページに、WBEM イベントが予約されたすべてのターゲットが示されます。

2. ターゲットの WBEM イベントの予約を解除したくない場合は、ターゲットの横にあるチェックボッ
クスを選択して、[ターゲットの削除] をクリックします。

3. 次へをクリックします。[ステップ 2:タスクの確認] ページが表示され、前の手順で作成したタスク
の詳細情報が表示されます。
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4. [すぐに実行] をクリックしてターゲット システムの WBEM イベントの予約を解除します。[タスク
結果] ページが表示されます。

タスクを後で実行するようスケジュールする場合は、すぐに実行をクリックしないで、スケジュールを
クリックします。詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

注記: mxwbemsub コマンドを使用すると、CLI を介して、予約をリストしたり、他の場所へ移動した
りすることも可能です。詳細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照
してください。

関連プロシージャ

• WBEM イベントの予約

関連トピック

• WBEM イベント

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• タスク結果リスト

ヘルス ライフサイクル イベントの予約
HP Systems Insight Manager（HP SIM）により、HP NonStop Kernel サーバのヘルス ライフサイクル イ
ベント予約を追加または削除できます。この手順はコマンド ライン インタフェース（CLI）を使用して
実行します。HP NonStop Kernel サーバのヘルス ライフサイクル イベントを予約している場合、サーバ
のステータスが変更されると、HP SIM に通知が送信され、次のステータス収集を待つことなく GUI の
サーバ ステータスがただちに更新されます。
1. CLI にサインインします。手順については「サイン イン」を参照してください。
2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

• 1 台または複数のサーバについて、ヘルス ライフサイクル イベント予約を追加する場合：
mxwbemsub -a [destination] ( ( -n nodenames ) | ( -f filename ) ) [-t
health]

ターゲット システム（ノード）名は、コマンド ラインから入力することも入力ファイルから
入力することもできます。コマンド ラインまたはファイルに入力する各システム名には、シス
テムの IP アドレス、ホスト名、完全修飾名のいずれかを使用できます。予約の送信先 CMS を
指定することもできます。送信先が含まれない場合は、デフォルトはコマンドが実行される
CMS です。

• 1 台または複数のサーバについて、ヘルス ライフサイクル イベント予約を削除する場合：
mxwbemsub -r [destination] ( ( -n nodenames ) | ( -f filename ) ) [-t
health]

ターゲット システム（ノード）名は、コマンド ラインから入力することも入力ファイルから
入力することもできます。コマンド ラインまたはファイルに入力する各システム名には、シス
テムの IP アドレス、ホスト名、完全修飾名のいずれかを使用できます。このコマンドを使用し
て別の CMS から予約を削除することもできます。CMS が指定されていない場合は、デフォル
トはコマンドが実行される CMS から予約が削除されます。

注記: mxwbemsub の詳細については http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/
hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』 を参照
してください。

関連トピック

• サイン イン

• コマンド ライン インタフェース コマンドの使用
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イベント設定のチェック

システムが SNMP トラップまたは Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）イベントからのイベ
ントを受け取るように設定されているかどうかを確認する場合はいつでもこのツールを使用してくださ
い。SNMP イベントを受け取るには、中央管理サーバ（CMS）の IP アドレスが管理対象システムのト
ラップ受信先リストに掲載されされていなければなりませんが、このツールは、CMS との間で System
Management Homepage（SMH）の信頼関係が設定されている Windows システムだけをチェックしま
す。WBEM イベントを受け取るには、管理対象システムにインストールされた WBEM サービスが WBEM
イベントの送信をサポートし、CMS から WBEM イベントの予約が作成されていなければなりません。
このタスクが実行されていない場合、[通信の管理] の [イベント] 列には情報アイコンが表示されます。
1. [オプション]→[イベント]→[イベント設定の確認] を選択します。[イベント設定の確認] ページが表

示されます。

2. ターゲット イベントを選択します。ターゲット選択の詳細については、「タスクの作成」を参照し
てください。

3. 適用をクリックします。

4. すぐに実行をクリックして結果を表示するか、スケジュールをクリックしてタスクをスケジュール
します。タスクを実行するスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を
参照してください。

関連トピック

• タスクのスケジュール設定

• 通信の管理

Email ページの例
自動イベント処理では、システムにホーム ページがある場合、その URL を Email アドレスで送信するこ
とができます。システムにホーム ページがない場合は、現在の中央管理サーバ（CMS）上のシステムの
HP SIM の [システム ページ] を指す URL を送信します。

注記:  Email メッセージで指定された URL は、フォーマットが標準に設定されている場合にのみ表示
されます。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）から送信可能な Email メッセージには、次の 3 種類があります。

• [標準]

• [ポケベル/SMS]

• [HTML]
各メッセージの詳細については、「自動イベント処理タスクの作成」を参照してください。

標準 Email メッセージの例
From:Doe, John Sent:Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM To:Doe, Jane Cc:Smith,
Jim; Jones, Beth Subject:System A:Storage System side panel is removed (Ver.
3):3): Standard E-mail format

Event Name:Storage System side panel is removed (Ver. 3) URL:
https://systemname:2381 Event originator:System A Event Severity:Major Event
received:28-Apr-2004, 17:03:47

Event description:Storage System side panel is removed.The side panel status
has been set to removed.The storage system`s side panel is not in a properly
installed state.This situation may result in improper cooling of the drives
in the storage system due to air flow changes caused by the missing side
panel.User Action:Replace the storage system side panel.

Status:sidePanelRemoved
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ポケベル/SMS メッセージの例
From:Doe, John Sent:Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM To:Doe, Jane Cc:Smith,
Jim; Jones, Beth Subject:System A:Storage System side panel is removed
(Ver.3):Pager SMS Format E-mail testing

System A, Storage System side panel is removed (Ver. 3),Status:sidePanelRemoved

HTML メッセージの例
From:Doe, John Sent:Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM To:Doe, Jane Cc:Smith,
Jim; Jones, Beth Subject:qaunit1:Storage System side panel is removed (Ver.
3):HTML Format E-mail testing

ここで、quanit1 は、システム名です。
関連プロシージャ

• イベント処理タスクの管理

• 自動イベント処理タスクの作成

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

• ポケベル通知のためのモデム設定の指定

• Email 設定の指定

関連トピック

• イベント

サービス通知イベント

HP のサービス分析ツール、Web-Based Enterprise Services（WEBES）、および Open Service Event
Manager（OSEM）は、保守の必要なイベントがあると判断すると、特定の SNMP トラップタイプまた
は Simple Object Access Protocol（SOAP）イベントを使用して、HP Systems Insight Manager（HP SIM）
に対するサービス通知を生成します。

この SNMP トラップ機能は、WEBES 4.4.1 以上および OSEM 1.3 以上でサポートされており、バー
ジョン 4.0 以降の HP SIM に含まれています。SOAP イベント通知は、WEBES 5.0、OSEM 1.4.1、お
よび HP SIM 5.2 でサポートされています。
このソフトウェアをダウンロードしてインストール情報を参照するには、HP の Web サイト
http://h18023.www1.hp.com/support/svctools/ （英語）にアクセスします。
OSEM は、『Management CD』 にも収録されています。
HP Service Essentials Remote Support Pack をインストールすると、WEBES および OSEM のサービス通
知は、リモートで発生したサポートの必要な事項についてのステータス情報も提供します。Remote
Support Pack の詳細については、「HP Service Essentials Remote Support Pack」を参照してください。

ホスト設定とセットアップ

サービス トラップは、通常、デフォルトで localhost に送信されデフォルト SNMP 設定を受け入れ
るため、OSEM が HP SIM と同じシステム上にインストールされている場合、特別なセットアップは不
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要ですが OSEM が HP SIM とは別のシステム上にインストールされている場合、『OSEM Installation
Guide』 の「How to Change the HP SIM Host Name」セクションで説明する手順を実行する必要があり
ます。

WEBES の場合、オペレーティング システムのコマンド ラインから、desta snmp と入力してくださ
い。

サービス トラップの送信先システムを入力するように指示されるので、WEBES と HP SIM が同じシス
テム上にあるかどうかとは関係なく、HP SIM のシステム名を入力してください。
SNMP コミュニティ名に Public を使用しない場合は、OSEM は SNMP Gets を正しく実行しません。実
行されるようにするには、[HP Systems Insight Manager trap community name] フィールドを、OSEM
の [Settings:Internal] の希望の値に設定する必要があります。

HP SIM による、サービス イベント通知の処理
HP SIM は、WEBES または OSEM からサービス トラップ通知を受け取ると、他の管理イベントとほぼ
同じ方法で処理します。

これらのイベントを表示する方法は、2 つあります。

• 特別な操作を必要としない方法として、[すべてのイベント] での表示があります。

• [高度な検索] 機能を使用したイベント収集での表示があります。

HP SIM 4.x では、[高度な検索] を使用して、イベント カテゴリ名が [HP サービス イベント]、
タイプ名が [すべて] のイベントを検索する必要があります。ここから、表示を選択して HP

•

サービス イベントを表示するか、名前を付けて保存を選択して収集カテゴリを作成できます。
この収集は、保存した位置に基づいて左側のウィンドウの下に表示できます。

• HP SIM 5.0 以降では、この検索は、[すべての HP サービス イベント] によってデフォルトで
実行されます。[すべての HP サービス イベント] 収集には、[システムおよびイベント収集] パ
ネルで[イベント]→[サービス イベント] を選択することによってアクセスできます。

イベント テーブル ビュー ページでは、[イベント タイプ] は、[レポート済みサービス](タイプ x) として
表示されます。ここで、タイプ x は、SNMP トラップまたは SOAP イベントのバージョンです。サービ
ス イベント通知タイプの差異については、「サービス トラップ通知の詳細」の下の表を参照してくだ
さい。[システム名] および [イベント時刻] は、故障したシステムまたはサブシステムおよびエラーの報
告時刻を示します。[深刻度] は、[メジャー] となります。これは、分析がメンテナンスが必要と判断し
た場合にのみサービス通知が送信されるからであり、また、サービス トラップには Insight マネジメン
ト エージェントが送信する SNMP トラップのような元のイベントに含まれる情報以外の情報が含まれ
るからです。HP SIM 5.0、SP3 から、深刻度は、OSEM または WEBES イベント タイプで割り当てられ
た深刻度に従います。ほとんどのイベントで、深刻度は [メジャー] となります。これらは、サービス介
入を必要とするハードウェア イベントであり、Remote Support Pack ソフトウェアによって必要な事項
として送信されます。テスト トラップの結果として生成されるサービス イベントや、ユーザ通知とし
てのみ提供するサービス イベントでは、深刻度は [情報] です。
WEBES では、通知はオペレーティング システムに基づいて送信されるため、マネジメント エージェン
トによって他のトラップが送信される可能性があります。

HP SIM サービス通知の概要とセットアップ情報
HP SIM 5.0 では、OSEM および WEBES が送信するサービス トラップを正しく認識するために、サー
ビス MIB が標準で提供されます。MIB を置き換える必要がある場合は、HP SIM に付属のサービス MIB
のバージョンを使用することをおすすめします。WEBES または OSEM の下の [Service MIB Zip file] を
選択することで、http://h18023.www1.hp.com/support/svctools/ からダウンロードすることができま
す。マニュアルは選択したバージョンに応じて提供されます。zip ファイルには、.mib ファイルおよび
.cfg ファイルと、readme ファイルが含まれています。
現在、2 つのバージョンの MIB があります。これらは、使用されている HP SIM のバージョンおよび
WEBES または OSEM によって送信されるサービス トラップ タイプに基づいています。現在、サービ
ス トラップには 3 つのタイプまたはリビジョンがあります。タイプ 4 として知られる新しいタイプの
通知は SOAP を通して実行されます。しかし、MIB は不要です。サービス イベント通知タイプの差異に
ついては、「サービス トラップ通知の詳細」の下の表を参照してください。
サービス MIB の新しいバージョンは 3 つすべてのサービス イベント トラップ タイプを認識しますが、
HP SIM 5.0、SP5 にコンパイルまたは交信された場合は正しく動作しません。
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HP SIM で新しいサービス MIB を更新するには、HP SIM を実行するシステム上で次のように操作しま
す。

1. MS-DOS ウィンドウか UNIX シェルを開きます。
2. ディレクトリを、MIB を含むディレクトリに変更します。

• Windows：

c:\program files\hp\systems insight manager\mibs

• Linux：

/opt/mx/mibs

3. 新しい cpqservice.mib と cpqservice.cfg を mibs ディレクトリにコピーします。
4. mxmib -a cpqservice.cfg を実行して、新しいサービス MIB を更新します。
サービス トラップ タイプを送信するように設定するには、OSEM については、[Settings:Internal] に
移動し、[HP Systems Insight Manager trap revision] フィールドを希望のタイプに設定してください。
WEBES については、コマンド desta snmp on を入力してから、次の質問が表示されたら希望のタイ
プを入力してください。Which revision of the service trap should be sent (Type 2
or 3)[2]:

HP SIM 5.1、Remote Support Pack A.05.00、および OSEM 1.4.1 を使用している場合は、サービス ト
ラップと SOAP イベントの両方が送信されるので重複したサービス イベントが発生することがありま
す。HP SIM を設定してサービス トラップ タイプに基づいて表示または並べ替えるか、サービス MIB を
登録解除して SOAP イベントのみが使用されるようにすることができます。

サービス トラップ通知の詳細
サービス通知の詳細を表示するには、イベント テーブル ビュー ページで、テーブルの [イベント タイ
プ] の下で、表示したい [レポート済みサービス] を選択して、サービス イベントを表示します。
4 つのサービス イベント タイプの差異や、HP SIM、WEBES、OSEM、および Remote Support Pack と
の互換性については、次の表を参照してください。最後の列に、イベントでサポートされる varbind を
示します。各 varbind は、256 バイトの情報を格納できます。3 つのトラップ タイプすべての varbind
の説明は、最新のサービス MIB から検索できます。テーブルから見ることができる場合、タイプ 3 は、
合計 22 の varbind について、最新の情報を提供し、トラップごとに HP SIM によってサポートされる
最大数の varbind を使用します。HP SIM 5.0、SP3 も複数の varbind を 1 つのフィールドに連結する機
能などをフォーマットする強化機能を提供しています（たとえば、推奨される Action 1～ 3 のフィール
ドで 1 つの [Recommended Action] フィールドとして表示されるようになりました）。
サービス トラップは、次のような複数の種類の情報で構成されます。

• イベント ID、ステータス、説明など基本トラップ情報

• 故障したシステムの属性を示すソース情報と、エラー発生時刻

• イベント タイプに基づく深刻度レベルを示す際、タイプ 3 で提供される深刻度

• WEBES または OSEM イベント分析への URL リンク。このリンクをクリックすると WEBES または
OSEM のイベント ビューアが表示され、そのイベントに関する詳細な分析とトラブル シューティ
ング情報を見ることができます。

• Remote Support Pack ソフトウェアへの URL リンクとそのイベントのケース ステータスが表示され
ます。Remote Support Pack A.05.00 を実行している場合は、これは新しいプロパティ ページにリ
ンクします。

注記: このリンクは、Remote Support Pack がインストールされ、Remote Support Pack ソフトウェ
アからステータス情報を正常に受け取っている場合にのみ利用できます。

• 推奨される処置。問題を解決するために実行すべき保守作業についての情報を提供します。故障位
置、システム ID、部品コールアウトなどの情報を含む可能性があります。次の表に、タイプ 2 か
ら始まるこのサポートを示します。スペア パーツ番号、交換用ユニットに関する情報などの詳細情
報を提供する 4 つの FRUList varbind と、交換用ユニットの物理位置を識別するための 2 つの
FRULocation varbind を追加することによって、タイプ 3 のトラップはこのサポートを拡張します。

• お客様による修理手順（利用できる場合）への URL リンク。お客様が推奨処置を実行するのに役立
つ指示書やビデオを提供します。
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注記：この機能は、HP SIM 5.0 以上に付属のサービス MIB でのみ利用できます。また、OSEM
v1.3.6 または WEBES v4.4.1 が送信したサービス トラップについてのみ利用できます。

サービス トラップ タイプ 3
または SOAP イベント タイプ 4

サービス トラップ タイプ 2サービス トラップ タイプ 1

タイプ 3 は HP SIM 5.0、SP3 に付属
タイプ 4 は HP SIM 5.1 に付属

HP SIM 5.0 および HP SIM 5.0、SP2 に
付属

HP SIM 4.x に付属

タイプ 3 は、OSEM 1.4 と WEBES 4.5 で
サポート

タイプ 4 は、OSEM1.4.1 によってサポー
ト

OSEM 1.3.6 および 1.3.7a、ならびに
WEBES の 4.4.1 以降、4.5 より前の各
バージョンによってサポート

バージョン 1.3.6 より前の OSEM によっ
てサポート

タイプ 3 は、OSEM 1.4 と WEBES 4.5 か
ら設定可能

Remote Support Pack A.05.00 がインストー
ルされている場合、タイプ 4 が自動的に
送信されます。

OSEM 1.3.6, 1.3.7a, 1.4, 1.4.1 のデフォ
ルト トラップ タイプ。ユーザは WEBES
で選択が必要

タイプ 3 は、A.03.50 で始まる Remote
Support Pack と互換
タイプ 4 は Remote Support Pack A.05.00
が必要です

A.03.50 で始まる Remote Support Pack
と互換

A.03.50 で始まる Remote Support Pack
と互換

ServiceIncidentSourceSystemName
ServiceIncidentIPAddessOfSource
ServiceEventSeverity
ServiceIncidentStatus
ServiceIncidentInformation
ServiceIncidentEvent
ServiceIncidentUniqueID
ServiceIncidentTimeofOriginalEvent
ServiceAnalyzerSystemName
ServiceISEEIncidentInformation
ServiceIncidentIdentifier
ServiceIncidentReceiveTrapOID
ServiceRecommendedAction1
ServiceRecommendedAction2
ServiceRecommendedAction3
ServiceFRUList1ServiceFRUList2
ServiceFRUList3ServiceFRUList4
ServiceLocation1ServiceLocation2
ServiceCustomerSelfRepairInstructionURL

sysName
ServiceIncidentStatus
ServiceIncidentInformation
ServiceIncidentEvent
ServiceIncidentUniqueID
ServiceIncidentTimeofOriginalEvent
ServiceIncidentSourceSystemName
ServiceIncidentIPAddessOfSource
ServiceISEEIncidentInformation
ServiceIncidentIdentifier
ServiceIncidentReceiveTrapOID
ServiceRecommendedAction1
ServiceRecommendedAction2
ServiceRecommendedAction3
ServiceCustomerSelfRepairInstructionURL

sysName
ServiceIncidentSeverity
ServiceIncidentStatus
ServiceIncidentInformation
ServiceIncidentEvent
ServiceIncidentUniqueID
ServiceIncidentTimeofOriginalEvent
ServiceIncidentSourceSystemName
ServiceIncidentIPAddessOfSource
ServiceISEEIncidentInformation
ServiceIncidentIdentifier
ServiceIncidentReceiveTrapOID
ServiceIncidentFilterOID
ServiceIncidentFilterValue

OSEM ポート検出
HP SIM は、ポート 2069 で OSEM アプリケーションを検出します。これを表示するには、次のように
操作します。

• HP SIM で、[すべてのシステム] ビューにアクセスして、[システム名] 列からシステムを選択しま
す。[ツール & リンク] タブをクリックし、[システム Web アプリケーション ページ] で OSEM が
表示されるか確認します。表示される場合は、HP SIM が、ポート 2069 で OSEM アプリケーショ
ンを検出したことを意味しています。OSEM を選択することによって、OSEM イベント ビューア
が表示されます。

• [高度な検索] を使用して、Web エージェントが OSEM である場所のシステムを検索し、表示を選
択して、どのシステムによって OSEM がインストールされているのかを確認してから、引き続き
前の手順で説明しているように OSEM のリンクを確認します。

関連プロシージャ

• MIB の登録
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• MIB の登録解除

関連トピック

• デフォルト共有収集

イベント タスクの例
ポートフォリオを含めたくなる可能性のあるさまざまなイベント タスクの例を以下に示します。

• 確認済みサーバ イベントの削除 この例は、イベント収集の作成方法と、確認済みサーバ イベン
トを削除するタスクの作成およびスケジュール設定手順を示します。

• 情報イベントの削除 この例は、イベント収集の作成方法と、設定されたスケジュールに関する情
報イベントを削除するタスクの作成およびスケジュール設定手順を示します。

• システムのステータスがクリティカルになった場合の Email 送信 この例は、イベント収集の作成
方法と、システムのステータスがクリティカルになった場合に Email を送信する自動イベント処理
タスクの作成およびスケジュール設定手順を示します。

• ポケベル通知タスクの作成 この例は、システムのステータスがクリティカル、メジャー、または
マイナーになった場合にポケベル通知を送信する自動イベント処理タスクの作成方法を示します。

関連プロシージャ

• すべての確認済みイベントを削除するタスクの作成

• 30 日を経過したイベントを削除するタスクの作成

• Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成

• システムがクリティカルな状態になったとき Email を送信するタスクの作成

Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成
中央管理サーバ（CMS）がクリティカル、メジャー、またはマイナーなイベントを受信したときに、
BlackBerry、携帯電話（SMS など）、その他のポケベル通知インタフェース アプリケーションに転送可
能な Email を HP Systems Insight Manager（HP SIM）で送信できるようにする、通知タスクを設定する
ことができます。

重要: 時間フィルタを使用する場合は、オンコール スタイルの Email またはポケベル通知を使用する
ことができます。ある人物には日中の営業時間内に通知し、もう 1 人には夜間に通知する場合は、2 種
類のタスクを作成し、時間フィルタを適切に設定します。

注記: これと同様のタスク設定をポケベルのタスクに適用すると、HP SIM サーバのモデムが、BlackBerry
または英数字表示のポケベルを経由して、ポケベル通知を出すことができるように設定できます。

注記: ポケベル通知は、Windows ベースの CMS でのみサポートされています。

注記: 日本国内では、ポケベル通知機能はサポートされていません。

タスクを作成するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[新規タスク] を選択します。[自動イベント処理]
- [新規タスク] ページが表示されます。

2. [タスク名] フィールドに、「Email - ポケベル通知タスク用重要イベント」などのタスクの名前
を入力します。

3. 次へをクリックします。[イベント収集の選択] ページが表示されます。
4. [指定するイベント属性を使用] を選択します。
5. 新しいイベント収集を作成する場合は、最初の選択ボックス（基準の選択）から、[深刻度] を選択

します。それ以外の場合は、すべてのイベント収集のリストが表示されます。

a. 2 番目の選択ボックス（比較の選択）から、[次] を選択します。
b. 3 番目の選択ボックス（値の選択）から、[クリティカル] を選択します。
c. 追加をクリックして、「メジャー」と「マイナー」の 2 つの深刻度をタスクに追加します。
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d. 3 番目の選択ボックスで、手順を繰り返します。[メジャー] および [マイナー] を選択してくだ
さい。

e. 次へをクリックします。[システム収集の選択] ページが表示されます。
6. [指定するイベント属性を使用] を選択します。
7. 次へをクリックします。[システムの選択] ページが表示されます。

a. 最初の選択ボックス（基準の選択）から、[システム名] を選択します。
b. 2 番目の選択ボックス（比較の選択）から、[すべて] を選択します。
c. 3 番目の選択ボックス（値の選択）から、[システム名] を選択します。
d. 次へをクリックします。[アクションの選択] ページが表示されます。

8. Email の送信を選択します。
a. [送信先] フィールドに、通知を送信する Email アドレスを入力します（複数のアドレスを指定

するとグループに通知することができます）。[CC] アドレスを追加すると管理者またはスー
パーバイザにも通知することができます。

b. [件名] フィールドに件名を入力します。たとえば、HP Systems Insight Manager Events
と入力します。

c. [メッセージ フォーマット] セクションで、[ポケベル/SMS] オプションに変更します。これで、
HP SIM でのポケベル通知タスクと同様のフォーマットで圧縮した Email が送信されます。この
方法は、BlackBerry または携帯電話などのハードウェアに警告を送信する場合（または TAPI
（Telephony Application Programming Interface）が使用できず、Email からポケベルへの転送通
知サービスを利用しているとき）には、理想的な方法です。

d. 次へをクリックします。[概要のレビュー] が表示されます。
9. 次へをクリックします。[時間フィルタの選択] セクションが表示されます。
10. 24 時間中いつでも Email を受信する場合を除いて、[時間フィルタの使用] と [夜および週末] を選

択します。24 時間中いつでも受信する場合は [時間フィルタの使用] をクリアします。詳細につい
ては、「時間フィルタの適用」を参照してください。

11. 新しいタスクを作成するには、終了をクリックします。
関連プロシージャ

• 自動イベント処理タスクの作成

• イベント処理タスクの管理

• タスクのスケジュール設定

• 時間フィルタの適用

すべての確認済みイベントを削除するタスクの作成

以下の例は、すべての確認済みサーバ イベントを HP Systems Insight Manager（HP SIM）データベース
から削除するタスクの作成方法を示します。これはユーザの管理ポートフォリオに加えると便利なタス
クです。確認済みイベントを日常的に削除しておくと、データベースから不必要なエントリがなくなり、
システムのパフォーマンスが向上します。

次のように、このタスクには 2 つのセグメントがあります。

• 削除するイベントを含むイベント収集の作成

• すべての確認済みサーバ イベントを削除するタスクの作成およびスケジュール設定とタスクの実行

イベント収集の作成

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。[高度な検索] ページが表示されます。
2. [検索対象] ドロップダウン リストから [イベント] を選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、[確認ステータス] を選択します。
4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、[次] を選択します。
5. 3 番目の選択ボックス（値の選択）から、[確認済み] を選択します。
6. 追加をクリックして、システム タイプ条件を追加します。
7. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、[システム タイプ] を選択します。
8. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、[次] を選択します。
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9. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示さ
れます。[サーバ] を選択します。

10. （省略可能）検索結果を表示するには、表示をクリックします。
11. 名前を付けて保存をクリックしてイベント収集を保存します。
12. [名前] フィールドに、[確認済みイベントの削除] などの収集名を入力します。
13. [保存場所] で、[深刻度別イベント] への収集の保存を選択して、他のユーザが収集を利用できるよ

うにします。

14. 収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリック
します。

タスクの作成およびスケジュール設定

1. [オプション]→[イベント]→[イベントの確認] を選択します。[イベントの確認] ページが表示されま
す。

2. [確認済みイベントの削除] 収集を選択します。["確認済みイベントの削除"自体を選択] を選択しま
す。

3. 適用をクリックします。

4. スケジュールをクリックします。

5. [タスク名] ボックスで、タスクに [確認済みイベントの削除タスク] などの名前を付けます。
6. [スケジュールの調整] セクションで、使用したいスケジュール オプションを選択します。タスクの

スケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照してください。

7. 完了をクリックします。この時点でタスクがスケジュール設定され、[スケジュールされたすべての
タスク] ページが表示されます。
このタスクを任意の時間に実行するには、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択します。テー
ブルから [不要なイベントの削除タスク] を選択し、すぐに実行をクリックします。詳細について
は、「スケジュール済みタスクの実行」を参照してください。

関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• 収集の保存

• データベースからのイベントの削除

関連トピック

• ツリー ビュー ページのナビゲート

30 日を経過したイベントを削除するタスクの作成
一連の条件に基づいてイベントを削除するには、このタスクを使用します。たとえば、6 週間以上前の
すべての情報イベントを削除する「Delete Informational Events」というタスクを作成することができま
す。

注記:  セキュリティ イベントを削除するには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。

収集の作成

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。[高度な検索] ページが表示されます。
2. [検索対象] ドロップダウン リストから [イベント] を選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、[深刻度] を選択します。
4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、[次] を選択します。
5. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示さ

れます。[情報] を選択します。
6. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示さ

れます。[正常] を選択します。
7. 追加をクリックして「正常」深刻度を選択します。

8. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、[深刻度] を選択します。
9. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、[次] を選択します。
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10. 3 番目の選択ボックス（値の選択）から、[正常] を選択します。
11. 追加をクリックして「正常」深刻度を選択します。
12. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、[イベント時間] を選択します。
13. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、[が次より古い] を選択して [30

日] を選択します。
14. （省略可能）検索結果を表示するには、表示をクリックします。
15. 名前を付けて保存をクリックしてイベント収集を保存します。
16. [名前] フィールドに、[不要なイベントの削除] などの収集名を入力します。
17. [保存場所] で、[深刻度別イベント] への収集の保存を選択して、他のユーザが収集を利用できるよ

うにします。

18. 収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリック
します。

タスクのスケジュール設定

1. [オプション]→[イベント]→[イベントの削除] を選択します。[イベントの削除] ページが表示されま
す。

2. [不要なイベントの削除] 収集を選択します。["不要なイベントの削除"自体を選択] チェックボック
スを選択します。

3. 適用をクリックします。

4. スケジュールをクリックします。

5. [タスク名] ボックスで、タスクに [不要なイベントの削除タスク] などの名前を付けます。
6. [スケジュールの調整] セクションで、[次の間隔毎 [1 週] 曜日 [土] 時間 [0：00]] を選択するか、タ

スクを実行したい日時を選択します。

7. 完了をクリックします。この時点でタスクがスケジュール設定され、[スケジュールされたすべての
タスク] ページが表示されます。
このタスクを任意の時間に実行するには、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示] を選択します。テー
ブルから [不要なイベントの削除タスク] を選択し、すぐに実行をクリックします。詳細について
は、「スケジュール済みタスクの実行」を参照してください。

関連プロシージャ

• イベントの高度な検索の実行

• タスクの作成

• タスクのスケジュール設定

• イベントの削除

• 収集の保存

• スケジュール済みタスクの実行

関連トピック

• ツリー ビュー ページのナビゲート

システムがクリティカルな状態になったとき Email を送信するタスクの作成
以下の手順により、システムのステータスがクリティカルになったことが検出されたときに実行される、
自動イベント処理タスクを設定することができます。

収集の作成

1. [検索] パネルで [高度な検索] をクリックします。[高度な検索] ページが表示されます。
2. [検索対象] ドロップダウン リストから [イベント] を選択します。
3. 第 1 選択ボックス（条件選択）で下向き矢印をクリックし、[深刻度] を選択します。
4. 第 2 選択ボックス（比較演算子選択）で下向き矢印をクリックし、[次] を選択します。
5. 第 3 選択ボックス（値選択）には、条件と比較演算子の特定の組み合わせに使用できる値が表示さ

れます。[クリティカル] を選択します。
6. （省略可能）検索結果を表示するには、表示をクリックします。
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7. 名前を付けて保存をクリックしてイベント収集を保存します。

8. [名前] フィールドに、[Critical Events] などの収集名を入力します。
9. [保存場所] で、[深刻度別イベント] への収集の保存を選択して、他のユーザが収集を利用できるよ

うにします。

10. 収集を保存するには、OK をクリックします。操作をキャンセルするには、キャンセルをクリック
します。

Email を送信するための HP SIM の設定
1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[Email の設定] を選択します。[Email の設定] ペー

ジが表示されます。

2. [SMTP ホスト] ボックスに SMTP ホストを指定します。
3. Email 通知の送信時に管理サーバが使用する Email 送信元アドレスを [送信者の Email アドレス]

ボックスに指定します。

4. SMTP サーバを認証するには、[サーバには認証が必要です] チェックボックスを選択します。
5. [アカウント名] ボックスで、アカウント名を指定します。
6. [パスワード] ボックスで、パスワードを指定します。
7. 変更内容を保存するには、OK をクリックします。

ステータス変更イベントの設定

1. [オプション]→[イベント]→[ステータス変更イベントの設定] を選択します。[ステータス変更イベ
ントの設定] ページが表示されます。

2. [システム ステータス変更イベントの作成を有効にする。] を選択します。このオプションでは、
ハードウェア ステータス ポーリング タスクの ping でシステムに到達できない場合に、システム到
達不能イベントが送信されます。このオプションを有効にすると、システムが到達可能に戻ったと
き、システム到達可能イベントが作成されます。

3. 変更内容を適用するには、OK をクリックします。

タスクの作成

1. [オプション]→[イベント]→[自動イベント処理]→[新規タスク] を選択します。[自動イベント処理]
- [新規タスク] ページが表示されます。

2. [存在するイベント収集から] を選択します。
3. [ステップ 1, 名前の選択] ページで、[タスク名] ボックスに、[Send E-mail for Critical

Status] などのタスクの名前を入力します。
4. 次へをクリックします。[ステップ 2, 存在するイベント収集の選択] ページが表示されます。
5. ドロップダウン リスト ボックスから [Critical Events] 収集を選択します。
6. [Email の送信] を選択します。

• [宛先] フィールドに、通知を受信する Email アドレスのリストを入力します。
[CC] フィールドに、Email のコピーを受信する必要がある Email アドレスを入力します (各ア
ドレスをカンマで区切ります)。
[件名] フィールドに、Email の件名を入力します。
[メッセージ フォーマット] フィールドで、受信者のエンコーディング優先順位に応じて次の
フォーマットのいずれかを選択します。

• [標準]。デフォルトのメッセージ フォーマットでテキスト形式の Email メッセージが受信
者に送信されます。

• [ポケベル/SMS]。同じ情報がポケベル メッセージ フォーマットで受信者に送信されま
す。

• [HTML]。[HTML イベント詳細] ページに似た Email メッセージが受信者へ送信されます。

[エンコーディング] フィールドで、次のフォーマットのいずれかを選択します。

• 西ヨーロッパ言語（ISO-8859-1）

• Unicode（UTF-8）

• 日本語（ISO-2022-JP）
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• 日本語（シフト JIS）

• 日本語（EUC-JP）

• 中国語（GB18030）

• 中国語（Big5）

• 韓国語（EUC-KR）

7. 次へをクリックします。[ステップ 4, 時間フィルタの選択] ページが表示されます。
8. 時間フィルタを使用する場合は、[時間フィルタの使用] チェックボックスを選択して、ドロップダ

ウン リストからオプションを選択します。
ユーザ定義フィルタを設定する場合は、フィルタの管理をクリックします。詳細については、「時
間フィルタの適用」を参照してください。

9. 次へをクリックします。[ステップ 5, 概要のレビュー] ページが表示されます。[タスク名]、[イベン
ト収集]、[イベント]、および [アクション]情報が表示されます。

10. Email 設定を編集したい場合、SMTP 設定を編集するには、Email 設定の編集をクリックします。詳
細については、「SNMP トラップの設定」を参照してください。

11. 新しいタスクを作成するには、終了をクリックします。
関連プロシージャ

• イベント処理タスクの管理

• Email 設定の指定

• 登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定

ステータス ポーリング
ポーリング タスクでは、システム リストに載っているシステムのシステム ヘルス ステータスが追跡さ
れます。SNMP トラップやその他のイベントが管理コンソールに正しく届かない場合、システムが正常
な状態になっているかどうかを簡単に調べることができます。システムがいつオフラインになるか、ま
たはパフォーマンスがいつ低下するかを判断するためには、システムのステータス ポーリングを連続し
て行う必要があります。特定システムのポーリング タスクをカスタマイズして、スケジュールした時刻
に実行できます。また、特定の要件に合わせて、さまざまなシステム リストやイベント リストで、新
しいポーリング タスクを作成することもできます。

注記: DMI ステータス ポーリングは、Windows 中央管理サーバとターゲット システムでのみサポー
トされます。

デフォルトのポーリング タスクは、次の 2 つです。

• ソフトウェア ステータス ポーリング。 ソフトウェア バージョン更新ステータスを判断するに
は、ソフトウェア ステータス ポーリングを使用します。このタスクは 7 日ごとに実行するように
設定されており、デフォルトでは水曜日の深夜 12 時に実行されます。このタスクは、編集してい
つでも実行できます。このタスクでは、以下が実行されます。

• ソフトウェアとファームウェアのインベントリをシステムから取得

• ソフトウェアとファームウェアの更新ステータスを判断

• データベースでバージョンを並び替えます。

ソフトウェア ステータス ポーリングを利用するには、[オプション]→[ステータス ポーリング]→[ソ
フトウェア ステータス ポーリング] を選択します。

• ハードウェア ステータス ポーリング。 システム ステータスの追跡調査に使用します。次の 2
種類のハードウェア ステータス ポーリング タスクがあります。

• [ハードウェア ステータス ポーリング -非サーバ]。タイプが、サーバ、クラスタ、または管理
プロセッサではないターゲット システムのステータス情報を収集する場合に使用します。こ
のタスクは、デフォルトで、スタートアップ時と、その後は 10 分に 1 回ポーリングを実行し
ますが、ステータス変更イベントを送信しません。

• [ハードウェア ステータス ポーリング -サーバ]。タイプが、サーバ、クラスタ、または管理プ
ロセッサの SNMP システムのステータス情報を収集する場合に、使用します。このタスクは、
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デフォルトで、スタートアップ時とその後は 5 分ごとにポーリングを実行し、イベントに基
づいて通知タスクを設定できるステータス変更イベントを送信します。

ハードウェア ステータス ポーリングを利用するには、[オプション]→[ステータス ポーリング]→[ハー
ドウェア ステータス ポーリング] を選択します。

関連プロシージャ

• ハードウェア ステータス ポーリング

• ソフトウェア ステータス ポーリング

関連トピック

• デフォルト システム機能について

ソフトウェア ステータス ポーリング
次の例は、管理対象システムのソフトウェアが最新かどうかを調べるソフトウェア バージョン ステー
タス ポーリング タスクを作成する方法を説明しています。このタスクでは、すべてのサーバ リストが
デフォルト リストとして使用されます。

注記: HP Systems Insight Manager（HP SIM）をインストールしたとき、このタスクの 1 つのインスタ
ンスがデフォルトで作成されます。このタスクは週ごとに実行されます。このタスクは、削除されてい
た場合にのみ作成します。

ソフトウェア ステータス ポーリング タスクを作成するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[ステータス ポーリング]→[ソフトウェア ステータス ポーリング] を選択します。
2. [すべてのシステム] 収集からターゲット システムを選択します。デフォルトでは、[すべてのシステ

ム] が選択されています。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. タスクをスケジュールするには、スケジュールをクリックします。タスクをすぐに実行するには、

すぐに実行をクリックします。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュー
ル設定」を参照してください。

関連プロシージャ

• ハードウェア ステータス ポーリング

関連トピック

• ステータス ポーリング

• デフォルト システム機能について

ハードウェア ステータス ポーリング
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、定義済みハードウェア ステータス ポーリング タスクでシ
ステム ヘルス ステータスが追跡されます。このタスクでは、さまざまなプロトコルでハードウェア ス
テータスの更新がポーリングされます。以下では、ハードウェア ステータス ポーリングを使用してシ
ステムをポーリングするタスクの設定方法について説明します。

注記: HP SIM をインストールしたとき、このタスクの 1 つのインスタンスがデフォルトで作成されま
す。新しいシステムやイベントが検索条件に適合する場合、そのインスタンスが実行されます。このタ
スクは、削除されていた場合にのみ作成します。

ハードウェア ステータス ポーリング タスクを作成するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[ステータス ポーリング]→[ハードウェア ステータス ポーリング] を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。[プロトコル設定の選択] セクションが表示されます。
4. 以下のプロトコルから選択します。

• DMI
注記：DMI は、Windows システムでのみ使用できる機能です。

• HTTP
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• SNMP

• WBEM

注記：デフォルトでは、すべてのプロトコルが選択されます。プロトコルが選択されていないと、
スケジュールボタンと すぐに実行ボタンは無効になります。
注記：次の条件をすべて満たす場合に、WBEM ハードウェア ステータス ポーリングをバイパスで
きます。

• WBEMStatusPollingBypass フラグは、globalsettings.props ファイルで有効に設定
できます。

• ターゲット システムのタイプは、Server に設定されています。単一システムのシステム プロ
パティの設定については、「単一システムのシステム プロパティの編集」を参照してくださ
い。

• ターゲット システムのサブ タイプは、ProLiant に設定されています。単一システムのシステム
プロパティの設定については、「単一システムのシステム プロパティの編集」を参照してくだ
さい。

• SNMP Insight エージェントは、ターゲット上にインストールされています。

これらの条件がすべて満たされた後に、WBEM ステータスはクリアされます。

5. [タイムアウト（秒）] を選択します。

• デフォルトの使用（現在は「4」）

• [カスタムを使用]。タイムアウトの最大値は 120 秒、最小値は 1 秒です。

6. 再試行回数を選択します。

• デフォルトの使用（現在は「1」）

• [カスタムを使用]。再試行回数の最大値は 10 回、最小値は 0 回です。

7. タスクを実行するには、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• スケジュール。タスクの実行タイミングをスケジュールするには、スケジュールをクリックし
ます。タスクのスケジュール設定の詳細については、「タスクのスケジュール設定」を参照し
てください。

• すぐに実行。タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。[タスク結果ペー
ジ] が表示されます。[タスク結果ページ] については、「タスク結果リスト」を参照してくだ
さい。

• 戻る。戻るをクリックすると、前のページに戻ります。

関連プロシージャ

• ソフトウェア ステータス ポーリング

関連トピック

• ステータス ポーリング

• デフォルト システム機能について

WMI Mapper プロキシ
WMI Mapper プロキシとは、WMI 用の設定のことです。WMI Mapper は、クライアント CIM/XML
WBEM 要求を受信し、その要求をWindows Management Instrumentation(WMI）要求に変換します。
WMI 結果は、CIM/XML 形式に変換されて、中央管理サーバ（CMS）に返されます。検出と識別タスク
では、WMI Mapper プロキシ リストのプロキシが使用されて、システムが WMI 対応システムであるか
どうかが検出されます。システムが WMI 対応である場合は、特定プロキシに基づいて、そのシステム
の識別情報が返されます。

WMI Mapper プロキシ機能では、以下が可能です。

• WMI Mapper プロキシの追加。 [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ]→[新
規] を選択します。[WMI Mapper プロキシの追加] セクションが表示されます。
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• WMI Mapper プロキシの編集。 [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ] を選
択します。編集するプロキシを選択し、[編集] をクリックします。[WMI Mapper プロキシの編集]
セクションが表示されます。

• WMI Mapper プロキシの削除。 [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ] を選
択します。削除するシステムを選択し、削除をクリックします。確認ボックスが表示されます。シ
ステムを削除するには、OK をクリックします。削除をキャンセルするには、キャンセルをクリッ
クします。

注記: 列見出しをクリックし、列を並び替えます。

関連プロシージャ

• WMI Mapper プロキシの追加

• WMI Mapper プロキシの編集

• WMI Mapper プロキシの削除

• プロトコルの機能

関連トピック

• プロトコル

WMI Mapper プロキシの追加
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、WMI Mapper プロキシを追加して、HP SIM の新しいプロ
キシを定義できます。

注記: WMI Mapper プロキシの追加、編集、削除を行うには、管理者権限が必要です。

WMI Mapper プロキシを追加するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ]→[新規] を選択します。[WMI Mapper

プロキシの追加] セクションが表示されます。
2. [ホスト] フィールドに、WMI Mapper プロキシの完全ドメイン ネーム サービス（DNS）名または

WMI Mapper プロキシの IP アドレスを入力します。
3. [ポート番号] フィールドに、ポート番号を入力します。WMI Mapper プロキシは、このポート番号

を使用して、WMI クライアントとやり取りします。
4. [WMI Mapper プロキシの追加] セクションを保存して閉じる場合は、OK をクリックします。[WMI

Mapper プロキシの追加] セクションを閉じないで保存する場合は、適用をクリックします。保存操
作を中止するには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• WMI Mapper プロキシの編集

• WMI Mapper プロキシの削除

関連トピック

• WMI Mapper プロキシ

WMI Mapper プロキシの編集
プロキシ情報を更新するには、Windows Management Instrumentation（WMI）Mapper プロキシを編集
します。プロキシは、1 つずつしか編集できません。

注記: WMI Mapper プロキシの追加、修正、削除を行うには、管理者権限が必要です。

WMI Mapper プロキシを編集するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ] を選択します。
2. 編集するプロキシを選択し、編集をクリックします。[WMI Mapper プロキシの編集] セクションが

表示されます。

572 システムとイベントの管理



3. [ポート番号] フィールドで、ポート番号を変更します。WMI Mapper プロキシは、このポート番号
を使用して、WMI クライアントとやり取りします。

4. 保存するには OK をクリックします。編集操作を中止するには、キャンセルをクリックします。
関連プロシージャ

• WMI Mapper プロキシの追加

• WMI Mapper プロキシの削除

関連トピック

• WMI Mapper プロキシ

WMI Mapper プロキシの削除
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、Windows Management Instrumentation（WMI）Mapper プ
ロキシを削除できます。削除オプションでは、選択したすべてのプロキシを削除できます。1 つ以上の
プロキシを選択した場合に限って、削除機能を使用できます。

注意: 1 つ以上の WMI Mapper プロキシを削除すると、永久に削除され、プロキシを復元することは
できなくなります。

注記: WMI Mapper プロキシの追加、修正、削除を行うには、管理者権限が必要です。

WMI Mapper プロキシを削除するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ] を選択します。
2. 削除するシステムを選択します。

注記：列見出しをクリックし、列で並び替えます。

3. 削除をクリックします。

WMI Mapper プロキシの削除を確認するように要求するメッセージが表示されます。

4. WMI Mapper プロキシの削除を確定するには、OK をクリックします。削除操作をキャンセルする
には、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• WMI Mapper プロキシの追加

• WMI Mapper プロキシの編集

関連トピック

• WMI Mapper プロキシ

プロトコル
すべてのシステム、システム グループ、または個々のシステムを対象に、HP Systems Insight Manager
（HP SIM）を使用してプロトコル設定を指定できます。
すべてのシステムを対象にプロトコル設定を指定するには、次のいずれかの方法で [グローバル プロト
コルの設定] ページにアクセスします。

• [オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択します。

• HP SIM 紹介ページの [インストールを完了するために以下をすぐに実行してください] セクション
で [プロトコル設定] をクリックします。

• [自動検出 - 一般設定] ページの [検出の設定] セクションで [グローバル プロトコル設定] をクリッ
クします。

注記: 一部のグローバル プロトコル設定は、ファーストタイム ウィザードで指定できます。詳細につ
いては、「ファーストタイム ウィザードの使用」を参照してください。

単一システムかシステム グループでプロトコル設定を指定するには、次のいずれかの方法で [システム
プロトコル設定] ページにアクセスします。
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• [すべてのシステム] ページで、システムの [システム名] リンクをクリックして、システムの [シス
テム ページ] にアクセスしてから、[ツール & リンク] タブ ページの [システム プロトコル設定] リ
ンクをクリックします。

• HP SIM メニューから、[オプション]→[プロトコル設定]→[システム プロトコル設定] を選択し、プ
ロトコル設定を指定する単一システムを選びます。

単一システムのプロトコル設定を指定するには、次のように操作します。

1. [ツール]→[システム情報]→[システム ページ] を選択して、[システム プロトコル設定] ページにア
クセスします。

2. ターゲット システムを選択します。
3. 実行をクリックします。

4. [ツール & リンク]→[システム プロトコル設定] を選択します。
関連プロシージャ

• グローバル プロトコル設定

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• 単一システムのプロトコル設定

関連トピック

• グローバル プロトコル

• ファーストタイム ウィザードの使用

グローバル プロトコル設定
システム全体にわたるデフォルトのプロトコル設定を指定できます。このデフォルトは、新しく検出さ
れた、すべてのシステムに適用されます。パスワードとコミュニティ名では、1 つの文字列が機能する
まで、デフォルト リストが繰り返されます。最も頻繁に使用するパスワードかコミュニティ名をリスト
の先頭に配置することをおすすめします。次の手順では、すべてのセクションは省略可能ですが、シス
テムを適切に管理するために設定することを強くおすすめします。

警告!  環境のセキュリティ ポリシーに、試行エラーが指定した回数に達したアカウントのロックアウ
トが含まれる場合、グローバル プロトコル設定ではなくシステム プロトコル設定を使用する必要があ
ります。検出が一度も実行されていない場合は、システム プロトコル設定を指定することはできませ
ん。グローバル プロトコル設定で設定されているロックアウト アカウントがないことを確認してくだ
さい。システム プロトコル設定の指定については、「システムまたはシステム グループ用のプロトコ
ルおよび認証情報の設定」を参照してください。

注記: [自動検出 - 一般設定] ページから [グローバル プロトコル設定] ページにアクセスした場合は、
ページ最上部の [自動検出] をクリックして [自動検出 - 一般設定] ページに戻ることができます。その他
の場合は、このオプションを使用できません。

注記: 一部のグローバル プロトコル設定は、ファーストタイム ウィザードで設定できます。詳細につ
いては、「ファーストタイム ウィザードの使用」を参照してください。

グローバル管理プロトコル設定を設定するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル プロトコル設定] を選択します。[グローバル プロト
コルの設定] ページが表示されます。

2. [デフォルト ping（ICMP）設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

• （推奨）[システム到達性（ping）チェックに ICMP プロトコルを使用]。これはデフォルト設
定です。

• [システム到達性（ping）チェックに TCP プロトコルを使用。ポート番号:80]。企業ネットワー
クで ICMP（Internet Control Message Protocol）を無効にしている場合や企業ポリシーに基づき
システム ファイアウォール ソフトウェアが ICMP 要求をフィルタするように設定されている
場合は、このオプションを選択します。

Windows XP にはこの機能が組み込まれており、システムが自動検出されないようにすること
ができます。このオプションによって、HP SIM を実行し、すべての使用可能なシステムに対
して ping を実行できます。
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このオプションは、IP ベースのシステムにのみ適用され、HP SIM のすべてのシステムの管理
に使用されるグローバルでシステム全体に対する設定として利用できます。これは、自動検
出、ハードウェア ステータス ポーリング、ping ツール、およびシステムの可用性を確認する
必要があるその他のツールで使用します。このオプションは、単一システム ベースでは使用で
きません。

このオプションは、HP SIM がシステムへの接続要求を試みるときにシステム上で何らかの追
加ソフトウェアが実行されてなくても機能します。たとえば、Web サーバをポート 80 で実行
する必要はありません。一部のネットワーク システムでは TCP リクエストに応答しない場合
があります。これは通常、ローエンドのネットワーク機器で見られます。必要に応じて、手動
で追加することができます。ただし、ハードウェア ステータス ポーリングの実行中は、シス
テムはクリティカルと表示されます。

80 以外のポートを使用する場合は、C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\
config\globalsettings.props（Windows）および /etc/opt/mx/config/
globalsettings.props（HP-UX および Linux）にある globalsettings.props ファイル
で NodeReachableTcpPort プロパティを変更してください。

3. [デフォルト タイムアウト] と [デフォルト再試行] を設定します。WAN かサテライト リンクで管
理するシステムがある場合は、再試行回数を最低でも 1 回設定し、タイムアウトを長くしてくださ
い（たとえば 5 秒）。LAN の場合は、タイムアウトを短くできます。この設定は、単一システム
ベース上で設定できます。単一システムのプロトコル設定の詳細については、「システムまたはシ
ステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定」を参照してください。

4. [デフォルト WBEM 設定] セクションで、[WBEM 有効]（デフォルト）が選択されていることを確
認し、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）リクエストが送信されるように設定します。
必要に応じて、デフォルトのユーザ名とパスワードを入力します。ネットワークにストレージ シス
テムが含まれている場合は、このセクションで、各 SMI CIMOM のユーザ名とパスワードを入力し
ます。識別プロセスでは、正常な応答があるまで、ユーザ名とパスワードの各ペアが試されます。
そのシステムのその後の WBEM 要求では、正常に応答したユーザ名とパスワードが使用されます。
Windows ベース システムの場合は、domainname\username のように、ユーザ名にドメイン名を
含めます。

WBEM システムがあり、ユーザ名とパスワードのペアを入力していない場合は、それらのシステム
は検出されません。

root と administrator のパスワードを先にリストし、次にユーザとゲストのパスワードをリストする
という順序で、ユーザ名とパスワードのペアを並べると、検索時間が短くなります。

全体の検出実行時間を短縮するために WBEM ユーザ名とパスワードの組み合わせを 10 個までに制
限することをおすすめします。WBEM ユーザ名とパスワードのペアを 10 個より多く追加するに
は、追加セットごとに、次のコマンドを実行します。$ mxnodesecurity -a -p wbem -cユー
ザ名:パスワードシステム権限を定義する XML ファイルを作成してから検出を実行することもでき
ます。詳細については、「10 を超える WBEM ユーザ名/パスワード ペアを追加する XML ファイル
の例」を参照してください。

OpenWBEM はサポートされていません。

5. Web ベース エージェントやその他の HTTP ポート スキャンの認証が必要な場合、[デフォルト HTTP
設定] セクションで、[HTTP および HTTPS を有効] を選択します。システムを適切に管理かつ検出
するために、このオプションを有効のままにしておくことをおすすめします。

6. [デフォルト SNMP 設定] セクションで、[SNMP 有効]（デフォルト）が選択されていることを確認
して、[デフォルト タイムアウト] と [デフォルト再試行] の値を指定します。WAN かサテライト
リンクで管理するシステムの場合は、再試行回数を最低でも 1 回設定し、タイムアウトを長くして
ください（たとえば 5 秒）。LAN の場合は、タイムアウトを短くできます。この設定は、単一シス
テム ベース上で設定できます。

7. （省略可能）[デフォルト書込みコミュニティ名] を入力します。この値では、大文字と小文字が区
別されます。このオプションを設定する必要があるツールは、それほどありません。コミュニティ
名では、大文字と小文字を区別します。

注記：[書き込みコミュニティ名] は、オプションであり、GbE スイッチのファームウェア アップ
デート以外では必要ありません。GbE スイッチ ファームウェアの更新が必要な場合は、まず、この
ページで書き込みコミュニティ名を設定し、既存のスイッチ更新タスクを実行してください。ネッ
トワークが信頼済みでない場合は、この機能を設定しないでください。
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8. [読み込みコミュニティ名] フィールドでは、最大 10 の読み込みコミュニティ名を入力します。こ
の値では、大文字と小文字が区別されます。認証プロセスでは、正常な応答を取得するまで、それ
ぞれのコミュニティを使用して、システムとの通信が試されます。その後の SNMP 要求では、正常
な応答があったコミュニティ名が使用されます。

システムと一致する読み込みコミュニティ名を入力していない SNMP システムがある場合は、それ
らのシステムは検出されません。

9. （省略可能）[デフォルト DMI 設定] セクションで、[DMI 有効] を選択して、デスクトップ管理イン
タフェース（DMI）識別の実行を有効にします。DMI は、一部の旧式デスクトップ、HP-UX サーバ、
および一部のサードパーティ製サーバの管理に使用します。これらの種類のシステムを管理する必
要がない場合、DMI を無効に設定し、検出パフォーマンスを改善することが可能です。
HP-UX では、DMI を無効にすることをおすすめします。
Linux システムでは、現在のところ、DMI はサポートされていないため、ユーザ インタフェースに
は表示されません。

DMI が無効に設定されている場合で、システム タイプや製品名が正しくないシステムがある場合
は、DMI を再度有効に設定してください。

10. 設定を受け入れるには、OK をクリックします。
[検出] ページからこのページにアクセスした場合は、変更を行った後、[自動検出] をクリックして、[検
出] ページに戻ります。
関連トピック

• プロトコル

• グローバル プロトコル

• プロトコルの機能

• ファーストタイム ウィザードの使用

• WBEM 設定の入力

システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定
個別システムまたは類似システムのグループで設定を微調整するには、単一システムのプロトコル設定
を指定します。一部のシステムが LAN でアクセスされ、その他のシステムが WAN でアクセスされる
場合は、このオプションがとくに便利です。WAN でアクセスされるシステムは、タイムアウトを長く、
再試行回数を多く設定する必要があります。

このツールを初めて使用するときに収集を選択した場合は、ページの最上部で収集リンクをクリックで
きます。ウィンドウに、選択した収集のすべてのシステムが表示されます。このウィンドウを閉じるに
は、OK をクリックします。単一システムを選択した場合、このリンクは表示されません。

注記: [システム プロトコル設定] ページは、よく似たシステムのグループを対象にしているため、こ
のページの各フィールドには、最初は [グローバル プロトコル設定] ページの対応する値に基づくデフォ
ルト設定が入力されています。この初期設定値が、個々のシステムの現在の値と一致しないことがあり
ます。

単一システム、または類似システムのグループでプロトコル設定を指定するには、次のように操作しま
す。

1. [オプション]→[プロトコル設定]→[システム プロトコル設定] を選択します。
2. [WBEM 設定] セクションで、[このプロトコルの値を更新します] を選択して、WBEM 設定の更新

を有効にします。これが選択されていないと、設定は更新されません。このオプションは、デフォ
ルトで無効になっています。

OpenWBEM はサポートされていません。

3. [WBEM 設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

• [グローバル デフォルトを使用]。

• [下で指定した値を使用]。[ユーザ名] および [パスワード] フィールドに入力するか、対応する
[証明書の代わりに使用] を選択します。
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特定の WBEM ポートが一連の認証情報や証明書を通して認証されるべきかどうかを指定します。
一連の認証情報を通して認証するには、[ポート #]、[ユーザ名]、[パスワード]、および [パスワード
の確認] 情報を入力します。証明書を通して認証するには、[ポート #] を入力して [証明書の代わり
に使用] を選択します。必要な数だけ入力してください。
注記：ユーザ名にはドメイン名が含まれなければなりません。たとえば domainname/username
のようにします。

注記：[ポート #] は、該当する場合、特定のセットについて、ブランクにすることができます。
注記：各ポート番号はユーザ名とパスワードとのみ関連付けることができるので、同じポート番号
（空白エントリを含む）が WBEM 証明書の複数のセット（行）に指定されている場合は、そのポー
ト番号値の最後のセットのみ保持されます。すなわち、同じポート番号を共有する複数セットの
WBEM 証明書が指定された場合は、その同じポート番号をもつ最後のセットがそれ以前のすべての
エントリを置き換えます。

4. [SSH 設定] セクションで、[このプロトコルの値を更新します] を選択して、SSH 設定の更新を有効
にします。これが選択されていないと、設定は更新されません。このオプションは、デフォルトで
無効になっています。

5. [SSH 設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

• [適用なし]。

• [下で指定した値を使用]。[ユーザ名]、[パスワード]、および [パスワードの確認] を入力しま
す。

注記：Secure Shell（SSH）ターゲット サーバがパブリック キー認証をサポートしていない場
合、このセクションに情報を入力する必要があります。

関連プロシージャ

• グローバル プロトコル設定

• 単一システムのプロトコル設定

関連トピック

• プロトコル

• グローバル プロトコル

単一システムのプロトコル設定

個別システムの設定を微調整するには、単一システムのプロトコル設定を指定します。このページは、
[システム ページ] の [ツール & リンク] タブからアクセスすることができます。
単一システムのプロトコル設定を指定するには、次のように操作します。

1. [ツール]→[システム情報]→[システム ページ] を選択します。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 実行をクリックします。[システム ページ] が表示されます。
4. [ツール & リンク] タブをクリックします。
5. [HP Systems Insight Manager ページ] の下で、[システム プロトコル設定] をクリックします。[シ

ステム プロトコル設定] ページが表示されます。
6. [Ping (ICMP) 設定] セクションで、[このプロトコルの値を更新します] を選択して、ICMP 設定の更

新を有効にします。これが選択されていないと、設定は更新されません。このオプションは、デフォ
ルトで無効になっています。

7. [Ping (ICMP) 設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

• [グローバル デフォルトを使用]

• [下で指定した値を使用]。[タイムアウト（秒）] と [再試行] を入力します。

8. [WBEM 設定] セクションで、[このプロトコルの値を更新します] を選択して、WBEM 設定の更新
を有効にします。これが選択されていないと、設定は更新されません。このオプションは、デフォ
ルトで無効になっています。

OpenWBEM はサポートされていません。

9. [WBEM 設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

プロトコル 577



[グローバル デフォルトを使用]。•

• [下で指定した値を使用]。[ユーザ名] および [パスワード] フィールドに入力するか、対応する
[証明書の代わりに使用] を選択します。

特定の WBEM ポートが一連の認証情報や証明書を通して認証されるべきかどうかを指定します。
一連の認証情報を通して認証するには、[ポート #]、[ユーザ名]、[パスワード]、および [パスワード
の確認] 情報を入力します。証明書を通して認証するには、[ポート #] を入力して [証明書の代わり
に使用] を選択します。必要な数だけ入力してください。
注記：ユーザ名にはドメイン名が含まれなければなりません。たとえば domainname/username
のようにします。

注記：[ポート #] は、該当する場合、特定のセットについて、ブランクにすることができます。
注記：各ポート番号はユーザ名とパスワードとのみ関連付けることができるので、同じポート番号
（空白エントリを含む）が WBEM 証明書の複数のセット（行）に指定されている場合は、そのポー
ト番号値の最後のセットのみ保持されます。すなわち、同じポート番号を共有する複数セットの
WBEM 証明書が指定された場合は、その同じポート番号をもつ最後のセットがそれ以前のすべての
エントリを置き換えます。

10. [SNMP 設定] セクションで、[このプロトコルの値を更新します] を選択して、SNMP 設定の更新を
有効にします。これが選択されていないと、設定は更新されません。このオプションは、デフォル
トで無効になっています。

11. [SNMP 設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

• [グローバル デフォルトを使用]。

• [下で指定した値を使用]。[タイムアウト（秒）]、[再試行]、[読み込みコミュニティ名]、およ
び [書き込みコミュニティ名] を入力します。
注記：[書き込みコミュニティ名] は、オプションであり、GbE スイッチのファームウェア アッ
プデート以外では必要ありません。GbE スイッチ ファームウェアの更新が必要な場合は、ま
ず、このページで書き込みコミュニティ名を設定し、既存のスイッチ更新タスクを実行してく
ださい。ネットワークが信頼済みでない場合は、この機能を設定しないでください。

12. [SSH 設定] セクションで、[このプロトコルの値を更新します] を選択して、SSH 設定の更新を有効
にします。これが選択されていないと、設定は更新されません。このオプションは、デフォルトで
無効になっています。

13. [SSH 設定] セクションで、次のうちいずれかを選択します。

• [適用なし]。

• [下で指定した値を使用]。[ユーザ名]、[パスワード]、および [パスワードの確認] を入力しま
す。

注記：Secure Shell（SSH）ターゲット サーバがパブリック キー認証をサポートしていない場
合、このセクションに情報を入力する必要があります。

14. [識別設定] セクションでは、[システム識別を実行（推奨）] がデフォルトで選択されます。システ
ムの識別を実行しない場合は、このボックスの選択を解除してください。

15. 設定を保存するには、OK をクリックします。変更内容を保存せずに、システムの [システム ペー
ジ] に戻るには、[システム ページに戻る] をクリックします。
注記：OK ボタンが無効になっている場合、赤色ボールド体のエラー メッセージを探して、問題の
あるエントリをすべて修正してください。この操作を行えば、ボタンは有効になります。

関連プロシージャ

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• プロトコル

• グローバル プロトコル
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10 を超える WBEM ユーザ名/パスワード ペアを追加する XML ファイルの例
時間と労力を節約するために、システム権限を定義する XML ファイルを作成してから検出を実行してく
ださい。次に例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
15.43.215.47
15.43.212.150
15.3.110.117
15.3.105.51
15.3.110.113
-->
<nodelist>
<node name="system1">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system2">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system3">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system4">
<credential protocol="wbem" username="root"
password="pswd" />
</node>
<node name="system5">
<credential protocol="wbem" username="euploid\administrator"
password="pswd" />
</node>
</nodelist>

検出されるシステムの IP アドレスは、上記のように XML コメントに記入することができます。それに
よって、XML ファイルと同時にメンテナンスすることができ、検出タスクの作成や編集の際に、コピー
して [Pingy 包括範囲、システム（ホスト）名、テンプレートおよび/または hosts ファイル] に貼り付
けることができます。新しい検出タスクの作成については、「新規検出タスクの作成」を、タスクの編
集について詳しくは、「検出タスクの編集」を参照してください。

XML ファイルの作成が完了したら、検出の前に次の CLI コマンドを使用して HP Systems Insight Manager
（HP SIM）にインポートすることができます。
mxnodesecurity -a -f <path-to-xml-file>

全体の検出実行時間を短縮するために、WBEM ユーザ名とパスワードの組み合わせを 10 個までに制限
することをおすすめします。

関連プロシージャ

• グローバル プロトコル設定

関連トピック

• プロトコル

• WMI Mapper プロキシ

• プロトコルの機能

• WBEM 設定の入力

グローバル プロトコル
本来、ネットワーク管理は複雑な作業ですが、標準なしで行うと複雑さは一層増します。複数の管理ツー
ルを購入した組織を考えてみましょう。個々のツールの管理方法が対象となるハードウェア製品または
ソフトウェア製品に応じて異なっている場合、この組織ではこれらの異なるツールを対象に、ネットワー
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ク管理者のトレーニングおよび管理を行わなければなりません。このプロセスは、コストがかかるだけ
でなく非効率的でもあります。この問題に対処するため、標準化委員会が、ネットワーク管理用のプロ
トコルを開発しました。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、多くのさまざまな管理プロトコル標準を利用するように設計
されています。このため、HP SIM を使用すると、広い範囲の管理可能デバイスの管理をサポートできま
す。

SNMP
国際的なインターネットの標準化組織である IETF（Internet Engineering Task Force）によって、管理プロ
トコル、SNMP が定義されました。SNMP は、市場において支配的なシェアを得るまでに成長し、今日
では 20,000 を超えるさまざまな製品をサポートしています。SNMP のルーツは、インターネット コ
ミュニティです。大規模で国際的な TCP/IP ネットワークの複雑さが、ネットワーク上のデバイスを管
理する、標準的な方法の開発の誘因となりました。

SNMP フレームワーク内で、管理可能なネットワーク デバイス（ルータ、ブリッジ、サーバなど）に
は、マネジメント エージェントと呼ばれるソフトウェア コンポーネントが含まれます。このエージェ
ントは、ネットワーク要素のさまざまなサブシステムを監視し、この情報を管理情報ベース（MIB）に
格納します。このエージェントにより、デバイスはトラップを生成でき、HP SIM を実行している、ト
ラップ宛先サーバに送信するように設定できます。概念的に、MIB はデータベースであり、SNMP プロ
トコルを使用して管理アプリケーションによって読み書きできます。MIB には、次の 2 種類がありま
す。

• インターネット管理 MIB。 これらの MIB は、インターネット コミュニティによって標準化され
ています。MIB には、MIB-II やリモート監視（RMON）などがあり、インターネット プロトコルを
実装している広範囲のネットワーク機器全体で共通する中核オブジェクトを表します。これらのオ
ブジェクトの例としては、TCP/IP や Ethernet ネットワーク インタフェースなどのネットワーク シ
ステムがあります。

• ベンダ MIB。 これらの MIB は、個々のベンダ製品または製品ラインに固有のオブジェクトを表
します。500 を超えるベンダと組織で、独自のベンダ MIB が作成されています。HP は、システム
ハードウェアの SNMP 管理を可能にする MIB を開発した最初のパーソナル コンピュータ会社で
す。

SNMP は、属性に対する読み取りおよび書き込み（GET と SET）の両方のコマンドをサポートしていま
す。ベンダによっては、権限を持たない人間がネットワーク要素の重要なパラメータを変更する可能性
を考えて、SET コマンドをサポートしていません。HP SIM では、SNMP GET コマンドのみを主に使用
します。

SNMP は、長い間インターネットと結び付いてきたため、TCP/IP と結び付けられ、Ethernet ネットワー
ク上でシステムを監視するために使用されます。

SNMP 自体は、その初期から、SNMP V2c と SNMP V3 というように更新されてきました。HP SIM で
は、元の V1 に準拠したエージェント、および v1 MIB と v2 MIB のコンパイルがサポートされます。
SNMP では、UDP ポート 161 を使用してシステムを監視し、ポート 162 でトラップを受信します。
CMS が HP-UX または Linux システムの場合は、HP SIM がポート 162 を使用して他のアプリケーション
と共存する必要がある場合があります。そのためには、次の手順に従って HP SIM が他のポートを使用
するように割り当ててください。

1. /etc/opt/mx/config/globalsettings.props.にある globalsettings.props ファイル
を開きます。

2. SnmpTrapPortAddress プロパティ SnmpTrapPortAddress=162 の位置を確認します。
3. ポートの値を他のポート番号に変更して、このプロパティを変更します。

4. HP SIM を再起動します。

注記: トラップを HP SIM に割り当てられたポートに転送するようにアプリケーションが設定されてい
なければ、HP SIM はポート 162 を使用してアプリケーションからトラップを受信しません。

注記: SnmpTrapPortAddress エントリが削除されると、HP SIM はデフォルトでポート 162 になり
ます。

システム間では、SNMP 通信により、システムに関する情報が収集されます。HP SIM は、指定された
SNMP 再試行回数に基づいて SNMP 通信を試し、正常にやり取りできるようになったとき、または再試
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行回数を超えたときに停止します。HP SIM は、タイムアウト期間に基づいて、再試行する間に SNMP
応答を待機します。最後に、システムで指定されているコミュニティ名、および、HP SIM のシステムで
指定されているコミュニティ名が一致する場合に限って、HP SIM は SNMP を介して通信できます。
「public」は一般的に使用されるデフォルトのコミュニティ名です。ただし、セキュリティ要件で必要
となるコミュニティ名を指定することができます。

注記: SNMP でシステムを管理するには、管理対象システムのコミュニティ名、およびシステムの HP
SIM コミュニティ名が一致する必要があります。一部の SNMP 管理エージェントは、IP アドレスのフィ
ルタ処理も実行できます。HP SIM の IP アドレスが、特定 SNMP エージェントの「許可」リストに載っ
ていることを確認してください。

DMI
1992 年に設立された、主要な PC 産業ベンダと企業からなる Desktop Management Task Force（DMTF）
は、デスクトップ ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを管理する方法を指定する、プラッ
トフォームに依存しない共通のプロセスを確立しました。HP は、DMTF の実行委員会のメンバであり、
デスクトップ管理インタフェース（DMI）ソフトウェアと管理情報フォーマット（MIF）言語という、
DMTF の 2 つのテクノロジを定義するために協力しました。DMI ソフトウェアは、デスクトップ常駐管
理プログラム、管理可能ハードウェア、およびコンピュータ上のソフトウェア コンポーネントの間をつ
なぐものとして機能します。DMI は、デスクトップからの情報入手に、最も一般的に使用されています
が、一部の HP 製サーバとワークステーションでは、DMI がサポートされています。

HTTP
HP SIM は、管理情報の伝達に業界標準の HTTP プロトコル（Web に情報を転送するために使用される
プロトコル）も利用しています。多くのシステムでは、ある種の設定「ホーム ページ」がサポートされ
ており、HTTP プロトコルや安全な HTTPS プロトコルでサポートされています。HP SIM は、[グローバ
ル プロトコル設定] ページで有効になっている場合、システムで実行されている HTTPS サーバの検出を
試みます。詳細については、「グローバル プロトコル設定」を参照してください。

WBEM
Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）は、最新管理プロトコルのうちの 1 つです。このプロト
コルでは、DMTF によって定義された、業界標準の共通情報モデル（CIM）が利用されます。HP SIM
は、WBEM プロトコルを直接使用してシステムとやり取りしたり、WMI Mapper プロキシを使用して
Windows WMI システムとやり取りしたりすることができます。HP SIM は、WBEM を使用して、スト
レージ システム SMI-S WBEM プロバイダと通信します。HP は、WBEM 事業に対して努力を続けてき
ました。WBEM は、HP、Microsoft、Intel、BMC、Cisco、およびこれ以外の 120 のプラットフォーム、
オペレーティング システム、アプリケーション ソフトウェアの供給元によってサポートされている事
業です。

WBEM を有効にすると、管理コンソールでは、WBEM がサポートされている、すべてのシステムから
情報を取得できます。WBEM を動作させるには、特定システムの正しいユーザ名とパスワードを指定す
る必要があります。WBEM によって、より多くのサーバとストレージの管理可能データ セットを収集
して、[システム ページ] やレポートに表示することができます。WBEM が存在すると、[プロパティ]
ページを使用できるようになり、WBEM イベントがイベント収集に表示されるようになります。HTTP
を有効にしないと、HP SIM はシステムの Web ベース機能を検出できません。

注記:  HP SIM は、ユーザ提供の WBEM 名とパスワードのペアが保護されることを保証するために、
WBEM over HTTPS をサポートしています。

注記:  OpenWBEM はサポートされていません。

関連プロシージャ

• グローバル プロトコル設定

• システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定

関連トピック

• プロトコル

• WMI Mapper プロキシ
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プロトコルの機能

次の表では、[システム ページ] の [管理プロトコル] に表示される管理プロトコルについて説明します。
[管理プロトコル] には、システムの識別を試みたとき応答したプロトコルが表示されます。

注記: 中央管理サーバ（CMS）は、イベントの場合を除き、すべてのプロトコルに対して要求を発生
させます。

有効になったときの機能説明管理規格

システム識別、インベントリ、イベントシステム、ネットワーク、アプリケーショ
ン、およびサービスについての管理情報
の共通定義。

共通情報モデル（CIM）

システム識別CIM 情報を交換するために、HTTP 経由
で XML を使用するためのプロトコル。
WBEM 規格スイートの一部。

共通情報モデル XML（CIM-XML）

システム識別、インベントリ データ、イ
ベント

DMI は RPC ベースのプロトコルです。
DMI は、動作するために、ファイア
ウォールでいくつかのポートを開くこと
を要求します。このため、DMI をファイ
アウォール経由で使うことはおすすめで
きません。DMI の大半は、WBEM と入れ
替えられています。

注記：DMI は、Windows NT を実行する
他社製システムおよびバージョン 11.0
以前の HP-UX でのみ使用されます。これ
より新しいバージョンでは、WMI および
WBEM が使用されます。

デスクトップ管理インタフェース（DMI）

システム識別、管理ツールの起動、エー
ジェントの設定

Hyper-Text Transfer Protocol（HTTP および
HTTPS）

システムの検出中および他の操作の前に、
システムにアクセスできるかどうかを
チェック（ping）できるようにします。

ICMP は、IP と緊密に統合された必須プ
ロトコルです。ICMP メッセージは IP パ
ケットで配信され、ネットワークの動作
に関わるアウトオブバンド メッセージと
して使用されます。

HP SIM は、管理対象システムに ping を
送信するために ICMP メッセージを使用
できます。ただし、一部のルータは ICMP
メッセージをブロックするため、HP SIM
は TCP を使用して代わりの ping を提供
しています。詳細については、「グロー
バル プロトコル設定」を参照してくださ
い。

Internet Control Message Protocol（ICMP）

システム識別、インベントリ、およびイベ
ント

SNMP 規格の一部。MIB は SNMP を介し
て管理される情報のモデルです。WBEM
で定義される共通情報モデル（CIM）と
同じ働きをします。

管理情報ベース（MIB）

システム識別、インベントリ、およびイベ
ント

SNMP は管理のために幅広く使われてい
ますが、多くのシステムに組み込まれて
いるバージョン 1 および 2 はセキュリ
ティ面で脆弱です。HP SIM では「set」
操作は使用しませんが、システム データ
への読み取りアクセスがネットワーク上
で盗み見られる可能性があります。SNMP
は UDP をベースにしているため、多くの
環境でファイアウォールを通過させるの
に適したプロトコルとは考えられていま
せん。SNMPv１ の「コミュニティ」は単
純なクリアテキストであるため、そのセ
キュリティは低レベルです。ただし、シ
ステム管理に使われるネットワークの制
御レベルが相対的に高い環境には、SNMP
が適している可能性があります。

Simple Network Management Protocol
（SNMP）

リモートでのツール実行SSH は、リモートでのコマンド実行に使
用されます。HP SIM は、SSH を使用し
て管理対象システムに対してコマンドを
実行します。

Secure Shell（SSH）
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有効になったときの機能説明管理規格

ベンダの違いを超えた共通のサーバ管理ベンダに依存しない管理アプリケーショ
ンの使用を可能にするサーバの共通管理
のための DMTF イニシアチブ。

System Management Architecture for Server
Hardware（SMASH）

システム識別ストレージ管理のための、WBEM を使用
する SNIA 規格。

Storage Management Interface -
Specification（SMI-S）

識別、インベントリ、およびイベントCIM、CIM-XML、および WS-Management
を含む一連の規格を使用する、DFTF プロ
グラム。業界の幅広いサポートがありま
す。現在、WBEM では、CIM-XML プロト
コルが最も広範に使われており、多くの
場合、WBEM という用語はこのプロトコ
ルを意味します。

注記：ファイアウォールを設定して、
CMS がデフォルト ポートの 5989 経由
で管理対象システムと通信できるように
する必要があります。WBEM プロバイダ
のデフォルト ポート設定を変更している
場合は、WBEM プロバイダで実際に設定
されているポート番号に合わせてファイ
アウォールのポート番号設定を変更する
必要があります。

Web ベース エンタープライズ管理
（WBEM）

識別、インベントリ、およびイベントWeb サービスを使用して管理情報を交換
するための DMTF 規格。WS-Management
は、CIM-XML の代わりに使われ、CIM の
転送に使用されます。

Web Services for Management
（WS-Management）

識別、インベントリ、およびイベントWMI は、WBEM の Microsoft 社による実
装です。WMI は DCOM 上で実行されま
す。DCOM は RPC を使用します。WMI
ではいくつかのポートを開く必要があり、
管理トラフィックを他の DCOM 要求と
分離できないため、一般に、ファイア
ウォール経由での使用には適していませ
ん。ファイアウォールの背後にある
Windows システムについては、安全な
ネットワーク上にある管理対象システム
に WMI Mapper をインストールするこ
とをおすすめします。WMI Mapper は、
ファイアウォールを通過する標準的な
CIM-XML 要求を許可します。これらの要
求は、管理対象システム上で WMI 要求
にマッピングされます。

Windows Management Instrumentation
（WMI）

関連トピック

• [システム] タブ

• システム ページ

• グローバル プロトコル設定

データ収集
データ収集は、レポート機能で使用できるデータを収集するために使用されます。このデータを収集し
てデータベースに保存する方法は、2 つあります。一方では、最新のデータだけを維持して、レポート
機能を実行したり、スナップショット比較を使用して異なるシステムと相互に比較したりすることがで
きます。また、長期にわたって収集したすべてのデータを保存し、スナップショット比較を使用して単
一のシステムの傾向を調べることができます。

データ収集は、SNMP、デスクトップ管理インタフェース（DMI）、Web ベース エンタープライズ管理
（WBEM）、または 3 つのプロトコルの組み合わせを使用して、情報を収集します。収集されたこの情
報により、システムの構成や状態を包括的に把握できます。ただし、OpenWBEM はサポートされてい
ません。一般的に、DMI は、Windows ベースのデスクトップ コンピュータとラップトップ コンピュー
タ、および HP-UX システムに装備されています。SNMP は、Windows ベースのサーバ、Linux システ
ム、その他のネットワーク システムに装備されており、Windows ベースのデスクトップ コンピュータ
の情報を収集できます。WBEM プロトコルは、アレイ、テープ ライブラリ、ファイバ チャネル スイッ
チ、HBA などのストレージ システムからデータを収集するために使用されます。識別済みの HP Insight
Management WBEM Providers for Windows Server 2003/2008 WBEM プロバイダ プロファイルを備え
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るデバイスは、このプロバイダを通じてデータを収集できるようにし、WMI（Windows Management
Instrumentation）/SNMP による収集よりも優先されます。データは、SNIA（Storage Networking Industry
Association）の SMI-S（Storage Management Initiative Specification）に対応する SMI-S プロバイダを備
えたすべてのストレージ システムから収集できます。SMI-S プロバイダの詳細については、
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレー
ション ガイド』にある HP SIM のユーザ ガイドを参照し、ご使用のオペレーティング システム用のガ
イドを選択してください。

複合体のセルおよびプロセッサ用の iCAP（Instant capacity）プロパティは、HP-UX Web ベース エンター
プライズ管理（WBEM）を使用して収集され表示されます。HP-UX の場合は、HP Systems Insight Manager
（HP SIM）の必須機能が稼動するために、次のソフトウェアが必要です。このソフトウェアは、最新の
HP-UX 11i v3（11.3）、HP-UX 11i v2（11.23）、および HP_UX 11i v1（11.11）（HP 9000 サーバに
のみインストール可能）の一部としてデフォルトでインストールされます。

注記: WBEM プロバイダは、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）のもとでのみ収集されま
す。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）でデータ収集が初めて実行された後は、特定のシステムのデータ
収集タスクをスケジュールし、さまざまなスケジュールでタスクを実行できます。HP SIM に組み込まれ
ている、デフォルトの初期データ収集タスクと隔週データ収集タスクの他に、特定の管理対象システム
をターゲットにした、新しいデータ収集タスクを設定できます。[既存データセットを上書き（詳細解析
用）]（Insight マネージャ 7 の単一インスタンス データ収集タスク）でスケジューリングする場合は、
週に 1 回（小規模ネットワーク）から月に 1 回（大規模ネットワーク）で実行すれば十分です。[新規
データセットを追加（時系列変動解析用）] でスケジューリングする場合は、より頻繁に実行するよう
に設定してください。データベースのストレージ領域が消費されることに気をつけて、最も重要なシス
テムでは 1 時間に 1 回くらい実行します。
データ収集タスクを作成するには、ツールバーから、[オプション]→[データ収集] を選択します。

注記: データ収集レポートには、Netware システムに関する CPU 情報は表示されません。

注記: 前述の装置プロトコルからデータを収集する [データ収集] を有効にするには、グローバルまた
は特定の対象システムで、対応するプロトコルを有効にし、適切なプ ロトコル設定を指定する必要があ
ります。グローバル プロトコル設定の詳細については、「グローバル プロトコル設定」を参照してく
ださい。単一システム プロトコル設定の詳細については、「システムまたはシステム グループ用のプ
ロトコルおよび認証情報の設定」を参照してください。

注記: DMI 対応の HP-UX システムから DMI データを収集できるようにするには、HP SIM を実行して
いるサーバの名前を、対象システムの /var/dmi/dmimachines ファイルに追加します。

注記: WMI 対応システムから Windows Management Instrumentation（WMI）データを収集できるよ
うにするには、[オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapper プロキシ] で、WMI Mapper プロキシ
の設定と指定を行う必要があります。WMI Mapper プロキシの設定の詳細については、「 WMI Mapper
プロキシの追加」を参照してください。

新規データセットを追加（時系列変動解析用）

[新規データセットを追加（時系列変動解析用）] オプションでは、傾向情報が別個の履歴エントリに維
持されます。この履歴に基づく傾向分析は、傾向と利用率の分析に使用できます。これは、時間が推移
するとレコードの内容が変わるためです。データ収集によって集められた情報はスナップショット比較
とレポートで利用され、システム収集の条件として利用することもできます。[新規データ セットを追
加（時系列変動解析用）] では、システムの履歴を詳述するデータが収集される。問題のあるシステム
や問題のある利用時間を追跡する際は、[新規データ セットを追加（時系列変動解析用）] を慎重かつ控
えめに使用してください。過度の使用は、格納データが大量に作成される事態を招く可能性があるので
避けてください。

注意: 標準のデータ収集タスクを削除する場合は、同等の結果が得られるタスクと必ず置き換えてく
ださい。たとえばデータ収集タスクを削除すると、履歴を解析する機能やレポート テーブルの情報を更
新する機能が使えなくなります。レポートに新しいデータを表示するには、更新する必要があります。
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既存データセットを上書き（詳細解析用）

[既存データセットを上書き（詳細解析用）] オプションでは、以前に収集した情報が上書きされます。
[既存データセットを上書き（詳細解析用）] は、現時点のスナップショットとして使用できます。古い
データが現在の値で上書きされるからです。

現在のデータセット レポートは、[システム ページ] から表示できます。[システム ページ] には、収集
でシステムを選択するとアクセスできます。[システム ページ] の詳細については、「システム ページ」
を参照してください。

データ収集を実行すると、相当のネットワーク リソースが消費されることに注意してください。適切な
スケジュールが必要になることがあります。

重要: 同一のステータス ポーリング タスクまたはデータ収集タスクに対して複数のインスタンスがあ
る場合、これらは同時には実行されません。

初期データ収集

初期データ収集タスクは、DMI、SNMP、または WBEM を実行している多数のシステムから情報（シリ
アル番号やモデル番号など）を収集する場合に使用されます。このタスクは、検索条件に合う新規シス
テムやイベントが検出されると実行されるよう、デフォルトで設定されています。データが収集された
ら、システム テーブル ビュー ページから選択して、システムのデータ収集レポートを表示できます。
これによって、[システム ページ] が表示されます。ここで、[ツール & リンク] タブから [データ収集レ
ポート] リンクを選択できます。その他のレポート フォーマットは、レポート ツールから使用できま
す。レポート機能の詳細については、第14章 「レポート機能」を参照してください。

隔週データ収集

隔週データ収集タスクでは、システム デフォルト収集のすべてのシステムで [既存データセットを上書
き（詳細解析用）] オプションが実行されます。デフォルト スケジュールでは、2 週間ごとの土曜日の
午前 12 時に実行されます。データが収集されたら、システム テーブル ビュー ページから選択して、
システムのデータ収集レポートを表示できます。この操作により、[システム ページ] が表示されます。
ここで、[ツール & リンク] タブを選択し、[データ収集] をクリックします。
関連プロシージャ

• データ収集タスクの作成

関連トピック

• 検出と識別

• プロトコル

• リファレンス情報

• システム ページ

• レポート機能

データ収集タスクの作成

データ収集は、レポート機能で利用できるデータを収集するために使用されます。一方では、詳細なデー
タを収集して、レポートや、スナップショット比較による他のシステムとの比較に使用することができ
ます。もう一方では、詳細ではない代わりに長期にわたるデータを収集することができます。後者のデー
タを使用すると、スナップショット比較によって単一のシステムの傾向を調べることができます。

データ収集タスクを作成するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[データ収集] を選択します。[データ収集] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。

4. 次のいずれかを選択し、データの保存方法を指定します。

• 既存データセットを上書き（詳細解析用）。ある時点でのネットワーク スナップショッ トを
提供します。

• 新規データセットを追加（時系列変動解析用）。傾向分析と利用状況分析を提供します。
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5. タスクを実行するには、次のオプションのうちいずれかを選択します。

• タスクの実行タイミングをスケジュールするには、スケジュールをクリックします。「タスク
のスケジュール設定」を参照してください。

• タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。[タスク結果ページ] が表示され
ます。「タスク結果リスト」を参照してください。

• 戻るをクリックすると、前のページに戻ります。

6. 完了をクリックします。

[スケジュールされたすべてのタスク] ページで目的のデータ収集タスクを選択すると、タスクの結果を
表示できます。[スケジュールされたすべてのタスク] ページの詳細については、「タスク結果リスト」
を参照してください。

コマンド ライン インタフェース
このタスクをコマンド ライン インタフェースから実行するには、mxtask コマンドを使用します。この
コマンドの詳細については、コマンド ラインに mxtask と入力して HP-UX または Linux のマンページ
を表示するか、Windows のコマンド ライン ヘルプを参照してください。マンページへのアクセスの詳
細については、「コマンド ライン インタフェース コマンドの使用」を参照してください。
関連トピック

• データ収集

• リファレンス情報

システム プロパティ
システム プロパティの設定ツールにより、単一システムや複数システムのシステム プロパティを設定
できます。

注記: HP Systems Insight Manager（HP SIM）で編集されるシステム プロパティは、HP Storage Essentials
製品には転送されません。

システム プロパティの設定には、次の 2 つの方法があります。

• 単一システムのシステム プロパティを編集する。 [システム ページ] の [ツール & リンク] タブ
を選択し、[システム プロパティの編集] リンクをクリックします。

• 複数のシステムのシステム プロパティを設定する。 [オプション]→[システム プロパティ]→[シ
ステム プロパティの設定] を選択します。

監視の停止/回復ツールにより、単一システムまたは複数システムの監視を停止できます。これにより、
HP SIM のステータス ポーリング、識別、データ収集、および自動イベント処理からシステムを除外で
きます。中断時間の長さは、事前設定により、5 分、15 分、1 時間、および 1 日単位で設定できます。
停止ツールは、無期限に設定することもできます。設定の変更はすぐに有効になります。システムの新
しい設定を表示するには、[システム ページ] の [システム] タブをクリックします。このツールで行った
変更は以前の設定を上書きします。停止したシステムは、HP SIM 全体で無効アイコンで表示されます。
以下の方法のいずれかを使用して、監視を停止または回復することができます。

• 単一システムの監視を停止または回復する。 [システム ページ] の [ツール & リンク] タブを選択
し、[監視の停止/回復] リンクをクリックします。

• 複数システムの監視を停止または回復する。 [オプション]→[システム プロパティ]→[監視の停止/
回復] を選択します。

注記:  これらのツールにアクセスするには、ユーザが管理者権限を持つ必要があります。

関連プロシージャ

• 単一システムのシステム プロパティの編集

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• 単一システムのシステム監視の停止または回復
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• 複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

関連トピック

• システム ページ

単一システムのシステム プロパティの編集
[システム プロパティの編集] リンクでは、以下のセクションからなる [システム ページ] で、1 つのシ
ステムのシステム プロパティを再設定できます。更新するシステムで EDIT_SYSTEM_PROPERTIES
ツールの使用権限を持っている必要があります。

注記: 注意しないと、複数のシステムのシステム プロパティを変更してしまう可能性があります。こ
の項の追加説明をすべて読んで、あらかじめどんな点に注意しておくべきかを理解してください。

例

顧客企業および連絡先情報のグローバルな設定

顧客企業および連絡先情報の個別設定

複雑な展開での、顧客企業および連絡先情報の設定

顧客企業および連絡先情報のグローバルな設定 
複数のデバイスについて顧客企業および連絡先情報を設定するには、HP SIM [システム プロパティの設
定] タスクの使用をおすすめします。以下の例では、同じ情報を使用してリモートで監視するデバイス
をすべてセットアップします。

プロパティを既存のすべての検出済みデバイスに転送するには、次のように操作します。

1. HP SIM で[オプション]→[システム プロパティ]→[システム プロパティの設定] を選択します。
2. タスクの [ステップ 1: ターゲット システムの選択および確認] で、ドロップダウン メニューから

[Remote Support Eligible] を選択し、["Remote Support Eligible"自体を選択] ラジオ ボタンをク
リックします。

3. [ステップ 2： プロパティの設定] で、[顧客設置先情報] および [顧客連絡先] 情報を入力します（と
くに、* 印で指定されているフィールドは必須フィールドです）。

4. すぐに実行を選択します。これにより、Remote Support Eligible（RSE）リスト内の現在検出されて
いるすべてのデバイスに入力したプロパティが転送されます。

これらのプロパティを以降に新しく検出されるデバイスに自動転送するには、次の追加手順を実行しま
す。

1. HP SIM で [オプション]→[システム プロパティ]→[システム プロパティの設定] を選択して、タス
クを選択します。

2. タスクの [ステップ 1: ターゲット システムの選択および確認] で、ドロップダウン メニューから
[Remote Support Eligible] を選択し、["Remote Support Eligible"自体を選択] ラジオ ボタンをク
リックします。

3. [ステップ 2： プロパティの設定] で、[顧客設置先情報] および [顧客連絡先] 情報を入力します（と
くに、* 印で指定されているフィールドは必須フィールドです）。

4. スケジュールを選択して、[ステップ 3： タスクのスケジュール] に移動します。
5. この例では、HP SIM により提供される Task Name を使用します。

[いつこのタスクを実行しますか?] の下の [コレクションへいつ新しいシステムまたはイベントを
追加するか] オプションを選択します。

6. 完了を選択します。これにより、HP SIM で新しいデバイスが検出され Remote Support Eligible リス
トに追加されたときにプロパティを自動転送するためのスケジュール タスクが作成されます。

顧客企業および連絡先情報の個別設定 
複数のデバイスがあり、それらのデバイスで顧客企業または連絡先情報が共通していない場合も、[シス
テム プロパティの設定] または [システム プロパティの編集] ページを使用して設定することをおすすめ
しますが、以下で説明する手順に従ってください。

HP SIM 5.1 以上では、[システム プロパティの設定] ページの [契約および保証情報] の下に 2 つのセク
ション（[顧客設置先情報] および [顧客連絡先]）があります。HP SIM では、各セクションが固有のデー
タベース レコードとして処理され、各セクションの最初のフィールドがレコードのヘッダになります。
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[顧客設置先情報] セクションでは、[会社名]、[顧客連絡先] セクションでは、[連絡先氏名 (名)] と [連絡
先氏名 (氏)] がヘッダとして使用されます。この 2 つのセクションに情報を入力する場合は、いくつか
のプロパティが [会社名] および [連絡先氏名 (名)/(氏)] フィールドに結合されているということに注意し
てください。このため、あるデバイスまたはデバイス位置の情報を他と区別されるものにしたい場合は、
[会社名] や [連絡先氏名 (名)/(氏)] も他と区別されるものにする必要があります。
[顧客連絡先] では、[役職] から [その他] までのどのフィールドを変更しても、[連絡先氏名 (名)/(氏)] が
共通するすべてのデバイスで対応するプロパティが変更されます。

たとえば、[会社名] がグローバルに Widgets Inc.に設定されており、ブリュッセルにある単独のデ
バイスに固有の住所を設定する必要があるとします。この場合、[会社名] として、Widgets Inc. –
Brussels を設定します。これにより、このシステムだけに該当する住所情報で他のシステムの [顧客
設置先情報] 情報が上書きされることや、他のデバイスでの変更でこのシステム固有の住所情報が上書
きされることとがなくなります。

重要: 現時点では、HP SIM は、これら両方のセクション（[顧客設置先情報] と [顧客連絡先]）への情
報入力を要求しませんが、Remote Support Pack では両方のセクションへの情報入力が要求されます（*
印で指定されているフィールドは必須フィールドです）。

複雑な展開での、顧客企業および連絡先情報の設定 
リモート監視の対象デバイスをさまざまな場所に配置し、保守をそのさまざまな場所で行う場合、Remote
Support Eligible 収集と システム プロパティの設定タスクをカスタマイズしておくと便利です。

この例では、Widgets Inc.という企業が 3 つの場所（ロンドン、ニューヨーク、および ブリュッセ
ル）にデバイスを配置しているとします。中央管理サーバ（CMS）は、ロンドンにあり、このサーバに
HP SIM とともに Remote Support Pack がインストールされています。監視対象の他のデバイスは、ニュー
ヨークとブリュッセルのそれぞれの場所に分散配置されています。

最初に、リモート サポート用の新しい HP SIM 収集を作成し、各収集にデバイスを追加します。
1. 左ナビゲーション パネルの [システムおよびイベント収集] の下で [カスタマイズ] を選択します。
2. [収集の表示] ドロップダウン メニューで、[システム] が表示されていることを確認し、新規を選択

します。

3. [新規収集] の下で、[個別にメンバーを選択] を選択します。
4. [新規収集] の下で、[個別にメンバーを選択] を選択します。
5. [次から選択] ドロップダウン メニューで、[Remote Support Eligible] を選択します。
6. [有効なアイテム] リストで、監視対象のデバイス（CMS を含む）を見つけて、[選択されたメンバー]

リストに移動します。

注記: 追加したデバイスは、追加後もオリジナルの Remote Support Eligible 収集に含まれます。

7. [名前を付けて収集を保存] を選び、[収集名] を入力します。ここでは、ロンドンにあるリモートで
監視されるデバイスの収集に名前を付けることになるので、Remote Support Eligible –
London と名付けておけば効果的です。

8. 左ナビゲーション パネルの Remote Support Eligible 収集の下に新しい収集を表示するには、[既存の
収集] ドロップダウン メニューで [共有] を選択します。

9. OK をクリックして、新しい収集 Remote Support Eligible – London を作成します。
最初の手順を繰り返して、2 つの収集（Remote Support Eligible – New York City および
Remote Support Eligible – Brussels）を追加します。

次に、プロパティを入力して、検出済みの既存のデバイスに転送します。

1. 必ず、Remote Support Eligible – London の既存のすべての検出済みデバイスにプロパティ
が転送されるようにしてください。

2. HP SIM で[オプション]→[システム プロパティ]→[システム プロパティの設定] を選択して、タスク
を選びます。

3. [ステップ 1: ターゲット システムの選択および確認] ページで、Remote Support Eligible -
London 収集全体を選択します。

4. [ステップ 2： プロパティの設定] で、[顧客設置先情報] および [顧客連絡先] セクションに情報を入
力します（とくに、* 印で指定されているフィールドは必須フィールドです）。
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注記: 追加したデバイスは、追加後もオリジナルの Remote Support Eligible 収集に含まれます。お
そらく他と区別される企業および連絡先情報が必要になるため、手順 3 での入力に役立つように、
これらの情報をメモしておくと安心です。

5. すぐに実行を選択します。これにより、Remote Support Eligible – London 収集の現在検出
済みのすべてのデバイスにプロパティが転送されます。

Remote Support Eligible – New York City および Remote Support Eligible – Brussels
収集についても、手順 2 を繰り返します。
次に（手順 3）、Remote Support Eligible – London 収集に以降に新しく追加される検出済みデ
バイスにこれらのプロパティが自動的に転送されるようにします。次のように操作します。

1. HP SIM で[オプション]→[システム プロパティ]→[システム プロパティの設定] を選択して、タスク
を選びます。

2. [ステップ 1: ターゲット システムの選択および確認] ページで、Remote Support Eligible -
London リスト全体を選択します。

3. [ステップ 2： プロパティの設定] で、[顧客設置先情報] および [顧客連絡先] セクションに情報を入
力します（とくに、* 印で指定されているフィールドは必須フィールドです）。手順 2 で使用した
ものと同じプロパティを使用してください。

4. スケジュールを選択して、[ステップ 3： タスクのスケジュール] ページに移動します。
5. [タスク名] を入力します。実用的な名前は、Set System Properties - London になるでしょ

う。

6. [いつこのタスクを実行しますか?] の下の [コレクションへいつ新しいシステムまたはイベントを追
加するか] を選択します。

7. 完了を選択します。これにより、HP SIM で新しいデバイスが検出され Remote Support Eligible
収集に追加されたときにプロパティを自動転送するためのスケジュール タスクが作成されます。

Set System Properties – New York City および Set System Properties – Brussels
タスクについても、手順 3 を繰り返します。
次の手順は（手順 4）は、多くの場合、Remote Support Eligible 収集に新しいシステムを追加すると
きに必ず手動で実行しなければなりません。新しいシステムを新しい 3 つのリモート サポート サイト
のいずれかに追加するか、別の場所に配置される場合は新しい収集を作成する必要があります。例とし
て、以下では、ロンドンのサイトに監視対象デバイスを追加する場合の手順を説明します。

1. 左ナビゲーション パネルの [システムおよびイベント収集] の下で、[カスタマイズ] を選択します。
2. [収集の表示] ドロップダウン メニューで、[システム] が表示されていることを確認し、[Remote

Support Eligible – London] 収集を選択します。
3. 編集をクリックします。

4. [次から選択] ドロップダウン メニューで、[Remote Support Eligible] を選択します。

注記: デバイスは、追加後も Remote Support Eligible 収集に含まれます。

5. [有効なアイテム] リストで新しいデバイスを見つけて、[選択されたメンバー] リストに移動します。

注記: デバイスは、追加後も Remote Support Eligible 収集に含まれます。

6. OK をクリックして、デバイスを Remote Support Eligible – London に追加します。これ
により、Set System Properties – London タスクが自動的に起動され、このタスクで入力した既
存のプロパティが転送されます。

[システム情報]
このセクションの情報は、検出および識別中に取得されます。これらのプロパティは、以下のとおりに
更新することができます。

• [識別] このセクションには、次の情報が含まれています。

• [優先システム名] このプロパティにより、HP Systems Insight Manager（HP SIM）ユーザ イ
ンタフェース内でのシステム（CMS を含む）の表示方法を指定できます。デフォルト名に戻
すボタンにより、表示された名前は、最初に HP SIM によって検出された名前に戻ります。
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注記:  [優先システム名] を変更すると、このシステムを名前で参照しているすべてのリスト
が動作しなくなること、および新しい名前を使用しているシステムが次に検出されたときに、
このシステム名がホスト名（DNS 名）に戻されることを示す警告メッセージが表示されます。

• [検出プロセスがこのシステム名を変更しない] 選択すると、設定されたシステム名が検出に
よって上書きされなくなります。

• [シリアル番号] システムのシリアル番号です。この後に説明するチェックボックスの設定に
関わらず、ユーザが入力した値は識別によって上書きされます。検出によって設定された場
合、このフィールドは読み取り専用です。契約および保証データの収集の場合、検出によって
取得されたシリアル番号を上書きする場合は、[顧客入力シリアル番号] フィールドに番号を入
力します。

• [製品詳細] すべてのプロパティを設定できます。

• [システム タイプ]。システムのシステム タイプです。下向き矢印をクリックし、適切なシス
テム タイプを選択してください。

• [システム サブタイプ 1～8]。システムのシステム サブタイプです。下向き矢印をクリックし、
適切なシステム サブタイプを選択してください。最大 8 種類のシステム サブタイプを入力で
きます。

• [製品モデル]。自由形式フィールドで、システム モデル番号を入力できます。

• [ハードウェア詳細]。自由形式フィールドで、ハードウェアについての説明です。

• [オペレーティング システム詳細]。システムで動作しているオペレーティング システムの名
前です（該当する場合）。

• [ツール フィルタリング用オペレーション システム]。ツール システムのオペレーティング シ
ステムです。下向き矢印をクリックし、オペレーティング システムを選択してください。

• [オペレーティング システム バージョン]。自由形式フィールドで、オペレーティング システ
ムのバージョンです。

• [連絡先情報] 

• [システム連絡先] 自由形式フィールドで、システムの連絡担当者です。

• [システム設置先] 自由形式フィールドで、システムの物理位置です。

• [資産情報] 

• [資産管理番号] システムの資産管理番号です。

• データ収集プロセスによって取得されます。 選択すると、検出、識別、およびデータ収集によっ
てプロパティ値が上書きされなくなります。ただし、選択を解除すると、検出、識別、およびデー
タ収集プロセスによってプロパティが上書きまたは消去される場合があります。この処理の例外
は、シリアル番号です。シリアル番号は、このチェックボックスの設定にかかわらず、識別によっ
て取得されたシリアル番号で上書きされます。

注記:  このチェックボックスの選択を解除して OK をクリックすると、HP SIM は何らかの変更
が行われていないかをチェックします。変更が行われている場合は、変更内容が次回の検出によっ
て上書きされる可能性があることを示す警告メッセージが表示されます。検出によって変更内容が
上書きされないようにするには、このチェックボックスを選択しておきます。

[契約と保証情報]
このセクションの情報はオプションです。

[資産情報]

• [顧客入力シリアル番号] ユーザが入力した、システムのシリアル番号です。契約と保証データを
収集するときに、このシリアル番号は検出中に取得されたシリアル番号を上書きします。このシリ
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アル番号は、HP の記録するシリアル番号と一致する必要があります。シリアル番号が検出中に取
得された場合は、ここでシリアル番号を入力する必要はありません。

• [製品番号] ユーザが入力した、システムの製品番号です。通常、製品番号は、システムの注文に
使用する番号です。通常、この番号は XXXXXX-XXX の形式です。HP SIM はこの番号を自動的に取
得しようとします。

• [システム国別コード] 国別の International Organization for Standardization（ISO）コードです。
契約と保証データを正しく報告するために、正しい国別コードを選択する必要があります。国別
コードのリストについては、http://www.iso.org//iso/en/prods-services/iso3166ma/
02iso-3166-code-lists/list-en1.html を参照してください。

• [契約種別] このオプションは HP とのサービス契約をお持ちの場合にのみ必要になります。以下
から選択します。

• コンパックが HP との合併前に発行したサービス契約をお持ちのお客様は、[コンパック契約
ID] を選択する必要があります。

• HP がコンパックとの合併前に発行したサービス契約をお持ちのお客様は、[システムハンドル]
を選択する必要があります。

• 新しいサービス契約を最近発行したお客様、または合併前の会社の契約を新しい HP の契約に
移行したお客様は、[SAID]（Service Agreement ID）を選択する必要があります。

• デバイスの購入時に拡張保証を購入したお客様は、[Carepack] を選択する必要があります。

• [契約 ID] 契約の ID です（入力した場合）。選択した契約タイプによって、以下が適用されます。

• 合併前のコンパックの契約では、契約 ID は契約書にあります。

• システム ハンドルは、契約書にあります。システム ハンドルは大文字と小文字が区別され、
通常は大文字が使用されます。

• SAID については、契約書に付属の文書に SAID の場所が記載されています。SAID は 1 から始
まる 12 桁の番号です。契約書では 4 桁の数字 3 つとして記載されていますが、空白のない
12 桁の番号として入力してください。

• HP Carepack では、製品自体のシリアル番号とは異なる別のサポート シリアル番号がありま
す。Carepack シリアル番号を契約 ID として入力してください。

• [債務 ID] Platinum、Gold、または Silver の合併前によるコンパックの契約では、赤いアクセス ID
（義務 ID またはソフトウェア アクセス番号ともいいます）が提供されます。コンパック ソフト
ウェア義務 ID は、北米のみで発行されました。

[顧客設置先情報]
このセクションは、会社の名前、住所、およびタイム ゾーン用です。企業名を入力した場合は、アスタ
リスクの付いたフィールドもすべて入力する必要があります。

注記: 既存の会社名の詳細を更新すると、HP SIM は一致する会社名を持つすべてのシステムの詳細を
自動的に更新します。1 つの会社に複数のアドレスを設定している場合は、それぞれ一意の会社名を使
用します。

• [会社名] 当該のシステムが所属する企業の名前。

• [住所 1] 企業の住所の 1 行目。

• [住所 2] 企業の住所の 2 行目。

• [市区町村] システムが配置されている都市の名前。

• [都道府県] システムが配置されている州の名前。ドロップダウン リストから選択します。

• [郵便番号] 郵便番号。ダッシュと、追加の 4 桁を含めることができます。

• [国名] 国名。
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• [タイムゾーン] 都市が属するタイム ゾーン。ドロップダウン リストから該当するものを選びま
す。

[顧客連絡先]
このセクションは、このシステムの責任者の連絡先に関する情報用です。名前を入力した場合は、姓も
入力する必要があります。[その他] は、前述のフィールドに当てはまらない情報用です。たとえば、こ
の連絡先が午前 8:00 から午後 7:00 までしか連絡できない場合は、その情報をここに入力することがで
きます。

注記: 既存の連絡先の Email、電話番号、その他の情報を更新すると、HP SIM は同じ連絡先名を使用
するすべてのシステムの詳細を自動的に更新します。

• [敬称] 連絡先の担当者への敬称です。ドロップダウン リストから選択します。

• [連絡先氏名 (名)] サポート担当者がお客様のサイトでの報告の際に使用できる連絡先の担当者の
名前です。

• [連絡先氏名 (氏)] サポート担当者がお客様のサイトでの報告の際に使用できる連絡先の担当者の
姓です。

• [役職] 連絡先の担当者の役職です。書式なしのフィールドです。

• [電話番号] 連絡先の担当者の電話番号です。内線番号を入力する場合は、番号の前に ext と入力
します（例：555-123-4567 ext. 89）。

• [Email] 連絡先の担当者の Email アドレスです。英数字で入力します。複数のアドレスの入力は許
可されません。

• [その他] 書式はありません。連絡先の担当者の対応可能時間帯、得意な言語などを入力できます。

[検出、識別、データ収集プロセスがこれらのシステム プロパティを変更しない] を選択して、検出、識
別、およびデータ収集によりここでに設定したシステム プロパティが上書きされないようにします。
[検出プロセスがこのシステム名を変更しない] を選択します。

システム プロパティの再設定
システム プロパティを再設定するには、次のように操作します。
1. [システム] ページから、[ツール & リンク] タブを選択します。
2. [システム プロパティの編集] リンクをクリックして、個別のシステムのシステム プロパティを再設

定します。[システム プロパティの設定] ページが表示されます。
3. 必要なフィールドをすべて編集します。

注記：[システム情報] セクションのシリアル番号フィールドが検出によって設定されていた場合は、
編集できません。

4. 属性の変更を適用するには OK、すべての変更を取り消すには、キャンセルをクリックします。OK
または キャンセルをクリックすると、[ツール & リンク] タブに戻ります。

注記: システム プロパティを変更すると、収集結果に影響する場合があります。システムの [優先シス
テム名] を変更すると、ユーザが作成した名前別システム収集に影響があります。システム タイプを変
更すると、タイプ別システム収集に影響があります。

複数のシステムのシステム プロパティの設定については、「 複数システムのシステム プロパティの編
集」を参照してください。

関連トピック

• システム ページ

• [ツール & リンク] タブ

• 複数システムのシステム プロパティの編集

• 契約および保証情報の表示
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複数システムのシステム プロパティの編集
このツールを使用すると、複数のシステムのシステム プロパティを同時に編集できます。複数のシステ
ムを対象とする [システム プロパティの設定] ページは、単一のシステムを対象とする [システム プロパ
ティの編集] ページとよく似ています。ただし、このページでは、各プロパティの横にチェックボック
スが表示されます。このチェックボックスにより、ツール実行時に設定するプロパティを選択できます。
選択されたプロパティだけが、ターゲット システムのプロパティとして保存されます。プロパティを選
択しても値を空白にすると、そのプロパティは、システムに対して設定されません。[すべてのプロパ
ティ] が、オプションです。

注記: このツールは、HP Storage Essentials 製品によって管理されているシステムには影響しません。

注記:  このツールは、単一システムで使用できます。ただし、[システム ページ] で利用できるプロパ
ティの一部は、このオプションの選択時には使用できません。たとえば、シリアル番号は、[システム
ページ] では利用できますが、ここでは使用できません。複数のシステムについて、システムプロパティ
を編集するには、次のように操作してください。

注記: この手順を実行するには、更新するシステム上の EDIT_SYSTEM_PROPERTIES ツールの使用
権限が必要になります。

複数のシステムのシステム プロパティを編集するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[システム プロパティ]→[システム プロパティの設定] を選択します。[システム プロ

パティの設定] ページが表示されます。
2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。

注記: 手順 4～8 は、ページの [システム情報] セクションのプロパティに適用されます。

4. [識別] の下で、[デフォルトのシステム名に戻す] を選択して、HP Systems Insight Manager（HP
SIM）で表示される名前を、ホスト（DNS）名に変更します。

5. [製品詳細] で、設定するプロパティを選択します。プロパティは、以下のとおりです。

• システム タイプ。 システムのシステム タイプです。下向き矢印をクリックし、適切なシス
テム タイプを選択してください。

• システム サブタイプ 1～8。 システムのシステム サブタイプです。下向き矢印をクリック
し、適切なシステム サブタイプを選択してください。最大 8 種類のシステム サブタイプを入
力できます。

• 製品モデル。 自由形式フィールドで、システム モデル番号を入力できます。

• ハードウェア詳細。 自由形式フィールドで、ハードウェアについての説明です。

• オペレーティング システム詳細。 システムで動作しているオペレーティング システムの名
前です（該当する場合）。

• ツール フィルタリング用オペレーティング システム。 ツール フィルタリング用のオペレー
ティング システムです。下向き矢印をクリックし、オペレーティング システムを選択してく
ださい。

• オペレーティング システムのバージョン。 自由形式フィールドで、オペレーティング シス
テムのバージョンを示します。

6. [連絡先情報] で、以下のオプションから選択します。

• システム連絡先。 この自由形式フィールドは、システムの窓口担当者を示します。

• システム位置。 この自由形式フィールドは、システムの物理位置を示します。

7. [資産情報] の下で、[資産管理番号:] を選択し、システムの資産番号を入力します。
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8. [システム プロパティ ロック] の下で、以下のオプションから選択します。

• ロック - 検出および識別プロセスによるシステム プロパティの変更を防ぎます。 ターゲッ
ト システムの属性ロック設定が設定され、検出および識別によるプロパティの上書きを防止し
ます。

• アンロック - 検出および識別プロセスによるシステム プロパティの変更を許可します。 ター
ゲット システムの属性ロック設定がクリアされ、検出および識別によるプロパティの上書きを
可能にします。

• 無視 - ターゲット システムのロック プロパティを設定しません。 ターゲット システムの現
在の属性ロック設定が、維持されます。

注記: 手順 9～13 は、ページの [Contract and Warranty Information] セクションのプロパティ
に適用されます。

9. [資産情報] で、設定するプロパティを選択します。プロパティは、以下のとおりです。

• [製品番号] ユーザが入力した、システムの製品番号です。通常、製品番号は、システムの注
文に使用する番号です。通常、この番号は XXXXXX-XXX の形式です。HP SIM はこの番号を自
動的に取得しようとします。

• [システム国別コード] 国別の International Organization for Standardization（ISO）コードで
す。契約と保証データを正しく報告するために、正しい国別コードを選択する必要がありま
す。国別コードのリストについては、http://www.iso.org//iso/en/prods-services/iso3166ma/
02iso-3166-code-lists/list-en1.html を参照してください。

• [契約種別] このオプションは HP とのサービス契約をお持ちの場合にのみ必要になります。
以下から選択します。

• コンパックが HP との合併前に発行したサービス契約をお持ちのお客様は、[コンパック契
約 ID] を選択する必要があります。

• HP がコンパックとの合併前に発行したサービス契約をお持ちのお客様は、[システムハン
ドル] を選択する必要があります。

• 新しいサービス契約を最近発行したお客様、または合併前の会社の契約を新しい HP の契
約に移行したお客様は、[SAID]（Service Agreement ID）を選択する必要があります。

• デバイスの購入時に拡張保証を購入したお客様は、[Carepack] を選択する必要がありま
す。

• [契約 ID] 契約の ID です（入力した場合）。選択した契約タイプによって、以下が適用され
ます。

• 合併前のコンパックの契約では、契約 ID は契約書にあります。

• システム ハンドルは、契約書にあります。システム ハンドルは大文字と小文字が区別さ
れ、通常は大文字が使用されます。

• SAID については、契約書に付属の文書に SAID の場所が記載されています。SAID は 1 か
ら始まる 12 桁の番号です。契約書では 4 桁の数字 3 つとして記載されていますが、空
白のない 12 桁の番号として入力してください。

• HP Carepack では、製品自体のシリアル番号とは異なる別のサポート シリアル番号があ
ります。Carepack シリアル番号を契約 ID として入力してください。

• 債務 ID。 Platinum、Gold、または Silver の合併前によるコンパックの契約では、赤いアクセ
ス ID（義務 ID またはソフトウェア アクセス番号ともいいます）が提供されます。コンパック
ソフトウェア義務 ID は、北米のみで発行されました。

10. [顧客設置先情報] で、[設置先情報の設定] を選択し、企業の詳細を入力します。企業名を入力した
場合は、アスタリスクの付いたフィールドもすべて入力する必要があります。

注記: 既存の会社名の詳細を更新すると、HP SIM は一致する会社名を持つすべてのシステムの詳
細を自動的に更新します。1 つの会社に複数のアドレスを設定している場合は、それぞれ一意の会
社名を使用します。
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• [会社名] 当該のシステムが所属する企業の名前。

• [住所 1] 企業の住所の 1 行目。

• [住所 2] 企業の住所の 2 行目。

• [市区町村] システムが配置されている都市の名前。

• [都道府県] システムが配置されている州の名前。ドロップダウン リストから選択します。

• [郵便番号] 郵便番号。ダッシュと、追加の 4 桁を含めることができます。

• [国名] 国名。

• [タイムゾーン] 都市が属するタイム ゾーン。ドロップダウン リストから該当するものを選
びます。

11. [顧客連絡先] で、[顧客連絡先情報の設定] を選択し、このシステムの責任者の連絡先情報を入力し
ます。名前を入力した場合は、姓も入力する必要があります。[その他] は、前述のフィールドに当
てはまらない追加情報用です。たとえば、この連絡先が午前 8:00 から午後 7:00 までしか連絡でき
ない場合は、その情報をここに入力することができます。

注記: 既存の連絡先の Email、電話番号、その他の情報を更新すると、HP SIM は同じ連絡先名を
使用するすべてのシステムの詳細を自動的に更新します。

• [敬称] 連絡先の担当者への敬称です。ドロップダウン リストから選択します。

• [連絡先氏名 (名)] サポート担当者がお客様のサイトでの報告の際に使用できる連絡先の担当
者の名前です。

• [連絡先氏名 (氏)] サポート担当者がお客様のサイトでの報告の際に使用できる連絡先の担当
者の姓です。

• [役職] 連絡先の担当者の役職です。書式なしのフィールドです。

• [電話番号] 連絡先の担当者の電話番号です。内線番号を入力する場合は、番号の前に ext と
入力します（例：555-123-4567 ext. 89）。

• [Email] 連絡先の担当者の Email アドレスです。英数字で入力します。複数のアドレスの入力
は許可されません。

• [その他] 書式はありません。連絡先の担当者の対応可能時間帯、得意な言語などを入力でき
ます。

12. 別のターゲット システムを選択する場合は、戻るをクリックします。タスクをスケジュールするに
は、スケジュールをクリックします。タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。

単一システムのシステム プロパティの設定については、「単一システムのシステム プロパティの編集」
を参照してください。

関連トピック

• システム ページ

• [ツール & リンク] タブ

• 契約および保証情報の表示

• HP Service Essentials Remote Support Pack

単一システムのシステム監視の停止または回復

[監視の停止/回復] リンクにより、監視の停止時間を設定できます。HP Storage Essentials システムに対
しては、監視の停止/回復コマンドは無効になります。

注記: この手順を実行するには、更新するシステムで EDIT_SYSTEM_PROPERTIES ツールの使用権
限を持っている必要があります。

システム プロパティ 595



単一システムの監視を停止または回復するには、次のように操作します。

1. [ツール]→[システム情報]→[システム ページ] を選択します。[システム ページ] が表示されます。
注記：[システム テーブル ビュー] ページの [システム名] 列でシステム名を選択して、[システム
ページ] にアクセスすることもできます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. [ツール & リンク] タブを選択します。
4. [監視の停止/回復] リンクをクリックします。[監視の停止/回復] ページが表示されます。
5. 次のいずれかのオプションを選択します。

• [このシステムの監視を有効にする] 今後システムの監視を停止させたくない場合は、このオ
プションを選択します。

• [このシステムの監視を無期限に停止する] システムの監視を一定の期間だけ停止したい場合
は、このオプションを選択します。下向き矢印をクリックし、オプションを選択して、時間を
選択してください。

• [このシステムの監視を無期限に停止する] 設定が変更されるまでシステムの監視を停止する
場合は、このオプションを選択します。

6. 変更を適用する場合は、OK をクリックします。変更を破棄する場合は キャンセルをクリックして
ください。OK または キャンセルをクリックすると、[ツール & リンク] タブに戻ります。

複数のシステムの監視の停止または回復については、「複数システムを対象としたシステム監視の停止
または回復」を参照してください。

関連プロシージャ

• 複数システムのシステム プロパティの編集

関連トピック

• システム ページ

• 複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

監視の停止/回復ツールにより、複数のシステムの監視の中断時間を設定できます。HP Storage Essentials
システムに対しては、監視の停止/回復ツールは無効になります。

注記: 
この手順を実行するには、更新するシステム上の EDIT_SYSTEM_PROPERTIES ツールの使用権限が必
要になります。

複数のシステムの監視を停止または回復するには、次のように操作します。

1. [オプション]→[システム プロパティ]→[監視の停止/回復] を選択します。[監視の停止/回復] ページ
が表示されます。

2. ターゲット システムを選択します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。
3. 次へをクリックします。システムを追加するには、ターゲットの追加をクリックします。システム

を削除するには、ターゲットを選択して ターゲットの削除をクリックします。
4. 次のいずれかのオプションを選択します。

• ターゲット システムの監視を有効化。 ターゲット システムの監視を停止したくない場合
は、このオプションを選択します。

• ターゲット システムの監視を次の間停止する。 設定した時間が経過するまで、ターゲット
システムの監視を停止したい場合は、このオプションを選択します。下向き矢印をクリック
し、オプションを選択して、時間を選択してください。

• ターゲット システムの監視を無期限に停止する。 設定が変更されるまでターゲット システ
ムの監視を停止する場合は、このオプションを選択します。

5. 別のターゲット システムを選択する場合は、戻るをクリックします。タスクをスケジュールするに
は、スケジュールをクリックします。タスクをすぐに実行するには、すぐに実行をクリックします。
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単一システムの監視の停止または回復については、「単一システムのシステム監視の停止または回復」
を参照してください。

関連プロシージャ

• 単一システムのシステム監視の停止または回復

関連トピック

• システム ページ

• [システム] タブ

• [ツール & リンク] タブ

バージョン コントロール レポジトリ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャを指
定できます。VCRM には、最新 HP ProLiant Support Pack が保存されるため、最新ソフトウェアを使用
できるようになります。

バージョン コントロール レポジトリを指定するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[バージョン コントロール レポジトリ] を選択します。[バージョン コントロール レ

ポジトリ] ページが表示されます。
2. [デフォルト バージョン コントロール レポジトリの選択] で、VCRM がインストールされているシ

ステムを選択します。

注記：VCRM がインストールされているシステムを信頼する必要があります。信頼関係の詳細につ
いては、「信頼証明書」を参照してください。信頼関係を確立したら、[最終更新日] をクリックし、
[信頼済み] 列を [はい] に更新します。

3. [選択したバージョン コントロール レポジトリの内容] で、 アイコンをクリックして展開し、選
択したバージョン コントロール レポジトリの内容を表示します。
注記：ツリーを展開してすべての内容を表示するには、[選択したバージョン コントロール レポジ

トリの内容] セクションの右上にある アイコンをクリックします。 をクリックすると、リ
ストを折り畳むことができます。

注記：昇順か降順で列を並び替えるには、列の見出しをクリックします。

注記：このセクションには、現行ユーザに権限があるシステムが表示されます。HP バージョン コ
ントロール レポジトリ マネージャを含むシステムを表示する権限が現行ユーザにない場合、シス
テムは、[デフォルト バージョン コントロール レポジトリの選択] セクションに表示されません。
VCRM を実行しているシステムが検出されていない場合は、レポジトリが検出されなかったことを
示すメッセージが表示されます。

4. 変更内容を適用するには、OK をクリックします。レポジトリ設定が正常に保存されたかどうかを
示すメッセージが表示されます。

5. OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
関連トピック

• バージョン コントロール

• バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて

• バージョン コントロール エージェントについて

PMP 管理オプション
HP Systems Insight Manager（HP SIM）を介して使用可能な HP Performance Management Pack（PMP）
管理ツールには、次の 2 種類があります。

• [設定] 選択されたサーバのパフォーマンス監視と、監視されているサーバの監視パラメータの変
更、またサーバへのライセンスの適用と PMP への追加ライセンスの適用を行うことができます。
[設定] にアクセスするには、[オプション]→[HP Performance Management Pack オプション]→[設
定] を選択します。
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このオプションのヘルプを表示するには、
https://middle_tier:2381/pmp/help/Monitoring_Administration.htm にアクセスします。ここ
で、middle_tier には HP SIM と PMP がインストールされているサーバの名前か IP アドレスを
指定します。または、PMP ディレクトリ\Program Files\HP\HP Performance Management
Pack\PMP\htm\help\Monitoring_Administration.htm にアクセスします。ここで、PMP
ディレクトリには、PMP がインストールされているサーバ上の PMP ディレクトリを指定します。

• [手動ログパージ] PMP レポジトリから、不要なログ データや過去のログ データを削除します。
[手動ログパージ] にアクセスするには、[オプション]→[HP Performance Management Pack;オプ
ション]→[手動ログパージ] を選択します。
このオプションのヘルプを表示するには、
https://middle_tier:2381/pmptools/help/ManualLogPurge.htm にアクセスします。ここで、
middle_tier には HP SIM と PMP がインストールされているサーバの名前か IP アドレスを指定
します。または、PMP ディレクトリ\Program Files\HP\HP Performance Management
Pack\PMPTools\htm\help\ManualLogPurge.htm にアクセスします。ここで、PMP ディレク
トリには、PMP がインストールされているサーバ上の PMP ディレクトリを指定します。

関連トピック

• PMP ツール

• PMP レポートのオプション

SSH キーの管理
[SSH キー] 機能により、known_hosts ファイルに保存されるパブリック Secure Shell（SSH）を中央
管理サーバ（CMS）から表示および管理することができます。SSH キーによって、CMS と管理対象シ
ステムは、安全な接続を認証できます。

HP Systems Insight Manager（HP SIM）には、次の SSH キー設定オプションがあります。

• Secure Shell パブリック キーのセキュリティ レベルの選択。 [オプション]→[セキュリティ]→[SSH
ホスト キー] を選択します。

• SSH キーのインポート [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー] を選択し、インポート
する SSH キーを選び インポートをクリックします。

• SSH キーのエクスポート。 [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー] を選択し、エクス
ポートする SSH キーを選び エクスポートをクリックします。

• SSH キーの削除。 [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー] を選択し、削除する SSH
キーを選び 削除をクリックします。

関連プロシージャ

• SSH キーのインポート

• SSH キーのエクスポート

• SSH キーの削除

• SSH キー セキュリティの設定

SSH キー セキュリティの設定
Secure Shell（SSH）キー セキュリティ レベルを設定すると、中央管理サーバ（CMS）でのセキュリティ
レベルを指定できます。

CMS で、SSH キー セキュリティ レベルを設定するには、次の操作を行います。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー]を選択します。[管理システム SSH ホスト キー]

ページが表示されます。

[管理システム SSH ホスト キー動作の選択] の下では、次のオプションを使用できます。

• 中央管理サーバは、SSH 接続が最初に行われるとき SSH ホスト キーを保存します。
• 中央管理サーバは、下のリストにない場合も含めて、任意のホスト キーで SSH 接続を受け入

れます。
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このオプションは、デフォルトで選択されます。

このオプションにより、SSH キーが変更されても、ホストに対するすべての接続が受け入れら
れます。known_hosts ファイルが無効になり、新しいキーを反映して更新されます。
注記：このオプションは、man-in-middle 攻撃に対して無防備です。

• 中央管理サーバは、ホスト キーが下のリストにある場合のみ、SSH 接続を受け入れます。
このオプションでは、SSH キーが [管理システム SSH ホスト キー] リストになければ、接続が
許可されません。

注記：このオプションが最も安全であるため、このオプションをおすすめします。

2. OK をクリックします。設定が保存されます。
注記：もうひとつの方法として、mx.properties ファイルの MX_SSH_ADD_UNKNOWN_HOSTS のプロ
パティ値を ALWAYS、NEVER、または FIRST TIME に設定することもできます。設定を有効にするた
めに、HP SIM サービスを再起動します。
関連プロシージャ

• SSH キーのインポート

• SSH キーのエクスポート

• SSH キーの削除

関連トピック

• SSH キーの管理

SSH キーのインポート
Secure Shell（SSH）キー リストをインポートすると、中央管理サーバ（CMS）が、安全な接続を認証
した上 で、管理対象システム上でコマンドを実行できるようになります。1 つのファイルから複数の
SSH キーがインポートされます。インポートされた各 SSH キーは、それぞれの行に記載され、ホスト
システムに関連付けられます。

注記:  正しくフォーマットされた SSH キーのみが、[管理システム SSH パブリック キー] リストにイ
ンポートされます。

SSH キー ファイルのフォーマットの詳細については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/
management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 Secure Shell (SSH) in HP SIM 5.x』 ホワイト ペー
パーを参照してください。

CMS 上で SSH キーをインポートするには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー] を選択します。[管理システム SSH ホスト キー]

ページが表示されます。

2. インポートをクリックします。[管理システム SSH ホスト キー] リストの下に、[SSH ホスト キー
のインポート] セクションが表示されます。

3. 参照をクリックして、インポートする SSH キーを含む ファイルにナビゲートします。
4. ファイルを選択して 開くをクリックし、キーを [管理システム SSH パブリック キー] リストに追加

します。操作を中止するには、キャンセルをクリックします。

関連プロシージャ

• SSH キーのエクスポート

• SSH キーの削除

• SSH キー セキュリティの設定

関連トピック

• SSH キーの管理

SSH キーのエクスポート
選択した Secure Shell（SSH）キーをエクスポートすると、SSH キーがファイルに保存されます。この
ファイルは、他のシステムの SSH キー リストに SSH キーをインポートするために使用できます。
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中央管理サーバ（CMS）上で SSH キーをファイルにエクスポートするには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー] を選択します。[管理システム SSH ホスト キー]

ページが表示されます。

2. [管理システム SSH ホスト キー] リストで、エクスポートする SSH キーを選択します。[システム]
を選択して、リストのすべての SSH キーを選ぶこともできます。

3. エクスポートをクリックします。[SSH ホスト キーをエクスポート] セクションが表示されます。
4. 表示されるリンクを右クリックして、[対象をファイルに保存] を選択します。[名前を付けて保存]

ダイアログ ボックスが表示されます。
5. ファイルを保存するディレクトリまでナビゲートします。

6. 保存をクリックします。キーがエクスポートされます。

7. OK をクリックします。
関連プロシージャ

• SSH キーのインポート

• SSH キーの削除

• SSH キー セキュリティの設定

関連トピック

• SSH キーの管理

SSH キーの削除
[管理システム SSH ホスト キー] リストから、Secure Shell（SSH）キーを削除すると、中央管理サーバ
（CMS）上の SSH 信頼キーを削除できます。
CMS で SSH キーを削除するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[SSH ホスト キー] を選択します。[管理システム SSH ホスト キー]

ページが表示されます。

2. [管理システム SSH ホスト キー] リストで、削除する SSH キーを選択します。
3. 削除をクリックします。SSH キーを削除しようとしていることを示すメッセージが表示されます。
4. OK をクリックします。[管理システム SSH パブリック キー] リストからキーが削除されます。
関連プロシージャ

• SSH キーのインポート

• SSH キーのエクスポート

• SSH キー セキュリティの設定

関連トピック

• SSH キーの管理

データベースのバックアップと復元
HP Systems Insight Manager（HP SIM）をインストールしなおす際に、データベースに保存してある情報
を維持する場合は、データベースをバックアップする必要があります。HP SIM をインストールしなおし
た後で、前のデータベースの情報をバックアップから復元できます。また、深刻なシステム障害や破損
したファイルのインスタンスから復元するには、定期的にデータベースと関連する設定ファイルをバッ
クアップする必要があります。データベースのバックアップと復元の詳細については、
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『
Backing up and restoring data files for HP SIM data files in a Windows environment』 ホワイト ペーパー
を参照してください。

関連プロシージャ

• HP-UX および Linux

• Windows

関連トピック

• リファレンス情報
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HP-UX および Linux
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、ネットワーク上のシステムに関して収集した情報の保存
に、PostgreSQL サーバまたは Oracle データベースが使用されます。常に適切なバックアップ スケジュー
ルを使用して、データベースをバックアップしてください。深刻なデータベースの問題が発生した場合
は、このバックアップを復元して、HP SIM を動作状態に戻すことができます。

PostgreSQL ユーティリティを使用したデータ ファイルの保存
PostgreSQL を使用したデータベースのバックアップには、HP SIM データベース ユーザのパスワードの
変更とデータベースおよび関連ファイルの保存が必要です。

注記:  PostgreSQL コマンドを実行する場合、ファイル パス名は、PostgreSQL をインストールする方
法と場所に依存します。実際のパス名は、次の例とは異なることがあります。

1. HP Systems Insight Manager（HP SIM）が動作中の場合は、コマンド ラインに mxstop と入力し、
HP SIM デーモンを停止します。

2. すべての HP SIM mx プロセスが停止したことを確認するには、コマンド ps -ef | grep mx を実
行します。

3. 任意のファイル管理ユーティリティを使用し、以下の設定ファイルのバックアップを取ります。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ/etc/opt/mx/config

追加の設定ファイル/var/opt/mx/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリ/etc/opt/hp/sslshare/（HP-UX 用）

/opt/hp/sslshare

（Linux 用）

監査ファイル/var/opt/mx/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）/opt/mx/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書/opt/mx/bin/server_cert.pem

CLI 設定ファイル/opt/mx/bin/CLIClientConfig

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。/var/opt/mx/output

注記：バックアップ プロセス中、ファイル権限が保持される必要があります。Tape Archive（TAR）
ユーティリティは、ファイルの権限を維持します。

4. ツール定義ファイル（TDEF）、管理情報ベース（MIB）、サインイン プロンプト、およびアクショ
ンなど、HP SIM ディレクトリ ツリーに含まれる、既存のユーザ提供（カスタム）ファイルをすべ
て保存します。

5. /etc/opt/mx/config/database.props ファイルを開いて、hp.database.username のプロ
パティ値を確認します。HP SIM のデフォルト PostgreSQL ユーザは、mxadmin です。

6. HP SIM によって生成された mxadmin のパスワードは、データベースのバックアップ前に変更する
必要があります。パスワードを変更するには、HP SIM コマンド ラインで、次を入力します。
/opt/mx/bin/mxpassword -m -x MxDBUserPassword=newpassword

ここで、newpassword は、新しいパスワードです。

7. stop コマンドで PostgreSQL サービスを停止します（完全なコマンド パスは PostgreSQL のインス
トール位置によって異なることがあります）。

HP-UX の場合
/sbin/init.d/hpsmdb stop

SUSE Linux Enterprise Server 9 および SUSE Linux Enterprise Server 10 の場合
/etc/init.d/hpsmdb stop

Red Hat Enterprise Linux の場合（全バージョン）
/etc/rc.d/init.d/hpsmdb stop
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8. start> コマンドで PostgreSQL サービスを再起動します（完全なコマンド パスは PostgreSQL のイ
ンストール位置によって異なることがあります）。

注記：PostgreSQL が起動するまで、数分かかることがあります。Linux のステータスを確認するに
は、hpsmdb status コマンドを入力します。
SUSE Linux Enterprise Server 9 および SUSE Linux Enterprise Server 10 の場合
/etc/init.d/hpsmdb start

Red Hat Enterprise Linux の場合（全バージョン）
/etc/rc.d/init.d/hpsmdb start

PostgreSQL が起動するまで、数分かかることがあります。Linux のステータスを確認するには、
hpsmdb status コマンドを入力します。
SUSE Linux Enterprise Server 9 および SUSE Linux Enterprise Server 10 の場合
/etc/init.d/hpsmdb status

Red Hat Enterprise Linux の場合（全バージョン）
/etc/rc.d/init.d/hpsmdb status

9. 次のコマンドを入力します。

HP-UX の場合
cd /opt/hpsmdb/pqsql/bin

Linux の場合
cd /opt/hpsmdb/bin

./pg_dump –h 127.0.0.1 –U mxadmin –p 50006 insight_v1_0 > saveHPSIMdb

ここで、-p はポート番号です。ポート番号を検出するには、/etc/opt/mx/config/
database.props を開いて、hp.database.portnumber のプロパティ値を検索します。
また、saveHPSIMdb は、保存されているデータベースのファイル名です。

10. パスワードを求めるプロンプトが表示されたら、手順 7 で定義しているパスワードを入力します。

PostgreSQL のデータ ファイルの復旧
保存したコピーからデータベースを復旧するには、次のように操作します。

1. HP SIM の再インストールを行う場合は、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある
『 HP Systems Insight Manager 5.2 インストレーション ガイド』の手順に従ってください。

2. HP SIM が動作中の場合は、コマンド ラインに mxstop と入力し、HP SIM デーモンを停止します。
3. すべての HP SIM mx プロセスが停止したことを確認するには、次を実行します。

ps -ef | grep mx

HP-UX の場合は、手順 4 に進みます。

4. HP-UX の場合
a. 次のように、SysMgmtDB をアンインストールします。

swremove -x enforce_dependencies=false SysMgmtDB

b. 次のように、Sys Management DB を HP SIM のデポ ファイルからインストールします。
swinstall -s /hpsim.depot SysMgmtDB

5. Linux の場合
a. 次のように、hpsmdb をアンインストールします。

rpm –qa | grep hpsmdb | xargs rpm –e

rm –fr /opt/hpsmdb /var/opt/hpsmdb

b. 次のように、HP SIM バイナリから hpsmdb をインストールします。
./sysmgmt.bin --noexec --target mxserver

cd mxserver

rpm –i hpsmdb-xxxxxx.rpm
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ここで xxxxxx は、Linux およびハードウェア プラットフォームに適合する hpsmdb RPM です。
詳細については http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight
Manager 5.2 Linux 用インストール/コンフィギュレーション ガイド』の手動インストールの項
を参照してください。

c. hpsmdb を起動します。
SUSE Linux Enterprise Server 9 および SUSE Linux Enterprise Server 10 の場合
/etc/init.d/hpsmdb start

RedHat Enterprise Linux の場合
/etc/rc.d/init.d/hpsmdb start

6. 次のように、insight_v1_0 という名前のデータベースを作成します。
HP-UX の場合
cd /opt/hpsmdb/pgsql/bin

Linux の場合
cd /opt/hpsmdb/bin

./createdb -O hpsmdb -h 127.0.0.1 -p 50006 -U hpsmdb insight_v1_0

7. mxadmin という名前のユーザを作成します（データベースおよびユーザを作成する権限のないユー
ザ）。

./createuser -h 127.0.0.1 -p 50006 -U hpsmdb mxadmin

8. HP SIM のコマンド ラインで、次のように入力します。
./psql –q –h 127.0.0.1 –U mxadmin –p 50006 –f saveHPSIMdb -d insight_v1_0

ここで、saveHPSIMdb は、回復するバックアップ ファイルの名前です。
ここで、-p は、ポート番号です。ポート番号を検出するには、/etc/opt/mx/config/
database.props を開いて、hp.database.portNumber のプロパティ値を検索します。
insight_v1_0 は、HP SIM データベースの名前です。データベースの名前を検出するには、/etc/
opt/mx/config/database.props を開いて、hp.database.databaseName のプロパティ値
を検索します。

9. プロンプトが表示されたら、データ ファイルの保存の手順 7 で定義したパスワードを入力します。
10. 適切なファイル管理ユーティリティを使用して、以下の設定ファイルを回復します。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ/etc/opt/mx/config

追加の設定ファイル/var/opt/mx/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリ/etc/opt/hp/sslshare/（HP-UX 用）

/opt/hp/sslshare

（Linux 用）

監査ファイル/var/opt/mx/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）/opt/mx/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書/opt/mx/bin/server_cert.pem

CLI 設定ファイル/opt/mx/bin/CLIClientConfig

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。/var/opt/mx/output

注記：バックアップ プロセス中、ファイル権限が保持される必要があります。Tape Archive（TAR）
ユーティリティは、ファイルの権限を維持します。

11. ツール定義ファイル（TDEF）、管理情報ベース（MIB）、サイン イン プロンプト、およびアクショ
ンなど、HP SIM ディレクトリ ツリーに含まれる、既存のユーザ提供（カスタム）ファイルをすべ
て回復します。
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12. I コマンドラインに mxinitconfig -a と入力して HP SIM を初期化し、データベースと回復設定
ファイルが HP SIM 内で更新されるようにします。

関連プロシージャ

• Windows

関連トピック

• データベースのバックアップと復元

Windows
HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、ネットワーク上のシステムに関して収集した、すべての情
報、およびすべての設定オプションの保存に、Microsoft SQL Server database （MSDE）または Oracle
データベースが使用されます。常に適切なバックアップ スケジュールを使用して、データベースをバッ
クアップしてください。深刻なデータベースの問題が発生した場合は、このバックアップを復元して、
HP SIM を動作状態に戻すことができます。
データベースを復元する必要がある場合は、サービス アプレットから HP SIM サービスを停止した後
で、復元を開始する必要があります。復元が完了した後で、サービスを再起動してください。

HP SIM をインストールしなおす際に、データベースに保存してある情報を維持する場合は、データベー
スをバックアップする必要があります。HP SIM をインストールしなおした後で、HP SIM のインストー
ル中に作成されたデータベースに、前のデータベース バックアップを復元できます。

SQL サーバ データベースのバックアップ
Microsoft SQL Enterprise Manager には、自動手順を含むデータベース バックアップ用のユーティリティ
が内蔵されています。この手順を完全に理解するには、SQL Enterprise Manager で提供されているヘル
プを参照してください。

注記:  保存中に検出プロセスやデータ収集プロセスが発生しないように、HP SIM サービスを停止する
ことをおすすめします。ただし、必要な場合は、HP SIM サービスを、保存プロセスの実行中にそのまま
動作させることもできます。ディレクトリおよびファイルの保存の際には、ファイル権限を維持するた
めのツール（Windows のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

Microsoft SQL Enterprise Manager を使用して HP SIM データベースをバックアップするには、次のよう
に操作します。

1. 任意のファイル管理ツールを使用し、以下のディレクトリとファイルを保存します。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ<SIM>/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリhp/sslshare/

監査ファイル<SIM>/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）<SIM>/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書bin/servercert.pem

CLI 設定ファイルbin/cliclientconfig.cfg

（存在する場合）<SIM>/installpsp

（存在する場合）<SIM>/swmaint

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。<SIM>/output

2. HP SIM ディレクトリ ツリーに含まれる、ツール定義ファイル（TDEF）、管理情報ベース（MIB）、
サインイン プロンプト、アクションなど、ユーザが提供した既存の（カスタム）ファイルを保存し
ます。

3. HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャが使用するカスタム サポート パックがあれば、
保存します。
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4. HP SIM で使用するプラグイン ユーティリティに対応するデータ ファイルがあれば保存します。実
際のファイル名および位置については、該当するプラグイン ユーティリティのマニュアルを参照し
てください。

5. Windows の [スタート] メニューから、Microsoft SQL Enterprise Manager を開きます。
6. 左パネルに表示されるツリーで、[Microsoft SQL Servers] ブランチと [SQL Server グループ] を

展開します。HP SIM データベースの位置にサーバが示されていない場合は、[SQL Server グルー
プ] を右クリックし [SQL Server の新規登録] を選択して [SQL Server 登録ウィザード] ウィンド
ウを開くことで、[SQL Server 登録ウィザード] を起動できます。この手順は、目的のサーバがす
でにリストに示されており、ウィザードが不要であることを前提にしています。

7. HP SIM データベースがあるサーバを選択します。[[ツール]] メニューから [データベースのバック
アップ] を選択します。表示されるダイアログ ボックスで、Insight_v* というデータベースを選
択し、バックアップ オプションとして [データベース全体] を選択します。

8. [登録先] フィールドで、追加をクリックし、データベースのバックアップ コピーを保存する位置
（ディスク、テープなど）を選択し、OK をクリックして、バックアップを開始します。

バックアップによる SQL サーバ データベースの復元
1. HP SIM を再インストールする場合、手順については、『HP Systems Insight Manager installation and

configuration guide for Windows』 を参照してください。HP SIM の再インストールを行わない場合
は、手順 6 に進んでください。
注記：HP SIM は、以前に使用していたものと同じユーザ アカウントで再インストールする必要が
あります。local が使用されていた場合は、ホスト名は変わっていないはずです。

2. 必要に応じて、WMI Mapper、OpenSSH（および使用していた以前のキー）、および System
Management Homepage（SMH）コンポーネントを再インストールします。

3. HP SIM ディレクトリ ツリーの下にある、バックアップしたカスタム ファイル（TDEF、MIB、サイ
ンイン プロンプト、他のアクション）を再インストールします。

4. VCRM が使用する、バックアップ済みカスタム サポート パックを再インストールします。
注記：HP SIM のインストール手順には、Windows 中央管理サーバ（CMS）への VCRM のロードが
含まれます。

5. HP SIM で使用するプラグイン ユーティリティ（および関連付けられたファイル）を再インストー
ルします。

6. HP SIM サービスが実行されている場合は、HP Performance Management Pack などの HP SIM プラ
グイン アプリケーションとともに停止します。

7. 任意のファイル管理ツールを使用し、以下のディレクトリとファイルを復元します。

注記：<SIM> という表記はすべて、HP SIM がインストールされている位置を示す実際のパス名と
置き換えてください。提供されている場合は、[Always replace the file on disk] オプションを必ず
選択してください。

注記：ディレクトリおよびファイルの保存の際には、ファイル権限を維持するためのツール（Windows
のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ<SIM>/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリhp/sslshare/

監査ファイル<SIM>/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）<SIM>/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書bin/servercert.pem

CLI 設定ファイルbin/cliclientconfig.cfg

（存在する場合）<SIM>/installpsp

（存在する場合）<SIM>/swmaint

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。<SIM>/output
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8. Windows コンソールの Windows の [スタート] メニューから、Microsoft SQL Enterprise Manager
を開きます。

9. 左パネルに表示されるツリーで、[Microsoft SQL Servers] ブランチと [SQL Database] を展開し
ます。[データベースの復元] ボックスが表示されます。

10. [データベースの復元] ドロップダウン リストから、復元対象の HP SIM データベースの名前
（Insight_v* など）を選択し、[復元] のタイプとして [データベース] を選びます。

11. [データベースのバックアップを表示] ドロップダウン リストから、使用するバックアップ セット
を選択し、OK をクリックします。データベースの復元が開始され、ダイアログ ボックスに進行状
況が表示されます。

12. config ディレクトリが、HP SIM のインストール位置の設定サブディレクトリにコピーされること
を確認します。

13. コマンド ライン ウィンドウを開いて、mxconfigrepo -c と入力しデータベース エラーがないか
確認します。エラーがある場合は mxconfigrepo -f コマンドを使用して修正し、mxconfigrepo
-c コマンドをもう一度実行して最終確認します。

14. HP SIM サービスおよびプラグイン アプリケーションを起動します。

MSDE データベースのバックアップ
Microsoft Data Engine（MSDE）を使用すると、データ ファイルとトランザクション ログの両方をバッ
クアップできます。障害が発生した場合は、最新データベース バックアップが復元されます。復元が完
了したら、すべての後続トランザクション ログ ファイルに含まれる変更内容を適用し、障害発生前の
最終夜間トランザクション ログがバックアップされたときの状態にデータベースを戻すことができま
す。

MSDE データベースのバックアップでは、Microsoft Access 2000 に Access プロジェクトの [データベー
ス ユーティリティ] メニューの BACKUP コマンドが含まれます。SQL Client Tools をインストールした場
合は、SQL Enterprise Manager を使用して MSDE データベースをバックアップできます。

注記:  保存中に検出プロセスやデータ収集プロセスが発生しないように、HP SIM サービスを停止する
ことをおすすめします。ただし、必要な場合は、HP SIM サービスを、保存プロセスの実行中にそのまま
動作させることもできます。ディレクトリおよびファイルの保存の際には、ファイル権限を維持するた
めのツール（Windows のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

1. 任意のファイル管理ツールを使用し、以下のディレクトリとファイルを保存します。

注記：ディレクトリおよびファイルの保存の際には、ファイル権限を維持するためのツール（Windows
のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ<SIM>/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリC:/hp/sslshare/

監査ファイル<SIM>/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）<SIM>/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書<SIM>/bin/servercert.pem

CLI 設定ファイル<SIM>/bin/cliclientconfig.cfg

（存在する場合）<SIM>/installpsp

（存在する場合）<SIM>/swmaint

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。<SIM>/output

2. 次の TSQL スクリプトを「メモ帳」に貼り付け、myBackup.sql というファイルに保存してくださ
い。この TSQL スクリプトでは、バックアップ ジョブが作成され、sp_start_job が呼び出され
てジョブが実行されます。

注記：次のコードは、MSDE でさまざまなストアド プロシージャを使用してバックアップを実行す
る例です。実際の環境によって異なりますが、データベース名、サーバ名の変更などいくつかの機
能では、何らかのコード修正が必要な場合があります。
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詳細については、http://support.microsoft.com/kb/q241397/ の Microsoft Knowledge ペーパーを
参照してください。

-- この TSQL スクリプトでは、バックアップ ジョブが作成され、sp_start_job が呼び出さ
れてジョブが実行されます。

-- ジョブを作成します。
-- Email アドレス（コメントになっている部分）や 
ポケベルなどを指定できます。
-- このオプションやその他のオプションの詳細については、SQL Books 
Online を参照してください。
   
USE msdb
EXEC sp_add_job @job_name = 'mydbBackupJob',
@enabled = 1,
@description = 'mydbBackupJob',
@owner_login_name = 'sa',
@notify_level_eventlog = 2,
@notify_level_email = 2,
@notify_level_netsend =2,
@notify_level_page = 2
  
-- @notify_email_operator_name = 'email name'

go

-- ジョブ ステップを追加します（データのバックアップ）。

USE msdb
EXEC sp_add_jobstep @job_name ='mydbBackupJob',
@step_name = 'Backup INSIGHT Data',
@subsystem = 'TSQL',
@command = 'BACKUP DATABASE "Insight_v*" TO DISK 
=''c:\INSIGHT.dat_bak''',
@on_success_action = 3,
@retry_attempts = 5,
@retry_interval = 5
   
go

-- ジョブ ステップを追加します（ログのバックアップ）。

USE msdb
EXEC sp_add_jobstep 
@job_name ='mydbBackupJob',
@step_name = 'Backup INSIGHT Log',
@subsystem = 'TSQL',
@command =<command> 'BACKUP LOG "Insight_v*" TO DISK' = 
'c:\INSIGHT.log_bak''',
@on_success_action = 1,
@retry_attempts = 5,
@retry_interval = 5
   
go

--ターゲット サーバを追加します。

USE msdb
EXEC sp_add_jobserver @job_name = 'mydbBackupJob', 
@server_name = N'(local)'
   
-- ジョブを実行します。ジョブをすぐに開始します。

USE msdb
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EXEC sp_start_job @job_name ='mydbBackupJob' 
   
-- ファイルを/mssql/binn フォルダの下にコピーする必要があります。

-- これを実行するコマンドは、OSQL -Smysqlserver です。

-U sa -P パスワードが存在する場合は、パスワードを -i mybackup.sql -nに指定します。

MSDE で使用するファイルの復元
MSDE データベースの復元では、Microsoft Access 2000 に Access プロジェクトの [データベース ユー
ティリティ] メニューの RESTORE コマンドが含まれます。SQL Client Tools をインストールした場合は、
SQL Enterprise Manager を使用して MSDE データベースを復元できます。
MSDE 用のデータ ファイルの復元
1. HP SIM が実行されている場合は、HP SIM サービスを、HP Performance Management Pack などの

HP SIM プラグイン アプリケーションとともに停止します。
2. 任意のファイル管理ツールを使用し、以下のディレクトリとファイルを復元します。<SIM> という

表記はすべて、HP SIM が配置されている位置を示す実際のパス名と置き換えてください。
注記：ディレクトリおよびファイルの復元の際には、ファイル権限を維持するためのツール（Windows
のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ<SIM>/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリC:/hp/sslshare/

監査ファイル<SIM>/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）<SIM>/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書<SIM>/bin/servercert.pem

CLI 設定ファイル<SIM>/bin/cliclientconfig.cfg

（存在する場合）<SIM>/installpsp

（存在する場合）<SIM>/swmaint

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。<SIM>/output

3. 次の TSQL スクリプトを「メモ帳」に貼り付け、myRestore.sql というファイルに保存してくだ
さい。このコードは、復元の実行、バックアップ ジョブの作成、ジョブ実行のための sp_start_job
の呼び出しのために、MSDE で各種ストアド プロシージャを使用する方法の例です。実際の環境に
よって異なりますが、データベース名、サーバ名の変更などいくつかの機能では、何らかのコード
修正が必要な場合があります。

-- この TSQL スクリプトでは、復元ジョブが作成され、sp_start_job が呼び出され 
ジョブが実行されます。
-- ジョブを作成します。
-- Email アドレス（コメントになっている部分）や 
ポケベルなどを指定できます。
-- このオプションやその他のオプションの詳細については、SQL Books 
Online を参照してください。
   
USE msdb
EXEC sp_add_job @job_name = 'mydbRestoreJob',
@enabled = 1,
@description = 'mydbRestoreJob',
@owner_login_name = 'sa',
@notify_level_eventlog = 2,
@notify_level_email = 2,
@notify_level_netsend =2,
@notify_level_page = 2
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-- @notify_email_operator_name = 'email name'

go

-- ジョブ ステップを追加します（データの復元）。

USE msdb
EXEC sp_add_jobstep @job_name ='mydbRestoreJob',
@step_name = 'Restore INSIGHT Data',
@subsystem = 'TSQL',
@command = 'RESTORE DATABASE "Insight_v*" TO DISK 
=''c:\INSIGHT.dat_bak''',
@on_success_action = 3,
@retry_attempts = 5,
@retry_interval = 5
   
go

-- ジョブ ステップを追加します（ログの復元）。

USE msdb
EXEC sp_add_jobstep 
@job_name ='mydbRestoreJob',
@step_name = 'Backup INSIGHT Log',
@subsystem = 'TSQL',
@command =<command> 'RESTORE LOG "Insight_v*" TO DISK' = 
'c:\INSIGHT.log_bak''',
@on_success_action = 1,
@retry_attempts = 5,
@retry_interval = 5
   
go

--ターゲット サーバを追加します。

USE msdb
EXEC sp_add_jobserver @job_name = 'mydbRestoreJob', 
@server_name = N'(local)'
   
-- ジョブを実行します。ジョブをすぐに開始します。

USE msdb
EXEC sp_start_job @job_name ='mydbRestoreJob' 
   
-- ファイルを/mssql/binn フォルダの下にコピーする必要があります。

-- これを実行するコマンドは、OSQL -Smysqlserver です。

-U sa -P パスワードが存在する場合は、パスワードを -i myrestore.sql -nに指定します。

4. コマンド ライン ウィンドウを開いて、mxconfigrepo -c と入力しデータベース エラーがないか
確認します。コマンド mxconfigrepo -f を使用してすべてのエラーを修復し、コマンド
mxconfigrepo -c をもう一度実行して最終確認を行います。

5. HP SIM サービスおよびプラグイン アプリケーションを起動します。

Oracle データベース用のデータ ファイルのバックアップ
以下の手順は、HP SIM で Oracle データベースを使用するシステムのデータ ファイルのバックアップに
ついて説明します。このバックアップ プロセスは、Oracle データベース管理者（DBA）権限を持つユー
ザが行う必要があります。
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注記:  保存中に検出プロセスやデータ収集プロセスが発生しないように、HP SIM サービスを停止する
ことをおすすめします。ただし、必要な場合は、HP SIM サービスを、保存プロセスの実行中にそのまま
動作させることもできます。ディレクトリおよびファイルの保存の際には、ファイル権限を維持するた
めのツール（Windows のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

1. 任意のファイル管理ユーティリティを使用し、以下の設定ファイルのバックアップを取ります。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ<SIM>/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリC:/hp/sslshare/

監査ファイル<SIM>/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）<SIM>/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書<SIM>/bin/servercert.pem

CLI 設定ファイル<SIM>/bin/cliclientconfig.cfg

（存在する場合）<SIM>/installpsp

（存在する場合）<SIM>/swmaint

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。<SIM>/output

注記：<SIM> という表記はすべて、HP SIM がインストールされている位置を示す実際のパス名と
置き換えてください。

2. <SIM>/config/database.props ファイルを開いて、hp.database.username のプロパティ
値を確認します。このバックアップおよび復元プロセスは、Oracle データベース管理者（DBA）権
限を持つユーザが行う必要があります。

3. Oracle データ ファイルをバックアップします（詳細については、Oracle のマニュアルを参照して
ください）。

Oracle で使用するデータ ファイルの復元
以下の手順は、HP SIM で Oracle データベースを使用するシステムのデータ ファイルの復元について説
明します。この復元プロセスは、Oracle データベース管理者（DBA）権限を持つユーザが行う必要があ
ります。

1. 必要に応じて、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual にある『 HP Systems Insight Manager
5.2 インストレーション ガイド』にある HP SIM のインストレーション/コンフィギュレーション
ガイドの説明を参照して、HP SIM を再インストールします。
注記：HP SIM は、以前に使用していたものと同じユーザ アカウントで再インストールする必要が
あります。

2. HP SIM サービスが実行されている場合は、HP Performance Management Pack などの HP SIM プラ
グイン アプリケーションとともに停止します。

3. Oracle のマニュアルの説明に従って、Oracle を再インストールします。
4. 必要に応じて、WMI Mapper、OpenSSH（および使用していた以前のキー）、および SMH コン

ポーネントを再インストールします。

5. HP SIM ディレクトリ ツリーの下にある、バックアップしたカスタム ファイル（TDEF、MIB、サイ
ンイン プロンプト、他のアクション）を再インストールします。

6. VCRM が使用する、バックアップ済みカスタム サポート パックを再インストールします。
注記：HP SIM のインストール手順には、Windows CMS への VCRM のロードが含まれます。

7. HP SIM で使用するプラグイン ユーティリティ（および関連付けられたファイル）を再インストー
ルします。

8. 任意のファイル管理ツールを使用し、以下のディレクトリとファイルを復元します。

注記：<SIM> という表記はすべて、HP SIM がインストールされている位置を示す実際のパス名と
置き換えてください。
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注記：ディレクトリおよびファイルの保存の際には、ファイル権限を維持するためのツール（Windows
のバックアップ ツールなど）を使用する必要があります。

説明ファイルのディレクトリ

設定ファイルのディレクトリ<SIM>/config/

共有 OpenSSL 証明書ディレクトリC:/hp/sslshare/

監査ファイル<SIM>/logs/mx.log

プログラム更新（HP SIM を再インストールする場合に必要）<SIM>/patch

コマンド ライン インタフェース（CLI）が使用する証明書<SIM>/bin/servercert.pem

CLI 設定ファイル<SIM>/bin/cliclientconfig.cfg

（存在する場合）<SIM>/installpsp

（存在する場合）<SIM>/swmaint

（省略可能）ジョブの結果出力を含みます。<SIM>/output

9. HP SIM コマンドの mxoracleconfig を実行して、Oracle データベースを使用するように HP SIM
を設定します。

10. HP SIM サービスおよびプラグイン アプリケーションを起動します。
関連プロシージャ

• HP-UX および Linux

関連トピック

• データベースのバックアップと復元

SSH バイパス プロパティの設定
globalsettings.props には、設定可能な多くのプロパティがあります。これらの設定は、実行環境
に合わせて、HP Systems Insight Manager（HP SIM）の各種設定のパフォーマンスを細かくチューニング
するために使用されます。

SSH バイパスは、中央管理サーバ（CMS）がツールを CMS でローカルに実行する場合に、指定された
ユーザの SSH 接続の設定のオーバーヘッドをバイパスすることによって、パフォーマンスを向上させま
す。また、ローカルで適切に設定されていない SSH による潜在的な問題を解決します。SSH バイパス
は、CMS で排他的に実行されるツールに適用されます。この機能は、HP SIM 4.2 SP2 – Windows で導
入されており、HP-UX および Linux についても HP SIM 5.0 に含まれています。この機能は、HP-UX およ
び Linux の root ユーザと Windows の administrator および installer アカウントについてはデフォルトで
有効になっています。

globalsettings.props で、SSH バイパス プロパティを設定するには、次のように操作します。
1. 次の位置にある、globalsettings.props ファイルを開きます。

• Windows の場合。 通常、C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config\
globalsettings.props にあります。

• HP-UX および Linux の場合。 /etc/opt/mx/config/globalsettings.props にありま
す。

2. 次のプロパティを編集します。

• mx_dtf_ssh_bypass_user。 このプロパティを変更して、SSH バイパス機能のユーザ名
を追加します。各ユーザ名はカンマで区切ってください。Windows ドメイン アカウントにつ
いては、ドメイン名とユーザ名の間に 2 つの円マークが入っている必要があります
（mydomain\\myname など）。たとえば mydomain\\myname を選択します。CMS につい
ての完全な管理者権限を与えたくないユーザ名は追加しないでください。

• mx_dtf_enable_ssh_bypass。 このプロパティを True に設定して、
mx_dtf_ssh_bypass_user にリストされているユーザについて、ほとんどのローカル ツー
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ルの SSH の使用をバイパスします。または、False に設定して、常に、ローカルで実行され
る SSH ツールを使用します。デフォルト設定は True です。

監査ログ
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、すべてのシステム上のすべての HP SIM ユーザにより実行さ
れたすべてのタスクをログに記録します。情報は、中央管理サーバ（CMS）の監査ログ ファイルに保存
されます。HP SIM の監査ログでは、複数の機能を設定できます。たとえば、データをログに記録する
ツール、および最大監査ログ ファイル サイズを指定できます。HP SIM 監査ログは、log.properties
ファイルで設定し、ログに記録するツールを有効または無効に設定する場合は、XML ツール定義ファイ
ルで行います。

HP SIM 監査ログの設定
HP SIM 監査ログの設定は、コマンド ライン インタフェース（CLI）から実行します。root または
Administrator としてサインインしてください。
詳細については、「監査ログ ファイルの設定」を参照してください。

ツール定義ファイルの設定

XML ツール定義ファイルには、単一システム対応（SSA）コマンド ツールとマルチシステム対応（MSA）
コマンド ツールのログを無効にするオプションがあります。コマンド要素のログ属性では、コマンドの
結果を HP SIM ログ ファイルに出力するかどうかを指定します。コマンド出力はデフォルトでログに記
録されます。

log.properties ファイルの設定
log.properties ファイルが次のディレクトリに存在しない場合は、ファイルを作成して log.properties
という名前を付ける必要があります。このファイルが存在しない場合、またはファイル内で変数が定義
されていない場合、HP SIM はデフォルト値を使用します。
詳細については、「監査ログ ファイルの設定」を参照してください。
関連トピック

• 監査ログの表示

監査ログの表示

HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、すべてのシステム上のすべての HP SIM ユーザにより実行さ
れたすべてのタスクをログに記録します。情報は、中央管理サーバ（CMS）の監査ログ ファイルに保存
されます。

注記:  監査ログ ファイルを直接読み取るには、root または Administrator、あるいは管理者権限がある
ユーザとしてサインインする必要があります。

HP SIM 監査ログを表示して、CMS で記録された情報を確認するには、次のように操作します。
1. [タスク & ログ]→[HP SIM 監査ログの表示] を選択します。[監査ログ] ページが表示されます。
2. 次のうちいずれかのオプションを選択し、表示するログ エントリを選択します。

• [最新の 40 エントリ]。最新ログ エントリ数を選択して表示するには、これを選択します。デ
フォルトは、40 個の最新ログ エントリを表示するように設定されています。

• [検索開始エントリ " 検索終了エントリ "]。ログ エントリのうちインデックス付けし た範囲を
表示するには、このオプションを選択します。

3. すぐに表示をクリックします。要求したログ エントリが表示されます。

ログの内容

HP SIM 監査ログには、次の情報がこの順序で含まれます。監査ログ エントリでは、すべてのフィール
ドの前にログ エントリ キー @!@ が付きます。

• タイム スタンプの日付、時刻、タイム ゾーン
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• カテゴリ

• 結果

• アクション

• オブジェクト タイプ

• オブジェクト タイプ記述子

• レベル

• セッション ユーザ ログイン名

• （省略可能）セッション ID

• （任意）トランザクション ID

• （任意）セッション ユーザの完全ユーザ名

上のフィールドは 1 行に表示されます。ログ エントリに関するメッセージや追加情報が存在する場合
は、次の行に表示されます。

HP SIM 監査ログの例を以下に示します。
@!@0.2006-07-11 18:21:50 MDT,CONFIG,SUCCESS,ADD,TASK,Default Automatic
Discovery,SUMMARY,mxadmin,0,11,

@!@0.2006-07-11 18:22:06 MDT,CONFIG,SUCCESS,MODIFY,TASK,Initial Hardware Status
Polling,SUMMARY,mxadmin,0,12,

@!@0.2006-07-11 18:51:01
MDT,CONFIG,SUCCESS,ADD,AUTHORI,MX_AUTH,SUMMARY,jsmith,590,1186800129,

John Smith Added authorization for user djones with a toolbox of Monitor Tools
for All Managed Systems.

@!@,2006-02-23 13:15:43 CST, CONFIG, SUCCESS, ADD, AUTHORIZATION, NODE_GROUP,
SUMMARY, VIVO\djones, 6866, 351185188, Added automatically updating
authorization for user VIVO\djones with a toolbox of Monitor Tools for All
Storage Systems 001.

@!@,2006-02-23 13:15:43 CST, CONFIG, SUCCESS, ADD, NODE_GROUP, All Storage
Systems 001,SUMMARY,VIVO\djones,6866,351185185, Automatic update is true/false.

@!@,2006-02-27 11:05:42 CST, CONFIG, SUCCESS, MODIFY, NODE_GROUP, All Storage
Systems 001,SUMMARY,VIVO\djones,6904,1029055411, Automatic update is true/false.

@!@,2006-02-27 11:05:42 CST, CONFIG, SUCCESS, MODIFY, NODE_GROUP, All Storage
Systems 001,SUMMARY,VIVO\djones,6904,1029055411, Automatic update is true/false.

@!@,2006-02-27 11:05:42 CST, CONFIG, SUCCESS, MODIFY, NODE_GROUP, All Storage
Systems 001,SUMMARY,VIVO\djones,6904,1029055411, Automatic update is
true/false.Added EVASAN01.Removed EVASAN99.

関連トピック

• 監査ログ

監査ログ ファイルの設定
監査ログ ファイルを、ユーザが指定したディレクトリに配置されるように設定してください。
監査ログを設定するには、次のように操作します。

1. Windows の場合は、path.properties という名前のファイルを C:\Program Files\HP\
Systems Insight Manager\config に作成します。
Linux と HP-UX の場合は、

2. Windows では、path.properties ファイルに次のエントリを追加します。LOG=\\Auditlog\\Logs
または LOG=C:/Auditlog/Logs

HP-UX では、path.properties ファイルに次のエントリを追加します。LOG=/var/opt/mx/logs
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注記： C:\\Auditlog\\Log は、Windows の例として挙げたものです。このパスは、ユーザに
よって定義されます。

注記： /var/opt/mx/logs は、HP-UX の例として挙げたものです。このパスは、ユーザによって
定義されます。

3. Linux と HP-UX の場合は、  Windows の場合は、HP SIM サービスを再起動します。 サービスを再
起動すると、path.properties ファイルで指定したディレクトリに、mx.log という名前の新し
いログ ファイルが常駐します。

log.properties ファイルでは、次のように 5 つの変数を定義できます。

• MX_LOG_FILENAME は、ファイル名を表します。デフォルトでは、"MX_LOG_FILENAME=mx"で
す。

• MX_LOG_FILEEXT は、ファイル拡張子を表します。デフォルトでは、"MX_LOG_FILEEXT=log"で
す。

• MX_LOG_FILESIZE は、ファイルの最大サイズを表します。デフォルトで
は、"MX_LOG_FILESIZE=20"です。

• MX_LOG_ROLLFILEEXT は、ロール オーバ名のファイル拡張子を表します。デフォルトで
は、"MX_LOG_ROLLFILEEXT=old"です。

• MX_LOG_QUEUESIZE は、監査ログに書き込む項目をキューに入れるために割り当てるメモリ量を
表します。デフォルトでは、"MX_LOG_QUEUESIZE=300"です。

ファイルの最大サイズは、メガバイト単位で設定されます。

監査ログ ファイルが最大サイズに達すると、ログ ファイルの拡張子が MX_LOG_ROLLFILEEXT に変更
されて、新しいファイルへの書き込みが開始されます。前バージョンのファイルがすでに
MX_LOG_ROLLFILEEXT 拡張子に変更されていた場合は、そのファイルは、監査ログ ファイルの自動
ロール オーバになります。ロール オーバは、実行中のタスクの完了後に行われます。ただし、最大ファ
イル サイズを超えてから 1 時間が経過してもタスクが完了しない場合は、監査ログ ファイルは別のファ
イルにロール オーバされます。

注意: キュー サイズの変更は慎重に行ってください。キュー サイズの設定値が大きすぎると、ログ マ
ネージャにより大量のシステム メモリが消費される可能性があります。

log.properties ファイルに加えた変更は、ログ マネージャ デーモンを再起動するまでは有効になり
ません。Windows の場合は、HP SIM サービスを再起動してください。Linux と HP-UX の場合は、ログ
マネージャを再起動してください。

注記:  デフォルトの場合、Linux と HP-UX では、ログ ファイルのパスが /var/opt/mx/logs に設定
されます。このパスは、/etc/opt/mx/config/path.properties ファイルの LOG の値を編集する
ことにより、設定できます。このプロパティ ファイルがない場合は、作成する必要があります。Windows
の場合、デフォルトの場所は、製品がインストールされているディレクトリの logs サブディレクトリ
です。

関連トピック

• 監査ログ

• 監査ログの表示

globalsettings.props ファイルのプロパティ
globalsettings.props には、設定可能な多くのプロパティがあります。これらは HP Systems Insight
Manager（HP SIM）の機能を制御します。

警告!  これらの設定への変更は、必ず、上級ユーザが自分の環境の本番でない状況でテストした後で、
行ってください。パラメータの多くは、HP SIM の機能に悪影響を与えるように変更される可能性があり
ます。

globalsettings.props のプロパティ値の表示および修正には、mxglobalsettings コマンドの使
用をおすすめします。このコマンドにより設定の表示や値の修正が可能になり、手動でのファイル編集
に関わるリスクも軽減されます。
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たとえば、ip_pint_timeout 設定を確認するには、コマンド ライン インタフェース（CLI）に次のコ
マンドを入力します。

mxglobalsettings -ld ip_ping_timeout

以下の情報が表示されます。

ip_ping_timeout = 3

ip_pint_timeout 設定を修正するには、コマンド ライン インタフェース（CLI）に次のコマンドを入
力します。

mxglobalsettings -s ip_ping_timeout=4

注記:  設定により異なりますが、変更を有効にするために HP SIM を再起動しなければならない場合
があります。

mxglobalsettings コマンドの使用について詳しくは、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/
management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference
Guide』 を参照してください。

説明デフォルトプロパティ

checkedaccept_known_check_state

*accept_range_string

notaccept_unknown_check_state

enabledAllowAltIpForTrap

classes/mxclient.jar,classes/XEjgl3.1.0.jarapplet_archive_tag

ui/classes/mxclient.jar,ui/classes/XEjgl3.1.0.jarapplet_archive_tag_appframe

3.2.0.0,3.2.0.0,3.2.0.0applet_versions_tag

AllauditSetting

自動サインインを有効にするかどうかを決
定します。有効にすると、デスクトップに
ログオンした Windows ユーザは自動的に
HP SIM にサインインできます。

enabledAutomaticSignIn

falsebypassBrowserCheck

0CertificateExpirationCriticalStart

10CertificateExpirationMajorStart

30CertificateExpirationMinorStart

CMX データ コレクタ用のプール内のス
レッドの数です。デフォルト値は、数百の
クラスタを余裕をもってサポートできる値
でなければなりません。ただし、数百のク
ラスタがある場合にスレッドを追加するこ
ともできます。そうしないと、多くのクラ
スタの応答が遅くなるか頻繁にオフライン
になります。

2ClusterCollectorThreadCount

false に設定すると、クラスタ ステータス
は、MSCS クラスタ ステータスのみで構
成されます。

trueClusterStatusWithThresholds

2CMSDeviceKey

デフォルトでは、CMS ロケールは、環境
によって決定されます。CMS によって使
用されるロケールが希望するロケールと異
なる場合は、このプロパティを適切なロ
ケールに修正して、CMS ロケールを変更
することができます。

CMSLocale

3600compaq.dataCollection.retryInterval

15compaq.OperationalGroup.buildInterval
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説明デフォルトプロパティ

900compaq.SWComponents.PollingInterval

変更しないでくださいFFIOConstructionQueue

システムからデータを取得するときのデー
タ収集タスクの間隔。前回の収集がこの間
隔内であれば、更新された情報をシステム
から取得しないようにタスクに指示しま
す。

600DataCollectionDetachedMemSize

60DataCollectionInitiatorTimeout

15DataCollectionMinIntervalMinutes

24DataCollectionRetryTimeoutHours

3DataCollectionThreadCount

MSQLdbType

60DC_Abandon_Latency

0deleteStatus

「デモ」で使用中のステータス ポーリン
グ、データ収集などのさまざまな間隔を無
効にします。

disabledDemo_Mode

900Detached_DC_Timeout

\rdiscard_range_string

検出フィルタが有効かどうかを示します。disabledDiscFilterState

適用されているすべての検出フィルタをリ
ストします。

Server,Switch,Cluster,Printer,MgmtProc,
Rack,Enclosure,Complex,Partition,Storage,OnlyMgmt

DiscFilterTypes

yesdiscoveryConfigured

変更しないでくださいenabledDiscoveryGuidCheck

checkeddmi_check_state

checkeddmi_register_for_indications

0dmi_retries_default

1dmi_timeout_default

5DMIStatusPollingThreadCount

5download_delay

変更しないでください16DTFMaxNoFiles

このプロパティは、AutoUpdate バックグ
ラウンド プロセス タスクが実際に実行さ
れるかどうかを制御します。このプロパ
ティが globalsettings.props に存在
しない場合は、デフォルトで、AutoUpdate
バックグラウンド タスクが有効になりま
す。

yesDynamicAuthorizations_AutoUpdateDefaultValue

このプロパティは、動的認証のために実装
された新しいラジオ ボタンのデフォルト
選択を設定します。値が「true」の場合は
[Auto Update enabled (tracking on)] ラジオ
ボタンが事前に選択され、値が「false」の
場合は [Auto Update disabled (tracking off)]
ラジオ ボタンが事前に選択されます。

trueDynamicAuthorizations_AutoUpdateEnabled
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説明デフォルトプロパティ

このプロパティは、AutoUpdate バックグ
ラウンド タスクが実行される際の間隔を
制御します。このプロパティに割り当てら
れる数値は、秒単位です。このプロパティ
が globalsettings.props に存在しな
い場合は、Dynamic Authorization Auto
Update ツールの XML ファイルで指定され
ているデフォルト値（600 秒または 10
分）が間隔値として使用されます。

300DynamicAuthorizations_AutoUpdateIntervalSeconds

mail@domain.comEmailFromAddress

mail@domain.comEmailHostName

$Tsdesc\#Event Name\:\#
$Dname\#Event originator\:\#
$Tnotsev\#Event Severity\:\#
$Trcvd\#Event received\:\# $Hdr
$Tdesc\#Event description\:\# $Hdr
詳細については、「Email 設定の指定」
の「EmailKeywords」の項を参照してく
ださい。

EmailKeywords

testEmailLogin

true に設定すると、[Email の設定] ページ
のユーザ定義情報が、電子メール メッセー
ジの件名行の最初に挿入されます。このフ
ラグが false に設定されると、HP SIM 定義
の情報が電子メール メッセージの件名行
の最初に挿入されます。

falseEmailPrefixUserSubject

trueEmailRequiresAuth

falseEnableMyCustomTools

タイムアウト オプションを監視に設定す
ると、HP SIM セッションが継続し、ブラ
ウザを閉じるか別のサイトを表示しない限
り、継続して更新されます。ブラウザを閉
じると、セッションはすぐに終了します。
別のサイトを表示すると、HP SIM によっ
て 20 分後にサイン アウトされます。

trueEnableSessionKeepAlive

falseEtnaEnabled

exclusion_range_string

exclusion_range_string_default

ForwardingIPAddress

20HardwareStatusPollingThreadCount

trueHasAddedCMSWMIProxy

checkedhttp_check_state

1http_request_retries

15http_request_timeout

0http_retries_default

1http_timeout_default

変更しないでください6IconView_NumberOfColumns

変更しないでください10IdentificationDiscoveryThreadCount

変更しないでください8IdentificationTaskThreadCount

inclusion_range_string

inclusion_range_string_default

instrumentation_locale_language
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説明デフォルトプロパティ

checkedip_check_state

checkedip_ping_check_state

1ip_ping_retries

1ip_ping_retries_default

3ip_ping_timeout

3ip_ping_timeout_default

NOTipx_check_state

変更しないでくださいyesLockdownModuleInstalled

変更しないでください-1MaxRowsPerCategory

変更しないでください-1MaxRowsPerReport

変更しないでくださいtrueMergeHelpTempRemove

このプロパティを True に設定して、
mx_dtf_ssh_bypass_user にリストさ
れているユーザについて、ほとんどのロー
カル ツールの SSH の使用をバイパスしま
す。または、False に設定して、常に、
ローカルで実行される SSH ツールを使用
します。

truemx_dtf_enable_ssh_bypass。

変更しないでください86400000mx_dtf_password_ expire_time

このプロパティを変更して、SSH バイパス
機能のユーザ名を追加します。各ユーザ名
はカンマで区切ってください。Windows
ドメイン アカウントについては、ドメイ
ン名とユーザ名の間に 2 つの円マークが
入っている必要があります
（mydomain\\myname など）。たとえば
mydomain\\myname を選択します。CMS
についての完全な管理者権限を与えたくな
いユーザ名は追加しないでください。

mx_dtf_ssh_ bypass_user

このプロパティを設定して、アイドル状態
の SSH 接続が切断されるまでの時間を設
定します。

1 hourmx_dtf_sshconn_expire_time

C.05.00.02.00MxVersionNumber

1NetworkRetries

5NetworkTimeout

これは、自動検出、ハードウェア ステー
タス ポーリング、ping ツール、およびシ
ステムの可用性を確認する必要があるその
他のツールで使用されるポートの設定に使
用します。

80NodeReachablePort

30OracleConnectionRetryWaitInSeconds

3OracleMaxConnectionRetries

変更しないでください100PageSizeThresholdTree

変更しないでください100PageSizeTree=100

$Dname\#\# $Tsdesc\#\#PagingKeywords

,PagingLineSeparator

\nPagingLineTerminator

500PagingSizeTable

500PagingThresholdTable=500

noprotocol_debug_data
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説明デフォルトプロパティ

160remoteWakeup_timeout

20ReportRefreshCount

3ReportRefreshInterval

90RetainHistoricalData TimeInDays

[True] に設定すると、このフィールドは、
システムおよびイベント ステータス情報
が RSS ニュースリーダやアプリケーショ
ンで読むことができます。プロパティが
globalsettings.props ファイルにリ
ストされていない場合は、無効になってい
るので [True] 設定
（rssFeedEnabled=true）になるよう
に追加しなければなりません。詳細につい
ては、「システム ステータス パネルの拡
大」を参照してください。

使用できませんrssFeedEnabled

yesServiceComponentExist

noServiceEnable

yesServiceFirstTime

ServiceProviderName

ServiceProviderURL

checkedseverity_critical_check_state

checkedseverity_informational_check_state

checkedseverity_major_check_state

checkedseverity_minor_check_state

trueshowFtw

checkedsnmp_check_state

1snmp_retries

1snmp_retries_default

4snmp_timeout

4snmp_timeout_default

publicSnmpCommunityString

privateSnmpControlCommunityString

trueSnmpSaveOrigTrapForForwarding

NOTsnmpTrapDisc_enabled_state

162SnmpTrapPortAddress

3SoftwareVersionDataCollectionThreadCount

10800Storage_DC_Timeout

falsesuspend_storage_dataCollection

10SWDeploymentDownLoadTimeoutInMinute

10SWDeploymentMaxDownloadDevices

15SWDeploymentThreadCount

120SWDeploymentTimeoutInMinutes

10SWDeploymentWakeDeviceThreadCount

trueswitch_code_wakeup

22Systems_List_Table-Cut_Off
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説明デフォルトプロパティ

変更しないでくださいen-USTargetCharacterMapEncoding_DefaultLocale

変更しないでくださいISO-8859-1TargetCharacterMapEncoding_en_HPUX

変更しないでくださいUTF-8TargetCharacterMapEncoding_en_LINUX

変更しないでくださいUTF-8TargetCharacterMapEncoding_en_SUSELINUX

変更しないでくださいwindows-1252TargetCharacterMapEncoding_en_WINNT

変更しないでくださいShift-JISTargetCharacterMapEncoding_ja_HPUX

変更しないでくださいx-EUC-JP-LINUXTargetCharacterMapEncoding_ja_LINUX

変更しないでくださいUTF-8TargetCharacterMapEncoding_ja_SUSELINUX

変更しないでくださいShift-JISTargetCharacterMapEncoding_ja_WINNT

変更しないでください437TargetCodePage_Cp437_WINNT

変更しないでください437TargetCodePage_ISO-8859-1_WINNT

変更しないでください932TargetCodePage_Shift-JIS_WINNT

変更しないでください1252TargetCodePage_windows-1252_WINNT

変更しないでください932TargetCodePage_windows-31j_WINNT

変更しないでくださいUSTargetLangCountry_en

変更しないでくださいJPTargetLangCountry_ja

変更しないでくださいeucJPTargetLangEncoding_EUC-JP_HPUX

変更しないでくださいeucjpTargetLangEncoding_EUC-JP_LINUX

変更しないでくださいiso88591TargetLangEncoding_ISO-8859-1_HPUX

変更しないでくださいiso885915TargetLangEncoding_ISO-8859-1_LINUX

変更しないでくださいSJISTargetLangEncoding_Shift-JIS_HPUX

変更しないでくださいSJISTargetLangEncoding_Shift-JIS_WINNT

変更しないでくださいutf8TargetLangEncoding_UTF-8_HPUX

変更しないでくださいutf8TargetLangEncoding_UTF-8_LINUX

変更しないでくださいutf8TargetLangEncoding_windows-1252_WINNT

変更しないでくださいeucjpTargetLangEncoding_x-EUC-JP-LINUX_LINUX

証明書の有効期限までの日数を確認し、信
頼証明書の有効期限が迫っていることを示
すマイナー イベントを送信します。

30 日TrustedCertificateExpirationMinorStart

証明書の有効期限までの日数を確認し、信
頼証明書の有効期限が迫っていることを示
すメジャー イベントを送信します。

10 日TrustedCertificateExpirationMajorStart

証明書の有効期限までの日数を確認し、信
頼証明書の有効期限が迫っていることを示
すクリティカル イベントを送信します。

0 日TrustedCertificateExpirationCriticalStart

変更しないでくださいfalseUsing_Collection_Obj

変更しないでくださいtrueUsing_Customize_Collection_UI

40000UXDMI_Register_Timeout

40000UXDMI_Unregister_Timeout

1000WBEM_Connection_Timeout

300000WBEM_Data_Collection_Timeout

WBEM イベントが受信されるポートの設
定に使用されます。

50004WBEM_Indications_Listener_Port
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説明デフォルトプロパティ

enabledwbemEnableState

falseWBEMnonSSLEnabled

trueWBEMSLPEnabled

WBEM ハードウェア ステータス ポーリン
グの回避に使用されます。

EnabledWBEMStatusPollingBypass

60WBEMTimeOut

変更しないでください10WebServerThreadCount

管理者WindowsAdminUserName

systemName\usernameWindowsInstallUserName

systemName\usernameWindowsServiceUserName

globalsettings.props ファイルのプロパティ 621
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第16章 トラブルシューティング
ブレード自動イベント処理認証

CIMOM証明書ブラウザ

CollectionクラスタCLI

データベースカスタム ツールエージェントの設定および修復

Firefoxイベント/SNMP トラップ検出

HP Service Essentials Remote Support Pack一般的な問題ファームウェア アップグレード

識別HTTP イベントHP SIM

インストールInternet ExplorerIntegrated Lights-Out（iLO）

メニューログIP アドレス

ポケベル通知オペレーティング システムOpenSSH

印刷機能pingパスワード

エージェント設定のレプリケートプロトコルプロパティ ページ

セキュリティ検索応答

SMI-S プロバイダサインインServiceguard Manager

ストレージ システムソフトウェア ステータスSNMP エージェント

システム プロパティシステムスイッチ

ツールタイムゾーンタスク

仮想マシンVirtual Machine Management PackVCRM

WMIMapperWindows NT イベント ログWBEM イベント

認証
HP Systems Insight Manager（HP SIM）が正常に実行されていたが、HP SIM を実行しようとすると、コ
ンソールに次のようなエラー メッセージが表示される。認証の失敗またはデータベース アクセス エラー
解決策：この問題を解決するには、ドメイン ネーム サービス（DNS）サーバで、HP SIM が使用する
ネットワーク アドレスを CMS のホスト名と正しく関連付けられていることを確認します。DHCP サー
バを使用して中央管理サーバ（CMS）の IP アドレスを割り当てている場合は、IP アドレスを静的に割
り当てます。HP SIM のホスト名を変更することはできません。

自動イベント処理
自動イベント処理メッセージの一部が文字化けする。

解決策：Microsoft Exchange Server の古いバージョン（たとえば、5.5）を実行するシステムで、HP SIM
のイベント ハンドラから送信される HTML Email メッセージを開くと問題が発生する場合は、Microsoft
Exchange Server を更新して、CP1252 キャラクタ セットをサポートするようにし、CP1252 を US-ASCII
にマッピングします。詳細については、http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;184772
を参照してください。

ブレード
HP SIM HP BladeSystem Integrated Manager ビューに、Cisco Gigabit Ethernet スイッチを搭載するブレー
ド エンクロージャが表示されない。
解決策：同じエンクロージャに、HP SIM で検出され HP ProLiant Support Pack 7.5.1 以上を搭載するブ
レードが少なくとも 1 つ存在する必要があります。
Insight マネジメント エージェント 7.40B を搭載する VMWare ESX 2.5.2 を実行する BL25p G1 サーバ
で、ブレードに問題がないにもかかわらず、HP SIM が [HS] 列に メジャーステータスを表示する。ま
た、SMH が起動するとき、各コンポーネントのステータスが緑色になる。
解決策：VMWare ESX Server 用の Insight マネジメント エージェント 7.4.1A 以降をインストールして
ください。
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HP SIM を使用して HP BladeSystem Integrated Manager サーバに接続しても、HP SIM CMS が HP
BladeSystem Integrated Manager サーバ用の SMH を表示しない。また、ポート 2301 または 2381 で直
接通信しない。

解決策：システムでブラウザのセキュリティ設定またはファイアウォールを調べてください。あるいは
スイッチを調べてください。システムの SMH の表示に iLO リモート コンソールを使用できる場合、ア
クセスは妨害されます。

Windows システムでファイアウォールを設定するには、次のように操作します。
1. [スタート]→[設定] [コントロール パネル] の順に選択します。
2. [Windows ファイアウォール] をダブルクリックします。ファイアウォールの設定ウィンドウが開

きます。

3. [例外] を選択します。
4. ポートの追加をクリックします。

製品名およびポート番号を入力する必要があります。

ファイアウォール保護に、次の例外を追加します。

ポート番号製品

2301HP SMH の非セキュア ポート：

2381HP SMH のセキュア ポート：

5. OK をクリックして、設定を保存し [ポートの追加] ダイアログ ボックスを閉じます。
6. OK をクリックして、設定を保存し [ポートの追加] ダイアログ ボックスを閉じます。
Linux でファイアウォールを設定するには、次のように操作します。
ファイルウォールの設定方法は、インストールされている Linux のバージョンによって異なります。
Red Hat Linux Enterprise 3 および 4 の場合

以下では、Red Hat Enterprise Linux 3 および 4 で /etc/sysconfig/iptables ファイルに記述される
iptables ファイアウォール規則の例を示します。
# Firewall configuration written by redhat-config-securitylevel

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]

-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT

-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT

-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

COMMIT

以下では、Red Hat Enterprise Linux 3 で、SMH へのアクセスを可能にする iptables ファイアウォール規
則（/etc/sysconfig/iptables ファイル）の新しい値を示します。
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# Firewall configuration written by redhat-config-securitylevel

# Manual customization of this file is not recommended.

*filter

:INPUT ACCEPT [0:0]

:FORWARD ACCEPT [0:0]

:OUTPUT ACCEPT [0:0]

:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]

-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT

-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT

-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2301 -j
ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2381 -j
ACCEPT

-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

COMMIT

SuSE Linux Enterprise Server

SuSE Linux Enterprise Server 8 および 9 のファイアウォールは、YAST2 ユーティリティを使用して設定
します。

ファイアウォールを設定するには、次のように操作します。

1. YAST2 ユーティリティで、[Security & Users]→[Firewall] の順に選択します。[Firewall
Configuration (Step 1 of 4):Basic Settings] ウィンドウが表示されます。

2. 次へをクリックします。[Firewall Configuration (Step 2 of 4):Services] ウィンドウが表示されま
す。

3. [Additional Services] フィールドに、2301:2381 と入力して、次へをクリックします。[Firewall
Configuration (Step 3 of 4):Features] ウィンドウが表示されます。

4. 次へをクリックします。[Firewall Configuration (Step 4 of 4):Logging Options] ウィンドウが表
示されます。

5. 次へをクリックします。設定とアクティブなファイアウォールを保存するかどうかを確認するダイ
アログ ボックスが表示されます。

6. Continue をクリックします。ファイアウォールが設定され、ユーザの設定が保存されます。
HP SIM で新しく起動したブレードを確認できない。
解決策：そのブレードで、CMS が SNMP トラップの受信先として設定されていることを確認します。
SNMP トラップの宛先を Windows 2000 で設定するには、次のように操作します。
1. [スタート]→[プログラム]→[管理ツール]→[サービス] を選択し、[SNMP Service] をダブルクリッ

クします。

[SNMP Service のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [トラップ] をクリックします。
3. public などのコミュニティ名を入力します。
4. 一覧に追加をクリックします。
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5. ダイアログ ボックスの最下部で 追加をクリックします。
[SNMP サービスの構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

6. エンタープライズ管理ステーションのホスト名か IP アドレスを入力し、追加をクリックします。
SNMP トラップの宛先が追加されます。

7. 変更内容を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OK をクリックします。
SNMP トラップの宛先を HP-UX で設定するには、次のように操作します。
1. テキスト エディタを使用し、次のファイルを開きます。

/etc/snmpd.conf

2. snmpd.conf ファイルの末尾に、次の情報を挿入します。
trap-dest: X.X.X.X

X.X.X.X は、エンタープライズ管理ステーションの IP アドレスで置き換えてください。

3. snmpd.conf ファイルを保存して閉じます。
4. シェル コマンド プロンプトに以下を入力し、SNMP デーモンを停止します。

ps -ef | grep snmpd

kill -9 PID

PID は、前のコマンドで返されたプロセス ID で置き換えてください。

5. シェル コマンド プロンプトに以下を入力し、SNMP デーモンを再起動します。
snmpd

ブラウザ
CMS が「Communication with the HP SIM server has been lost（HP SIM サーバとの通信が切断されまし
た）」というエラー メッセージを表示する。
HP SIM のポータルは、中央管理サーバ（CMS）に依存してすべての要求に迅速に応答します。

• 1 つの要求に対する CMS の応答が遅くなると、その間、ブラウザのパフォーマンスが大幅に低下
することがあります。

• 2 つの要求に対する CMS の応答が遅くなると、以降のブラウザ操作ではブラウザが完全にロック
したような状態になります。ブラウザは未処理の要求が 2 つ未満になるまで次の要求を送信しませ
ん。

• ping のような要求を連続して 4 つ送信するケースを考えてみましょう。たとえば、要求がキュー
に入れられるか CMS の応答が遅いため、各要求の完了までに 30 秒以上かかるとします。このケー
スでは、CMS が他のブラウザ セッションに応答できる場合でも、ブラウザは「Communication with
the HP SIM server has been lost（HP SIM サーバとの通信が切断されました）」メッセージを表示し
ます。

LAN では、ブラウザはほとんどの要求で CMS の応答を 10～100 ミリ秒以内に受け取ります。これは
ほとんど瞬間的です。データベース クエリや 2 次的なネットワーク通信を含む要求への応答には数秒か
かることがあります。

応答時間がとくに目立って延びる状況はいくつかあります。次に例を示します。

• システムまたはイベントの大規模な収集の表示。

• 特別な/カスタム データベース クエリ（予想できないほど長い時間がかかります）。

• データベースなどの共有リソースに多くのユーザが同時にアクセスする場合。

解決策：サーバ接続の最大数は、Internet Explorer でも FireFox でも増やすことできます。接続の最大数
は、デフォルトでは 2 です。この数は、数百に増やすことができますが、10 までの値を指定すること
をおすすめします。詳細については、以下を参照してください。

• Internet Explorer の場合：http://support.microsoft.com/kb/282402/

• Firefox の場合：http://kb.mozillazine.org/Network.http.max-persistent-connections-per-server
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HP SIM がインストールされた Linux システム上の System Management Homepage にアクセスしようと
すると、複数のブラウザ警告メッセージを受け取る。

解決策：

1. ターミナル ウィンドウを開きます。
2. コマンド プロンプトで次のように入力します。

cp /etc/opt/hp/sslshare/* /opt/hp/sslshare

3. Enter キーを押します。
4. コマンド プロンプトで次のように入力します。

service hpsmhd restart

5. Enter キーを押します。
HP Insight マネジメント エージェントがインストールされている Linux または HP-UX の CMS にアクセ
スすると、Insight マネジメント エージェントをクリックした時点で [セキュリティ アラート] ダイアロ
グ ボックスが表示される。
解決策：OpenSSL の設定が正しく行われていないため、マネジメント HTTP サーバの証明書が、HP SIM
の証明書で上書きされていません。Linux では、OpenSSL は、必ず /usr/bin/ディレクトリにインス
トールしてください。HP-UX では、OpenSSL は、必ず、/opt/openssl/bin/ディレクトリにインス
トールしてください。OpenSSL を正しいディレクトリにインストールしてから、新しい HP SIM 証明書
を作成すると、この問題が解決します。

ログインしている HP SIM サーバ上に存在する Insight マネジメント エージェントへのシステム リンク
をクリックすると、システム ページにセキュリティ アラートが表示される。
解決策 1：証明書の名前がサイトの名前と一致しないというセキュリティ アラートの場合は、システム
へのリンクがシステム証明書の名前と同じフォーマットを使用するように、HP SIM の設定を変更できま
す。システムの証明書を表示して、使用されている名前フォーマットを確認し、次の操作を行います。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] をクリックします。[システム リンク設定]
ページが表示されます。

2. 次のオプションから選択します。

• [システム名を使用]。システム名を使用するには、このオプションを選択します。

• [システムの IP アドレスを使用]。システム IP アドレスを使用するには、このオプションを選
択します。複数のアドレスを含むシステムの場合は、複数のリンクを入力できます。

• [システムの DNS 名（フル）を使用]。システムの完全ドメイン ネーム サービス（DNS）名を
使用するには、このオプションを選択します。

注記：HP-UX または Linux 中央管理サーバ（CMS）で HP SIM を新しくインストールした場合は、
デフォルトで [システムの DNS 名（フル）を使用] が指定されます。Windows の新規インストール
では、デフォルトで [システム名を使用] が設定され、アップグレードの場合は、オペレーティング
システムとは関係なく既存の設定が維持されます。

注記：検出中には、完全システム DNS 名を使用できる場合、これがプライマリ ルックアップ キー
として使用されます。完全システム DNS 名が使用できない場合は、IP アドレスが使用されます。
注記：システムに複数のネットワーク インタフェースがある場合、[システム名を使用] を選択する
と、宛先ごとに 1 つのリンクのみがシステムに提供され、[システムの IP アドレスを使用] を選択
すると、複数のリンクがシステムに提供されます。

3. 変更内容を保存して適用するには、OK をクリックします。
システムの証明書が、ネットワーク上で正しく解決されない名前フォーマットを使用している場合は、
正しく解決されるリンク フォーマットを選択してください。このケースでは、システムの証明書をブラ
ウザの信頼済みリストにインポートしている場合でも、この名前の不一致の警告が表示されます。これ
を防止するには、Internet Explorer 6.0 SP1 でオプションを無効にします。これを行うには、[ツール]→[イ
ンターネット オプション] を選択し、[詳細設定] タブを選択します。[セキュリティ設定] で、[無効なサ
イト証明書について警告する] の選択を解除します。ただし、これは推奨手順でなく、実際のセキュリ
ティ ポリシーとガイドラインに従って慎重に検討する必要があります。
ブラウザの [無効なサイト証明書について警告する] を無効にすると、アクセスしている HP SIM サーバ
または管理対象システムを正しく識別する機能が低下し、Web ベース管理製品と関係がない任意の外部
または内部のインターネット サイトを正しく識別する機能も低下します。
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解決策 2：信頼されていない証明書や無効な証明書のようなその他の理由でセキュリティ アラートが出
る場合の詳細については、「ブラウザ」を参照してください。

インストールが完了した後に HP SIM にアクセスすると、証明書のホスト名が URL と一致しないことを
示すメッセージが表示される。

解決策：インストール後に、CN の IP アドレスで新しい証明書を作成します。詳細については、「サー
バ証明書の作成」の「サーバ証明書」を参照してください。新しい証明書を作成したら、HP SIM サービ
スを再起動してください。

システムにアクセスすると、セキュリティ アラートが発行される。
解決策：ブラウザにシステム サーバ証明書がインポートされ、証明書に指定されている名前を使用して
システムにアクセスしていることを確認します。たとえば、[インターネット オプション] の [localhost
へのブラウズ] を設定すると、このセキュリティ アラートが発行される可能性があります。
HP SIM の別のページにアクセスすると、次のエラー メッセージが表示される。
「このウィンドウはセキュアおよび非セキュア アイテムを含んでいます。」

解決策：いくつかの条件により、この警告メッセージが表示されます。

• 不適切なバージョンの Internet Explorer

Internet Explorer 6.0 には既知の問題があるため、この警告メッセージが誤って表示されます。HP SIM
の ホーム ページや [タスク結果] ページなどでこの問題が発生しますが、他のページでも発生する場合
があります。

ブラウザでこの問題を解決するには、ブラウザの [バージョン情報] ボックスで [バージョン] 文字列を調
べて、バージョンが最低でも 5.50.4522.1800 になっていることを確認します。

注記: Internet Explorer の [バージョン情報] ボックスに表示される [更新バージョン] 文字列を信頼しな
いでください。サービス パックが正しく表示されないことがあります。たとえば SP1 となっていても、
バージョンが 5.50.4134.0600 である場合は正しくないことがあります。バージョンが 5.50.4522.1800
以上になっていることを確認してください。

Internet Explorer の問題の詳細については、Microsoft Knowledge Base の article Q269682 を参照してく
ださい。インストールされているブラウザのバージョンを確認するには、Microsoft Knowledge Base の
article Q164539 を参照してください。

• SSL をサポートしていないシステムへの移動

SSL をサポートしていないシステムについて HP SIM の [システム ページ] に移動する場合、そのシステ
ムに対するシステム リンクによって、HTTPS でなく、非セキュア プロトコルである HTTP が指定されま
す。HP SIM からの安全な項目とシステムからの安全でない項目の両方が表示され、警告が指示されま
す。

SSL をサポートしているシステム用に HP Insight マネジメント エージェントの新しいバージョンが存在
する場合があります。新しいバージョンが存在しない場合や、今すぐシステムを表示する場合は、はい
をクリックして安全でない項目を表示してください。そうしないと、システムを表示できません。管理
対象システムとブラウザとの間のすべてのデータは SSL を使用して暗号化されたままです。また、ブラ
ウザとシステム間のデータは SSL を使用して暗号化されません。サインイン認証情報は、古い HP Insight
マネジメント エージェントのサインイン アプレットによって慎重にエンコードされるため、安全にサ
インインできますが、その他のすべてのデータは暗号化されません。

注記: 警告メッセージに対して、はいを選択すると、ウィンドウの部分が安全でないため、ブラウザ
からロック アイコンが削除されます。また、ブラウザを再起動するまでは、次回安全でないシステムに
アクセスするときに警告メッセージが表示されないことがあります。

注記: SSL をサポートしないシステムでは、シングル ログインはサポートされないか、試行できませ
ん。

• ブラウザにエラー ページが表示される

ブラウザがエラー ページを表示しようとし、この警告メッセージが表示されます。詳細については、
Microsoft Knowledge Base の article Q184960 を参照してください。
HP SIM サーバ自体で Insight マネジメント エージェントにアクセスすると、エージェントにアクセスし
ている間、複数のセキュリティ アラートが表示される。
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解決策：これは、以下の条件で発生します。

• HP SIM サーバとして同じシステムの Insight マネジメント エージェントにアクセスした場合。たと
えば、HP SIM サーバの名前が DAMON で、HP SIM にアクセスするとき、DAMON の [システム
ページ] へ移動し、[System Management Homepage] などの Web ベースの管理リンクを選択し
た場合です。

• Insight マネジメント エージェントと HP SIM の証明書が、ブラウザにインポートされていない。

HP SIM と Insight マネジメント エージェントの両方を同じシステムで実行している場合でも、同じ SSL
Web サーバではなく、同じ証明書を持っているわけではありません。
Windows によるセキュリティ アラート ウィンドウの表示を停止するには、HP SIM と Web ベースのマ
ネジメント エージェントの証明書をブラウザにインポートします。詳細については、「サーバ証明書の
インポート」を参照してください。この情報は、Web ベースのマネジメント エージェントの証明書を
インポートする場合にも適用されます。

セキュリティ アラートが証明書の名前とアドレス上の名前の不一致による場合は、証明書をインポート
しても、問題は解決されません。代わりに、証明書の名前を使用して、HP SIM またはマネジメント エー
ジェントにアクセスします。あるいは、片方は証明書の名前を使用してアクセスし、他方は証明書の名
前を使用しないでアクセスします。たとえば、IP アドレスを使用して HP SIM にアクセスし、システム
名を使用してマネジメント エージェントにアクセスします（あるいは、HP SIM にシステム名、マネジ
メント エージェントに IP アドレスでアクセスします）。それぞれに異なる名前を使用すると、ブラウ
ザで 2 つのドメインが分離され、同じドメインに異なる証明書が存在するという混乱を避けることがで
きます。その他のセキュリティ問題の詳細については、以下を参照してください。

HP SIM 以降、HP SIM は、この問題を緩和するために、その証明書とプライベート キーを Insight マネ
ジメント エージェント用のローカル HTTP サーバと同期化しようと試みます。同期化が実行された場
合、同期した証明書で HP SIM と HTTP サーバを再起動するために、システムを再起動する必要があり
ます。詳細については、「証明書の同期化」を参照してください。

管理対象システムにアクセスする際、「ページを表示できません。」または「< システム > が見つか
りません。名前を確認後再度実行してください。」エラーが表示される。

解決策：ブラウザ メッセージは、ブラウザによって異なります。Internet Explorer では「page cannot
be displayed」、Mozilla では「< システム > could not be found 」と表示されます。ブラウ
ザが URL に表示されている名前を使用して管理対象システムにアクセスできることを確認してくださ
い。管理対象システムの URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されている URL の一部のみである可
能性があります。HP SIM によって使用される名前のフォーマットを変更するには、[システム リンク設
定] を変更します。
1. HP SIM CMS で、[オプション]→[セキュリティ]→[システム リンク設定] の順にクリックします。

[システム リンク設定] ページが表示されます。
2. 次のいずれかのオプションを選択します。

• [システム名を使用] 短い名前を指定するために使用します。

• [システムの IP アドレスを使用] IP アドレスを指定するために使用します。

• [システムの DNS 名（フル）を使用] フル DNS 名を指定するために使用します。

3. OK をクリックします。設定が保存されます。
Windows 2003 システムから CMS にアクセスすると問題が発生する。
解決策：次の手順を実行して、CMS を信頼するようにブラウザを設定してください。
1. CMS にアクセスするシステム上で、[スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[インターネット

オプション]→[セキュリティ]→[信頼済みサイト] を選択します。
2. サイトをクリックします。

3. [次の Web サイトをゾーンに追加する] ボックスで、CMS を入力し、追加をクリックします。シス
テムは、https://< 中央管理サーバ名 >:50000 として入力します。

4. OK をクリックします。
HP SIM の UI ページにアクセスすると、次のブラウザ エラー メッセージが表示される。
Firefox の場合：
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「Warning:Unresponsive script.A script on this page may be busy, or it may have
stopped responding.You can stop the script now, or you can continue to see if
the script will complete.

Mozilla の場合：
Script warning.A script on this page is causing Mozilla to run slowly.If it
continues to run, your computer may become unresponsive.Do you want to abort
the script?

解決策：Firefox と Mozilla で 5 秒間以上スクリプトを実行するページでは、警告メッセージが生成され
るため、スクリプトを中止することができます。このスクリプト警告がない場合は、HP SIM UI を実行
するスクリプト実行時間を増加させる必要があります。

1. ブラウザのロケーション バーにある about:config を入力して、Enter キーを押します。
2. dom.max_script_run_time エントリを検索し、値を 60 以上に増加します。
< サーバ名 > にインストールされている HP SIM にアクセスを試みると、HTTP/1.1 400 No Host
matches server name < サーバ名 > というメッセージが表示される。
解決策：このエラーは、HP-UX および Linux でシンボリック リンクによって作成されたディレクトリ構
造に HP SIM がインストールされているときに発生する可能性があります。たとえば、次のコマンドを
使用するとします。

# ln -s /hpsim/etc_opt_mx /etc/opt/mx

次に、HP SIM を /hpsim ディレクトリ構造にインストールすると、このエラーが発生します。
シンボリック リンクを使用するディレクトリ構造に HP SIM をインストールしないでください。
HP SIM のリンクから管理対象システムにアクセスできない（たとえば、ブラウザがタイムアウトする。
「The connection was interrupted」というメッセージが表示される）。

解決策：ブラウザのプロキシ設定に問題があるか、または Web プロキシ自体に問題があります。ご使
用の環境で Web プロキシ サーバを使用しなくてよいのであれば、使用しないことをおすすめします。
管理対象システムへのアクセスに Web プロキシを使用しなければならない場合は、Web プロキシ自体
が、HP SIM により生成される URL の中のシステム名を解決できなければなりません。デフォルトでは、
HP SIM は、認証されていないシステム名（たとえば、ドメイン名を含まない）を使用します。ご使用の
プロキシがそのような形式の名前を解決できない場合は、URL リンク作成の際に IP アドレスまたはフル
DNS 名が使用されるように HP SIM を変更してください。この操作をするには、HP SIM で、[オプショ
ン]→[セキュリティ]→[システム リンク設定] を選択します。
管理対象システムへのアクセスには Web プロキシを使う必要はないが他の目的があるため Web プロ
キシ自体は必要な場合は、まず、プロキシを無効にして、HP SIM で管理システムが正しく動作している
かどうかを確認してください。次に、ブラウザのプロキシ設定を再度有効にし、管理対象システムにつ
いてプロキシ例外リストを操作してください。

Internet Explorer では、HP SIM のデフォルトシステム リンク設定に、通常、[ローカル アドレスにはプ
ロキシ サーバーを使用しない] オプションを使えます。Firefox には、ローカル システムへのアクセスに
ついての Internet Explorer の設定と同様の設定はありません。

• HP SIM に対応するための Firefox の設定 管理対象システムの名前をプロキシ例外リストに追加す
るか、または PAC（proxy auto-configuration）ファイルを使用します。このファイルを使用すると、
管理対象システムに対してプロキシを無効にできます。

• Firefox に対応するための HP SIM の設定 プロキシ例外リストを簡単なものにするために、URL リ
ンクを作成する際にフル DNS 名を使用するように HP SIM を設定します。この操作を行うには、
HP SIM で、[オプション]→[セキュリティ]→[システム リンク設定] を選択します。

URL リンクで IP アドレスまたはフル DNS 名を使用するように HP SIM を再設定する場合、同時に、
Internet Explorer と Firefox の両方でプロキシ例外リストに管理対象システムのアドレスまたはドメイン
を含める必要があります。

重要:  ただし、HP SIM の [システム リンク設定] の設定を変更すると、管理対象システム証明書の名
前が HP SIM が生成するリンク内の名前と一致しない場合に、セキュリティ アラートが表示されること
があります。
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証明書
cert.pem または server_cert.pem から異なるアプリケーションに HP SIM の証明書をインポートし
ようとすると、エラーが発生する。

解決策：この問題は、証明書ファイルの書式が正しくないことが原因で発生している可能性があります。
まず、証明書ファイルのバックアップを作成してください。次に、テキスト エディタでファイルを開
き、END CERTIFICATE 行の前の 2 行を比較します。次に示す例は、重複がある証明書ファイルで、こ
の重複が失敗の原因になっている可能性があります。

O/4Hcl9nRz0uZGcdsypjgW5CUDqZyzzeEB17DHWnC8qzEC7/D+VpW+5RdRTlhh5c

DzdIjLZnRz0uZGcdsypjgW5CUDqZyzzeEB17DHWnC8qzEC7/D+VpW+5RdRTlhh5c

-----END CERTIFICATE-----

最後の 2 行に重複がある場合は、ファイルを手動で編集して修正します。ファイルの編集を開始する前
に、必ず、ファイルのバックアップを作成してください。最後の行でのみ、上の行と重複する文字があ
る行の行末から、4 文字一組で文字を消去します。大文字と小文字の違いも含め、4 文字すべてが一致
する必要があります。上記の例では、編集後、最後の 2 行は次のようになります。
O/4Hcl9nRz0uZGcdsypjgW5CUDqZyzzeEB17DHWnC8qzEC7/D+VpW+5RdRTlhh5c

DzdIjLZn

-----END CERTIFICATE-----

ファイルを保存して、希望のアプリケーションに再度インポートを試みてください。一部のアプリケー
ションは証明書ファイルの細かい違いを無視するため、証明書ファイルを修正しなくてもインポートで
きることがあります。

CLI
新しいサーバ証明書を作成するための mxcert -u コマンドの実行時に、エラーが発生する。
解決策： コマンド mxcert -u は、HP SIM インストール プログラムでのみ使用されます。HP は、こ
のコマンドの実行をサポートしていません。

mxreport を使用して、既存のレポートの内容およびレポート カテゴリをダンプしました。これまでに
変更したのは、一部の名前フィールドだけです。また、mxreport(4) および mxcategoryitem(4)
を参照して新しいアイテムのフォーマットをチェックし、新しい名前でダンプしたレポート/カテゴリの
コピーを作成するために正しく設定されていることを確認しました。次を使用して新しいレポートを正
しく作成できます。

# mxreport -a -f/home/bvilfer/work/PPUStorageLogicalUnitsReport.xml

Report successfully created.
ただし、レポートが使用するようにしたい新しいビューのための SQL を含むカテゴリを作成しようとす
ると、失敗します。

# mxreport -c -f/home/bvilfer/work/PPUStorageLogicalUnitsCategory.xml

Category failed to create in database.

PPU Storage Logical Units

null

"null"が何を参照しているのかについての詳しい情報を提供するログ ファイルがどこかにありますか。
解決策：既存のカテゴリにない新しいカテゴリ アイテムをレポートしたい場合は、まずカテゴリを作成
する必要があります。その後、レポートを作成してください。デバッグの説明のログ ファイルを表示で
きるようにするには、debugsettings ファイルで次のプロパティを設定してデバッグをオンにする必要が
あります。

• MxCategoryManager、MxReportManager - それぞれ true、30 に設定してください。

• xml ファイルで、3 つの異なるデータベース（MSSQL、Postgresql、および Oracle）のビューを作
成したはずです。それらが同じもの場合、dbType=111 を設定してください。

コマンド ラインから mxmib -f SHIPPING CFGs not preloaded.txt を入力すると、次のエラー
が発生する。 次の値は無効な引数値です：CFGs
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解決策：コマンド mxmib は、空白文字を処理できません。ファイル名を、mxmib -f "SHIPPING
CFGs not preloaded.txt"のように引用符で囲みます。

コマンド mxagentconfig -a -n cms_name -u user_name- p password がエラーになり、次の
メッセージが表示される。

Unknown hostname:'cms_name'.
解決策：確認の目的で、コマンド nslookup cms_name を使用し、管理対象システムでネットワーク
名解決をテストします。問題を解決するには、管理対象システムの/etc/hosts ファイルに CMS 情報
を追加し、ネットワーク名解決を管理対象システムで適切に設定します。

コマンド mxnode -a system_name か mxnode -r system_name がエラーになり、次のメッセージ
が表示される。 Unknown host:‘system_name’ System ignored.

確認：コマンド nslookup system_name を使用し、CMS でネットワーク名解決をテストします。
解決策：CMS でネットワーク名解決を適切に設定します。
次のメッセージを受け取りました。他のユーザが現在 mxmib を使用しています。再度実行してくださ
い。この問題をどのように修正しますか。

解決策：これは、予期された動作です。mxmib -r を実行してインターロックを解除します。
MXMIB では、別のファイル名を使用して MIB をコンパイルできるが、同じ内部モジュール名がすでに
存在し、そのモジュールがコンパイル済み MIB になっている。これが、データベースの矛盾の原因に
なっている。

解決策：モジュール名とファイル名は一貫している必要があります。名前が一致していないと、ファイ
ルが壊れる可能性があります。

データベースにすでに存在する MIB をコンパイルしようとすると、実際には更新しているにもかかわら
ず、インポートしているという CLI メッセージが表示されます。
既存の HP SIM ユーザ グループのメンバだが、CLI からコマンドを実行しようとすると、次のようなエ
ラー メッセージが表示される。There was a problem connecting to the HP SIM server.Be
sure that:」

1. Your user name has been added to HP SIM（ユーザ名が HP SIM に追加されている）Do
this by signing in to the HP SIM GUI at least one time（この操作を行うには、少
なくとも一度は HP SIM GUI にサインインする。

2. Your user name and password, if specified, are correctly spelled.（ユーザ名
とパスワードの綴りに間違いがない）

3. HP SIM is running.（HP Systems Insight Manager が実行されている）

4. You used '--' for any long options and double quotes if your username
includes a domain.（ユーザ名にドメインが含まれる場合、長い名前のオプションと二重引用
符に対して'--'が使われている）For example, <commandname> --user
"mydomain\myusername" --pass mypassword.（たとえば、< コマンド名 >--user
"mydomain\myusername" --pass mypassword のように入力します）

解決策：ps -ef | grep mx コマンドを実行して、HP SIM サービスが実行されていることを確認して
ください。CMS で管理対象システムが検出されていない場合は、mxagentconfig -a -n 管理対象シ
ステム -u ユーザ名 -p パスワードに対してこのメッセージが表示されます。この場合は、管理対象
システムが検出されるようにしてください。

mxnodesecurity -r -p protocol –n< 非フル DNS 名 > コマンドを実行したあと、システムが
削除されたという内容のメッセージは表示されるが、システムは mxnodesecurity リストに残っている。
解決策：mxnodesecurity -r –p protocol –n < ホスト名 > コマンドを使用して、システムを
mxnodesecurity リストから削除するには、< ホスト名 > ではなく、完全修飾ドメイン名を使用してくだ
さい。

管理者権限を持っているが、CLI コマンドを実行しようとすると、例外を受け取る。
mxnodesecurity についての解決策：Linux システムでは、コマンドは root ユーザで実行する必要が
あります。

すべての CLI コマンドについての解決策：

• HP SIM ユーザ グループのメンバの場合、少なくとも 1 度は、HP SIM GUI にサインインしてくだ
さい。サインインが終わると、権限のあるユーザのリストに登録され、CLI からコマンドを実行で
きるようになります。
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• Windows システムで CLI コマンドを実行するには、Windows Administrator グループのメンバでな
ければなりません。

スクリプト ファイルでの CLI コマンドの使用時にコマンドが利用可能な入力データを消費し、スクリプ
トの実行時に受け取り側のユーザが読むことのできるデータがない。

解決策：Windows の.bat ファイルおよび UNIX システムの場合は、スクリプト内で CLI コマンドを指定
するとき、CLI コマンドの標準入力データのソースとして、echo "" | コマンド -ln を指定します。
また、HP-UX および Linux システムでは、コマンド -ln < /dev/null を指定します。

CIMOM
検出されたネットワーク上に共通情報モデル オブジェクト マネージャ（CIMOM）が存在するが、ポー
トからいかなる情報も受け取っていない。また、HP SIM が関連システムを検出しない。
解決策：次のいずれかの解決策を試してください。

• CIMOM がインストールされ、デフォルトのポート 5989 ではない SSL（Secure Sockets Layer）ポー
トでリスンしている場合は、config/identification/wbemportlist.xml ファイルで新しい
ポート番号を指定する必要があります。次に例を示します。

<port id="5991" protocol="https">
<interopnamespacelist>
<interopnamespace name="root" />
<interopnamespace name="interop" />
</interopnamespacelist>
</port>

• WBEM プロバイダの interop namespace が、config/identification/wbemportlist.xml
ファイルの port 要素に存在するかどうかを確認します。存在しない場合は、port 要素に、
interopnamespace 要素として追加し、HP SIM を再起動してください。

注記: 新しい port または interop namespace を追加すると、HP SIM が、検出範囲の各 IP アドレス上
の、port、interop namespace、ユーザ名/パスワード ペアの可能な組み合わせをすべて検出対象にする
ため、検出時間が延びます。

注記: ストレージ システム CIMOM の問題については、「SMI-S プロバイダ」および「ストレージ シ
ステム」の項を参照してください。

クラスタ
クラスタがクラスタとして識別されない。

解決策：クラスタがクラスタとして定義されていないか、クラスタのノードが正しく識別されない場合
は、すべてのクラスタ マネジメント エージェントがそのクラスタのすべてのクラスタ ノードにインス
トールされていることを確認し、必要に応じて再インストールします。

システムをクラスタとして手動で追加した後で、システムがクラスタでない場合でも、システム タイプ
が変更されない。

解決策：システムをクラスタとして手動で追加した後は、システムが最初からクラスタでない場合でも、
システム タイプは変更されないことがあります。システム タイプをリセットするには、システムを削
除し、検出を実行してください。

クラスタまたはクラスタ ノードが正しく識別されない。
解決策：クラスタまたはクラスタ ノードは、次の理由で見つからない場合があります。

• バージョン 6.30 以降の SmartStart では、クラスタ エージェントのいずれかが正しくインストール
されません。実行可能ファイルはクラスタ ノードにインストールされますが、Windows レジスト
リが更新されないため、更新する必要があります。

1. Windows レジストリにアクセスします。[スタート]→[ファイル名を指定して実行] の順に選択
し、regedit と入力してください。

2. 次のキーを作成します。

HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\Compaq\CompaqCommonClusterAgent\CurrentVersion"
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値：Pathname,%REG_EXPAND_SZ%,"%SystemRoot%\System32\svrclu.dll"

この更新は、SmartStart CD 7.4 以降で提供されています。

• クラスタとクラスタ ノードが自動検出の IP 範囲に含まれ、除外されていないことを確認します。

• クラスタやクラスタ ノードの名前を変更した場合、クラスタが使用している DNS サーバと HP SIM
で新しい名前になっていることを確認します。

• クラスタ ノードが動作していない可能性があります。

• クラスタ ノードに、バージョン 4.22 より古い Insight エージェントがあります。

• Insight エージェントがクラスタ ノードで実行されていません。

• SNMP エージェントがクラスタ ノードで実行されていません。

• ネットワーク トラフィックの原因により、ネットワークが長時間渋滞しています。

• SNMP コミュニティ名が、HP SIM 設定のコミュニティ名と一致していない可能性があります。

次の前提条件が満たされているかどうかを確認してください。

• クラスタ マネジメント エージェントは、すべてのクラスタ ノードで実行する必要があります。

• 検出の間にシステムに対してクラスタ識別を実行するには、システムはサーバまたはクラスタとし
て識別される必要があります。

クラスタ ノードが、検出によって正しく識別されない。
解決策：DHCP サーバのクラスタ ノード名が、その Windows NT 名と異なる可能性があります。解決
策としては、各クラスタ ノードの LMHOSTS ファイルに Windows NT コンピュータ名を明示的に設定し
てから、検出を再実行します。svrclu.dll のレジストリ キーが作成されているかどうかも確認して
ください。レジストリ キーの詳細については、前の項の問題を参照してください。
クラスタまたはクラスタ ノードが、[クラスタ監視] クラスタまたはノード リソース設定に表示されな
い。

解決策：この問題は、検出の実行時にクラスタ監視リソースが実行されていなかった、特定の HP Insight
マネジメント エージェントが原因で発生する可能性があります。クラスタおよびクラスタ ノードで正
しいエージェントが実行されていることを確認してから、検出を再実行します。

クラスタ監視が正しく表示されない。

解決策：ブラウザで [フォント サイズ] として [小さいフォント] を使用するように設定されていること
を確認します。

[設定] の [クラスタ監視] で、リスト ボックスが正しく動作しない。
解決策：下矢印がリスト ボックスに表示されるには 2、3 秒かかります。複数のリスト ボックスがある
場合は、最初のボックスで選択を行ってから 2、3 秒待って 2 番目のボックスで選択を行うといった方
法で、後続の各ボックスでの選択を行ってください。選択が早すぎると、リスト ボックスは正しく動作
しない場合があります。

クラスタ エイリアスが手動検出のシステムとして使用された場合、クラスタ ノードが検出されない。
解決策：手動検出では、クラスタ エイリアスと各ノードを別々に追加して、これらが確実にデータベー
スに入力されるようにしてください。あるいは、クラスタ エイリアスとノード IP アドレスを IP 範囲に
含めてください。

クラスタで HP SIM を実行する場合の注意事項
解決策： HP SIM は、クラスタ対応アプリケーションではありません。クラスタの各ノードに HP SIM
のインスタンスをインストールして、証明書サーバやその他の認証機関を使用して独自の証明書を作成
しないと、各ノードはクラスタの名前でなく、ノードの名前を持つ別々の証明書を持つことになります。
クラスタにアクセスするとき、ブラウザで [無効なサイト証明書について警告する] を設定していると、
アクセスした名前が証明書の名前と一致しないことを警告するセキュリティ アラートがブラウザに表示
されます。証明書をブラウザにインポートしていない場合、または信頼できる認証機関から証明書が発
行されていない場合、証明書を信頼できないことを通知するセキュリティ アラートも表示されます。証
明書が正しいことを確認し、続行します。

フェールオーバ中、1 つのノードが停止し、他方のノードがアクティブになります。HP SIM はクラスタ
対応でないため、HP SIM にアクセスしているブラウザを閉じ、クラスタにアクセスし直す必要がありま
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す。上記のように、他のノードの証明書を使用すると、別のセキュリティ アラートが表示される場合が
あります。その場合は、証明書を確認し、続行します。

HP SIM サーバとの信頼関係を確立する任意の管理対象システム（たとえば、単一ログインのサポート、
レプリケート エージェント、ソフトウェアの更新など）は、任意のノードがアクティブで、希望するコ
マンドをシステムへ発行する場合があるので、クラスタのすべてのノードを信頼する必要があります。
信頼関係の設定方法については、「信頼関係のセットアップ」を参照してください。

クラスタの識別に問題がある。

解決策：クラスタ名またはクラスタ メンバ名がシステムの IP アドレスで、ホスト名でないことがわかっ
ている場合は、Windows 2000/Server 2003 用の新しい HP Insight マネジメント エージェントを、クラ
スタのそれぞれのクラスタ メンバにダウンロードしてください。
1. http://www.hp.com に移動し、[ドライバ ＆ ソフトウェア ダウンロード] をクリックします。
2. [ドライバ ＆ ソフトウェア ダウンロード] ページの [製品カテゴリーから選択] の下で、[サーバ] を

クリックします。

3. [ソフトウェア ＆ ドライバのダウンロード] ページで、[HP ProLiant (x86) サーバ] をクリックしま
す。

4. 該当する製品ファミリ、たとえば、[HP ProLiant DL] をクリックします。
5. 該当する ProLiant シリーズ、たとえば、［HP ProLiant サーバー DL380 シリーズ］をクリックしま

す。

6. 該当する製品モデル、たとえば [HP ProLiant DL380 G3] を選択します。
7. [Select Operating System] リストで、該当するオペレーティング システム、たとえば [Microsoft

Windows 2000] を選択します。
8. [ソフトウェアの検索 >>] ボタンをクリックします。
9. [HP Insight マネジメント エージェント for Windows 2000/Server 2003] をクリックします。
エージェントがインストールされます。

Collection
共有またはプライベート セクションに重複する収集名を作成しようとして、エラー メッセージが生成
された。

解決策：重複する収集名は、共有またはプライベート セクションでは使用できません。収集がプライ
ベート セクションと共有セクション内に存在する場合でも、収集名は固有の名前でなければなりませ
ん。

システムを削除した後、製品名または Web エージェント条件が削除されない。
解決策：製品名または Web エージェントが検出されると、その検索条件は、データベースが再インス
トールされるまでデータベース内に残ります。これにより、かつて存在していて今後も存在する可能性
がある条件に基づいて、検索を実行できます（たとえば、これらの条件を持つ検索とは別にタスクを作
成して、新しいシステムまたはイベントがこの検索条件に一致するときにそれが実行されるように設定
できます）。

名前にスペースを含むマシン名が、収集でスペース文字のところで切り取られる。

解決策：HP SIM が SQL データベースに検出されたシステムを書き込む場合、そのマシン名にスペース
が含まれると、SQL はその名前を切り取ります。スペースを含まないように、システムの名前を変更し
てください。

収集を並べ替える場合、列の並べ替えを行うために何回もクリックしなければならないことがある。

解決策：マウスの動作が速いと、アプレットはマウスのクリックを読み取れません。並べ替えようとす
る列をクリックするときは、マウスを動かさないようにしてください。

検索結果を IP アドレスによって並べ替える場合、アドレスが数字順にリストされない。
解決策：IP アドレスは、122.22.22.15、122.22.22.152、122.22.22.155、122.22.22.17、
122.22.22.171、122.22.22.18 のような数字順にリストされます。HP では、以降のリリースでの修正
プログラムの提供を検討しています。

エージェントの設定および修復
HP-UX または Linux 管理対象システムで、SSH のホスト ベース認証を選択し、エージェントの設定およ
び修復を実行しようとすると、「Failed to configure SSH for host based authentication
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Configuration failed to complete due to the following exception:Could not
access the file or directory < ファイル名 > on the target system < ターゲット名
>.Remote system reported following error message:Permission denied.Check whether
the directory or file exists or whether the user has the operating system
permission to access it.（ホスト ベースの認証用に SSH を設定できませんでした。次の例外
により設定は完了できませんでした。ターゲット システム < ターゲット名 > 上のファイルまたは
ディレクトリ < ファイル名 > にアクセスできませんでした。リモート システムが次のエラー メッ
セージを報告しています。権限が拒否されました。ディレクトリまたはファイルが存在するかどうか、
あるいはユーザがそのファイル/ディレクトリにアクセスするためのオペレーティング システム権限を
持っているかどうかをを調べてください）」というエラー メッセージが表示される。
解決策：SSH のホスト ベース認証を使用できるように管理対象システムを設定するには、ターゲット
システムの root ユーザの認証情報を入力する必要があります。
Citrix サーバをターゲットとしてエージェントの設定および修復を実行すると、Citrix のドライブ C:の再
マッピングが原因でエージェントの設定および修復が失敗する。

解決策：Integrity Support Pack またはソフトウェアおよびファームウェアのインストール ツールを使用
して、設定済みのエージェントをインストールしてください。

Installing SNMP エージェント（Windows server 2003 用 HP Insight マネージメント エージェント）をブ
レード サーバ上のエージェント設定のレプリケートを介してインストールすると、依存エラーが発生し
て失敗する。[タスク結果] ページの [標準出力] タブには、 HP Smart Update Manager は終了したが、イ
ンストールは失敗したと表示される。

解決策：SNMP エージェントのインストールには、HP ProLiant Advanced System Management Controller
Driver for Windows、HP ProLiant iLO Advanced and Enhanced System Management Controller Driver for
Windows、または HP ProLiant iLO Management Controller Driver for Windows、といった 1 つまたは複
数のコンポーネントが必要です。これらのコンポーネントがインストールされていることを確認してか
ら、SNMP エージェントのインストールを再度試みてください。

カスタム ツール
カスタム ツールがエラーになり、次のエラーが表示される。
C:\Program Files\OpenSSH\bin\switch.exe:*** ca t create title mutex ´Global\cy
gwin1S3-2003-11-04 16:46.title_mutex.0´, Win32 error 0

解決策：カスタム ツールを実行しようとしているユーザは、Administrators グループに所属していませ
ん。Administrators グループにそのユーザを追加してください。
作成したカスタム ツールが見つからない。
解決策：新しいカスタム ツールは、[すべてのツール] ツールボックスに追加されます。[すべてのツー
ル] ツールボックスの、使用権限を持っていない可能性があります。[ツール]→[カスタム ツール] の下に
ツールを表示するには、[コマンド ライン ツール] の下にあるそのボックスに対する権限のあるツール
ボックスに、ツールを追加してください。詳細については、「ツールボックスの編集」を参照してくだ
さい。

データベース
HP SIM をアンインストールした Windows システムで HP SIM を再インストールしようとすると、Unable
to Create Database というメッセージが表示される。このエラーは、データベース作成プロセス中
に発生する。

解決策：この問題は、HP SIM をアンインストールした後で MSDE か Microsoft SQL Server から HP SIM
データベース ファイルの削除か名前変更を行わなかった結果として発生します。データベース ファイ
ルの削除か名前変更を手動で行ってから、HP SIM インストールを再実行してください。

検出
HP SIM で、既存のシステムが新しい IP アドレスで更新される代わりに、新しい IP アドレスを割り当て
たシステムが HP SIM で新しいシステムとして検出される。元のシステムは、クリティカルなステータ
スになる。

解決策：原因は、DNS がネットワーク上で設定されていないことです。HP SIM は、DNS のシステム名
を使用して、以前検出されたシステムと同じ名前の新しいシステムを突き合わせようとします。HP SIM
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サーバで DNS が設定され、DNS サーバ自体で問題のシステムが正しく設定されていることを確認して
ください。正引き DNS 検索も逆引き検索も、同じシステムを解決する必要があります。Windows 上で
は、nslookup < アドレスまたは名前 > を使用して問題を診断できます。
システム リスト ビューとピクチャー ビューが一致しない。
解決策：影響を受けるラック内のすべてのシステム（そのラック内のすべてのサーバ、iLO、エンクロー
ジャ、スイッチなど）を削除し、削除したシステムで検出を実行します。

注記: サーバ、iLO、およびスイッチを削除する前に、これらのシステムの IP アドレスをメモしてか
ら、システムを削除して、検出を実行してください。

HP SIM4.1 から HP SIM 4.2 にアップグレードした後、ProLiant BL40p サーバ ブレードとエンクロージャ
の関係が、「エンクロージャ内のサーバ」ではなく「iLO 内のサーバ」として表示される。
解決策：影響を受けるサーバ ブレードをデータベースから削除して、検出をもう一度実行します。これ
により、サーバ ブレードとエンクロージャの関係が適切に表示されるようになります。
検出実行後、システムは検出されているが、WMI/WBEM デバイスとしては識別されていない。正しく
検出されない理由は何ですか。

解決策：システムが正しく検出されない理由として、次のようなことが考えられます。

• ユーザの認証情報が正しくない。

• プロバイダが WBEM リクエストに応答する際に、問題が発生した。

• システム名には、アルファベット（A～Z）、数字（0～9）、マイナス記号（-）、ピリオド（.）を
使用できます（これ以外は使用できません）が、システム名の先頭に数字を配置したり、末尾にマ
イナス記号（-）やピリオド（.）を配置することはできません。

• HP-UX または Linux CMS で、WMIMapper が指定されていない。このため、Windows システムを、
WBEM 対応システムとして識別できない。

• ターゲットの HP-UX または Linux システム上に、プロバイダがインストールされていない。

管理プロセッサと HP-UX サーバの関係の表示を試みたが、サーバと管理プロセッサの関係が表示されな
い。

解決策：HP SIM は、現時点では、システムが PA-RISC ベースの場合、管理プロセッサをサーバに関連
付けることはできません。

イベント/SNMP トラップ
SNMP 認証トラップを受信しても、通知を受信しない。
解決策：SNMP 拡張機能の [トラップ処理有効] は、デフォルトでは無効（処理しない）になっていま
す。これは、通常、システムで正しくないコミュニティ名を設定でき、HP SIM で正しくないコミュニ
ティ名が設定されるからです。このため、システムに要求を送信するたびに認証失敗トラップが管理サー
バへ送信され、多くのトラップがログに記録されます。この設定を有効（処理する）に変更するには、
以下の手順に従ってください。

1. HP SIM（http://machinename:280）を開きます。
2. 管理者権限があるユーザとして、サインインします。

3. [オプション]→[イベント]→[SNMP トラップの設定] を選択します。
4. [MIB 名] フィールドで [rfc1215.mib] を選択します。
5. 選択されていない場合は、[トラップ名] フィールドで、[authenticationFailure] を選択します。
6. [トラップ処理有効] フィールドで、[はい] を選択します。
7. OK をクリックします。
この手順によって、[認証失敗トラップ] を処理するように設定され、すべての失敗が通知されます。
トラップ通知タスクを作成し、宛先サーバを複数個指定してタスクを実行しているにもかかわらず、1
つのサーバがすべてのトラップを受信する。

解決策：トラップを送信しているサーバも HP Systems Insight Manager により検出されていることを確
認してください。検出されていない場合は、そのサーバ システムを検出してからタスクを再実行してく
ださい。これによりすべての宛先サーバがトラップを受信するようになるはずです。この問題は、
Windows、HP-UX、または Linux の各サーバでみられます。
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Firefox
FireFox ブラウザを使用していずれかの HP SIM メニューにアクセスすると、メニューの使用時に現在の
ページの内容が一時的に消える。メニューを選択すると、要求されたページが表示される。

解決策：これは、FireFox のデフォルトの動作です。メニューを中止する場合、ページのテキストが表示
されるはずの空白領域をクリックすると、現在のページが再表示されます。ページの表示が更新され、
テキストが再表示されます。

Firefox を使用して CMS 上の監査ログ ファイルを表示するとき、テキストを判読できない。
解決策：Firefox で Ctrl + キーを押して、フォント サイズを大きくします。

ファームウェア アップグレード
スイッチのファームウェアのアップグレード時に [タスク結果] ページの [成功] リンクをクリックする
と、ログ ファイルに次のエラー メッセージが記録される。
Processed command line:/v 1.1.1 /s /l c:\hpsim_switchfw_logs\
587_11a.wbem.com.log /c /i 170.50.2.3 /f /a swfwupgrade.ini

Usage:swfwupdate [/c SNMPcommunityString
[/i IPaddr [- IPaddr] ... ]] ]]
[/v FWversion | /b BootVersion] [/m 1 | 2]
[/t TFTPport] [/d] [/l logfile]
[/x IPaddr [IPaddr...]][/s[ilent]] [/f[orce]]
The /s option requires that /i, /c, and /v also
be specified and implies /f.
The /s option deletes all database entries
prior to discovery.

解決策：[システム プロトコル設定] ページで、スイッチの SNMP 書き込みコミュニティ名が適切に設
定されていることを確認します。

一般的な問題
キーボードが予期したとおりに応答しないことがある。

解決策：Windows オペレーティング システムに慣れている場合、Tab、Enter、または Alt などの特定
のキーの動作を予想できます。ただし、一般に Java アプレットおよび Web アプリケーションでは、
Windows のスタイルが使用されていない場合があります。このため、目的のページにフォーカスを戻す
には、マウスを使用する必要があります。たとえば、システム IP アドレスまたは時刻に無効なエントリ
を入力した場合、条件またはスケジュール ページが再フォーカスされますが、キーボード アクセスが
最後の入力フィールドに復帰しないことがあります。これは通常、試行を繰り返した後で発生します。
フォーカスを戻すには、使用するページをクリックしてください。

ユーザ名がアルファベット順にリストされない。

解決策：ユーザ名は、権限レベル（管理者権限、オペレータ権限、権限なし）ごとにグループ分けされ
ます。このグループ分けでは、ユーザは、作成された順にリストされます。

HP Service Essentials Remote Support Pack
「HP SIM cannot connect to the Remote Support tool（HP SIM が、Remote Support
ツールに接続できません）」というエラー メッセージが表示される。
解決策 1：Remote Support ツールがインストールされ実行されていることを確認します。
解決策 2：ファイアウォール設定を調べて、Remote Support ツールがブロックされていないかどうかを
確認します。

保証契約レポートを実行する際や契約および保証データを収集する際に、[タスク結果] ページに「Target
does not have a serial number and/or product number.（ターゲットにシリアル番号また
は製品番号のいずれか、またはその両方がありません）」というエラー メッセージが表示される。
解決策 1：  システムの契約データおよび保証データを収集するには、システムのシリアル番号、製品
ID、および国別コードがシステム プロパティに提示されている必要があります。ほとんどの場合、シリ
アル番号と製品 ID は、HP SIM の識別プロセスで取得されます。必要に応じて、シリアル番号と製品 ID
を入力できます。正確な情報を確保するには、正しい国別コードを指定することが重要です。HP SIM が
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国別コードを取得できない場合は、デフォルトで US に設定されます。サポート契約をしている場合、
契約データを参照するには、エンタイトルメントまたは義務 ID とエンタイトルメント タイプを入力し
ます。

HP SIM
ブラウザを終了するときに、メモリ アドレスの違反に関するメッセージが表示される。
解決策：Windows NT 4.0 SP3 のインストール後、SNMP エージェントを再インストールしなければな
らないことがあります。Windows NT 4.0 SP4 をインストールした場合は、SNMP ホット フィックスを
インストールする必要があります。SNMP サービスにはメモリ リークがあるので、SNMP ホット フィッ
クスをインストールしないと、システム リソースが浪費されます。
管理者権限があるユーザを作成すると、SQL Analyzer から生成されるユーザ リストにユーザ名が表示さ
れる。ただし、UserID ファイルの編集後に HP SIM を終了し、HP SIM を再起動すると、[オプション]→[セ
キュリティ]→[ユーザおよび認証]→ [ユーザ] の順に選択しても、ユーザが表示されない。ただし、ユー
ザ名はデータベースにある。

解決策：UserID ファイル、またはユーザ情報ハッシュ ファイルを手動で修正しようとすると、ユーザ
アカウントが HP SIM から削除されます。このため、ユーザは HP SIM にアクセスできなくなります。
MIB インストーラ ツール、コマンド ライン MIB マネージャ、またはコマンド ラインシステム タイプ管
理の使用中にデータベースとの接続が失われるが、ツールは正常終了を表示する。

解決策：HP SIM の外でこれらのコマンド ライン ツールを実行する際にデータベースにアクセスできな
くなる場合、おそらく実行中の処理が壊れている可能性があり、予想される結果や復旧は保証されませ
ん。

[ホーム] および  [サイン アウト] リンクがバナー領域に表示されない。
解決策：ブラウザ ウィンドウの最上部にある [更新] ボタンをクリックします。
HP SIM から Partition Manager を起動すると、HTTP 404 エラーが起きる。
解決策：HP SIM のセキュア ポートを再設定した場合は、/var/opt/mx/tools/
parmgr-web-tools.xml ファイルでポートを修正する必要があります。これは次のように実行しま
す。

1. /var/opt/mx/tools/parmgr-web-tools.xml を編集します。
2. セキュア ポートに設定したものに、ポートを 50000 から修正します。
3. コマンド ラインから /opt/bin/mxtool -m -f /var/opt/mx/tools/parmgr-web-tools.xml

を実行します。

Windows ベース オペレーティング システムで HP SIM サービスが起動せず、NT アプリケーション ログ
にエラーが表示されるが、明示的なエラーは表示されない。

解決策：Program という名前のフォルダかファイルをルート ディレクトリで検索します。このファイ
ルが存在する場合は削除します。このフォルダが存在する場合は、名前を変更するか、そのフォルダが
空である場合は削除します。

HP SIM にサインインした後、コンソールにシステム、イベント、ツールが表示されない。HP SIM が正
しく起動しないことや、サインイン ページが表示されないこともある。
解決策：この問題を解決するには、CLI からデータベース整合性チェックコマンド（mxconfigrepo）を
実行して、HP SIM 内の依存関係にある項目がデータベースで正しく定義されているかどうかを確認しま
す。

mxconfigrepo -c（エラーチェック用）

このコマンドの実行後エラーが返される場合は、次のように操作します。

1. HP SIM サービスを停止します。
2. CLI から、mxconfigrepo -f を実行します。
注意：HP SIM の依存項目が正しく定義されない場合、このコマンド（mxconfigrepo -f）を実行
すると、誤ったレコードが削除されます。この操作でデータが消失する場合もありますが被害は最
小限です。

3. HP SIM サービスを起動します。
エラーが報告されない場合は、HP のサービス窓口に問い合わせてください。
HP SIM が起動しない。
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解決策：[SNMP Trap Service] を、[無効] ではなく、[手動] に設定します。
1. Windows で、[スタート] メニューから、[コントロール パネル][管理ツール]→[サービス]→[SNMP

Trap Services] の順に選択します。
2. [全般] タブを選択して、[スタートアップの種類] を [手動] に変更します。
3. OK をクリックします。
HP SIM が、HP-UX システムで起動しない。
解決策：HP-UX システムで HP SIM が起動しない場合は、vps_pagesize が大きすぎる可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行します。

1. chatr +pd 4K /opt/mx/lbin/mxdomainmgr

2. chatr +pd 4K /opt/mx/bin/mxinitconfig

3. /sbin/init.d/hpsim start

この操作により、プロセスごとのデータ セグメントで使用する仮想メモリのページ サイズを 4K に制限
します。

警告：調整可能なカーネル パラメータを変更すると、HP SIM およびその他のアプリケーションに影響
を及ぼす可能性があります。必ず、該当するマンページで内容を確認してから変更を行ってください。

HTTP イベント
新しい HTTP カテゴリを作成した後で、新しいイベント タイプを検索したときに、[高度な検索] ページ
の [基準] ボックスに表示されない。
解決策：HTTP イベントによって作成された新しいイベント タイプを検索するには、イベント カテゴリ
選択ごとにイベントを選択し、[およびタイプ名が] リストからイベント タイプを選択してください。

識別
検出と識別を実行した後に、[システム ページ] の [識別] タブやデータ収集レポートに ProLiant BL p-Class
および e-Class スイッチのシリアル番号が表示されない。
解決策：このスイッチのシリアル番号を取得するには、スイッチのファームウェアでのサポートが必要
です。現時点では、このファームウェアは提供されていませんが、このサポートは、ProLiant BL p-Class
スイッチの将来のバージョンで予定されています。既存のスイッチについて、現在、ファームウェアの
アップグレードは予定されていません。

HP SIM で設定されたグローバル デフォルトの WBEM 認証情報のリストを使用して、HP SIM が有効な
iLO 2 WS-Management 認証情報を識別しない。
解決策：ポート 443 の iLO 2 へのアクセスが許可されているシステム固有の WBEM 認証情報を指定し
てください。mxnodesecurity コマンド、または [システム プロトコル設定] ページで指定されたシス
テムおよびポートの WBEM 認証情報を使用してください。

Integrated Lights-Out（iLO）
iLO をサーバに関連付ける方法を教えてください。
解決策：iLO をサーバに関連付けるには、iLO で、[返されたデータのレベル] を [有効] に設定する必要
があります。詳細については、「システム ライセンス情報レポート」を参照してください。

Internet Explorer
Tab や Enter などのホット キーが、ブラウザで予期したとおりに動作しない。
解決策：マウスを使用して、予想どおりの結果を出してください。

インストール中にシステムが再起動すると、インストールによってブラウザが起動される。Internet
Explorer に、ローカル ホストとの接続を確立できなかったことを知らせるメッセージが表示される。ブ
ラウザがサービスの開始以前に起動される。

解決策：URL フィールドにカーソルを置いて Enter キーを押し、再度 URL にアクセスしてください。ア
プリケーションがブラウザにロードされるまで続けてください。

ブラウザの 戻るボタンを使用しても、前のウィンドウに戻らないことがある。
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解決策：Internet Explorer の場合、フレームセットが変更されると、ブラウザの履歴が失われます。常に
表示されている HP SIM のヘッダを使用して前に戻ってください。
収集の表示中、ブラウザの 戻るボタンをクリックすると、該当する [システム] または [イベントの概要]
ページに戻る。

解決策：これは、正しい機能です。ブラウザの履歴は、フレームセットが更新されたために更新されて
いません。[システム] または [イベント収集] をクリックして、テーブル ビュー ページに戻ってくださ
い。

収集をたどれないか、または [システム ページ] のエージェント リンクをたどることができない。
解決策：2 つのブラウザが同じシステムで開いていて、それぞれが異なる HP SIM の管理サーバにポイ
ントされている場合、予期しない結果が生じることがあります。一部の矛盾がある場合、収集を開くこ
とができないか、エージェント（たとえば、設定履歴レポート（Survey ユーティリティ））のリンクを
たどることができません。

ローカル システムの http://localhost:280/にある HP SIM にアクセスできない。
解決策 1：Internet Explorer のプロキシ サーバ設定を確認してください。プロキシ サーバのアドレスが
無効だと、Internet Explorer は、ローカル システムを含むどのアドレスもブラウズできません。
解決策 2：システムによっては、localhost 名を解析できない場合があります。その場合は、
http://127.0.0.1:280/か http://machine_name:280 を使用します。machine_name は、HP SIM がイ
ンストールされているシステムです。

[すべてのシステム] ウィンドウを長時間アイドル状態にして新しいブラウザ ウィンドウを開くと、[す
べてのシステム] ウィンドウが白くなり、Internet Explorer がハングする。タスクの終了を強制される。
Internet Explorer のハングを回避する方法はありますか。
解決策：[すべてのシステム] 収集を表示した状態で、Internet Explorer を長時間開いたままにしないでく
ださい。この問題を避け、セキュリティを確保するために、モニタから離れる前に HP SIM からサイン
アウトしてください。

Internet Explorer を使用して HP SIM にアクセスすると、異常な動作が発生する。
解決策：サードパーティ製のブラウザ拡張が原因となっている可能性があります。これらの拡張を無効
にしてから、問題が解決されるかどうかを確認してください。Internet Explorer で、[ツール]→[インター
ネット オプション]→[詳細設定] を選択して、[サードパーティ製のブラウザ拡張を有効にする] を無効に
し、Internet Explorer の実行中のすべてのコピーを再起動します。
VMWare Management Interface などの Microsoft Virtual Server または VMWare のリンクをクリックする
と、空白ページが表示される。

解決策：これらのページを正しくリダイレクトするには、 Internet Explorer で [アクティブ スクリプト]
および [ページの自動読み込み] の両方を有効にしなければならない場合があります。
1. Internet Explorer で、[ツール]→[インターネット オプション] の順に選択します。
2. [セキュリティ] タブを選択し、該当するゾーンを選択します（インターネット、イントラネットな

ど）。

3. レベルのカスタマイズをクリックします。

4. [その他] の下で、[ページの自動読み込み] を有効にします。
5. [スクリプト] の下で、[アクティブ スクリプト] を有効にします。
6. OK をクリックします。
7. OK をクリックします。
ネットワークへのアクセスに Internet Explorer プロキシ サーバを使用している場合、[例外] に IP 範囲と
CMS およびターゲット システムの FQDN を必ず含む必要がある。
解決策：プロキシ サーバを使用するようにブラウザを設定すると、特定のシステム用のプロキシ サー
バをバイパスするようにブラウザを設定できます。これによって、ブラウザの [インターネット ゾーン]
からそのシステムが削除されます。

1. ブラウザのメニューから[ツール]→[インターネット オプション] を選択します。
2. [接続] タブをクリックします。
3. LAN の設定をクリックします。
4. 詳細設定をクリックします。

5. [例外] リストに CMS のアドレスを入力して、OK をクリックします。

Internet Explorer 641



注記: 管理対象システムのアドレスも追加しなければならない場合があります。同じドメインの
複数のシステムを入力する場合は、ワイルドカードを使用できます。次に例を示します。*.scr.mt.com.

[例外] リストのアドレスは、[インターネット ゾーン] に存在しなくなり、プライバシー設定ポリ
シーに影響されません。

6. [ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定] ウィンドウを閉じるには、OK をクリックします。
7. [セキュリティ] タブをクリックします。
8. [イントラネット] アイコンをクリックして、[サイト] ボタンをクリックします。
9. [ほかのゾーンにないローカル（イントラネット）のサイトをすべて含める] オプションと [プロキ

シ サーバーを使用しないサイトをすべて含める] が有効になっていることを確認します。
10. 両方のウィンドウを閉じるには、OK を 2 回クリックします。
また、システムに IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名でアクセスすると、ブラウザが、それらのシス
テムが [インターネット ゾーン] にあるとみなす場合があります。代わりに、名前でアクセスしてくださ
い。リンクを作成する際にシステム名を使用するように HP SIM を設定するには、[オプション]→[セキュ
リティ]→[システム リンクの設定] の順に選択して [システム名を使用] を選択します。

インストール
依存エラー メッセージ「 FAILED, One or more components failed to install, because
it depends on another component which is not installed on the system」が表示さ
れる。

解決策：これは、インストールするために選択したエージェントの前提条件が満たされていないためで
す。

この時点で、2 つのオプションがあります。
1. 依存コンポーネントの名前を検出するために HP SUM UI を使用する。
2. [展開]→[ドライバ、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[初期 ProLiant Support

Pack インストール]を選択することによって、HP SIM メニューから初期 ProLiant Support Pack イン
ストール ツールを介してサポート パック全体をインストールする。

次のような例が発生する場合があります。

Itanium ベース サーバにエージェントの設定および修復を介して HP バージョン コントロール エージェ
ント for Windows（VCA）をインストールすると、依存エラーが発生して失敗する。[タスク結果] ペー
ジの [標準出力] タブには、 HP Smart Update Manager は終了したが、インストールは失敗したと表示さ
れる。

解決策：Itanium ベース サーバへの HP バージョン コントロール エージェントのインストールには、HP
Integrity Insight マネジメント エージェント for Windows Server 2003（Itanium ベー
ス システム用）が必要です。このコンポーネントがインストールされていることを確認してから、HP
バージョン コントロール エージェントのインストールを再度試みてください。
SQL Server 2005 Express Edition をインストールした後、Administrators グループのメンバであるユーザ
を介して、Windows Vista に HP SIM をインストールする際に、[次へ] をクリックすると、データベース
に対する十分な権限がないことを示すエラーが表示される。

解決策：解決するには次のように操作します。

ユーザの User Account Control（UAC）を無効にして、インストールを続行してください。
HP SIM をインストールする際、データベース設定ページのポートの値が、Oracle ではグレー表示され
る。

解決策：解決するには一度 [SQL/SQL Express を使用] を選択してから、再度 [Oracle を使用] を選択
してください。ポートの値が有効になります。

HP Virtual Server Environment（VSE）スタンドアロン サーバ収集では、HP SIM をインストールする際、
データベースを初期化した後のすべてのサーバ収集と同じ結果が表示される。

解決策：解決するには、HP SIM をインストールした後に予期しない結果が収集に返された場合に、HP
SIM サーバを再起動してください。
Microsoft Windows Server 2008 システムに HP SIM をインストールした後、mxstop および mxstart
コマンドが動作しない。

642 トラブルシューティング



解決策：この問題はファイアウォールが原因となっています。この問題を解決するには、ファイアウォー
ルで HP Systems Insight Manager サービスが実行することを確認してください。
SQL Server 2005 Express Edition を使用して指定したインスタンスで HP SIM のインストールを試みる
と、エラー「Unable to get information from the specified database server」が表示される。
解決策：指定したインスタンスでの SQL Server 2005 Express Edition のインストール中、デフォルトで
は、[SQL Browser] オプションが選択されていません。このオプションもサービス マネージャではデ
フォルトで無効になっています。

この問題を解決するには、インストールする際、またはインストール後にサービスを手動で起動する場
合、SQL Server 2005 Express Edition インストール画面から [SQL Browser] を選択してください。
デフォルトのセキュリティ設定の Microsoft Windows Server 2008 に HP SIM をインストールできない。
解決策：

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[管理ツール]→[Server Manager]の順にクリックするか、[コン
トロール パネル]→[管理ツール]→[Server Manager]の順にアクセスします。

2. 右側のパネルから、[Security Information]→[Configure IE ESC]の順に下方向にスクロールして、
[管理者] および [ユーザ] の [Internet Explorer Enhanced Security Configuration (IE ESC)] を
[Off] に設定します。

3. [OK] をクリックして、HP SIM のインストールを再開します。
ドメイン アカウントを使用して HP SIM を Windows Vista 上にインストールしたあとドメイン アカウン
トを使用してサインインすると、デスクトップの HP SIM アイコンからアプリケーションを実行できな
い。

解決策：Administrator アカウントで HP SIM にサインインすると、アイコンからアプリケーションを実
行できます。

UAC（User Access Control）がオンになっている場合、HP SIM を Windows Vista や Microsoft Windows
Server 2008 上にインストールしたあとコマンド ウィンドウを開くと、デフォルトでは、ユーザが管理
者でも管理者以外が開いたものとしてウィンドウが開く。

解決策：UAC はデフォルトでオンになっています。HP SIM のインストール フォルダは管理者権限があ
るユーザだけがアクセスできるようにすることで保護されているため、管理者以外のユーザが開いたコ
マンド ウィンドウは、HP SIM インストール フォルダの内容にアクセスできずコマンドは失敗します。
この問題を解決するには、コマンド ウィンドウのショートカットを右クリックして、[run as
Administrator] を選択するかまたはシステムの UAC を無効にします。
Administrator グループのメンバである標準的なアカウントを使用したあと、Windows Vista が「非管理」
システム タイプとして識別される。
解決策：Windows Vista システムのローカル Administrator アカウントを使用する必要があります。HP
SIM でデスクトップとして識別されるには、UAC（User Access Control）をオフにする必要があります。
Windows XP を Windows Vista にアップグレードし HP SIM をアップグレードしたあと、[サービス アカ
ウント認証情報] ページにユーザ名が「undefined」と表示される。
解決策：

1. 次の順にアクセスしてください。[管理]→[User and Groups]→[Enable Administrator account]
2. [サービス アカウント認証情報] ページから、change the [ユーザ名] フィールドを [管理者] に変更

し、関連パスワードを入力してください。

3. HP SIM サービスを再起動します。
Windows NT 3.51 または Windows NT 4.0 で HP SIM をロードできない。
解決策：Windows NT 3.51 および Windows NT 4.0 は、サポートされているプラットフォームではあ
りません。

Windows のインストール時に、データベース認証情報画面で、無効な認証情報についてのエラーが表示
されインストーラが停止し、パスワードを入力できなくなる。

解決策：ユーザ名およびパスワードで、スペースに続けて二重引用符を用いることはできません。Oracle
ユーザ名には、 バックスラッシュ（\）やフォワードスラッシュ（/）を含めることはできません。
ユーザ名やパスワードで上記の文字を使用すると、"Invalid character"エラーが表示され、サインインが
拒否されます。
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HP SIM インストールの Java ベース データベースのインストール中に、「データベース接続エラー」が
表示される。

解決策：ターゲットの Microsoft SQL Server サービス（MSSQL）が実行されていることを確認してくだ
さい（[コントロール パネル]→[サービス]→[MSSQLSERVER] を選択）。SQL Server 2005 の場合は、
サービス名は「SQLServer」です。
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 1 上に HP SIM をインストールすると、 "TCP/IP
protocol is not enabled.Run SVRNETCN.exe to enable TCP/IP."というエラー メッセー
ジが表示される。

解決策：TCP/IP は、SQL 2005 では、デフォルトで無効になっています。TCP/IP を有効にするには、次
のように操作します。

1. [スタート] メニューから、[Microsoft SQL Server 2005]、[Configuration Tools]、[SQL Server
Configuration Manager] の順にクリックします。[SQL Server Configuration Manager] ウィンド
ウが表示されます。

2. 左ペインから [SQL Server 2005 Network Configuration] を選択します。右フレームにプロトコル
が表示されます。

3. [TCP/IP] を右クリックして、Enable を選択します。
4. SQL サーバを再起動して、変更を反映します。
インストール中にシステムが再起動すると、インストールによってブラウザが起動される。Internet
Explorer に、ローカル ホストとの接続を確立できなかったことを知らせるメッセージが表示される。ブ
ラウザがサービスの開始以前に起動される。

解決策：URL フィールドにカーソルを置いて Enter キーを押し、再度 URL にアクセスしてください。ア
プリケーションがブラウザにロードされるまで続けてください。

Windows NT 3.51 または Windows NT 4.0 で HP SIM をロードできない。
解決策：Windows NT 3.51 および Windows NT 4.0 は、サポートされているプラットフォームではあ
りません。

HP SIM インストールの Java ベース データベースのインストール中に、エラー「データベース接続エ
ラー」が表示される。

解決策：ターゲットの Microsoft SQL Server サービス（MSSQL）が実行されていることを確認してくだ
さい（[コントロール パネル]→[サービス]→[MSSQLSERVER] を選択）。SQL Server 2005 の場合、
サービス名は SQLServer になります。
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 1 上に HP SIM をインストールすると、 "TCP/IP
protocol is not enabled.Run SVRNETCN.exe to enable TCP/IP."というエラー メッセー
ジが表示される。

解決策：TCP/IP は、SQL 2005 では、デフォルトで無効になっています。TCP/IP を有効にするには、次
のように操作します。

1. [スタート] メニューから、[Microsoft SQL Server 2005]、[Configuration Tools]、[SQL Server
Configuration Manager] の順にクリックします。[SQL Server Configuration Manager] ウィンド
ウが表示されます。

2. 左ペインから [SQL Server 2005 Network Configuration] を選択します。右フレームにプロトコル
が表示されます。

3. [TCP/IP] を右クリックして、Enable を選択します。
4. SQL サーバを再起動して、変更を反映します。
サーバでディスク イメージ ソフトウェアを使用すると、グローバル ユニーク識別子がすべてのシステ
ムで同じになる。

解決策 1：ディスク イメージを取得していない場合は、次のように操作します。
1. システムの 1 つから、すべての Insight マネジメント エージェントをアンインストールします。
2. ディスク イメージ ソフトウェアを使用して、Insight マネジメント エージェントをインストールし

ていないシステムから設定をコピーします。

3. 手順 2 で得られたディスク イメージを使用して、ターゲット システムにコピーします。
4. すべてのシステムに HP Insight マネジメント エージェントを再インストールします。
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解決策 2：すでにディスク イメージを配備した場合は、以下を実行して各ターゲット システムからイ
メージを削除します。以下の情報はネットワーク オペレーティング システム別になっています。

• NetWare の場合：

グローバル ユニーク識別子情報は、NetWare サーバの sys:\system サブディレクトリに 16 バイト
のファイルとして保存されます。このファイルは、HP SIM が NetWare サーバに対して SNMP SET コ
マンドを実行すると作成されます。

グローバル ユニーク識別子を永久に削除するには、NetWare SYS ボリュームから \system\
cpqbssa.cfg ファイルを削除します。
ファイルを削除したら、Insight マネジメント エージェントを再起動します。システムが検出されると、
HP SIM によって新しいグローバル ユニーク識別子が割り当てられます。

• Windows NT の場合：

マネジメント エージェントが、Windows NT レジストリの項目にグローバル ユニーク識別子情報を作
成します。

グローバル ユニーク識別子を永久に削除するには、エントリを削除します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compaq Insight Agent\hostGUID
エントリの削除後、Insight マネジメント エージェントサービスを再起動すると、新しいグローバル ユ
ニーク識別子が自動的に生成されます。

• UnixWare の場合：

グローバル ユニーク識別子情報は HP SIM が UnixWare サーバに対して SNMP SET コマンドを実行す
ると作成されるファイルに保存されます。

グローバル ユニーク識別子を永久に削除するには、UnixWare システムから次のファイルを削除しま
す。

/var/spool/Compaq/foundation/registry/cpqhoguid.dat

このファイルを削除したら、マネジメント エージェントを再起動します。システムが検出されると、HP
SIM によって新しいグローバル ユニーク識別子が割り当てられます。
Windows XP SP2 マシンで、エラー メッセージが表示され、インストールが完了しない。
解決策：「簡易ファイルの共有」が有効になっている場合は、無効にする必要があります。

1. [スタート]→[マイ コンピュータ]→[ツール]→[フォルダ オプション]→[表示] を選択します。
2. 詳細設定のリストを一番下までスクロールして、[簡易ファイルの共有を使用する（推奨）] の選択

を解除してください。

3. OK をクリックします。
HP-UX システムで、mxinitconfig -a コマンドが、ステップ 8 で失敗し、 /var/opt/mx/logs/
initconfig.log ファイルに、次のエラー メッセージが表示される。...8. Database
Configuration Connecting to database...- Failed HP Systems Insight Manager
shutting down:Lost connection to database.
org.postgresql.util.PSQLException:Connection refused.Check that the host name
and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.
for db loaded from database.props

解決策：以下の解決策を実行してください。

• semmni および semmns カーネル パラメータが、最小値（semmni では 1024、semmns では
2048）に設定されていることを確認します。

• PostgreSQL 製品がインストールされていないか、インストール後、不正にアンインストールされて
いるため、/var/opt/iexpress/postgresql サブディレクトリが存在します。PostgreSQL がイ
ンストールされている場合は、アンインストールして、/var/opt/iexpress/postgresql ディ
レクトリを削除し、その後、PostgreSQL を再インストールしてください。

HP SIM のインストール後、デスクトップでセットアップされている CMS がサーバとして表示される。
解決策：システムで SMH が見つかると識別機能はシステムをサーバとして識別します。WBEM の認証
情報を使用して、CMS の識別をやり直してください。システムはデスクトップとして識別され、システ
ムの正しい情報が表示されます。
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IP アドレス
システムがネットワーク上の IP アドレスを変更すると、データベース内の情報の信頼性がなくなる。た
とえば、システム名があるシステムからのものであり、その記述がそのアドレスをとる新しいシステム
からのものである。

解決策：システムが検出されると、「非検出」になることはありません。アクセス不能になったシステ
ムは、収集を介して削除する必要があります（管理者権限があるユーザとしてサインイン）。HP SIM が
通信しなくなったシステムは、クリティカルなステータスに変わります。システムは、収集内のシステ
ムを選択して 削除をクリックすることで削除できます。

ログ
デバッグをオンにしている場合、4.2 からのアップグレード中に、HP-UX 11.23 でヌル ポインタ例外が
表示される。

解決策：アップグレードの実行中や既存の MIB の交換中に SQL の重複エラーが発生します。これは、
コードがデータベースの検索なしに Insert 文を実行するからです。このため、SQL 例外が生成されます。
この例外の処理後、例外ハンドラがデータ内の MIB 情報を更新します。

メニュー
Internet Explorer では、過度の修復、サブメニュー オプションを十分に表示できない、マウスの動作に
ついていけない、スクロール バーと他の固有のフォーマットによるメニュー カスケードを表示する場
合など性能の低い動作や不安定な動作を表示できます。

解決策：Internet Explorer には、この問題を軽減したり消去する設定が複数あります。

• 解決策 1：
[スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[インターネット オプション]→[セキュリティ]→[信
頼済みサイト] を選択し、[サイト] をクリックします。

1.

2. [次の Web サイトをゾーンに追加する] フィールドで、HP SIM システムを https://< シス
テム名 >:50000 という形式で入力し、追加をクリックします。

3. OK をクリックします。
注記：このソリューションは、not fully displaying sub-menu options という問題に対
応しています。

• 解決策 2：
[ツール]→[インターネット オプション]→[全般]→[インターネット一時ファイル]→[設定]→[保
存しているページの新しいバージョンの確認] を選択します。

1.

2. [自動的に確認する] がデフォルトで設定されていない場合は、これを選択します。[ページを表
示するごとに確認する] に設定されている場合は、問題が発生します。

3. OK をクリックします。

• 解決策 3：
[ツール]→[インターネット オプション]→[詳細設定]→[セキュリティ]→[暗号化されたページを
ディスクに保存しない] を選択します。

1.

2. [unselected] がデフォルトで設定されていない場合は、これを使用します。このオプションを
選択すると、問題が発生します。HP SIM は、ブラウザで保存されていないすべての暗号化ペー
ジをすでにマークしています。HP SIM では、イメージとスタイル シートのキャッシングが可
能です。この設定を選択すると、このリソースのキャッシングが無効になり、パフォーマンス
が低下します。

検出を実行したが、[ツール] メニューにアクセスしても、コマンド ライン ツールが表示されない。
解決策：HP SIM では、新しい URL にアクセスするかブラウザの更新ボタンをクリックしないと、メ
ニューは更新されません。

HP SIM のアップグレード後、ライセンス マネージャ用のメニュー オプションが 2 つになった。
解決策：Virtual Machine Management Pack がサポートされていないモードでライセンス マネージャを
使用し、使用している Virtual Machine Management Pack のバージョンが従来のバージョンの場合、こ
の問題が発生することがあります。
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OpenSSH
管理対象システムに OpenSSH をインストールした後で、.ssh ディレクトリが見つからない。
解決策：.ssh ディレクトリは、SSH インストーラによって作成されません。CMS で mxagentconfig
を実行し、hpsystem などのターゲット システム名と認証情報を入力してください。
OpenSSH の実行時に、%1 is not a valid Win32 application のようなエラーが発生する。
解決策：Program という名前のフォルダかファイルをルート ディレクトリで検索します。このファイ
ルが存在する場合は削除します。このフォルダが存在する場合は、名前を変更するか、そのフォルダが
空である場合は削除します。

OpenSSH をインストールする際に、インストールがタイムアウトするかまたはエラーが発生して終了す
る。

解決策：ターゲット システムが所属するドメインの規模が大きすぎることが原因で問題が発生している
可能性があります。OpenSSH のインストール時に実行される mkgroup コマンドが、ドメイン内で（バッ
クアップ ドメイン コントローラ（BDC）、他のドメインとの信頼関係、またはドメインに所属するす
べてのシステムから）定義された多数のドメイン グループを発見し、OpenSSH インストレーションの
\etc ディレクトリに作成されるグループ ファイルにそれらのグループを追加しています。この操作に
は 10～15 分かかり、その後 OpenSSH のインストールがタイムアウトするかクラッシュします。この
問題が発生しているかどうかを確認するには、\etc\group ファイルのサイズが 50KB を超えていない
かどうか調べます。

C:\Program Files\OpenSSH ディレクトリにある openssh.exe プログラムを使用してシステムに
OpenSSH を手動でインストールし、この問題が発生する場合は、システムに対してエージェントの設
定および修復を実行することをおすすめします。

オペレーティング システム
システムのオペレーティング システムを変更して、システム検出を再実行しても、HP SIM が、古いオ
ペレーティング システムを実行しているシステムのインスタンスを検出し、システム リンク セクショ
ンに項目がない。HP SIM は、システム リンクが正しい、新しいオペレーティング システムを実行して
いるシステムも検出する。

解決策：システムが検出されると、「非検出」になることはありません。アクティブでなくなった（管
理サーバがそのシステムと通信できる）システムは、クリティカル ステータスに変更され、削除できる
ようになります。

Evo Workstation 6000 で Windows XP を実行しているとき、正しいオペレーティング システムが表示さ
れない。

解決策：根本的な問題は、SNMP エージェントが、このバージョンの Windows を正しく認識しないこ
とです。SNMP サービスを停止し、手動起動に設定し、HP SIM からデータ収集を再実行して、正しい
情報を取得してください。

ポケベル通知
ポケベル通知機能を持つ HP SIM のアップグレード バージョンで、ユーザが存在しないというエラーが
表示される。ただし、ユーザ ページには、ユーザが表示される。なぜか。
解決策：管理者権限があるユーザが既存のポケベル通知先ユーザを削除し、元のポケベル通知先ユーザ
と同じ詳細で新しいポケベル通知先ユーザを作成する必要があります。

解決するには以下の手順に従います。

1. [オプション]→[セキュリティ]→[ユーザおよび認証]→[ユーザ] を選択します。
2. [ポケベル設定済み] 列でポケベル通知先ユーザを見つけます。ユーザがポケベル通知先ユーザの場

合は、[はい] が表示されます。
3. 削除するユーザ アカウントを選択します。
4. 新規をクリックします。

5. 新しいポケベル通知先ユーザ アカウントを作成します。
6. OK をクリックします。
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パスワード
HP SIM Windows サービスが使用するサービス アカウントのパスワードが変わっている。変更するには、
どうすればよいか。

解決策：

1. HP SIM を停止します。
2. コントロール パネルの [サービス] にアクセスし、サービス証明書を編集して、HP Systems Insight

Manager サービスの新しいパスワードを指定します。
3. mxpassword -g を実行し、次のパスワードを変更します。

MxHPSIMServicePassword

4. HP SIM を再起動します。
HP SIM Windows サービスが使用するデータベース アカウントのパスワードが変わっている。変更する
には、どうすればよいか。

解決策：

1. HP SIM を停止します。
2. mxpassword -g を実行して、次のパスワードを新しいアカウント パスワードに変更します。

MxDBUserPassword

MxPMPPassword

3. HP SIM を再起動します。

ping
検出されたシステムに ping できない。
解決策：HP SIM で、1,000 台を超えるシステムを管理している場合は、/etc/sysctl.conf ファイル
に次のエントリを追加し、カーネル パラメータを変更してください。
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096

net.ipv6.neigh.default.gc_thresh3 = 4096

エントリを追加したら、システムを再起動します。

印刷機能
[ラック] 表示を含むコンテナ ビュー ページを印刷するとき、表示が正しく印刷されない。
解決策：Internet Explorer で、[ツール]→[インターネット オプション] の順に選択し、[詳細設定] タブを
選択します。[印刷]→[背景の色とイメージを印刷する] の順に選択します。システムの詳細ページに
[ラック] 表示が正しく印刷され、ラックのすべての詳細が印刷されるはずです。
Internet Explorer に印刷しようとすると、プリンタが設定されていないことを示すメッセージが表示され
る。Mozilla では、印刷ダイアログ ボックスが表示されてファイルを印刷します。
解決策：Internet Explorer と Mozilla の両方で印刷する前に、プリンタをインストールする必要がありま
す。

HP SIM でリストまたはレポートを印刷するときに、印刷の向きで [横] を選択しても、横向きに変更さ
れない。

解決策：[コントロール パネル]→[プリンタ] で、印刷の向きを 横に設定します。

プロパティ ページ
プロパティ ページの [ステータス] タブで、[FC HBA] リンクをクリックすると、エラー メッセージが表
示される。

解決策：[ステータス] タブには、システムに FC コントロールが存在しない場合でも [FC HBA] ホット
リンクが表示される可能性があります。HP SIM は、FC HBA について、インスタンスが存在するように
なるかどうかを予測できません。このため、このリンクを表示する可能性があります。インスタンスが
あるのにエラー メッセージが表示される場合は、CIM クライアント接続がタイムアウトした可能性があ
ります。
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以下のエラー メッセージをプロパティ ページで表示できます。

意味エラー メッセージ

ターゲット システムには、ストレージ プロキシ CIMOM であ
る WBEM インストレーション（CIMOM）が存在します。ター
ゲット システムをモデル化する WBEM CIMOM は、ありませ
ん。このため、[プロパティ] ページは、システム固有情報を収
集する エージェントを保持していません。サーバ WBEM
CIMOM をインストールして、ターゲット システムの WBEM
管理を有効にしてください。

WBEM Storage プロパティがこのシステム上で動作している
ため、プロパティ ページを利用することができません。

プロパティ ページは、Web サーバのデフォルト タイムアウト
（20 分）の制約を受けます。プロパティ ページがタイムアウ
トすると、このメッセージが表示されます。ウィンドウを閉じ
て、ターゲット システムに対して プロパティ ページを再起動
してください。

接続が切れました。ウィンドウを閉じて、このシステムのプロ
パティ ページを再起動してください。

予想外の WBEM エラーが発生しています。HP のサービス窓口
に問い合わせてください。

不明な WBEM エラー。

ターゲット システムは、WBEM に対応するように設定されて
いますが、ターゲット システムに対する認証情報が壊れていま
す。認証情報を確認して、ターゲット システムを再度識別して
ください。

Error:WBEM を使用してターゲット システムに接続すること
ができません。[オプション]→[プロトコル設定]→[グローバル
プロトコル設定]を使用して、このシステムの WBEM プロトコ
ル設定を確認してください。

ターゲッ ト システムが WBEM 接続を確立できません。Target system is unavailable.（ターゲット システム
を使用できません）

ターゲット システムへの WBEM 接続が成功していますが、シ
ステムは固有の WBEM クラスのデータを返していません。

No WBEM data is available.（使用できる WBEM データ
がありません）

一部のプラットフォームで、CPU Instance Provider、Memory Instance Provider、および Environmental
Provider からの情報取得要求がタイムアウトしている可能性があります。これは、プロバイダによるイ
ンベントリ情報の収集に時間がかかっているためです。また、プロバイダは、インベントリ情報を収集
中であることをクライアントに通知しません。これにより、HP SIM のプロパティ ページまたはインベ
ントリ データにデータを組み込む際に、断続的に障害が発生するかデータ エントリが消失します。
解決策：この問題は、0603OEUR とともに提供される SFM（System Fault Management）製品で修正さ
れます。プロバイダのタイムアウトは発生しなくなります。また、管理対象システム上に、Inventory
is being build currently. Please try after some time.（インベントリを構築中です。
情報の取得はあとで試みてください）というメッセージが表示されるようになります。いったんインベ
ントリ情報が収集されると、以降の要求時には、プロバイダが要求された情報をクライアントに返すよ
うになります。

注記:  SFM 製品のインストール後、さまざまなシステムについての情報をプロバイダに要求する場
合、最初の要求に対する応答は遅くなりますが、2 回目からの応答は迅速になります。これは、再起動
後も同じです。

プロトコル
クライアントを CMS に追加すると、WBEM プロトコルが管理プロトコルとして表示されず、WBEM の
どのプロパティもクライアントの [システム ページ] に表示されない。
解決策：[システム プロトコル設定] ページ（[オプション]→[プロトコル設定]→[システム プロトコル設
定] の順に選択）のパスワードが適切でない可能性があります。
「<<< 空白のフィールドがあります。」というエラー メッセージが表示され、スケジュールボタンと
すぐに実行ボタンが無効になる。

解決策：[システム プロトコル設定] ページのフィールドを空白のままにすると、このメッセージが表示
されます。空白のフィールドに入力すると、ボタンが有効になります。

エージェント設定のレプリケート
エージェント設定のレプリケート タスクを、[設定する前にターゲット システムを省電力モードで起動
する。] オプションを選択して実行すると、[タスク結果] ページの [タスク詳細] セクションに「システ
ムの起動に失敗」というエラー メッセージが表示される。
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解決策：

1. システムの IP アドレスを解放して更新します。
a. [スタート]→[設定]→[ネットワークとダイヤルアップ接続] の順に選択します。
b. [ローカル エリア接続] をダブルクリックします。[ローカル エリア接続状態] ウィンドウが表示

されます。

c. [プロパティ] をクリックします。[ローカル エリア接続状態] ウィンドウが表示されます。
d. [インターネット プロトコル（TCP/IP）] を選択して、プロパティをクリックします。[インター

ネット プロトコル（TCP/IP）のプロパティ] ウィンドウが表示されます。
e. IP アドレスを適切に更新します。

2. データベースからシステムを削除し、システムを検出しなおします。検出実行の詳細については、
「自動検出の設定」を参照してください。

3. エージェント設定のレプリケート タスクを実行します。詳細については、「エージェント設定のレ
プリケート タスクの作成」を参照してください。

エージェント設定のレプリケートタスクの実行中、[タスク結果] ページの [タスクの詳細] セクションに、
「No is not true: Wrong compaq.cimom.supported」というエラーが表示される。

解決策：このメッセージは、システムにエージェント設定のレプリケートによる設定をサポートする
Web エージェントがないことを示します。System Management Homepage などのエージェント設定の
レプリケートが、検出の実行中に実行されていなかった可能性や、ターゲット システムにインストール
されていなかった可能性があります。HP SIM のシステム ページに System Management Homepage リ
ンクがあることを確認します。System Management Homepage リンクがない場合は、初期 HP ProLiant
Support Pack のインストールを使用してインストールしてください。

応答
URL アドレスに https://を入力すると、ロードに 5 分以上かかる。
解決策：URL アドレスは、"S"のない http://で入力する必要があります。URL に https://と入力すると、
SSL メッセージがサーバへ送信され、遅れが発生します。
HP SIM からリモート システムの Web エージェントまたは System Management Homepage にアクセス
すると、ブラウザに「Page Note Found」というメッセージが表示される。

解決策：以下のように、いくつかの解決策が考えられます。

• Web エージェントまたは System Management Homepage がリモート システムで動作していない
可能性があります。それらを起動しないと、アクセスできません。

• リモート システムがブラウザからアクセスできない可能性があります。HP SIM サーバが 2 つの
ネットワーク上のシステムを管理しており、ブラウザ クライアントが一方のネットワーク上だけに
存在していて、リモート システムがもう一方のネットワーク上に存在する場合は、リモート シス
テムにアクセスできません。

• ターゲット システムのアドレスが適切な IP アドレスに正しく解決されていない可能性があります。
ネットワークの DNS 設定に問題があります。この場合、DNS 設定の問題を解決できないときは、
リモート システム名と実際の IP アドレスを HP SIM サーバやブラウザ システム、あるいはその両
方の hosts ファイルに追加することによって問題を回避することができます。また、別の解決策と
して、HP SIM で、[オプション]→[セキュリティ]→[システム リンク設定] の順に選択し、設定を変
更して、[システムの IP アドレスを使用] を選択することもできます。

検索
オペレーティング システムが単一バージョンの HP-UX 11i v1（B.11.11）であるシステムを検索すると
き、オペレーティング システム収集に 2 つの基準が表示される。[HP/HP-UX 11.11] を選択すると、CMS
が表示される。[HP-UX/HP-UX B.11.11 U] を選択すると、CMS を除くすべての HP-UX システムが表示
される。

解決策：比較選択ボックスで [次] を選択する代わりに [次の文字を含む] を選択し、HP-UX 11.11 と入
力してください。
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セキュリティ
ページ上に安全かつ安全でないデータ混合があることを示すセキュリティ アラートがクライアント ブ
ラウザに表示されている。このアラートに対して OK を押すと、HP SIM からログアウトされる。
解決策：ページ上に安全かつ安全でないデータ混合があることを示すセキュリティ アラートがクライア
ント ブラウザに表示されている場合、または CMS のパフォーマンスが十分でない場合、メモリ不足状
態が原因であるために、この問題が発生することがあります。CMS 上の Mxdomainmgr.exe のメモリ使
用量を確認してください。高い（700MB 以上の使用量）場合、または推奨の最小メモリだけを搭載し
たシステムに HP SIM がインストールされている場合（要件については、 HP Systems Insight
Manager 5.2 Microsoft Windows 用インストール/コンフィギュレーション ガイドを参照してく
ださい）、CMS のメモリのアップグレードを考慮する必要があります。また、CMS 上にローカルでイ
ンストールした HP SIM を実行している場合、リモート データベースをインストールすることによって
パフォーマンスの改善に役立つこともあります。

管理対象システムのツールを実行すると、次のエラーが発生する。認証エラー：中央管理サーバ（CMS）
と管理対象システム タイム クロックは、同期されないか、通信時間制限を超える場合があります。

解決策：CMS と管理対象システムでは、時間が同期化されていないと、認証エラーが発生します。通信
時間制限は 20 分であり、この制限を超えると、認証エラーが発生します。コマンド xntpd(1m)1m を
使用し、時間同期を設定します。

シングル ログインができないか、または Linux エージェントに信頼ステータスを設定できない。
解決策：この問題を解決するには、[システム リンク設定] の設定を、IP アドレスまたは完全修飾 DNS
名に変更します。

HP SIM CMS から、[システム リンク設定] の設定を変更するには、次のように操作します。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] をクリックします。[システム リンク設定]

ページが表示されます。

2. 次のオプションから選択します。

• [システム名を使用]。システム名を使用するには、このオプションを選択します。

• [システムの IP アドレスを使用]。システム IP アドレスを使用するには、このオプションを選
択します。複数のアドレスを含むシステムの場合は、複数のリンクを入力できます。

• [システムの DNS 名（フル）を使用]。システムの完全ドメイン ネーム サービス（DNS）名を
使用するには、このオプションを選択します。

注記：HP-UX または Linux 中央管理サーバ（CMS）で HP SIM を新しくインストールした場合は、
デフォルトで [システムの DNS 名（フル）を使用] が指定されます。Windows の新規インストール
では、デフォルトで [システム名を使用] が設定され、アップグレードの場合は、オペレーティング
システムとは関係なく既存の設定が維持されます。

注記：検出中には、完全システム DNS 名を使用できる場合、これがプライマリ ルックアップ キー
として使用されます。完全システム DNS 名が使用できない場合は、IP アドレスが使用されます。
注記：システムに複数のネットワーク インタフェースがある場合、[システム名を使用] を選択する
と、宛先ごとに 1 つのリンクのみがシステムに提供され、[システムの IP アドレスを使用] を選択
すると、複数のリンクがシステムに提供されます。

3. 変更内容を保存して適用するには、OK をクリックします。

Serviceguard Manager
Serviceguard Manager がインストールされた SCM 3.0 から HP SIM 4.1 にアップグレードすると、
Serviceguard Manager が動作しなくなる。
解決策：HP SIM をアップグレードすると、Serviceguard Manager がインストールした一部のファイル
が置き換わります。このため、Serviceguard Manager がインストールされていないよう見えます。
Serviceguard Manager を再インストールしてください。
Serviceguard Manager を起動すると、jnlp ファイルをダウンロードするように要求される。Serviceguard
Manager のインストール時に、次のシナリオとなることがある。
シナリオ 1：Java Web start がインストールされていない。
解決策：Java Web start をダウンロードしてインストールしてください。
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シナリオ 2:Java Web start がインストール済みであるにもかかわらず、.jnlp ファイルのダウンロード
を求められる。次に示すオペレーティング システムごとの解決策のいずれかを参照してください。
Windows 2003 の IE ブラウザの解決策:

1. .jnlp ファイルをダウンロードします。
2. .jnlp ファイルを右クリックします。
3. プログラムから開く … を選択します。
4. 参照をクリックします。

5. C:\Program Files\Java Web Start\javaws.exe に移動してファイルを開きます。
6. この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使うを選択します。

7. OK をクリックします。
Linux の Mozilla ブラウザの解決策：

1. Launch Serviceguard Manager をクリックします。
2. プログラムから開く … を選択します。
3. Choose をクリックします。
4. /usr/java/j2re1.4.2/javaws/javaws に移動します。
5. Always perform this action を選択します。
6. OK をクリックします。
HP-UX の Mozilla ブラウザの解決策：：

1. Launch Serviceguard Manager をクリックします。
2. プログラムから開く … を選択します。
3. Choose をクリックします。
4. /opt/java1.4/jre/javaws/javaws に移動します。

注記: このパスが存在しない場合は、T1456AA と Java Web Start をインストールしてください。

5. Always perform this action を選択します。
6. OK をクリックします。
Serviceguard Manager を起動しようとすると、HTTP 404 エラーが起きる。
解決策：HP SIM をインストールした後 CMS プラットフォーム（Windows、Linux、HP-UX）に Serviceguard
Manager をインストールする必要があります。このとき、SGM が HP SIM で登録されます。後で
Serviceguard Manager をアンインストールした場合、Serviceguard Manager を起動しようとすると、
HTTP 404 エラーが発生します。これは、Serviceguard Manager のアンインストール アプリケーション
が、HP-UX および Linux 環境では /opt/hpwebadmin/webapps に、Windows 環境では \Program
Files\HP\Systems Insight Manager\hpwebadmin\webapps にある HP SIM の webapps ディレ
クトリの sgmgr ディレクトリを削除するためです。
HTTP 404 エラーが今後発生しないようにするには、次のコマンドを使用して HP SIM からツールを削除
してください。

mxtool -r -f sgmw-web-tools.xml

将来 Serviceguard Manager を再インストールする場合は、次のコマンドを使用して HP SIM にツールを
追加してください。

mxtool -a -f sgmw-web-tools.xml

サインイン
パスワードを入力せずに、Windows XP の HP SIM にサインインできない。
解決策 1：空白以外のパスワードを設定してください。セキュリティが向上します。管理者に依頼し
て、Windows ユーザ アカウントを変更し、空白以外のパスワードを指定してください。
解決策 2：パスワードを空白にしなければならない場合は、Windows XP マシンで セキュリティ ポリ
シー [アカウント：ローカル アカウントの空のパスワードの使用をコンソール ログオンのみに制限す
る。] を無効にします。
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注記: このポリシーを無効にすると、パスワードのないアカウントを使用してネットワーク経由でリ
モート ログインできます。

Windows システムで、ローカル アカウントを使用した、パスワードなしのサインインをコンソールの
みに制限するには、以下の手順に従ってください。

1. [プログラム]→[管理ツール]→[ローカル セキュリティ ポリシー] の順に選択して、[ローカル セキュ
リティ設定 MMC アプリケーション] を開きます。

2. [ローカル セキュリティ ポリシー] フォルダを開き、[セキュリティ オプション] サブフォルダを開
きます。

3. ポリシーを無効にします。

Windows XP の HP SIM にサインインできない。
解決策：パスワードを空白にする場合は、上記の問題を参照してください。または、Windows XP マシ
ンでローカル セキュリティ ポリシーの [ネットワーク アクセス：ローカル アカウントの共有とセキュ
リティ モデル] を [Guest のみ] から [クラシック] に変更します。

注記: この設定は、ドメイン アカウントを使ったリモート サインインには影響しません。このセキュ
リティ ポリシーを変更すると、ゲスト アカウントだけでなく、リモート サインインを設定したローカ
ル アカウントからネットワーク経由でリモート ログインできます。すべてのローカル アカウントが適
切なパスワードを持っていることを確認してください。

設定を変更するには、次のように操作します。

1. [プログラム]→[管理ツール]→[ローカル セキュリティ ポリシー] の順に選択して、[ローカル セキュ
リティ設定 MMC アプリケーション] を開きます。

2. [ローカル セキュリティ ポリシー] フォルダを開き、[セキュリティ オプション] サブフォルダを開
きます。

3. 設定を [Guest のみ] から [クラシック] に変更します。
[Guest のみ] が好ましいポリシー設定である場合は、前の手順を実行して HP SIM にサインインし、ドメ
イン アカウント（ローカル アカウントではない）かローカル ゲスト アカウントを HP SIM のアカウン
トとして追加します。終了したら、ローカル ポリシー設定を [Guest] に戻してください。
クラスタ システムで、シングル ログインが失敗する。
解決策：シングル ログインは、仮想クラスタ システムに対して動作しません。クラスタを構成する物
理システムで動作します。

プロキシ サーバを使用すると、ユーザ用に設定された IP アドレス ログイン制限を不注意か故意にバイ
パスする場合がある。

解決策：プロキシ サーバを使用すると、プロキシ サーバの IP アドレスが IP 除外範囲に含まれていない
場合、[ログイン IP アドレスの制限] ページの特定の IP 除外をバイパスできる場合があります。同様に、
有効なプロキシ サーバが IP 除外範囲に含まれていると、有効なユーザがそのプロキシ サーバ経由でサ
インインできない場合があります。

有効なプロキシ サーバが有効な適用範囲にあることを確認し、含まれる範囲をできるだけ小さくしてく
ださい。含まれる IP 範囲を使用すると、そこに指定されていないすべてのアドレスが除外されるので、
IP 除外範囲を使用するより含まれる IP 範囲を使用した方が効率的です。
Internet Explorer 6.0 を使用して、HP SIM にサインインできない。
解決策：HP SIM サーバの名前にアンダースコアが入っている場合は、Internet Explorer のアドレス フィー
ルドに入っている名前の代わりに、HP SIM サーバの IP アドレスを使用してください。システム名にア
ンダースコアが入っていると、Internet Explorer で認証 Cookie が正常に動作しません。
Internet Explorer 6.0 を使用して HP SIM からブラウズして、HP SIM または管理対象システムにサインイ
ンできない。

理由 1：システム名にアンダースコアが入っていると、Internet Explorer で認証 Cookie が正常に動作し
ません。

解決策：システムの名前にアンダースコアが入っている場合は、システムの IP アドレスを使用してくだ
さい。名前の代わりに IP アドレスを使用してシステムへのリンクを作成するように、HP SIM を設定し
ます。以下の手順に従ってください。
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1. HP SIM にアクセスしてサインインします。
2. [オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] をクリックします。[システム リンク設定]

ページが表示されます。

3. [システムの IP アドレスを使用] を選択します。
4. OK をクリックします。
注記：名前の代わりに IP アドレスを使用すると、管理対象システム証明書の名前がリンク内の名前と一
致しない場合、セキュリティ アラートが表示される場合があります。管理対象システムのデフォルト証
明書では、IP アドレスでなく、システム名が使用されています。
理由 2：管理対象システムでは、Internet Explorer 6.0 のプライバシー ポリシー設定によって、管理対
象システムからの認証 Cookie がブロックされます。
解決策 2A：（推奨）インターネット ゾーンからシステムを削除します。プライバシー ポリシーは、ブ
ラウザの インターネット ゾーンにあるシステムだけに影響するので、インターネット ゾーンからシス
テムを削除すると、プライバシー ポリシーがそのシステムに影響しなくなります。ブラウザのプライバ
シー ポリシー設定を変更するには、Internet Explorer ブラウザのメニューから、[ツール]→[インターネッ
ト オプション] の順に選択し、[プライバシー] タブをクリックします。次のいずれかの方法でプライバ
シー設定を変更します。

• 名前の代わりに IP アドレスでシステムにアクセスすると、ブラウザが、それらのシステムが イン
ターネット ゾーンにあるとみなす場合があります。代わりに、名前でアクセスしてください。HP
SIM を設定して、[オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] の順に選択して [システ
ム名を使用] を選択することでシステムへのリンクを作成する際に、システム名を使用できます。

• プロキシ サーバを使用するようにブラウザが設定されている場合、特定のシステムがプロキシ サー
バをバイパスするようにブラウザを設定できます。これによって、ブラウザの [インターネット
ゾーン] からそのシステムが削除されます。ブラウザのメニューから[ツール]→[インターネット オ
プション] を選択し、[接続] タブをクリックします。[LAN の設定] をクリックし、プロキシ サーバ
を使用する場合、[詳細設定] をクリックします。[例外] リストで、プロキシ サーバをバイパスする
アドレスのリストを指定できます。このアドレスは、[インターネット ゾーン] に存在しなくなり、
プライバシー設定ポリシーに影響されません。

1. ブラウザのメニューから[ツール]→[インターネット オプション] を選択します。
2. [接続] タブをクリックします。
3. LAN の設定をクリックします。
4. 詳細設定をクリックします。

5. [例外] リストに CMS のアドレスを入力して、OK をクリックします。

注記: 管理対象システムのアドレスも追加しなければならない場合があります。同じドメイ
ンの複数のシステムを入力する場合は、ワイルドカードを使用できます。次に例を示します。
https://*.scr.mt.com

[例外] リストのアドレスは、[インターネット ゾーン] に存在しなくなり、プライバシー設定
ポリシーに影響されません。

6. [ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定] ウィンドウを閉じるには、OK をクリックし
ます。

7. [セキュリティ] タブをクリックします。
8. [イントラネット] アイコンをクリックして、[サイト] ボタンをクリックします。
9. [ほかのゾーンにないローカル（イントラネット）のサイトをすべて含める] オプションと [プ

ロキシ サーバーを使用しないサイトをすべて含める] が有効になっていることを確認します。
10. 両方のウィンドウを閉じるには、OK を 2 回クリックします。

解決策 2B：（非推奨）ブラウザのプライバシー セキュリティ ポリシー設定を変更してください。Internet
Explorer ブラウザのメニューから[ツール]→[インターネット オプション] を選択し、[プライバシー] タ
ブをクリックします。プライバシー設定は、次のいずれかの方法で変更できます。

• スライダ バーを一番下まで移動して、プライバシー設定を [すべての Cookie を受け入れる] に設
定します。この設定により、ブラウザは、ファーストパーティのサイトとサードパーティのサイト
のすべての Cookie を受け入れることができます。HP SIM にアクセスしたり、管理対象システムに
直接アクセスしたりするときは、ファーストパーティのサイトとみなされます。HP SIM 経由で管
理対象システムへ移動するときは、サードパーティのサイトとみなされます。
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• [詳細設定] をクリックし、[自動 Cookie 処理を上書きする] を有効にして、Cookie 処理をカスタマ
イズします。次に、ファーストパーティの Cookie とサードパーティの Cookie について、適当な
ラジオ ボタン（[受け入れる] または [ダイアログを表示する]）を選択します。[ダイアログを表示
する] を選択すると、Cookie を受信するたびに Cookie を処理する方法に関するプロンプトが表示
されます。各回または毎回 Cookie をブロックするか、許可するかを選択できます。Web エージェ
ントはセッション Cookie を使用しないので、[常にセッション Cookie を許可する] を有効にして
も問題は解決されません。

• システムごとに Cookie の処理を個別に指定します。[Web サイト] セクションにある 編集をクリッ
クし、指定したフィールドにシステムのアドレスを追加します。許可をクリックして、常にそのシ
ステムへの Cookie を許可します。すべてのシステムについて、これを繰り返します。

新しいブラウザ ウィンドウを開くリンクを選択するために別のサインインが必要になる。
解決策：Windows エクスプローラの中から [Internet Explorer] リンクを使用してアクセスしている場合、
代わりに別のプロセスとして Internet Explorer を開始する必要があります。Windows の [スタート] メ
ニューから選択するか、デスクトップ アイコンを使用して、Internet Explorer を起動します。
Windows NT、Windows 2000、または Windows XP から HP SIM にサインインできない。
解決策：HP SIM へのアクセスに使う Windows アカウントには、[ネットワーク経由でコンピュータへ
アクセス] 権限が選択されていなければなりません。
Windows NT 4.0 の場合、[スタート]→[プログラム]→[管理ツール] の順に選択して [ユーザ管理] を開き
ます。[ポリシー] メニューから [ユーザ権限] を選択します。[権限] ドロップダウン リストから [ネット
ワーク経由でコンピュータへアクセス] を選択して、HP SIM ユーザに管理者権限が割り当てられている
ことを確認します。

Windows 2000 および Windows XP の場合、[スタート]→[プログラム]→[管理ツール] の順にクリック
し、[ローカル セキュリティ ポリシー] を開きます。[ローカル セキュリティ ポリシー] ツリーを展開
し、[ユーザー権利の割り当て] を選択します。HP SIM ユーザに [ネットワーク経由でコンピュータへア
クセス] の権限があり、[ネットワーク経由でコンピュータへアクセスを拒否する] が選択されていない
ことを確認します。

HP SIM へのサインイン中に、例外 org.apache.jasper.JasperException が発生する。
解決策：work ディレクトリのすべてのファイルを削除し、再度サインインします。

• HP-UX および Linux の場合：/opt/mx/jboss/server/hpsim/work

• Windows の場合：\jboss\server\hpsim\work

信頼済みシステムにアクセスしているのに、サインイン認証情報を求められる。

解決策：HP SIM と管理対象システムの間で、有効な信頼関係が設定されていることを確認してくださ
い。目的のシステムで適切なツールの権限があることも確認してください。System Management Homepage
へのシングル ログインを有効にするツールには、管理者としての System Management Homepage、オ
ペレータとしての System Management Homepage、ユーザとしての System Management Homepage、
エージェント設定のレプリケート、およびソフトウェアやファームウェアのインストールがあります。
Onboard Administrator へのシングル ログイン用のツールには、管理者として、オペレータとして、ま
たユーザとしての Onboard Administrator がそれぞれあります。HP StorageWorks Command View EVA
へのシングル ログイン用のツールには、管理者として、オペレータとして、またユーザとしての Command
View EVA がそれぞれあります。信頼関係の設定方法については、「信頼関係のセットアップ」 を参照
してください。

Microsoft MS04-025: Cumulative Security Update for Internet Explorer（867801）のインストール後、HP
SIM および System Management Homepage にアクセスできなくなる。
解決策：この問題は、Windows XP Service Pack 2 とすべてのバージョンの HP SIM および System
Management Homepage を実行するシステム、または Windows XP Service Pack 2 を実行し、サポート
されているオペレーティング システム環境で動作する HP SIM にアクセスするシステムに影響します。
解決するには以下の手順に従います。

• System Management Homepage にアクセスできるように Windows XP Service Pack 2 のファイア
ウォールを設定する。

1. Windows XP システムで、[スタート]→[コントロール パネル]→[Windows ファイアウォール]
を選択して、ファイアウォールを設定を変更します。

2. [例外] タブを選択し、ポートの追加をクリックします。
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3. ファイアウォール保護に、次の例外を追加します。製品名およびポート番号をそれぞれ入力し
てください。

プロトコルポート説明

HTTP2301HP SMH Web サーバ *

HTTPS2381HP SMH セキュア Web サーバ *

HTTP5988WBEM/WMI Mapper

HTTPS5989WBEM/WMI Mapper セキュア ポー
ト

SSH22SSH ポート

SNMP161SNMP エージェント

ICMP***ping 検出（ICMP）**

HTTP80ping 検出（TCP）**

* システムが HP SIM から管理されていない場合は、ブラウザが System Management Homepage
にアクセスできるように、ポート 2301 および 2381 のみを設定する必要があります。
** 使用方法は HP SIM で設定できます。
*** この設定は、[Windows ファイアウォール] ウィンドウの [詳細設定] タブで行います。
[ICMP 設定]、[エコー要求の着信を許可する] の順に選択してください。

4. [ポートの追加] ウィンドウで、OK をクリックします。
5. [Windows ファイアウォール] ウィンドウで、OK をクリックします。
この設定により、Windows XP Service Pack 2 のセキュリティ強化はそのままで、前の表に示され
たポートのトラフィックが許可されます。

注記： HP SIM は、別のポートで Web サーバを検出します。

• 以下の手順で、ファイルとプリンタの共有およびリモート管理の例外を有効にします。

次の手順を実行して、ファイルとプリンタの共有を有効にします。1.
a. [スタート]→[コントロール パネル] の順に選択します。
b. [Windows ファイアウォール] をクリックします。ファイアウォールの設定ウィンドウが

開きます。

c. [例外] タブをクリックします。
d. [ファイルとプリンタの共有] チェックボックスを選択します。
e. OK をクリックします。

2. 次の手順を実行して、リモート管理の例外を有効にします。

a. [コントロール パネル] で、[Group Policy] エディタを開きます。
b. [コンピュータの構成] を選択します。
c. [管理用テンプレート] を選択します。
d. [ネットワーク] を選択します。
e. [ネットワーク接続] を選択します。
f. [Windows ファイアウォール] を選択します。
g. [ドメイン プロファイル] を選択します。
h. [Windows ファイアウォール:リモート管理の例外を許可する] を選択します。

• Windows XP Service Pack 2 と HP SIM を実行するシステムで、HP SIM にアクセスできるように
Windows XP Service Pack 2 のファイアウォールを設定する。
1. Windows XP システムで、[スタート]→[コントロール パネル]→[Windows ファイアウォール]

を選択して、ファイアウォールを設定を変更します。

2. [例外] タブを選択し、ポートの追加をクリックします。
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3. ファイアウォール保護に、次の例外を追加します。製品名およびポート番号をそれぞれ入力し
てください。

プロトコルポート製品

SNMP トラップ（UDP）162SNMP Trap Listener

HTTP280HP SIM Web Server

RMI2367RMI レジストリ

TCP4444JBoss RMI/JRMP Invoker**

TCP4445JBoss Pooled Invoker**

TCP8083JBoss Web Service ポート **

HTTPS50000HP SIM Secure Web Server

HTTPS50001HP SIM SOAP *

HTTPS50002HP SIM SOAP、クライアント証明書
認証 *

HTTPS50003HP SIM SOAP *

HTTPS/HTTP*50004HP SIM WBEM Event Receiver*

TCP50005WBEM イベント

TCP50006PostgreSQL

TCP50008JBoss Naming Service RMI ポート **

TCP50009JBoss Naming Service ポート **

TCP50010HP SIM VMM Essentials v 1.1.2.0

TCP50013Web サービス RMI クラス ローダ

TCP50014JRMP invoker

TCP50015Pooled invoker

* HP SIM で設定できます。
** SIM/jboss/server/hpim/conf/jboss-service.xml 記述子で設定できます。

4. [ポートの追加] ウィンドウで、OK をクリックします。
5. [Windows ファイアウォール] ウィンドウで、OK をクリックします。
この設定により、Windows XP Service Pack 2 のセキュリティ強化はそのままで、この表に示され
たポートのトラフィックが許可されます。

HP SIM のインストール後、Windows の管理者パスワードを変更すると、HP SIM にサインインできなく
なる。

解決策：SQL Server をローカル インストールしている場合、SQL Server が動作していることを確認し
てください。SQL Server サービスが動作していない場合はログイン証明書を確認してください。サービ
ス ログイン証明書が変更されたことが原因になっている可能性があります。HP SIM サービスは、イン
ストール時に使用された証明書のもとで動作するように登録されています。この問題を解決するには、
以下の手順を実行してください。

1. 以下の手順で、MSSQL サービスのパスワードを変更します。
a. Windows で、[サービス] を開きます（[スタート]→[コントロール パネル]→[サービス] の順に

選択）。

b. MSSQL サービス（SQL2005 の場合 SQLserver サービス）をクリックして、[プロパティ] を選
択します。

c. [ログオン] タブを選択して、パスワードを変更します。
d. MSSQL（または、SQLserver）サービスを再起動します。

2. 以下の手順で、HP SIM サービスのパスワードを変更します。
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a. Windows で、[サービス] を開きます（[スタート]→[コントロール パネル]→[サービス] の順に
選択）。

b. HP SIM サービスをクリックして、[プロパティ] を選択します。
c. [ログオン] タブを選択して、パスワードを変更します。
d. HP SIM サービスを再起動します。

3. Windows Server 2000 または 2003 で OpenSSH を使用している場合は、以下の手順で、OpenSSH
Server サービスのパスワードを変更します。
a. Windows で、[サービス] を開きます（[スタート]→[コントロール パネル]→[サービス] の順に

選択）。

b. OpenSSH Server サービスをクリックして、[プロパティ] を選択します。
c. [ログオン] タブを選択して、パスワードを変更します。
d. OpenSSH と HP SIM サービスを再起動します。

ダイヤルアップ接続からのサインインに時間がかかる。

解決策：接続には、ユーザが制御できる範囲を超えた多数の要素が関わっています。たとえば、モデム
の速度が遅い、接続するサーバが最高の効率で動作していない、または電話回線のステータスが悪いこ
となどです。

HP SIM にサインインできない。
解決策：この問題は、以下のいずれかの理由により発生します。

• [IP アドレス制限] フィールド（[新規ユーザ グループ]、[ユーザの編集]、[新規ユーザ]、または
[ユーザ グループの編集] ページ）が設定されている場合、CMS のすべての IP アドレスが含まれて
いることを確認してください。localhost にアクセスする場合は、ループバック アドレス 127.0.0.1
も含まれていることを確認してください。

• 情報が正しく入力されていません。パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。

• 入力したアカウントは、HP SIM の有効なアカウントではありません。

• 入力したアカウントの削除、無効化、またはロックアウトが行われています。

• アカウントのパスワードを変更する必要があります。

• 指定されたアカウントに有効でない IP アドレスからサインインしようとしました。

• ブラウザで Cookie が有効になっていないか、または Cookie ブロッカを使用しています。

Windows HP SIM にサインインできない。
解決策：ドメイン アカウントではなく、CMS で作成した Windows ユーザ アカウントでサインインす
るとき、CMS ホスト名が 15 文字を超えているのであれば、ドメイン フィールドには CMS 名の最初の
15 文字を入力してください。たとえば、Windows CMS の名前が、「SIMwin2003withsp2」でローカ
ル アカウントが「bob」の場合、ユーザ名 = 「bob」、ドメイン = 「SIMwin2003withs」でサインイン
してください。新しく作成されたローカル ユーザ アカウントは、ドメイン名フィールドに入力される、
システム名の最初の 15 文字のみを使用して作成されたもので、その名前を使ってサインインするので
なければ、サインインできません。

SMI-S プロバイダ
HP SIM は、SMI-S（Storage Management Initiative）に準拠する CIM/WBEM サーバおよびプロバイダに
依存しています。適切な SMI-S プロバイダがインストールされ設定されないと、HP SIM は、ストレー
ジ システムを管理してレポートすることができません。
SMI-S プロバイダ インストールのテスト
SMI-S プロバイダのインストールをテストするには、次のように操作します。
1. CMS で DOS ウィンドウを開きます。
2. カレント ディレクトリを ./Program Files/HP/Systems Insight Manager/に設定します。

3. インストールされているプロバイダごとに、wbemdisco <host> <port> <interopnamespace>
<user> <password> とタイプします。
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各コマンド オプションの詳細については、次の表を参照してください。

SMI-S プロバイダがインストールされている SMA または PC の IP アドレスまた
は DNS 名

<host>

SMI-S プロバイダが動作しているポート<port>

プロバイダの「相互運用性」ネームスペース<namespace>

プロバイダから提供されるデータへのアクセスが可能なユーザ名<user>

プロバイダから提供されるデータへのアクセスが可能な対応パスワード<password>

4. 出力は、以下のようなものになります：

HOST = coresma2
PORT = 5989
NAMESP = root
USER = administrator
PASSWD = ***** Connect to coresma2 in namespace root
with SSL=true

Enumerating instances of CIM_Registered Profile...

Profile.RegisteredName=Array
Profile.RegisteredVersion=1.0.2
ProviderVersion=4.0
Profile.HPVersion=EVA4.0.0-Dev25
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Software
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Pool Manipulation

Capabilities and Settings
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Backend Ports
SubProfile.RegisteredName=SNIA:LUN Mapping and
Masking
SubProfile.RegisteredName=SNIA:LUN Creation
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Copy Services
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Access Point
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Location
SubProfile.RegisteredName=SNIA:Cluster

HPEVA_StorageSystem.CreationClassName=
"HPEVA_StorageSystem",Name="50001FE150014420"
NameSpace = root/eva
Vendor=HP
Name=HSV100
IdentifyingNumber=50001FE150014420

この例は、プロバイダによってレポートされる 1 つの EVA アレイを示しています。

SMI-S プロバイダ インストールのトラブルシューティング
wbemdisco からの出力が上の例と異なる場合は、次のエラーを調べてください。
Error connecting with SSL=true - Connection refused:connect (CIMCLIENT_ERR_CONNECTION_FAILED)

• 原因：CIMOM が、指定されたホストで動作していません。
可能な解決策：

• 指定されたホストに CIMOM がインストールされていることを確認するか、適切なホストで
再試行します。

• CIMOM が動作していることを確認します。手順については、CIMOM のマニュアルを参照し
てください。CIMOM が動作していない場合は、起動して、もう一度wbemdisco を実行しま
す。

• 原因：CIMOM が、指定されたポートとは異なるポートでリスンしています。SSL によるすべての
CIMOM 通信のデフォルト ポートは、5989 です。
可能な解決策：
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• CIMOM がリスンしているポート番号を調べます。必要に応じて、ポート番号を変更して、も
う一度 wbemdisco を実行します。ポート番号の確認と変更の手順については、CIMOM の
マニュアルを参照してください。

Error connecting with SSL=true - (CIM_ERR_ACCESS_DENIED)
原因：ユーザ名またはパスワードが間違っています。

可能な解決策：

• 少なくとも CIMOM のすべてのデータへの読み取りアクセスが可能なユーザ名とパスワードを入力
していることを確認します。

• 適切なユーザ名とパスワードの判別（または変更）の方法については、CIMOM のマニュアルを参
照してください。

• ほとんどの HP SMI-S プロバイダでは、デフォルトのユーザ名は administrator、デフォルトの
パスワードは administrator です。パスワードを変更するには、\Program
Files\Hewlett-Packard\SMI-S\cimom\UserAccountsManager.bat ユーティリティを使
用します。入力なしにユーティリティを実行すると、構文が表示されます。

• Command View EVA 5.0 の場合、デフォルトのユーザ名は administrator です。パスワード
は、プロバイダのインストール時に作成されます。パスワードは、プロバイダのインストール時に
インストールされる cimuser ユーティリティを使用して変更することができます。

• Command View XP Advanced Edition 1.1 以上の場合、デフォルトのユーザ名は system、デフォ
ルトのパスワードは manager です。Command View XP Advanced Edition ユーザ インタフェース
を使用して、ユーザを追加し、パスワードを変更することができます（Admin グループのユーザ
名/パスワードでログインする必要があります）。[User Management] ブランチをクリックして、
[Users] を選択します。CIMOM アクセス用に選択されるユーザは、Admin または StorageAdmin
グループに含まれている必要があります。

• Windows HBA（Emulex OEM）の場合、デフォルトのユーザ名は administrator、デフォルト
のパスワードは administrator です。ユーザ名とパスワードは、プロバイダのインストール時
に変更することもできますし、cimuser ユーティリティを使用して変更することもできます。

Error connecting with SSL=true - (CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE)
原因：ネームスペースが間違っています。

可能な解決策：

影響を受けるデバイスについて正しいネームスペースを入力したことを確認します。

デフォルト ネームスペースデバイス

次の例外を除いて、ほとんどの HP アレイのデフォルト値は、root です。

• Command View EVA 5.0 を実行している場合、デフォルトのネームスペースは
root/pg_interop です。

• Command View XP Advanced Edition 5.0 を実行している場合、ネームスペースは
root/hitachi/dm50 です。

• Command View XP Advanced Edition 5.1 を実行している場合、ネームスペースは
root/hitachi/dm51 です。

HP アレイ

root/emulexEmulex HBA

root/cimv2HP-UX HBA

root/qlogicQLogic HBA

interopBrocade スイッチ

root/cimv2Cisco スイッチ

interop または root/cimv2（スイッチのモデルにより異なる）HP スイッチ

interopMcData スイッチ

wbemdisco からの出力には CIMOM およびプロバイダの情報は示されるが、ストレージ デバイスが示
されない。
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原因：ほとんどのストレージ デバイス CIMOM には、追加の管理ソフトウェアが必要です。このエラー
は、通常、ストレージ デバイスを管理するように管理ソフトウェアが設定されていないことを意味しま
す。

可能な解決策：SMI-S プロバイダを含む管理ソフトウェアのマニュアルを参照します。該当するストレー
ジ デバイスを管理するようにソフトウェアを設定する手順を完了してから、もう一度 wbemdisco を
実行します。

• HP EVA アレイは、Command View EVA 管理ソフトウェアを使用します。Command View EVA で、
Discover をクリックして、Command View EVA を実行しているコンピュータが認識できる SAN
上のすべての EVA を検出します。デフォルトでは、Command View EVA は、検出されるすべての
アレイの管理を試みます。

注記: 同じ EVA を複数の Command View EVA で管理することはできません。

• HP XP アレイは、Command View XP または Command View XP Advanced Edition を使用します。
Command View XP/XP Advanced Edition ソフトウェアを実行して、管理する XP アレイを指定して
ください。

• HP VA アレイは、Command View SDM を使用します。Command View SDM は、一般に、SAN 上
で認識できるすべての VA アレイを検出し、それらの管理を開始します。これ以外の場合、たとえ
ば、ソフトウェアをインストールした後に SAN 接続が作成された場合などは、バッチ コマンドの
armdiscover を実行して、VA アレイを検出してください。

• ほとんどの HP MSA には、追加の管理ソフトウェアは不要です。ACU と呼ばれる標準の管理ソフ
トウェアについては、SMI CIMOM/プロバイダが動作している必要はありません。MSA アレイの
場合は、プロバイダが動作しているホストから認識できるすべて MSA について、プロバイダが自
動的にレポートします。設定は不要です。

• HSG80 コントローラを搭載する HP EMA/ESA/MA アレイは、エレメント マネージャ（HSG 用）
を使用します。このソフトウェアは、SAN で認識されるすべての HSG80 ベース アレイを自動的
に検出します。設定は不要です。

SNMP エージェント
HP SIM のエージェント設定のレプリケート タスクを使用しているとき、SNMP エージェントが使用で
きる [エージェントを再起動する] オプションを有効または無効にするにはどうしたらよいか。
解決策：HP SIM のエージェント設定のレプリケート タスク内からオプションを変更する必要がありま
す。

1. [設定]→[エージェント設定のレプリケート] を選択します。
2. ターゲット システムを選択し、次へをクリックします。ターゲット システムの選択の詳細につい

ては、「タスクの作成」を参照してください。

注記: ソース システムは、HP SIM サーバとの信頼関係がなければなりません。詳細については、
「信頼証明書の要求」を参照してください。

3. システムに関連する [設定] リンクを選択します。
4. [Insight マネジメント エージェント] ページで、[エージェントを再起動する] オプションの下の、

[有効にする] または [無効にする] ラジオ ボタンを選択します。
5. 適用をクリックして、[SNMP 設定] ページを閉じます。
6. HP SIM に戻り、更新をクリックします。更新された設定がエージェント設定のレプリケート タス

クに表示されます。

7. 次へをクリックし、タスク名を定義し、収集を選択し、タスクのスケジュールを定義して、エージェ
ント設定のレプリケート タスクのセットアップを完了します。保存をクリックして設定を完了し、
[タスク結果] ページに戻ります。

注記: エージェント設定のレプリケート タスクが完了したら、変更を有効にするため、ソース システ
ムでエージェントを再起動してください。
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ソフトウェア ステータス
[SW] ステータス列で不明と表示される。ステータスが不明となる理由を知るには、どうしたらよいか。
解決策：SW ステータスが不明と表示される理由はいくつかあります。ステータスが不明な理由を調べ
るには、カーソルを不明と表示されている [SW] ステータス カラムにおきます。ツール チップが表示さ
れ、何が不明なのかを示すヒントが表示されます。以下のいずれかの情報が表示される可能性がありま
す。

• HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ not found（HP バージョン コントロール レポ
ジトリ マネージャが見つかりません）
解決策：ターゲット システムの VCA を設定して、VCRM をポイントします。

• Possible VCA trust issue（VCA の信頼に問題がある可能性があります）
解決策：ターゲットシステムの SMH を設定して、CMS を信頼するようにします。

• Software Status Polling task not run on system（システム上でソフトウェア ステータス ポーリング
タスクが実行されていません）

解決策：+[オプション]→[ステータス ポーリング]→[ソフトウェア ステータス ポーリング] から操
作して、管理対象システム上でタスクを実行します。

ステータスを判別できない場合は、ツール チップに「クリックして詳細表示 ｣ と表示されます。

ストレージ システム
ストレージ システムの [システム] タブのセクションが表示されないか、または No data available
と表示される。

解決策：データが収集されていないか、またはデータ収集タスクが失敗しました。以下の解決策を実行
してください。

注記: HP SIM は、ストレージ システムの SMI-S プロバイダによって供給されるデータを表示します。
HP SIM が表示できるすべてのデータを SMI-S プロバイダが供給しない場合、そのデータを含むテーブ
ルには、データ収集に問題がない場合でも No data available と表示されます。

• HP SIM が、ストレージ システムからデータを検出および収集するように設定されていることを確
認します。詳細については、「ストレージ システムに対する HP SIM の設定」を参照してくださ
い。

• データを収集したいシステムを対象に、新しいデータ収集タスクを作成して実行します。手順につ
いては「データ収集タスクの作成」を参照してください。

• SMI-S プロバイダを再起動してください。手順については、SMI-S プロバイダのマニュアルを参照
してください。

HP SIM の ストレージ システム収集から、1 つまたは複数のストレージ システムが消えている。
解決策：SMI CIMOM、または SMI-S プロバイダの設定に問題がある可能性があります。以下を実行し
てください。

• HP SIM が、ストレージ システムを検出するように設定されていることを確認します。詳細につい
ては、「ストレージ システムに対する HP SIM の設定」を参照してください。

• SMI-S プロバイダがインストールされ、SSL が有効になるように設定されていることを確認します。
SMI-S プロバイダの入手とインストールについては、『『HP SIM インストール/ユーザ ガイド』』
を参照してください。

• ネットワーク上で、WBEM SSL ポートにアクセス可能かどうか確認します。CMS で、コマンド
ウィンドウを開いて、telnet < プロバイダの IP アドレス > 5989 と入力します。

• ポートにアクセスできる場合は、空白行が表示されます。また、Connect failed、
Connection refused などのエラーは表示されません。Control-] キーを押して、quit と入
力し、Telnet を切断し終了します。

• SMI-S プロバイダが正しくインストールおよび設定されているのに、ポートにアクセスできな
い場合は、CMS と SMI-S プロバイダをインストールしているシステムの間にファイアウォー
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ルがないかどうか確認します。ファイアウォールがある場合は、ファイアウォールを設定し
て、プロバイダが通信に使用するポート（通常、5989）を介したトラフィックを許可します。

• CIMOM がインストールされ、デフォルトのポート 5989 ではない SSL（Secure Sockets Layer）ポー
トでリスンしている場合は、config/identification/wbemportlist.xml ファイルで新しい
ポート番号を指定する必要があります。次に例を示します。

<port id="5991" protocol="https">
<interopnamespace name="root" />
<interopnamespace name="interop" />
</port>

• WBEM プロバイダの interop namespace が、config/identification/wbemportlist.xml
ファイルの port 要素に存在するかどうかを確認します。存在しない場合は、port 要素に、
interopnamespace 要素として追加し、HP SIM を再起動してください。

データ収集タスクの実行中、ストレージ システムについて [タスク結果] ページの [ターゲットの詳細]
セクションに、「The CIMOM for this device did not respond」というエラーが表示される。

考えられる原因

• CIMOM が停止している。

• CIMOM を実行しているシステムが停止している。

• CMS と CIMOM を実行しているシステムとの間のネットワークに問題がある。

• CIMOM が別のシステムまたはポートに移動された。

• CIMOM または CIMOM が依存する基盤の管理ソフトウェアがこのストレージ システムを管理し
ていない。

解決策

CIMOM が予想するシステムおよびポートで動作し、ストレージ システムを管理し、CMS にアクセス
できることを確認します。詳細については、「ストレージ システムに対する HP SIM の設定」か「SMI-S
プロバイダ」を参照してください。

データ収集タスクの実行中、ストレージ システムについて [タスク結果] ページの [ターゲットの詳細]
セクションに、「An unexpected error was encountered in the middle of communication
with the CIMOM」というエラーが表示される。

考えられる原因

• CIMOM が停止している。

• CIMOM を実行しているシステムが停止している。

• CMS と CIMOM を実行しているシステムとの間のネットワークに問題がある。

• CIMOM 内部で予想外のエラーが発生した。

解決策

CIMOM が実行され CMS からの要求に応答していることを確認します。
データ収集タスクの実行中、ストレージ システムについて [タスク結果] ページの [ターゲットの詳細]
セクションに、The CIMOM for this device rejected the credentials supplied という
エラーが表示される。

考えられる原因

• CIMOM でユーザ名とパスワードが変更され、新しい値が HP SIM に入力されていないか、または
誤って入力されている。

• CIMOM は、そのキーストアにあるものと一致するクライアント証明書を要求するように設定され
るが、証明書がキーストアにない。

解決策

• HP SIM に正しいユーザ名とパスワードを入力します。詳細については、「ストレージ システムに
対する HP SIM の設定」か「SMI-S プロバイダ」を参照してください。
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データ収集タスクの実行中、ストレージ システムについて [タスク結果] ページの [ターゲットの詳細]
セクションに、「The CIMOM is no longer managing this device」というエラーが表示され
る。

考えられる原因

• そのデバイスを最初に検出した CIMOM の管理対象デバイス リストから、そのデバイスが削除さ
れた。

• CIMOM がデバイスに接続できなくなり、そのデバイスのついての報告が不可能になった。

解決策

• CIMOM の管理対象デバイスのリストに該当するデバイスが掲載されていることと、CIMOM がデ
バイスに接続して情報を収集できることを確認してください。

• デバイスを管理する別の CIMOM を選び、次の操作を行います。
HP SIM にその CIMOM の IP アドレスと認証情報を入力します。手順については「ストレージ
システムに対する HP SIM の設定」を参照してください。

1.

2. HP SIM からデバイスを削除して、検出タスクを実行し、新しい CIMOM を介してデバイスを
検出します。

データ収集タスクの実行中、ストレージ システムについて [タスク結果] ページの [ターゲットの詳細]
セクションに、「An unexpected error was returned while writing to the database」
というエラーが表示される。

考えられる原因

• 保存されているデータベースや LUN の容量がいっぱいになっている。

• CIMOM からの一部の予想できないデータを Persistence Layer、またはデータベースが処理できな
かった。

• データベースの Persistence Layer で未知の問題が発生した。

解決策

• データベースに新しいデータを格納する十分なスペースがあることを確認します。

スイッチ
HP ProCurve スイッチを検出して識別した後、[システム ページ] の [リンク] タブにある [HP ProCurve
switch] リンクをクリックすると、スイッチ管理ページが表示されない。
解決策：システムの [システム リンクの設定] ページの設定を変更してください。
1. [オプション]→[セキュリティ]→[システム リンクの設定] をクリックします。[システム リンク設定]

ページが表示されます。

2. [システムの DNS 名（フル）を使用] を選択します。これにより、システム名の代わりにシステム
の完全 DNS 名が使用されるようになります。

3. 変更内容を保存して適用するには、OK をクリックします。
HP ProCurve スイッチの [システム ページ] に戻ると、リンクが正常に開きます。

システム
システム テーブル ビュー ページにクリティカルなステータスで表示されるシステムに、IP/IPX アドレ
スが示されず、システム リンクがない。
解決策： HP SIM が、このシステムのアドレスを別のノードに割り当てています。次のような場合に、
この問題が発生します。

• システムが、ネットワークから一時的に削除されています。システムは、ネットワークに戻ると、
管理されたステータスに戻ります。この状況は、ラップトップ コンピュータがネットワークから長
期間削除されて、DHCP がその以前のアドレスを再使用した場合に発生します。

• システムの名前が変更されましたが、HP SIM によって検出されていません。HP SIM は、その名前
でシステムの検索を続けます。

上記の問題を解決するには、サブネットで検出を再実行してください。
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hosts ファイルでシステムを追加するとき、SNMP パラメータが保存されない。次のように、ネットワー
クに存在しないファイルを作成した。次に例を示します。

#$IMXE:Type="Server"

#$IMXE:SNMP_RET=4 SNMP_TIM=10 SNMP_MON=HP SNMP_CON=HP

1.1.1.1 myserver

SNMP パラメータを保存するには、どうしたらよいか。
解決策：この問題は、システムがオンラインになっていないときに限って発生します。HP では、次の回
避策を推奨しています。

#$IMXE_DEFAULT:Type = Server SNMP_RET=4 SNMP_TIM=10 SNMP_MON=HP SNMP_CON=HP

1.1.1.1 myserver

[すべてのシステム] ウィンドウを数分間アイドル状態にして新しいブラウザ ウィンドウを開くと、[すべ
てのシステム] ウィンドウが白くなり、Internet Explorer がハングする。タスクの終了を強制される。
Internet Explorer のハングを回避する方法はありますか。
解決策：セキュリティの理由のため、常に HP SIM からサイン アウトした後で Internet Explorer を閉じ
てください。サイン アウトしてから Internet Explorer を閉じると、この問題は解決します。
mxnode -r -f コマンドを使用してシステムを削除しても、コンテナ システム（クラスタ、エンク
ロージャ、ラックなど） が削除されない。
解決策：コンテナは、個別に削除する必要があります。

現在、グローバル デフォルトを使用しているシステムの認証情報を変更する方法を知りたい。
解決策：

1. mxnodesecurity コマンドを実行して、認証情報を変更または追加します。
2. CLI から、mxnode を実行して、特定のシステムの XML ファイルを生成し、出力を外部ファイルに

リダイレクトします。

mxnode -lf nodename >somefilename.xml

ここで、somefilename.xml は、出力される外部ファイルの名前です。
以下に、mxnode XML ファイルの一部を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<node-list>
<node name="abc" guid="..." host-name="abc.mycompany.com">
<hw-attribute name="DeviceType">Workstation</hw-attribute>
<hw-attribute name="DeviceSubType">HP9000</hw-attribute>
<hw-attribute name="Model">9000/785</hw-attribute>
<hw-attribute name="ProcessorFamily">pa-risc</hw-attribute>
<sw-attribute name="OSName">HPUX</sw-attribute>
<sw-attribute name="OSVendor">HP</sw-attribute>
<sw-attribute name="OSRevision">11.00</sw-attribute>
<sw-attribute name="IPAddress">192.1.2.3</sw-attribute>
<sw-attribute name="ProtocolSupport">SNMP:1.0</sw-attribute>
<sw-attribute name="Description">HP-UX phoenix</sw-attribute>
<sw-attribute name="SystemName">abc.mycompany.com</sw-attribute>
<sw-attribute name="DefaultProtoSettings">true</sw-attribute>
<sw-attribute name="DefaultAttributeSettings">true</sw-attribute>
<sw-attribute name="DefaultSystemName">true</sw-attribute>
</node>
</node-list>

3. 最後の 3 つの sw-attribute エレメントは、現在のデフォルト設定を示します（true または
false）。

4. ファイルを編集して、3 つの値をすべて false に変更してファイルを保存します。
5. mxnode コマンドを使用し、修正した XML ファイルを入力として用いて、同じシステムを変更しま

す。

mxnode -m -f somefilename.xml

システムは、新しい設定を使用するようになるはずです。
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システム ページ
ブレード システムの [システム] タブにアクセスし、ブラウザで [更新] をクリックすると、[システム ス
テータス] パネルのタイムスタンプが [ラック ビュー] ページに表示される時刻と一致しなくなる。
解決策：[システム ステータス] パネルの自動更新は、[システム] タブとはわずかに異なる間隔で行わ
れ、ブラウザの [更新] ボタンをクリックすると、タイムスタンプに違いが生じます。
システム ページで、[管理プロセッサ] リンクをクリックすると、HTTP 1.1 依存エラーが表示される。ま
た、管理プロセッサのステータス アイコンは表示されない。
解決策：iLO とプロキシ サーバ（使用している場合）が、HTTP 1.1 を使用するように設定する必要があ
ります。

• HTTP 1.1 を使用するように Internet Explorer を設定するには、次のように操作します。 
1. Internet Explorer で、[ツール]→[インターネット オプション]→[詳細設定] を選択します。
2. [HTTP 1.1 設定] の下で、[HTTP 1.1 を使用する] を選択します。
3. OK をクリックします。

• HTTP 1.1 を使用するように Mozilla を設定するには、次のように操作します。 
1. [編集]→[設定]→[詳細]→[HTTP ネットワーク] を選択します。
2. [直接接続オプション] で、[HTTP 1.1 を使う] を選択し、[接続の持続（Keep-Alive）を有効に

する] も選択します。
3. OK をクリックします。

• プロキシ サーバ経由で、iLO と通信する場合は、次のように操作します。 
1. Internet Explorer で、[ツール]→[インターネット オプション]→[詳細設定] を選択します。
2. [HTTP 1.1 設定] の下で、[プロキシ接続で HTTP 1.1 を使用する] を選択します。
3. OK をクリックします。

HTTP 通信に関与するシステム ページのリンクが、エージェントの停止時に更新されない。
解決策：Web エージェント（http://machinename:2301）を持つ特定のシステムをブラウズする場合、
ウィンドウ上の最初のリンク/GIF（通常は、Insight マネージャ Web エージェント）は、すべての HTTP
コマンドを送信するプロキシ エージェントです。「プロキシ」エージェントではない Web エージェン
トが停止していると、その Web エージェントへのリンクを更新できるようにする HP SIM に、適切な
HTTP コマンドが送信されません。システムへの正しいリンクがあることを確認するには、検出または日
単位識別タスクを実行して、特定のシステムに対して実行されているすべての Web エージェントを確
認します。

システム ページのリンクをたどっていくとタイムアウトが発生する。
解決策：このエラーは、HP SIM 管理サーバが複数のサブネットを管理しているときにしばしば起こりま
す。しかし、ユーザがブラウジングしているシステムからは見ることができません。一部のリンク（マ
ネジメント エージェントなど）をたどる場合 HP SIM は、追加された URL 情報を使用して、
http://systemIPaddress:2301 に接続します。これにより、このリンクはそのシステムで実行される
エージェントに直接接続することになります。ユーザの参照元のマシンは、TCP/IP を介して対象のシス
テムと通信できなければなりません（たとえば、そのシステムに ping できる）。
クリティカル システムをたどっていくと、HP SIM がシステムスに通信できなくなる前に存在したすべ
てのリンクが、まだシステム ページに表示される。
解決策：これは、予期された動作です。問題のシステムが再起動中など処理の途中の状態にある場合、
リンクはもとのままです。システムがダウンしている場合、任意のエージェントまたは Web サーバに
接続すると、そのリンクはタイムアウトします。

システム プロパティ
システム プロパティの更新後、HP SIM の他のページに更新された情報を表示できない。
解決策：変更内容はすぐには反映されません。変更内容をすぐに表示するには、ブラウザの更新ボタン
をクリックします。
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タスク
タスクを作成しているときに、Backspace キーを使用してテキスト ボックスのテキストを削除できな
い。入力内容を編集するには、どうしたらよいか。

解決策：タスクを作成しているときに、マウスを使用して修正するテキストを選択するか、Delete キー
を使用してテキスト ボックスからテキストを削除します。更新された情報を入力します。
タスクの実行時に、メッセージ Unknown OS が表示される。
解決策：

1. タスクを実行しようとしているシステムが Windows システムである場合は、SSH のインストール
後に再起動したことを確認します。再起動しないと、インストールは完了しません。

2. オペレーティング システムのタイプを判断できるように、DMI、WBEM、SNMP のうちいずれかを
システムで有効にしてから、識別とデータ収集を実行して HP SIM データベースを更新します。

3. オペレーティング システムを判断するコマンドが動作することを確認します。
Windows の場合： ver

HP-UX および Linux の場合： uname

最初の ProLiant Support Pack インストール タスクの実行時にエラーになる。
解決策：Windows 2000 システムか Windows 2003 システムで最初の ProLiant Support Pack インストー
ル タスクを実行するときは、[ドメイン] フィールドにドメインを入力してください。システムがドメイ
ンの一部でない場合は、ターゲット システム名を代わりに入力します。
Windows 上で、初期 ProLiant Support Pack タスク、Open SSH のインストール、エージェントの設定お
よび修復など、SSH タスクを実行するとき、リモート システムに接続できないことを説明するエラー
メッセージが表示される。

解決策：以下を実行してください。

1. [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[windows]→[dir] をクリックします。
2. ターゲット システムの c:\プロンプトで、dir と入力します。パーティションが出力される場合、

SSH は正しく機能しています。
3. SSH が正しく機能していない場合、詳細については、http://h18013.www1.hp.com/products/

servers/management/hpsim/infolibrary.html （英語）にある『 Secure Shell (SSH) in HP SIM 5.x』
ホワイト ペーパーを参照してください。

HP-UX システムで、管理者権限があるユーザがタスクを編集して、オーナーをオペレータ権限がある
ユーザに変更し、タスクを表示したところ、元のユーザがまだオーナーとして表示されている。管理者
権限があるユーザが別のブラウザでタスクを表示させると、正しいオーナーが表示される。

解決策：時々起こるエラーであり、解決策はありません。

Windows 2000 Advanced Server システムでインストール ソフトウェア/ファームウェア タスクを実行
した後、[タスク結果] セクションでステータスが更新されない。ステータスは、進行中と表示されたま
まであるが、インストール ソフトウェア/ファームウェア タスクが 2 時間後にタイムアウトする。
解決策：Linux VCA ターゲット システムは、CMS のアドレスを解決できません。名前解決が正しく設
定されているかどうか確認してください。また、解決されている場合は、VCA がインストールされた
Linux システムを設定して、hosts ファイルに CMS 名を含む必要があります。
Linux システムで hosts ファイルを設定するには、次の操作を行います。
1. \etc ディレクトリの hosts ファイルを編集します。
注記：このファイルは、テキスト エディタまたは vi を使用して編集できます。
hosts ファイルに次のエントリを追加します。
• < サーバの IP アドレス > < サーバの完全修飾 DNS 名 > < サーバの名前 >

たとえば、IP アドレスが 170.50.1.201、完全修飾ドメイン名が perf760g2.wbem.com、
名前が perf760g2 の HP SIM システムの場合、Linux VCA システムの管理対象システムの
hosts ファイルのエントリは次のとおりです。
170.50.1.201 perf760g2.wbem.com perf760g2

2. ファイルを保存します。
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どの自動イベント処理タスクもエラーになり、[タスク結果] ページに「Send failed. class Could
not connect to SMTP host:ipaddress, port 25;java.net.SocketException:Software
caused connection abort:connect」というメッセージが表示される。

解決策：アンチウイルス ソフトウェアがインストールされており、ポート 25 をブロックするように設
定されている場合は、アンチウィルス ソフトウェアがポート 25 をブロックしないようにするか、アン
チウイルス ソフトウェアを無効にすると、自動イベント処理タスク（Email）が正常に動作するように
なります。

HP-UX または Linux への Software and Firmware タスクのインストール時に、「unable to contact
system」エラーが起きて、タスクが完了しない場合がある。タスクを正常に実行するには、システム
IP アドレスを使用して [システム リンク設定] を変更してから、タスクを実行する。
解決策：[オプション]→[セキュリティ]→[システム リンク設定] を選択します。[システム リンク設定]
ページが表示されます。[システムの IP アドレスを使用] を選択します。

タイムゾーン
夏時間がニュージーランド タイムゾーンで 9 月 30 日に始まるとき、HP SIM が、南極大陸、オーストラ
リア、カイコス諸島、ハイチ、ホンジュラス、タークス、シリア、およびニュージーランドの夏時間を
正しく反映しないことがある。

解決策：http://java.sun.com/javase/tzupdater_README.html から、Sun Java SE TZupdater Tool 1.2.2
（またはそれ以降）をダウンロードします。

アップデータ ツールをダウンロードしたら、tzupdater-1_2_2-2007g.zip を解凍します。この圧
縮ファイルには、tzupdater.jar ファイルが入っています。

Microsoft Windows CMS の場合
1. 管理者レベルのアカウントで HP SIM にサインインします。
2. CLI から mxstop コマンドを実行して、HP SIM を停止します。
3. HP SIM JRE:Set JAVA_HOME=< インストール先ディレクトリ >\j2re をポイントします。
4. tzupdater の解凍先フォルダに移動します。
5. 更新を実行します。

%JAVA_HOME%\bin\java ?jar tzupdater.jar -u

6. CLI から mxstart コマンドを実行して、HP SIM を起動します。

HP-UX および Linux CMS の場合：
1. 管理者レベルのアカウントで HP SIM にサインインします。
2. CLI から mxstop コマンドを実行して、HP SIM を停止します。
3. HP SIM JRE: export JAVA_HOME=/opt/mx/j2re をポイントします。
4. tzupdater の解凍先フォルダに移動します。
5. 更新を実行します。

:%JAVA_HOME%/bin/java ?jar tzupdater.jar -u

6. CLI から mxstart コマンドを実行して、HP SIM を起動します。
アップデータ ツールの実行後、HP SIM は、南極大陸、オーストラリア、カイコス諸島、ハイチ、ホン
ジュラス、タークス、シリア、およびニュージーランドの夏時間の切り替えを正しく使用します。

ツール
ツールを起動したときに、HTTP - 404 エラーが起きる。
解決策：このエラーは、使用する権限のないツールにアクセスしたときに起こります。

GUI か CLI からツールを実行するとき、mxauthenticationexception が生成される。
解決策：

1. 実行しようとしているユーザに、システムでツールを実行する権限があることを確認します。権限
の確認と付与については、第6章 「ユーザと認証」を参照してください。

2. SSH デーモンがターゲット システムでアクセス可能であることを確認します。
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a. Windows システムの場合、管理ユーザとして、HP-UX システムや Linux システムの場合 root と
してログインします。

b. HP-UX CMS か Linux CMS では以下を実行します。
ssh root@<HP-UX/Linux ノード >

または

ssh Administrator@<Windows ノード >

Windows CMS では、以下を実行します。
<OpenSSH ディレクトリ >\bin\ssh root@<HP-UX/Linux ノード >

<OpenSSH ディレクトリ >\bin\ssh Administrator@<Windows ノード >

ホスト キーの受け入れまたはパスワードの入力を指示される場合、SSH デーモンにアクセスできま
す。

3. mxagentconfig を次のように再実行し、キーが転送されることを確認します。
mxagentconfig -a -n < ノード名または IP アドレス > -u < ユーザ名 > -p < パスワー
ド >

4. ツールを実行するシステムで、一部のディレクトリの権限を確認します。

使用しているユーザ名のホーム ディレクトリの権限をチェックします。

• ホーム ディレクトリの権限は、次のようになっている必要があります。
drwxr-xr-x (755)

• ホーム ディレクトリ内の.ssh ディレクトリの権限は、次のようになっている必要があります。
drwxr-xr-x (755)

• .ssh ディレクトリの authorized_keys2 ファイルの権限は、次のようになっている必要がありま
す。

-rw-r--r--または-rwxr-xr-x（644 か 755）

a. 権限を確認するには、次のように操作します。

• Windows の場合：
<OpenSSH インストール ディレクトリ >\bin\ls -ld < ファイル、またはディレク
トリ名 > を実行します。

• HP-UX または Linux の場合：
ls -ld < ファイル、またはディレクトリ名 > を実行します。

b. 権限を変更するには、次のように操作します。

• Windows の場合：
<OpenSSH インストール ディレクトリ >\bin\chmod <Permission number>< ファ
イル、またはディレクトリ名 > を実行します。

• HP-UX または Linux の場合：
chmod <Permission number> < ファイルまたはディレクトリ名 > (Permission number
とは、上記の数値です。例：644/755）

注記：ターゲット システムが Windows システムの場合、HP SIM GUI からエージェントの設
定および修復ツールを実行して、ステップ 3 と 4 を確認してください。

5. コマンドの実行時には、実行ユーザがステータスにリストされます。このユーザに対して、
mxagentconfig を実行する必要があります。

6. これまでは実行できていて今回実行できない場合は、ターゲット システムで SSH を再インストー
ルしたことを確認してください。SSH を再インストールすると、ホスト キーがシステムで変更され
ます。これにより、SSH は、通信しようとしているシステムを確認できるようになります。
a. mxagentconfig -r -n システム名を実行します。

または
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GUI にアクセスして、システムのホスト キーを削除します。

b. 実行するシステムを表す行を削除します。システムのすべての参照（systemname、
systemname.hp.com など）を削除してください。

c. known_hosts ファイル全体を削除することもできます。この場合は、SSH が、システムと次
回通信するとき、すべてのシステムのキーを再登録します。この動作は、それぞれのシステム
と通信するまで、セキュリティの問題となることがあります。

7. 管理対象システムでユーザのホーム ディレクトリから .ssh ディレクトリを削除し、mxagentconfig
失敗の原因となる可能性がある古いキーや権限がなくなるようにします。

8. mxagentconfig を再び実行します。
HP SIM によって OpenSSH がインストールされていない Windows 管理対象システムでユーザを認証し
ようとしたとき、mxagentconfig がエラーになる。
解決策：

1. 次を実行します。

shuser -u < ユーザ名 > -d < ドメイン名 > >> "c:\Progra~1\OpenSSH\etc\passwd"

2. mxagentconfig を再び実行します。
mxagentconfig がエラーになる場合は、ステップ 1 の手順を実行し、SSH が動作していることを確認
します。

1. 管理対象システムでユーザのホーム ディレクトリから .ssh ディレクトリを削除し、mxagentconfig
失敗の原因となる可能性がある古いキーや権限がなくなるようにします。

2. これでも動作しない場合は、手動でキーをコピーします。管理対象システムにファイル
.dtfSshKey.pub を転送してください。このファイルは、Windows の場合は /etc/opt/mx/
config/sshtools/、HP-UX および Linux の場合は <HP SIM のインストール ディレクトリ >\
config\sshtools にあります。

• Windows の場合：
<.pub ファイルのロケーション > >> < ユーザ ホーム ディレクトリ
>\.ssh\authorized_keys2 と入力します。
または hpsimssh（sshuser の実行前に、ユーザのホーム ディレクトリがない場合）と入力しま
す。

• HP-UX または Linux の場合：
.cat <.pub ファイルのロケーション > >> ~/.ssh/authorized_keys2 と入力します。

Windows システムに HP SIM をインストールした後で、コマンド ライン ツールを実行できない。次の
エラーが発生する。%1 は Win32 アプリケーションではありません。

解決策：Program という名前のフォルダかファイルをルート ディレクトリで検索します。このファイ
ルが存在する場合は削除します。このフォルダが存在する場合は、名前を変更するか、そのフォルダが
空である場合は削除します。

HP-UX システムで、mxnodesecurity コマンドを使用して別のドメインからシステムを追加しても、
コマンドが適切に動作しない。たとえば、mxnodesecurity -a -p wbem -c openview\wmi:wmi
-n testnode10 と入力した場合、openview と wmi の間でバックスラッシュが欠落する。
解決策：UNIX シェル環境では、バックスラッシュがエスケープ文字として認識されます。別のドメイ
ンからシステムを追加する場合は、バックスラッシュをもう 1 つ追加して認識させてください。たとえ
ば、mxnodesecurity -a -p wbem -c openview\\wmi:wmi -n testnode10 のように入力しま
す。

ツールを実行しようとすると、失敗する。この問題は、どのツールを選択しても発生する。

解決策：この問題は、HP SIM を C:ドライブのないシステムにインストールすると発生します。
ツールが新しいウィンドウを開いたときにブラウザの更新ボタンをクリックすると、ウィンドウが閉じ
る。

解決策：ブラウザの更新ボタンを使用して表示を手動で更新すると、すべてのウィンドウが閉じます。
これは、更新操作がウィンドウを閉じる操作と区別されず、どちらの操作でもウィンドウが閉じられる
ためです。
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Linux または HP-UX システムで、管理者権限を持っているが、mxnodesecurity コマンドを実行しよ
うとすると、例外を受け取る。

解決策：このコマンドは、root ユーザで実行する必要があります。また、そのユーザが HP SIM 上に存
在し CLI コマンドを実行する認証を持っていなければなりません。
コマンド ラインからツールを実行しようとすると、SSH 認証が失敗したというエラー メッセージが表
示される。

解決策 1：管理者アカウントの名前を変更した場合は、各ツールの TDEF ファイルを編集し、Execute-as
ユーザを変更してください。次に例を示します。

1. /System Insight Manager/tools に移動して、mx-tool.xml を開きます。
2. <execute-as-user>Administrator</execute-as-user> を、新しい管理者アカウント名に変更します。
3. ファイルを保存します。

4. DOS プロンプトで、mxtool -m -f mx-tool.xml -x force を実行します。ツールが実行され
ます。

5. mxagentconfig コマンドを実行し、変更した管理者の名前でターゲット システムにキーを転送し
ます。

この手順は、すべてのコマンド ライン ツールについて実行する必要があります。
解決策 2：ターゲット システムで Windows が実行されている場合は、CMS 上で次の操作を行ってく
ださい。

mxnodesecurity -a -p ssh -c username:password -n ターゲット IP アドレスを実行して、
C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config\globalsettings.props ファイ
ルの WindowsAdminUserName 属性を新しい管理者アカウント名の値に更新する必要があります。こ
こで、username は、新しい管理者アカウントの名前です。password は、新しいユーザ名のパスワー
ドです。

上記の 2 つの解決策では、新しい管理者アカウントの SSH パブリック/プライベート キー ペアが存在
する必要があります。また、mxagentconfig コマンドを使用して、CMS から SSH キーを転送する必
要があります。

新しいコマンド ライン ツールを作成して HP SIM をアップグレードしたあと、[ツール]→[コマンド ライ
ン ツール] の下にツールが 2 つ表示される。
解決策：mxtool コマンドを使用して、ツールの一方を削除します。マンページ（mxtool(1M, 8) または
mxtool(4) ）を参照してください。
HP SIM の以前のバージョンからコマンド ライン ツールをエクスポートし、そのコマンドを HP SIM 5.1
にインポートした後、[ツール]→[コマンド ライン ツール] の下にツールが 2 つ表示される。
解決策：mxtool コマンドを使用して、ツールの一方を削除します。マンページ（mxtool(1M, 8) または
mxtool(4) ）を参照してください。または、ツール定義を編集して、guid="数値"属性を削除してから、
mxtool コマンドを使用してツールを変更します。
アップグレード前にキーを転送したターゲット システム上で SSA ツールを実行できない。
解決策：すべてのターゲット システムに対して、mxagentconfig を実行します。
アップグレード後、アップグレード前にターゲット システムを対象に作成したコマンド ライン ツール
を実行できなくなり、SSH 認証エラーを示すエラー メッセージが表示される。
解決策：すべてのターゲット システムに対して、mxagentconfig を実行します。

VCRM
HP SIM 4.0 から 5.1 にアップグレードした後、VCRM の設定が失われた。
解決策：この問題を解決するには、[オプション]→[バージョン コントロール レポジトリ] にアクセスし
て、VCRM を選択しなおします。
HP SIM で、HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャのソフトウェア カタログのリストに、
必要なソフトウェア コンポーネントがない。選択した VCRM にそのコンポーネントが存在することは確
認しているが、表示されるリストには含まれていない。

解決策：他のコンポーネントの 1 つのリビジョンとして、多少異なる名前で示されている可能性があり
ます。このような状況は、コンポーネントの名前が、前のバージョンから変更されたときに発生する場
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合があります。それでもコンポーネントが見当たらない場合は、各システムの HP バージョン コント
ロール エージェントにアクセスし、そこからコンポーネントをインストールしてください。
HP Systems Insight Manager（HP SIM）のインストールで、VCRM がインストールされない。
解決策：

次のガイドラインに従って、VCRM をアンインストールしてください。VCRM を既存の VCRM に上書き
インストールするだけでは、その後もエラーが発生する可能性があります。

1. [スタート]→[コントロール パネル] の順に選択します。
2. [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。[プログラムの追加と削除] ダイアログ ボック

スが表示されます。

3. 下方向にスクロールして現在の HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャを選択します。
4. 削除をクリックして、VCRM をアンインストールします。

仮想マシン
JVM がシャットダウンする。
解決策：この問題は、ネットワークから中央管理サーバを物理的に切断した場合に発生することがあり
ます。HP SIM を再起動すると、問題は解決します。

Virtual Machine Management Pack
HP SIM で、HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack（HP ProLiant Essentials Virtual Machine
Management Pack）の機能が動作しない。
解決策：ユーザ名に英数字以外の文字が含まれている場合、HP SIM 内で Virtual Machine Management
Pack の機能を使用できないため、HP SIM 4.x 用の Virtual Machine Management Pack プラグインへのロ
グインで問題が発生します。

WBEM イベント
「FAILED to create indication subscription message when Subscribing for WBEM
Events on HP-UX」メッセージが表示される。

解決策：要件が満たされ、WBEM イベントのサポートに必要なソフトウェアがすべてインストールされ
ていることを確認します。

管理対象システムで、次のソフトウェアがインストールされていることを確認し
てください。

HP-UX 11.11 および 11.23 の場合：

• WBEMServices A.02.00.09 以上
注記：HP SIM が正しい管理を行うには、HP-UX 11.11 と 11.23 の両方で、WBEM Services
A.02.00.09 を含むパッチが必要です。

• PHSS_34428 - 11.11 HP WBEM Services A.02.00.09

• PHSS_34429 - 11.23 HP WBEM Services A.02.00.09

• SFM プロバイダ モジュール
#cimprovider -ls を実行します。1.

2. SFM プロバイダ モジュールがリストされていることを確認します。
3. システムには、次のソフトウェアがインストールされていなければなりません。

• SysMgmtWeb バージョン A.2.2.2（HP-UX Web Based System Management User Interface）

• OpenSSL A.00.09.07e.012 以上

• WBEMServices A.02.00.09

• WBEM Services CORE Product OnlineDiag B.11.11.16.xx

• EMS バージョン A.04.20

• STM バージョン A.49.10
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注記：旧バージョンの HP-UX 11.11 のインストールでは、主要なオペレーティング シス
テムの一部が機能しないため、SFM プロバイダを利用できません。

HP SIM で次の操作を行います。
ターゲット システムに、イベントの予約と配信をサポートする正しいソフトウェアがインストールされ
ていることを確認します。

1. ターゲット システムの [システム ページ] に移動します。
2. [システム] タブを選択します。
3. [製品詳細] セクションを展開して、検出された管理プロトコルの 1 つとして WBEM がリストされ

ていることを確認します。

WBEM がリストされていない場合は、管理対象システムに割り当てられる正しい WBEM 認証情報
をターゲット システムが備えているかどうかを確認します。
a. ターゲット システムの [システム ページ] に移動します。
b. [ツール & リンク] タブを選択します。
c. [システム プロトコル設定] を選択します。
d. [WBEM 設定] の下で、このシステムに正しい認証情報が割り当てられているかどうかを確認し

ます。割り当てられていない場合は、手動で追加してシステムの識別を再度実行してください。

WBEM が検出されている場合は、次をチェックします。
• CMS から、mxwbemsub -l -n ターゲット システムを実行します。このコマンドの使

用例については、http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/
infolibrary.html （英語）にある『 HP SIM 5.2 Command Line Interface Reference Guide』
を参照してください。

また、CIM インスタンス ブラウジング ツールを使用して、予約を代理する CIMOM で作
成されたインスタンスを検索することもできます。

A. 管理対象システム上の CIM_IndicationSubscription のインスタンスをリストし
ます。

B. CIM_IndicationListenerCIMXML のすべてのインスタンスを表示して、その宛先
URL を確認し、予約を行ったシステムとシステムが要求するインスタンスの配信先を
確認します。

予約が見つからない場合は、この管理対象システムについて WBEM イベントを予約します。正し
く予約しても、この管理対象システムからのイベントを HP SIM で受信できない場合は、ステップ
4 に進んでください。WBEM イベントの予約について詳しくは、「WBEM イベントの予約」を参
照してください。

4. 予約が見つかったら、HP SIM CMS にターゲット システムからアクセスできるかどうかを確認しま
す。

a. HP SIM CMS から、mxwbemsub -l -n ターゲット名を実行します。

b. 受信した出力を確認して、[Destination] プロパティで使用される CMS ホスト名の文字列を見
つけます。

c. 管理対象システムのコマンド ラインから ping [Destination] プロパティで使用されてい
る中央管理サーバのホスト名を実行してください。ping コマンドが失敗する場合は、ネット
ワーク接続が切断されているか、管理対象システムと CMS の間で名前解決情報をやり取りで
きていません。

d. ping が失敗する場合は、/etc/hosts ファイルを編集して CMS の名前を追加します。名前
は、必ず、予約の宛先文字列に合わせてください。すべてのシステムが DNS 内にあると理想
的ですが、そうでない場合もあります。

e. ping が成功したら、管理対象システムから telnet コマンドを発行します。telnet
[Destination] プロパティで使用されている CMS のホスト名 50004 と入力してくださ
い。telnet を終了するには、CTRL + ] キーを押して、quit コマンドを入力します。
注記：telnet が失敗すると、Connecting To localhost...Could not open connection
to the host, on port 50004: Connect failed（ローカルホストへの接続...ポート
50004 でホストへの接続を開くことができませんでした。接続は失敗しました）というエラー
メッセージが表示されます。
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管理対象システムがイベントを生成していることを確認します。

ネットワーク接続や名前解決に問題がないことと、CMS から正しい予約が設定されていることを確認で
きたら、テスト イベントを生成して、HP-UX 管理対象システムがイベントを送信できることを確認しま
す。

HP-UX 11.11 および 11.23 の場合
1. HP-UX 管理対象システムから、/ect/opt/resmon/lbin/send_test_event モニタ名を実行し

ます。たとえば、/etc/opt/resmon/lbin/send_test_event disk_em と入力してください。
使用できるモニタ名は次のとおりです。

• dm_memory

• lpmc_em

• disk_em

• dm_chassis

• dm_core_hw

• ia64_corehw

• fpl_em

2. イベントをトリガしたあと、HP SIM のイベント テーブル ビューにテスト イベントが表示されるこ
とを確認します。

3. また、HP-UX 管理対象システムで、/opt/sfm/bin/evweb eventviewer -L を実行して、イベ
ントが生成されローカル システム上で受信されることを確認することもできます。このコマンド
は、システムで生成されたすべての WBEM イベントをリストします。

注記: HP-UX システム上の WBEM イベントに関する上記のトラブルシューティングのヒントがすべて
失敗する場合は、次の解決策を使用して CIMOM を再起動し、WBEM イベントの予約を再試行し、再
度、トラブルシューティングのヒントを実行してください。

解決策：/opt/wbem/sbin/cimserver -s を実行して HP-UX CIMOM を停止したあ
と、/opt/wbem/sbim/cimserver を実行して再起動してください。

Windows NT イベント ログ
Windows NT イベントログにエラーメッセージ「DCOM was unable to communicate communicate
with computer<system> using any of the configured protocols」が記録される場合は、
WMI エラーのログを無効にしてください。このエラー メッセージは、WMIMapper によって生成されま
せん。Microsoft Windows Management Instrumentation（WMI）サービスが、ターゲット システムとや
り取りして WMI 情報を取得できないとき、このエラー メッセージを生成します。一般的に、ターゲッ
ト システムは、Windows 以外のシステムです。
解決策：Windows NT イベント ログへの WMI エラーのログを無効にするには、WMIMapper がインス
トールされているシステムで、次の手順を実行します。

1. Windows NT で、[コントロール パネル]→[管理ツール]→[サービス] の順に選択し、[Pegasus WMI
Mapper] サービスを停止します。

2. [マイ コンピュータ] を右クリックします。
3. [管理] を選択します。[コンピュータの管理] ページが表示されます。
4. [サービスとアプリケーション] を展開します。
5. [WMI コントロール] を右クリックします。[WMI コントロール プロパティ] ページが表示されます。
6. [ログの収集] タブを選択します。
7. [ログ レベル] セクションから [無効] を選択し、OK をクリックしてこのページを閉じます。
8. [コンピュータの管理] ウィンドウから [サービス] をダブルクリックし、[Windows Management

Instrumentation] サービスを選択します。サービスの停止と再起動を行います。
9. [サービス] ページから [Pegasus WMI Mapper] サービスを起動します。
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WMIMapper
システムの [システム ページ] に WBEM プロトコルがリストされず、WBEM からのデータが表示されな
い。

解決策：デフォルトの場合、Windows プラットフォームに CMS をインストールすると、WMIMapper
サービスは c:\Program Files\The Open Group\WMIMapper にインストールされます。WMIMapper
のインストールでは、ディレクトリ c:\hp（小文字）も作成され、システムによって使用される証明書
がサブフォルダに含まれます。c:\HP（大文字）というディレクトリを作成している場合、証明書はそ
のディレクトリにインストールされます。この場合、WBEM と WMIMapper がやり取りしようとする
と、WMIMapper は c:\hp（小文字）というディレクトリを検索し、証明書が見つかりません。
WMIMapper をインストールした Windows プラットフォームでは、これと同じ問題が発生します。こ
の問題を解決するには、Windows プラットフォームで、c:\HP（大文字）ディレクトリを削除してか
ら、CMS か WMIMapper をインストールします。そのディレクトリのデータを使用するアプリケーショ
ンを、新しいディレクトリにリダイレクトしてください。

Windows 管理対象システムから WBEM データを取得するには、Linux または HP-UXCMS で、WMI
Mapper プロキシに対して、[オプション]→[プロトコル設定]→[WMI mapper プロキシ] を選択します。
Windows の CMS では、WMI Mapper プロキシは、HP SIM とともにインストールされます。ローカル
システム上で実行されるマッパーは、デフォルトでは WMI Mapper プロキシとして設定されます。
クライアント システムから WMI 情報にアクセスできない。
解決策：WMI は、管理者グループのアカウントのリモート アクセスを許可するように設定されていま
す。リモート システム上で、権限がゲストになると、リモート システムから WMI に接続できません。
このため、クライアント システムのローカル セキュリティ ポリシーが問題になることがあります。設
定を修正してください。

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[管理ツール]→[ローカル セキュリティ ポリシー]→[ローカル
ポリシー]→[セキュリティ オプション] を選択し、[ネットワーク アクセス：ローカル アカウントの
共有とセキュリティ モデル] を選択します。

2. クラシック - ローカル ユーザーがローカル ユーザーとして認証するを選択します。
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第17章 リファレンス情報
HP Systems Insight Manager（HP SIM）は、Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3、MSDE または
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition（Windows インストール）、PostgreSQL SQL 7.4.x（HP-UX
か Linux インストール）データベースを使用し、収集済みイベント データとシステム データを保存しま
す。データベースは、管理アプリケーションと同じシステム、またはデータベース サーバにネットワー
クでアクセスできる別のシステムに配置できます。しかし、HP SIM データベース テーブルの設定をリ
モート システムで実行することはできません。HP SIM では、JDBC（Java データベース接続性）と ODBC
（Open DataBase Connectivity）を使用してデータベースとやり取りします。
インストール中に、必要なデータベース システムとトランザクション ログ システムが作成されてから、
データベースの作成と入力が行われます。

注意: HP SIM アプリケーションのみで、テーブルの追加か削除を行ってください。別の方法でテーブ
ルを修正すると、アプリケーションでキャッシュの一貫性の問題が発生します。

データベースには以下が含まれます。

• イベント

• 検出済みシステム

• システム ステータス

• ユーザの優先順位

• 詳細システム情報

• 言語テキスト（英語のみ）

重要: データベースを定期的にバックアップし、データベースのサイズを監視して、必要に応じて拡
大してください。詳細については、「HP-UX および Linux」および「Windows」を参照してください。

レポートは、Microsoft Access、Excel、Crystal Reports など、データベースにアクセスできる、標準的な
レポート生成ツールで作成できます。データベース スキーマを公開すると、レポート作成が簡単になり
ます。

定義済みビュー
複数の定義済みビューが HP SIM に同梱されています。このビューを使用すると、データ収集情報、イ
ベント データ、ライセンス データなど、さまざまな情報をデータベースで検索できます。
[Notices_view]。システムのイベントとその説明をリストするために使用できます。イベントの詳細は
含まれていませんが、簡単なレポートには便利です。システム名、イベントの深刻度、確認済みステー
タス、受信時刻、クリア時刻、イベントの説明が返されます。

[View_deviceAssociations]。検索の構築に使用します。主に内部で使用されます。

[licenseCounts]。ライセンス レポートにライセンス カウント データを表示するために使用します。
[deviceTypesEnum]。デバイス テーブルの [productType] フィールドが、システム タイプを表す、英
語の文字列とリンクされます。

[deviceSubTypesEnum]。[nodeSubTypesEnum] テーブルの [enumOrd] フィールドが、システム サブタ
イプを表す、英語の文字列とリンクされます。

注記: HP SIM をアンインストールしても、データベースとビューは削除されません。

使用可能なレポート ビューを見るには、「レポート ビュー」を参照してください。
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データベース テーブル
次のセクションでは、データベースの内容について説明します。この表では、HP SIM によって収集され
た情報、および情報を保存するデータベース テーブル構造について説明します。使用できるテーブルは
次のとおりです。

CIM_Chassis テーブルCIM_ActiveConnection テーブルAuthenticationMethods_values テーブル

CIM_ComputerSystem テーブルCIM_ComputerSystemPackage テーブルCIM_ComponentCS テーブル

CIM_DeviceSoftwareIdentity テーブルCIM_DeviceSAPImplementation テーブルCIM_ControlledBy テーブル

CIM_Fan テーブルCIM_HostedStoragePool テーブルCIM_ElementCapabilities テーブル

CIM_iSCSICapabilities テーブルCIM_IPRoute テーブルCIM_IPProtocolEndpoint テーブル

CIM_iSCSISession テーブルCIM_iSCSIConnection テーブルCIM_iSCSIConn_TCPProtoEnd テーブル

CIM_LogicalPortGroup テーブルCIM_LogicalDisk テーブルCIM_LogicalDevice テーブル

CIM_NetworkPipeComposition テーブルCIM_MemberOfCollection テーブル。CIM_MediaAccessDevice テーブル

CIM_OperatingSystem テーブルCIM_NetworkAdapter テーブルCIM_NetworkPort テーブル

CIM_PhysicalMemory テーブルCIM_PhysicalMedia テーブルCIM_PhysicalElement テーブル

CIM_PowerSupply テーブルCIM_PortController テーブルCIM_PhysicalPackage テーブル

CIM_Product テーブルCIM_Processor テーブルCIM_Process テーブル

CIM_ProtocolControllerForUnit テーブルCIM_ProtocolControllerForPort テーブルCIM_ProtoControlAccessesUnit テーブル

CIM_Realizes テーブルCIM_Rack テーブルCIM_ProtocolEndpoint テーブル

CIM_SCSIProtocolEndpoint テーブルCIM_SCSIProtocolController テーブルCIM_RemoteServiceAccessPoint テーブル

CIM_SoftwareIdentity テーブル。CIM_SoftwareElement テーブルCIM_Sensor テーブル

CIM_TCPProtocolEndpoint テーブルCIM_StorageVolume テーブルCIM_StoragePool テーブル

ComputerSys_LogicalPortGroup テーブルComputerSys_HAP テーブルClassifications_values テーブル

ComputerSys_SAP テーブルComputerSys_PortController テーブルComputerSys_NetworkPort テーブル

ComputerSys_SoftwareIdent テーブルComputerSys_SCSIProtoEndp テーブルComputerSys_SCSIProtoCont テーブル

DB_DeviceInfoEx テーブルDB_DeviceInfo テーブルComputerSys_StorageVol テーブル

Dedicated_values テーブルDC_ProliantHost テーブルDC_Enclosure テーブル

Devices テーブルDevice Extended Attributes データベース
テーブル

DeviceNames テーブル

DeviceSnmpSettings テーブルExtentStatus_values tableDeviceProtocolInfo テーブル

HP_NParCabinet テーブルHP_Node テーブルHP_Cluster テーブル

HP_NParIOChassisSlot テーブルHP_NParIOChassis テーブルHP_NParCell テーブル

HPUX_BaseKernelParameter テーブルHP_NParComplex テーブルHP_NparPartition テーブル

HPUX_Fileset テーブルHPUX_DNSService テーブルHPUX_Bundle テーブル

HPUX_NISServerService テーブルHPUX_LogicalVolume テーブルHPUX_HFS テーブル

HPUX_Product テーブルHPUX_PhysicalVolume テーブルHPUX_NTPService テーブル

HPVM_Host テーブルHPVM_Guest tableHPUX_VolumeGroup テーブル

IPXAddress テーブルIPProtocolEnd_NetworkPort テーブルIPAddress テーブル

NodeTypesEnum テーブNodeSnapshot テーブルNetworkAddresses_values テーブル

NoticeType テーブルNotices テーブルNodeSubTypesEnum テーブル

operationalStatus_PCvalues テーブルOperationalStatus_NPvalues テーブルOperationalStatus_CSvalues テーブル

SCSIProtoCont_SCSIProtoEnd テーブルPhysicalPackage_Product テーブルOperationalStatus_SVvalues テーブル

SCSIProtoEnd_iSCSISession テーブルSCSIProtoEnd_SCSIProtoEnd テーブルSCSIProtocolCont_SoftwareId テーブル

SPAllocatedFromStoragePool テーブルSnapshot テーブルSCSIProtoEnd_NetworkPort テーブル

TCPProtoEnd_IPProtoEnd テーブルSVAllocatedFromStoragePool テーブル
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AuthenticationMethods_values テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

この行を一意に定義。BIGINTAuthenticationMethodsId

レポート生成用。SMALLINTAuthenticationMethodsValue

レポート生成用。SMALLINTAuthenticationMethodsPos

CIM_ActiveConnection テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

通信用に設定されており、依存 SAP とアクティブに通信
している、あるいはそのいずれかの ServiceAccessPoint。
単方向接続では、送信中の SAP。

BIGINTAntecedent

Antecedent SAP と通信可能な 2 つ目の
SeriveAccessPoint。単方向接続では、通信を受信中の
SAP。

BIGINTDependent

CIM_Chassis テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

この行を一意に定義する LUID。BIGINTChassis_LUID

CIM_Chassis を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_Chassis を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_Chassis を部分的に識別し、CIM_Chassis に一致NVARCHAR(256)CreationClassName

物理要素とサーバを一意に識別し、要素のキーとして使
用可能な、任意の文字列であり、資産タグやシリアル番
号データなどの情報を含めることができる。

NVARCHAR(256)Tag

エンクロージャの製品 ID 文字列。エンクロージャが
productID 文字列をレポートしない場合は空。

NVARCHAR(64)dc_ProductID

シャーシがラックの一部である場合、この属性は
CIM_Rack になる。シャーシがラックの一部でない場合
は、CIM_ComputerSystem になる。

NVARCHAR(256)dc_SystemCreationClassName

シャーシがラックの一部である場合、この属性は、
CIM_Rack.Name の値になる。シャーシがラックの一部
でない場合は、所有する CIM_ComputerSystem.Name の
値になる。

NVARCHAR(256)dc_SystemName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

オブジェクトのユーザが利用しやすい名前。NVARCHAR(256)ElementName

CIM_PhysicalPackage.Width から継承。物理パッケージ
のインチ単位の幅。

realWidth

CIM_PhysicalPackage.Height から継承。物理パッケージ
のインチ単位の高さ。

realHeight

CIM_PhysicalPackage.Depth から継承。物理パッケージ
のインチ単位の奥行き。

realDepth

CIM_PhysicalElement.SerialNumber から継承。メーカが
割り当てた番号であり、物理要素の識別に使用。

NVARCHAR(64)SerialNumber

CIM_PhysicalElement.PartNumber から継承。物理要素の
生産や製造を行った組織が割り当てた部品番号。

NVARCHAR(256)PartNumber

CIM_PhysicalElement.SKU から継承。物理要素のストッ
ク維持装置番号。

NVARCHAR(64)SKU

CIM_PhysicalElement.Model から継承。物理要素を一般
的に認識する名前。

NVARCHAR(64)Model
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説明  データ タイプ    カラム名  

コンポーネントのメーカの名前。NVARCHAR(256)Manufacturer

CIM_ChassisTypes の列挙値。（1 = その他、2 = 不明、
3 = デスクトップ、4 = 低プロファイル デスクトップ、
5 = ピザ ボックス型、6 = ミニ タワー、7 = タワー、8
= ポータブル、9 = ラップトップ、10 = ノートブック、
11 = ハンドヘルド、12 = ドッキング ステーション、13
= オール イン ワン、14 = サブ ノートブック、15 = 省
スペース、16 = ランチボックス型、17 = メイン システ
ム シャーシ、18 = 拡張シャーシ、19 = サブシャーシ、
20 = バス拡張シャーシ、21 = 周辺機器シャーシ、22 =
ストレージ シャーシ、23 = ラック マウント シャーシ、
24 = 封印ケース PC）

SMALLINTChassisTypes

CIM_Chassis.ChassisTypes に関する追加情報。NVARCHAR(512)TypeDescriptions

CIM_PhysicalElement.Version から継承。物理要素のバー
ジョンを表す文字列。

NVARCHAR(64Version

CIM_PhysicalElement.OtherIdentifyingInfo から継承。物理
要素の識別に使用できる、タグ情報以外の追加情報を取
得（例として、資産タグも含む要素に関連するバー コー
ド データを挙げることができる。バー コード データの
みが使用可能で、一意のものが要素キーとして使用され
ている場合、このプロパティは NULL になり、バー コー
ド データが、タグ プロパティでクラス キーとして使用
される）。

NVARCHAR(512)OtherIdentifyingInfo

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Model

CIM_ComponentCS テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

他のシステムを含むか、まとめた、またはその両方の
ComputerSystem。

BIGINTGroupComponent

含まれる（サブ）ComputerSystem。BIGINTPartComponent

CIM_ComputerSystemPackage テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成に使用されるフィールド。BIGINTAntecedent

レポート生成に使用されるフィールド。BIGINTDependent

CIM_ComputerSystem テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTComputerSystem_LUID

CIM_ComputerSystem を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_ComputerSystem を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

エンタープライズ環境のシステム インスタンスのキーと
して動作する、継承した名前。

NVARCHAR(256)Name

CreationClassName は、インスタンスの作成に使用され
るクラスまたはサブクラスを示す（このクラスの他のキー
プロパティとともに使用された場合は、このプロパティ
によって、このクラスまたはサブクラスのインスタンス
が一意に識別される）。

NVARCHAR(256)CreationClassName

テキストによるオブジェクトの説明。NVARCHAR(512)Description

テキストによるオブジェクトの簡潔な説明（1 行の文字
列）。

NVARCHAR(64)Caption
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_ManagedSystemElement.Status から継承。オブジェ
クトの現行ステータスを表す文字列。

NVARCHAR(10)Status

プライマリ システム所有者への連絡方法についての情報
を提供する文字列。

NVARCHAR(256)PrimaryOwnerContact

プライマリ システム所有者の名前。NVARCHAR(64)PrimaryOwnerName

非標準。CIM_Person.Pager に基づく。プライマリ所有者
のポケットベル情報を含む。

NVARCHAR(32)dc_PrimaryOwnerPager

非標準。このシステムの物理的な位置について説明する
情報を含む。

NVARCHAR(256)dc_SystemLocation

非標準。システムのハードウェア機能（32 ビットと 64
ビット）

NVARCHAR(64)dc_HardwareCapability

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(50)R_OverallStatus

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_ProductType

このシステムのドメイン。NVARCHAR(256)Domain

このオブジェクトのユーザが利用しやすい名前。NVARCHAR(256)Elementname

名前の生成方法を定義する。NVARCHAR(64)NameFormat

無停止システムでは、システム リリースの日付。NVARCHAR(256)ReleaseDate

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_OperationalStatus

レポート生成に使用されるフィールド。INTR_PortCount

レポート生成に使用されるフィールド。INTR_PortUtilized

CIM_ControlledBy テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

制御対象デバイスBIGINTDependent

コントローラBIGINTAntecedent

CIM_DeviceSAPImplementation テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTdeviceSAPImplementation _LUID

CIM_DeviceSAPImplementation を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_DeviceSAPImplementation を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

LogicalDevice を使用して実装された ServiceAccessPoint。BIGINTDependent

LogicalDeviceBIGINTAntecedent

レポート生成用。NVARCHAR(256)dc_PermanentAddress

CIM_DeviceSoftwareIdentity テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTSystem

レポート生成用。BIGINTInstalledSoftware
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CIM_ElementCapabilities テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

管理対象要素。BIGINTDependent

要素に関連している Capabilities オブジェクト。BIGINTAntecedent

CIM_Fan テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTFan_LUID

CIM_Fan を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_Fan を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

テキストによるオブジェクトの説明を提供。NVCHAR(255)Description

CIM_ComputerSystem と一致。NVCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem 名の値。NVCHAR(256)SystemName

CIM_Fan と一致。NVCHAR(256)CreationClassName

LogicalDevice を一意に指定するアドレスかその他の識別
情報。

NVCHAR(256)DeviceID

ActiveCooling は、冷却デバイスがパッシブでなくアク
ティブな冷却を提供することを示すブール値。

BITActiveCooling

冷却デバイス タイプを示す列挙値（ 0 = 不明、1 = その
他、2 = キャビネット ブラワ、3 = コンピュート キャビ
ネット I/O ファン、4 = I/O 拡張キャビネット ユーティ
リティ シャーシ ファン、5 = I/O 拡張キャビネット I/O
ファン、6 = プロセッサ ファン）

SMALLINTFanType

冷却デバイスの物理位置。NVCHAR(255)Location

現在はプレースホルダ。実装されると、ファンのメーカ
を反映する予定。

NVCHAR(255)Manufacturer

位置は PhysicalElement の位置を示す書式なしの文字列。
HostingBoard のスロット情報、キャビネットの搭載サイ
ト、緯度経度情報（GPS からなど）を指定することがで
きます。Location オブジェクトのキーの一部です。

NVCHAR(255)PhysicalPosition

CIM_Fan を部分的に識別。NVCHAR(255)Tag

現在はプレースホルダ。実装されると、ファンのシリア
ル番号を反映する予定。

NVCHAR(255)SerialNumber

現在はプレースホルダ。実装されると、ファンのバージョ
ン番号を反映する予定。

NVCHAR(255)Version

オブジェクトを認識するためのラベル。NVCHAR(255)Name

ファンの位置を維持するために追加された新しい列。SmallintR_PhysicalPosition

CIM_HostedStoragePool テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

アソシエーション内の親システム。BIGINTGroupComponent

システムのコンポーネントである StoragePool。BIGINTPartComponent
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CIM_IPProtocolEndpoint テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTIPProtocolEndpoint _LUID

CIM_IPProtocolEndpoint を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_IPProtocolEndpoint を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(1024)Name

将来用。NVARCHAR(256)ServiceCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

この ProtocolEndpoint が表す IPv4 アドレス。NVARCHAR(255)IPv4Address

CIM_IPRoute テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTIPRoute_LUID

CIM_IPRoute を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_IPRoute を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_IPRoute と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

将来用。NVARCHAR(256)ServiceCreationClassName

将来用。NVARCHAR(256)ServiceName

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

NVARCHAR(256)IPDestinationAddress

トラフィックの宛先として使用する IP アドレス。このク
ラスの AddressType プロパティで定義されている、適切
な表記法に従ってフォーマットされている（このプロパ
ティの意味は、NextHopRouting スーパークラスから継承
される DestinationAddress と同じだが、プロパティ名は
異なる。その理由は、このプロパティとクラスが、
NextHopRouting より前に定義され、主要プロパティであ
るため。削除はできない。ModelCorrespondence は、一
貫性を保って検索を簡単にするため、これを等しい値に
設定する必要があることを示す）

NVARCHAR(256)IPDestinationMask

アドレス プロパティのフォーマットを表す列挙値 (IPv4
形式でフォーマットできるアドレスは、IPv4 と IPv6 の
混合サポートを確実にするため、この方法でフォーマッ
トする必要がある。AddressType はキーの一部であるた
め、IPv4 と IPv6 では、ネットワーク番号が同一の IP サ
ブネットにルート付けされるが、v4 と v6 という、異な
るバージョンが共存できる。（0 は不明、2 は IPv4、2
は IPv6））

SMALLINTAddressType

真は、固定ルートであることを表す。偽は、ダイナミッ
クに取得したルートを表す。

bitIsStatic

次ホップ ルータのアドレスまたは宛先に到達するために
使用されるインタフェースを含む。

NVARCHAR(256)NextHop

非標準。ルート宛先のゲートウェイ（不明、ローカル、
リモート）。

NVARCHAR(32)

非標準。 /usr/sbin/route コマンドの引数リスト。NVARCHAR(1024)dc_RouteArgument
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CIM_iSCSICapabilities テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTISCSICapabilities _LUID

CIM_iSCSICapabilities を部分的に識別するために使用。BIGINTNodeID

CIM_iSCSICapabilities を部分的に識別するために使用。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)Elementname

レポート生成用。NVARCHAR(255)InstanceID

レポート生成用。BITMinimumSpecificationVersionS

レポート生成用。BITMaximumSpecificationVersionS

CIM_iSCSIConn_TCPProtoEnd テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

CIM_iSCSIConnection テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTISCSIConnection _LUID

CIM_iSCSIConnection を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_iSCSISession を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

レポート生成用。NVARCHAR(255)InstanceID

レポート生成用。INTConnectionID

レポート生成用。SMALLINTHeaderDigestMethod

レポート生成用。NVARCHAR(255)OtherheaderDigestMethod

レポート生成用。SMALLINTDataDigestMethod

レポート生成用。NVARCHAROtherDataDigestMethod

レポート生成用。BITActiveiSCSIVersion

CIM_iSCSISession テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTISCSISession_LUID

CIM_iSCSISession を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_iSCSISession を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)InstanceID

レポート生成用。SMALLINTSessionType

レポート生成用。INTTSIH

レポート生成用。NVARCHAR(255)EndPointName

レポート生成用。INTCurrentConnections

INTErrorRecoveryLevel
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SCSIProtoEnd_iSCSISession テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

SCSIProtoEnd_NetworkPort テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

CIM_LogicalDevice テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTLogicalDevice_LUID

CIM_LogicalDevice を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_LogicalDevice を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

論理デバイスを一意に指定するアドレスかその他の識別
情報。

NVARCHAR(64)DeviceID

CIM_LogicalDevice を部分的に識別。CIM_LogicalDevice
に一致。

NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_LogicalDevice を部分的に識別。CIM_ComputerSystem
に一致。

NVARCHAR(256)ServiceCreationClassName

CIM_LogicalDevice を部分的に識別。NodeID が等しい
CIM_ComputerSystem.Name の値。

NVARCHAR(256)SystemName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

CIM_ManagedElement.Caption から継承。簡潔なテキス
トによる、オブジェクトの説明（1 行の文字列）。

NVARCHAR(64)Caption

テキストによる、オブジェクトの説明。NVARCHAR(512)Description

システムの主要可用性とステータス。列挙値。（1 = そ
の他、2 = 不明、3 = 動作中/フル電源、4 = 警告、5 =
テスト中、6 = 適用不能、7 = 電源オフ、8 = オフ ライ
ン、9 = 未使用、10 = 劣化、11 = 未インストール、12
= インストール エラー、13 = 省電力、不明、14 = 省電
力、停電源モード、15 = 省電力、スタンバイ、16 = 電
源切り替え、17 = 省電力、警告、18 = 一時停止、19 =
準備未完了、20 = 未設定、21 = 休止）

SMALLINTAvailability

論理デバイスによって報告された最終エラー コードを取
得。

INTLastErrorCode

非標準。このシステムのハードウェア タイプ。NVARCHAR(64)dc_HardwareType

論理デバイスの識別に使用できる、DeviceID 情報以外の
追加情報を取得。例として、ユーザが利用しやすい、デ
バイスのオペレーティング システム名をこのプロパティ
に維持することが挙げられる。

NVARCHAR(256)OtherIdentifyingInfo

非標準。このシステムの関連ドライバ。NVARCHAR(64)dc_AssociatedDriver

ハードウェア コンポーネントの数字列で、バス アドレ
スからデバイス アドレスへ連番で記録されます。例：
0/2/0/0。

NVARCHAR(64)HardwarePath
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CIM_LogicalDisk テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTLogicalDisk_LUID

CIM_LogicalDisk を部分的に識別。INTNodeID

CIM_LogicalDisk を部分的に識別。INTSnapshot

CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承。論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報。

NVARCHAR(256)DeviceID

CIM_LogicalDisk と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

Win32_LogicalDisk から派生。バイト単位の合計空き容
量。

BIGINTWin32_FreeSpace

Win32_LogicalDisk から派生。バイト単位の合計サイズ。
不明の場合は 0。単位はバイト。

BIGINTWin32_Size

テキストによる、オブジェクトの説明。NVARCHAR(512)Description

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_SizeMB

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_UsedMB

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_UsedPercent

非標準。現在使用されているファイル システム スペー
ス（バイト単位）。

BIGINTdc_SpaceUsed

非標準。現在使用されているファイル システム スペー
スの割合。

INTdc_PercentSpaceUsed

論理ディスクのブロックのサイズ。バイト単位。BIGINTBlockSize

論理ディスクのストレージ ブロック数。バイト単位のサ
イズは、BlockSize * NumberOfBlocks から算出可能。

BIGINTNumberOfBlocks

CIM_LogicalPortGroup テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTLogicalPortGroup_LUID

CIM_LogicalPortGroup を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_LogicalPortGroup を部分的に識別。BIGINTSnapshot

レポート生成用。NVARCHAR(255)InstanceID

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

レポート生成用。NVARCHAR(64)NameFormat

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

CIM_MediaAccessDevice テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTMediaAccessDevice_LUID

CIM_MediaAccessDevice を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_MediaAccessDevice を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承。論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報。

NVARCHAR(64)DeviceID
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_MediaAccessDevice と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

この NodeID の CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

テキストによる、オブジェクトの説明。NVARCHAR(512)Description

このシステムがサポートするメディアの最大サイズ（KB
単位）。（KB のバイト数は、1000 バイトではなく 1024
バイトとなる）

BIGINTMaxMediaSize

AccessDevice の使用中単位を表す符号なし整数。システ
ムのクリーニングが必要であるときを示す場合に便利（単
位の解釈方法は、プロパティ UnitsDescription によって
定義される）。

BIGINTUnitsUsed

バイト単位のデフォルト ブロック サイズ。BIGINTDefaultBlockSize

CIM_LogicalDevice.OtherIdentifyingInfo から継承（論理デ
バイスの識別に使用できる、DeviceID 情報以外の追加情
報を取得。例として、ユーザが利用しやすい、デバイス
のオペレーティング システム名をこのプロパティに維持
することが挙げられる）。

NVARCHAR(256)OtherIdentifyingInfo

CIM_LogicalDevice.TotalPowerOnHours から継承。デバ
イスに電源が入っている総時間数。

BIGINTTotalPowerOnHours

プロパティ MaxUnitsBeforeCleaning での使用に関連して
単位を定義。MediaAccessDevice をクリーニングするタ
イミングの判断に使用する基準を説明。

NVARCHAR(256)UnitsDescription

MediaAccessDevice のクリーニングが必要であることを
表す。

BITNeedsCleaning

CIM_ManagedSystemElement.Status から継承。オブジェ
クトの現行ステータスを表す文字列。

NVARCHAR(10)Status

MediaAccessStatInfo_UnrecoverableWriteOperations に対
応。
CIM_MediaAccessStatInfo.UnrecoverableWriteOperations。
回復できない書き込み操作の数。

INTMAStatInf_UnrecoverableWriteOp

MediaAccessStatInfo_UnrecoverableReadOperations に対
応。
CIM_MediaAccessStatInfo.UnrecoverableReadOperations。
回復できない読み取り操作の数。

INTMAStatInf_UnrecoverableReadOp

RAID コントローラ上の論理ドライブのフォールト トレ
ラント RAID 設定を格納（可能なステータスには、有効
でない、RAID レベル 0、RAID レベル 1、RAID レベル 0
+ 1、ミラーリング、データ ガード、分散データ ガード
（RAID 5）、アドバンスト データ がーディング、RAID
レベル 4、RAID レベル 5 がある）。

NVARCHAR(64)dc_RaidLevel

非標準。システムへのアクセスに使用されたメディアの
タイプを表す文字列。

NVARCHAR(64)dc_Type

非標準。Compaq ATA ディスク転送モード（othe、
pioMode0、pioMode1、pioMode2、pioMode3、
pioMode4、dmaMode0、dmaMode1、dmaMode2、
ultraDmaMode0、ultraDmaMode1、ultraDmaMode2、
ultraDmaMode3、ultraDmaMode4、ultraDmaMode5）

NVARCHAR(64)dc_TransferMode

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_DrivePort

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(64)R_Type
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CIM_NetworkAdapter テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNetworkAdapter_LUID

CIM_NetworkAdapter を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_NetworkAdapter を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_NetworkAdapter と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承（論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報）。

NVARCHAR(64)DeviceID

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

この NodeID の CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

アダプタのネットワーク アドレスを表す文字列の配列。
カンマで区切られたリストで表現。

NVARCHAR(64)NetworkAddress

CIM_LogicalDevice.StatusInfo から継承。論理デバイス
が、有効（値 = 3）、無効（値 = 4）、その他（値 =
1）、不明（値 = 2）のうちどれになっているかを表す。
このプロパティが論理デバイスに適用されない場合は、
値 5（適用不能）が使用される。デバイスが有効（値 =
3）である場合は、電源が入っており、設定されて動作
状態になっている。可用性（AdditionalAvailability）が、
動作中/フル電源（値 =3）であるか、オフ ライン（値
=8）であるかにより、システムが機能するかどうかが決
まる場合がある。有効であるがオフライン モードである
場合、システムは、診断の実行中など、帯域外要求を実
行している可能性がある。\"無効\"（値 =4）である場
合、デバイスは、\"有効\"になっているだけか電源が
入っていない可能性がある。パーソナル コンピュータ環
境の場合、\"無効\"は、システムのドライバがスタック
で使用できないことを表す。その他の環境の場合、設定
ファイルの削除により、システムは無効になることがあ
る。無効デバイスはシステムに物理的に存在し、リソー
スを消費しているが、ドライバのロード、設定ファイル
のロード、その他の\"有効化\"アクティビティが実行さ
れるまでやり取りできない。CIM_LogicalDevice.StatusInfo
の列挙値。（1 = その他、2 = 不明、3 = 有効、4 = 無
効、5 = 適用不能）

SMALLINTStatusInfo

アダプタにハードコードされているネットワーク アドレ
スを定義（ハードコードされているアドレスは、ファー
ムウェアのアップグレードかソフトウェア設定で変更で
きる。変更できる場合は、変更するときにこのフィール
ドを更新する必要がある。ネットワーク アダプタにハー
ドコードされたアドレスがない場合は空白になる）。

NVARCHAR(64)PermanentAddress

CIM_ManagedElement.Caption から継承。簡潔なテキス
トによる、オブジェクトの説明（1 行の文字列）。

NVARCHAR(64)Caption

内部 MAC サブレイヤ受信エラーのため、特定インタ
フェースの受信がエラーになったフレーム数
（FrameTooLong プロパティ、AlignmentErrors プロパ
ティ、または FCSErrors プロパティの対応インスタンス
によって数えられない場合、フレームはこのオブジェク
トのインスタンスによって数えられる。このオブジェク
トのインスタンスによって表現される数の正確な意味は、
実装によって異なる。特にこのオブジェクトのインスタ
ンスは、他の方法では数えられないインタフェースの受
信エラー数を表現できる）。

INTEthernetAdp_InternalMACRcvErr

内部 MAC サブレイヤ受信エラーのため、特定インタ
フェースの受信がエラーになったフレーム数
（LateCollisions プロパティ、Excessive Collisions プロパ
ティ、または CarrierSenseErrors プロパティの対応イン
スタンスによって数えられない場合、フレームはこのオ
ブジェクトのインスタンスによって数えられる。このオ
ブジェクトのインスタンスによって表現される数の正確
な意味は、実装によって異なる。特にこのオブジェクト
のインスタンスは、他の方法では数えられないインタ
フェースの転送エラー数を表現できる）。

INTEthernetAdp_InternalMACTranErr
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説明  データ タイプ    カラム名  

アダプタが全二重モードで動作していることを表すブー
ル値。

BITFullDuplex

フレーミング文字も含む、転送済みオクテットの総数。BIGINTOctetsTransmitted

フレーミング文字も含む、受信済みオクテットの総数。BIGINTOctetsReceived

ネットワーク アダプタの最高速度（1 秒あたりのビット
数）。

BIGINTMaxSpeed

CIM_IPProtocolEndpoint.SubnetMask から派生。この
ProtocolEndpoint の IP アドレスのマスクであり、このク
ラスの AddressType プロパティで定義されている、適切
な表記法に従ってフォーマット。

NVARCHAR(64)IPProtocolEndpoint_SubnetMask

アダプタの管理ステータスを格納（Up、Down、Testing、
Dormant、Some component missing など）。

NVARCHAR(32)dc_AdminStatus

非標準。このインタフェースに割り当てられたブロード
キャスト アドレス（ドット表記フォーマット）。

NVARCHAR(64)dc_BroadcastAddress

非標準。DHCP が有効であるかどうかを表す。NVARCHAR(32)dc_DHCPEnabled

アダプタの動作ステータスを格納（Up、Down、Testing
など）。

NVARCHAR(32)dc_OperStatus

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_InputErrors

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_OutputErrors

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(25)R_Duplex

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(64)R_MacAddress

ポート上でアクティブなプロトコルを表す整数。
ValueMap { "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8",
"9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17",
"18", "19","20", "21", "22", "23", "24", "25", "26",
"27" }, Values {"Unknown", "Other", "IPv4", "IPv6", "IPX",
"AppleTalk", "DECnet", "SNA", "CONP", "CLNP",
"VINES", "XNS", "ATM", "Frame Relay", "Ethernet",
"TokenRing", "FDDI", "Infiniband", "Fibre Channel", "ISDN
BRI Endpoint", "ISDN B Channel Endpoint", "ISDN D
Channel Endpoint", "IPv4/v6", "BGP", "OSPF", "MPLS",
"UDP", "TCP" }

SMALLINTLANEndpoint_ProtocolType

このポートの動作ステータス値。nvarchar(255)LANEndpoint_OperationalStatus

Ethernet の場合のポート タイプの整数コード。ValueMap
{"0", "1", "50", "51", "52", "53", 16000..65535"},
Values {"Unknown", "Other", "10BaseT", "10-100BaseT",
"100BaseT", "1000BaseT", "Vendor Reserved"}

SMALLINTEthernetPort_PortType

Ethernet パケットの最大データ サイズ。INTEthernetPort_MaxDataSize

CIM_MemberOfCollection テーブル。

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTCollection

レポート生成用。BIGINTMember

CIM_NetworkPipeComposition テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAntecendent

レポート生成用。BIGINTDependent
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CIM_NetworkPort テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNetworkPort_LUID

CIM_NetworkPort を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_NetworkPort を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(1024)Name

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。BIGINTDeviceID

レポート生成用。BIGINTSpeed

レポート生成用。BIGINTMaxSpeed

レポート生成用。SMALLINTUsageRestriction

レポート生成用。SMALLINTPortType

レポート生成用。NVARCHAR(255)OtherPortType

レポート生成用。SMALLINTLinkTechnology

レポート生成用。NVARCHAR(255)OtherLinkTechnology

レポート生成用。NVARCHAR(64)PermanentAddress

レポート生成用。SMALLINTPortNumber

レポート生成用。NVARCHAR(256)R_OperationalStatus

レポート生成用。NVARCHAR(256)R_ParentName

レポート生成用。NVARCHAR(256)R_PortType

CIM_OperatingSystem テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTOperatingSystem_LUID

CIM_OperatingSystem を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_OperatingSystem を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)CSCreationClassName

この NodeID の CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)CSName

CIM_OperatingSystem と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

継承された名前は、コンピュータ システム内のオペレー
ティング システム インスタンスのキーとして働く。

NVARCHAR(256)Name

オペレーティング システムが最後にブートされた時刻。BIGINTLastBootupTime

オペレーティング システムのローカル日時。BIGINTLocalDateTime

オペレーティング システムのバージョン番号を表す文字
列（バージョン情報のフォーマットは、< メジャー番号
>< マイナー番号 >< リビジョン > または < メジャー番
号 >< マイナー番号 >< リビジョン文字 > である）。

NVARCHAR(64)Version

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description
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説明  データ タイプ    カラム名  

オペレーティング システムのタイプを表す整数
（CIM_OSType の列挙値。（0 = 不明、1 = その他、2
= MACOS、3 = ATTUNIX、4 = DGUX、5 = DECNT、6
= Digital Unix、7 = OpenVMS、8 = HPUX、9 = AIX、10
= MVS、11 = OS400、12 = OS/2。13 = JavaVM、14
= MSDOS、15 = WIN3x、16 = WIN95、17 = WIN98、
18 = WINNT、19 = WINCE、20 = NCR3000、21 =
NetWare、22 =OSF、23 = DC/OS、24 = Reliant UNIX、
25 = SCO UnixWare、26 = SCO OpenServer、27 =
Sequent、28 = IRIX、29 = Solaris、30 = SunOS、31 =
U6000、32 = ASERIES、33 = TandemNSK、34 =
TandemNT、35 = BS2000、36 = LINUX、37 = Lynx、38
= XENIX、39 = VM/ESA、40 = Interactive UNIX、41 =
BSDUNIX、42 = FreeBSD、43 = NetBSD、44 = GNU
Hurd、45 = OS9、46 = MACH Kernel、47 = Inferno、
48 = QNX、49 = EPOC、50 = IxWorks、51 = VxWorks、
52 = MiNT、53 = BeOS、54 = HP MPE、55 = NextStep、
56 = PalmPilot、57 = Rhapsody、58 = Windows 2000、
59 = 専用、60 = OS/390、61 = VSE、62 = TPF、63 =
Windows (R) Me、64 = Caldera Open UNIX、65 =
OpendBSD、66 = 適用不能)

SMALLINTOSType

オペレーティング システムが状態情報を現在保存してい
るユーザ セッションの数。

INTNumberOfUsers

オペレーティング システム上で現在ロードされているか
実行されているプロセス コンテキストの数。

INTNumberOfProcesses

オペレーティング システムでサポートできるプロセス
コンテキストの最大数。固定値がない場合は 0。

INTMaxNumberOfProcesses

オペレーティング システムが GMT からオフセットして
いる時間（分単位）。数値は、プラスかマイナス、また
は 0 になる。

SMALLINTCurrentTimeZone

オペレーティング システムで使用できる物理メモリ容量
（キロバイト単位）。物理メモリの正しい容量でなく、
使用可能としてオペレーティング システムにレポートさ
れている容量であることがある。

BIGINTTotalVisibleMemorySize

キロバイト単位のスワップ総容量。スワップ領域がペー
ジ ファイルと区別されていない場合は NULL。

BIGINTTotalSwapSpaceSize

メーカとオペレーティング システム タイプを表す文字
列。オペレーティング システム プロパティ OSType が
1 か 59（その他か専用）に設定されている場合に使用さ
れる（OtherTypeDescription に挿入される文字列のフォー
マットは、OSType 用に定義された値の文字列のフォー
マットと同じ。OSType が 1 か 59 以外の値である場合、
OtherTypeDescription は NULL に設定される）

NVARCHAR(64)OtherTypeDescription

CIM_ManagedElement.Caption から継承。簡潔なテキス
トによる、オブジェクトの説明（1 行の文字列）。

NVARCHAR(64)Caption

非標準。オペレーティング システムの機能（32 ビット
か 64 ビット）。

NVARCHAR(64)dc_OperatingSystemCapability

非標準。オペレーティング システムを表す文字列（解釈
が含まれることがあり、OCType の値を正確に反映しな
い）。

NVARCHAR(256)dc_OSType

非標準。CIM_InstalledOSBoolean から派生し、この OS
がコンピュータ システムのデフォルトであることを表
す。

bitdc_PrimaryOS

非標準。Windows システムの OS の CSD バージョン/
サービス パック レベル。

NVARCHAR(256)Win32_CSDVersion

非標準。スワップ領域を識別する名前。NVARCHAR(256)dc_SwapSpaceName

非標準。スワップ領域のタイプの説明。NVARCHAR(64)dc_SwapType

非標準。スワップ領域の最小サイズ。BIGINTdc_SwapSpaceMinimumSize

非標準。スワップ領域の最大サイズ。BIGINTdc_SwapSpaceMaximumSize

非標準。スワップ領域の予約サイズ。BIGINTdc_SwapSpaceReservedSize
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CIM_PhysicalElement テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPhysicalElement_LUID

CIM_PhysicalElement を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_PhysicalElement を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_PhysicalElement を部分的に識別。
CIM_PhyscialElement と一致。

NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_PhysicalElement を部分的に識別。物理要素とサーバ
を一意に識別し、要素のキーとして役立つ、任意の文字
列であり、資産タグやシリアル番号データなどの情報を
含めることができる。

NVARCHAR(256)Tag

CIM_ManagedElement.Caption から継承。簡潔なテキス
トによる、オブジェクトの説明（1 行の文字列）。

NVARCHAR(64)Caption

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

CIM_ManagedSystemElement.InstallDate から継承。オブ
ジェクトがインストールされたときを表す日時の値。値
が欠落していても、オブジェクトがインストールされて
いないことを表さない。

BIGINTInstallDateTime

CIM_ManagedSystemElement.Status から継承。オブジェ
クトの現行ステータスを表す文字列。

NVARCHAR(10)Status

物理要素が製造された日付。BIGINTManufactureDate

物理要素の生産に責任のある組織の名前（要素の購入相
手先になるが、そうでないこともある。後半の情報は、
CIM_Product の Vendor プロパティに含まれる）。

NVARCHAR(256)Manufacturer

物理要素を一般的に認識する名前。NVARCHAR(64)Model

物理要素の識別に使用できる、タグ情報以外の追加情報
を取得（例として、資産タグも含む要素に関連するバー
コード データを挙げることができる。バー コード デー
タのみが使用可能で、一意であるか要素キーとして使用
可能な場合、このプロパティは null になり、バー コード
データが、タグ プロパティでクラス キーとして使用さ
れる）。

NVARCHAR(512)OtherIdentifyingInfo

物理要素の生産や製造を行った組織が割り当てた部品番
号。

NVARCHAR(256)PartNumber

物理要素の電源が入っているか（真）、現在オフになっ
ているか（偽）を表すブール値。

bitPoweredOn

メーカが割り当てた番号であり、物理要素の識別に使用。NVARCHAR(64)SerialNumber

物理要素のストック維持単位番号。NVARCHAR(64)SKU

物理要素のバージョンを表す文字列。NVARCHAR(64)Version

システム スロット テーブルのインデックスとして使用
できる物理スロット番号を表す。そのスロットが物理的
に占有されているかどうかを示す。

SMALLINTSlot_Number

非標準。物理要素の場所を表す文字列。NVARCHAR(64)dc_Location

非標準。OK、劣化、障害など、物理要素の状態を表す文
字列。

NVARCHAR(64)dc_Condition

非標準。物理要素に関連するファームウェア リビジョ
ン。

NVARCHAR(64)dc_FirmwareRevision

非標準。複合多重 SBB ハードウェアのみで、要素のハー
ドウェアの場所を表すテキスト。

NVARCHAR(256)dc_HWLocation

サーバ ブレードの製品 ID 文字列。NVARCHAR(64)dc_ProductID
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CIM_PhysicalMedia テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPhysicalMedia_LUID

CIM_PhysicalMedia を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_PhysicalMedia を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

PhysicalMedia を部分的に識別。CIM_PhysicalMedia と
一致。

NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_PhysicalElement.Tag から継承。物理要素とサーバを
一意に識別し、要素のキーとして役立つ、任意の文字列
であり、資産タグやシリアル番号データなどの情報を含
めることができる。

NVARCHAR(256)Tag

物理メディアのタイプを列挙型整数として指定。メディ
ア タイプの明示的な定義、フォーマット済みかどうか、
互換性機能などの説明には、MediaDescription プロパティ
が使用される。CIM_PhysicalMedia.MediaType の列挙
値。0 = 不明、1 = その他、2 = テープ、3 = QIC カート
リッジ、4 = AIT カートリッジ、5 = DTF カートリッジ、
6 = DAT カートリッジ、7 = 8mm テープ カートリッジ、
8 = 19mm テープ カートリッジ、9 = DLT カートリッジ、
10 = ハーフインチ磁気テープ カートリッジ、11 = カー
トリッジ ディスク、12 = JAZ ディスク、13 = ZIP ディ
スク、14 = SyQuest ディスク、15 = Winchester リムー
バブル ディスク、16 = CD_ROM、17 = CD_ROM/XA、
18 = CD-I; 19、19 = Recordable、20 = WORM、21 =
Magento-Optical、22 = DVD、23 = DVD-RW+、24 =
DVD-RAM、25 = DVD-ROM、26 = DVD-Video、27 =
Divx、28 = フロッピー/ディスケット、29 = ハード ディ
スク、30 = メモリ カード、31 = ハード コピー、32 =
Clik ディスク、33 = CD-RW、34 = CD-DA、35 = CD+、
36 = DVD Recordable、37 = DVD-RW、38 = DVD-Audio、
39 = DVD-5、40 = DVD-9、41 = DVD-10、42 =
DVD-18、43 = Magneto-Optical Rewriteable、44 =
Magneto-Optical Write Once、45 = Magneto-Optical
Rewriteable (LIMDOW)、46 = Phase Change Write Once、
47 = Phase Change Rewriteable、48 = Phase Change
Dual Rewriteable、49 = Ablative Write Once、50 = Near
Field Recording、51 = MiniQic、52 = Travan、53 = 8mm
Metal Particle、54 = 8mm Advanced Metal Evaporate、
55 = NCTP、56 = LTO Ultrium、57 = LTO Accelis、58 =
9 トラック テープ、59 = 18 トラック テープ、60 = 36
トラック テープ、61 = Magstar 3590、62 = Magstar
MP、63 = D2 テープ、64 = Tape、DST Small 、65 =
Tape、DST Medium、66 = Tape、DST Large)

SMALLINTMediaType

メディアから読み取ったりメディアに書き込んだりする
ことができるバイト数（\"ハード コピー\"（文書）やク
リーナ メディアには適用できない。このプロパティの値
が上がってしまうため、データ圧縮を想定しないこと。
テープの場合は、ファイルマークや空白領域がメディア
に記録されないことが仮定される）。

BIGINTCapacity

CIM_PhysicalComponent.Removable から継承（パッケー
ジ全体の機能を損なわず、一般的に見られるように物理
コンテナに装填したり物理コンテナから取り外したりす
るように設計されている場合、物理コンポーネントはリ
ムーバブルである。電源をオフにして取り外す必要があ
る場合も、コンポーネントはリムーバブルになる。電源
を「オン」にしてコンポーネントを取り外せる場合、そ
の要素は、リムーバブルでもあり、ホットスワップ可能
でもある。たとえば、アップグレード可能プロセッサ
チップはリムーバブルである）。

bitRemovable

物理要素の識別に使用できる、タグ情報以外の追加情報
を取得（例として、資産タグも含む要素に関連するバー
コード データを挙げることができる。バー コード デー
タのみが使用可能で、一意であるか要素キーとして使用
可能な場合、このプロパティは null になり、バー コード
データが、タグ プロパティでクラス キーとして使用さ
れる）。

NVARCHAR(512)OtherIdentifyingInfo
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

CIM_PhysicalComponent.HotSwappable から継承（コン
テナ パッケージの電源が入っている間に、物理的には異
なるが同等のものに要素を置き換えることができる場合
は、ホットスワップ可能である）。

bitHotSwappable

物理要素の生産に責任のある組織の名前（要素の購入相
手先になるが、そうでないこともある。後半の情報は、
CIM_Product の Vendor プロパティに含まれる）。

NVARCHAR(256)Manufacturer

物理要素を一般的に認識する名前。NVARCHAR(64)Model

メーカが割り当てた番号であり、物理要素の識別に使用。NVARCHAR(64)SerialNumber

物理要素のバージョンを表す文字列。NVARCHAR(256)Version

CIM_PhysicalMemory テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPhysicalMemory_LUID

BIGINTNodeID

BIGINTSnapshotID

PhysicalMemory を識別。CIM_PhysicalMemory と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_PhysicalMemory を部分的に識別。
CIM_PhysicalElement.Tag から継承。物理要素とサーバを
一意に識別し、要素のキーとして役立つ、任意の文字列
であり、資産タグやシリアル番号データなどの情報を含
めることができる。

NVARCHAR(256)Tag

物理メモリのタイプ（CIM_PhysicalMemory.MemoryType
の列挙値。0 = 不明、1 = その他、2 = DRAM、3 = 同期
DRAM、4 = キャッシュ DRAM、5 = EDO、6 = EDRAM、
7 = VRAM、8 = SRAM、9 = RAM、10 = ROM、11 =
Flash、12 = EEPROM、13 = FEPROM、14 = EPROM、
15 = CDRAM、16 = 3DRAM、17 = SDRAM、18 =
SGRAM、19 = RDRAM、20 = DDR)

SMALLINTMemoryType

物理メモリの合計容量（バイト単位）。BIGINTCapacity

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_MemoryType

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_MemoryTech

CIM_Chip から派生（チップの実装形式係数。
CIM_PhysicalMemory.FormFactor の列挙値。0 = 不明、1
= その他、2 = SIP、3 = DIP、4 = ZIP、5 = SOJ、6 =
Proprietary、7 = SIMM、8 = DIMM、9 = TSOP、10 =
PGA、11 = RIMM、12 = SODIMM、13 = SRIMM、14
= SMD、15 = SSMP、16 = QFP、17 = TQFP、18 =
SOIC、19 = LCC、20 = PLCC、21 = BGA、22 =
FPBGA、23 = LGA)

SMALLINTFormFactor

物理要素の生産や製造を行った組織が割り当てた部品番
号。

NVARCHAR(256)PartNumber

メーカが割り当てた番号であり、物理要素の識別に使用。NVARCHAR(64)SerialNumber

非標準。メモリ コンポーネントによってサポートされて
いるメイン エラー訂正スキーム。

NVARCHAR(512)dc_ErrorMethodology

非標準。複合多重 SBB ハードウェアのみで、メモリ要素
のハードウェアの場所を表すテキスト。

NVARCHAR(256)dc_HWLocation

レポート生成に使用されるフィールド。SMALLINTR_Slot

要素の説明NVARCHAR(64)Description
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説明  データ タイプ    カラム名  

メモリ バンク指名子。nvarchar(64)BankLabel

オンボード メモリの位置識別子。nvarchar(255)MemLoc_LocationIdentifiers

CIM_PhysicalPackage テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPhysicalPackage _LUID

CIM_PhysicalPackage を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_PortController を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(1024)Name

レポート生成用。NVARCHAR(256)Tag

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。NVARCHAR(64)Manufacturer

レポート生成用。NVARCHAR(256)Model

レポート生成用。NVARCHAR(256)PartNumber

CIM_PortController テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPortController_LUID

CIM_PortController を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_PortController を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。NVARCHAR(64)DeviceID

レポート生成用。SMALLINTProtocolSupported

レポート生成用。NVARCHAR(256)R_OperationalStatus

INTINTR_PortCount

レポート生成用。INTR_PortUtilized

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Condition

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_MaxCapacity

非標準。電源装置の二重化状態。NVARCHAR(512)dc_RedundancyState

非標準。電源の容量や出力電源（ワット単位）。INTdc_CurrentOutputPower

CIM_PowerSupply テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPowerSupply_LUID

CIM_PowerSupply を部分的に識別。BIGINTNodeID
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_PowerSupply を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_PowerSupply を部分的に識別。CIM_PowerSupply
と一致。

NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_PowerSupply を部分的に識別。
CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承。論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報。

NVARCHAR(64)DeviceID

IM_PowerSupply を部分的に識別。関連データが
CIM_PhysicalElement にある場合、このフィールドは
CIM_PhysicalElement と等しくなる。関連データが
CIM_PhysicalElement にない場合は、CIM_ComputerSystem
と等しくなる。

NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

ノード ID が同一である CIM_PhysicalElement.Name か
CIM_ComputerSystem.Name の値。

NVARCHAR(256)SystemName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

システムの主要可用性とステータス
（AdditionalAvailability 配列プロパティを使用して、別
のステータス情報を指定できる。たとえば、Availability
プロパティでは、システムが動作していてフル電源であ
ること（値 = 3）、警告（値 = 4）、テスト（値 = 5）、
劣化（値 = 10）、省電力状態（13 から 15 と 17）であ
ることが示される。省電力状態に関しては、次のように
定義されている。値 13（\"省電力 - 不明\"）は、システ
ムが省電力モードに入っているが、このモードでの正確
なステータスが不明であることを表す。値 14（\"省電
力 - 低電源モード\"）は、システムが省電力状態に入っ
ているが機能しており、パフォーマンス劣化の可能性が
あることを示す。値 15（\"省電力 - スタンバイ\"）は、
システムが機能していないが、すぐにフル電源に戻せる
ことを表す。値 17（\"省電力 - 警告\"）は、システムが
警告状態になっているが、省電力モードにもなっている
ことを示す。CIM_LogicalDevice.Availabiltiy の列挙値。
（1 = その他、2 = 不明、3 = 動作中/フル電源、4 = 警
告、5 = テスト中、6 = 適用不能、7 = 電源オフ、8 = オ
フ ライン、9 = 未使用、10 = 劣化、11 = 未インストー
ル、12 = インストール エラー、13 = 省電力、不明、14
= 省電力、停電源モード、15 = 省電力、スタンバイ、16
= 電源切り替え、17 = 省電力、警告、18 = 一時停止、
19 = 準備未完了、20 = 未設定、21 = 休止）

SMALLINTAvailability

Availability プロパティで指定されているものを除く、デ
バイスのその他の可用性とステータス（Availability プロ
パティは、デバイスのプライマリ ステータスと可用性を
表す。一部のケースでは、このプロパティのみでデバイ
スの完全なステータスを表現できない。このような場合
は、AdditionalAvailability プロパティを使用して詳細情
報を提供できる。たとえば、デバイスのプライマリ可用
性が\"オフライン\"（値 = 8）であるが、低電力状態
（AdditionalAvailability の値 = 14）になっていたり、デ
バイスが診断を実行していたり（AdditionalAvailability
の値 = 5、\"テスト中\"）することがある。
CIM_PowerSupply.Availabiltiy の列挙値を参照）

SMALLINTAdditionalAvailability

PowerSupply の総出力電源（ミリワット単位）。0 は不
明を表す。単位はミリワット。

INTTotalOutputPower

電源装置を識別できる追加情報。NVARCHAR(256)OtherIdentifyingInfo

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Status

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Condition

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_MaxCapacity

非標準。電源がシャーシ内に存在するかどうかを表す。NVARCHAR(32)dc_PowerSupplyPresent
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説明  データ タイプ    カラム名  

電源のステータス（noError（1）、generalFailure（2）、
bistFailure 32）、fanFailure（4）、tempFailure（5）、
interlockOpen（6）、epromFailed（7）、vrefFailed
（8）、dacFailed（9）、ramTestFailed（10）、
voltageChannelFailed（11）、orringdiodeFailed（12）、
brownOut（13）、giveupOnStartup（14）、nvramInvalid
（15）、calibrationTableInvalid（16））

NVARCHAR(64)dc_PowerSupplyStatus

非標準。電源装置の二重化状態。NVARCHAR(32)dc_PowerSupplyState

非標準。電源の容量や出力電源（ワット単位）。INTdc_CurrentOutputInfo

論理デバイスの識別に使用できる、DeviceID 情報以外の
追加情報を取得。

NVARCHAR(256)OtherIdentifyingInfo

パワー サプライ デバイスのタイプ：
0、不明
１、その他

2、コンピュート キャビネット バルク パワー サプライ
3、コンピュート キャビネット システム バックプレーン
パワー サプライ
4、コンピュート キャビネット I/O シャーシ エンクロー
ジャ パワー サプライ
5、コンピュート キャビネット AC 入力ライン
6、I/O 拡張キャビネット バルク パワー サプライ
7、I/O 拡張キャビネット システム バックプレーン パ
ワー サプライ
8、I/O 拡張キャビネット I/O シャーシ エンクロージャ
パワー サプライ
9、I/O 拡張キャビネット AC 入力ライン

SMALLINTType

位置は PhysicalElement の位置を示す書式なしの文字列。
HostingBoard のスロット情報、キャビネットの搭載サイ
ト、緯度経度情報（GPS からなど）を指定することがで
きます。Location オブジェクトのキーの一部です。

NVARCHAR(64)Location

位置は PhysicalElement の位置を示す書式なしの文字列。
HostingBoard のスロット情報、キャビネットの搭載サイ
ト、緯度経度情報（GPS からなど）を指定することがで
きます。Location オブジェクトのキーの一部です。

NVARCHAR(64)PhysicalPosition

キャプション値は、デバイス タイプにより、次のいずれ
かにすることができます。

• コンピュート キャビネット バルク パワー サプライ

• コンピュート キャビネット バックプレーン パワー
サプライ

• コンピュート キャビネット I/O シャーシ エンクロー
ジャ パワー サプライ

• コンピュート キャビネット AC 入力ライン

• I/O 拡張キャビネット バルク パワー サプライ

• I/O 拡張キャビネット バックプレーン パワー サプラ
イ

• I/O 拡張キャビネット I/O シャーシ エンクロージャ
パワー サプライ

• I/O 拡張キャビネット AC 入力ライン

• 冷却デバイス スロット

• 電源デバイス スロット

注記：このプロパティは、セルの電源が切れていると使
用できない場合があります。

NVARCHAR(64)Caption

メーカ Hewlett-Packard を表示します。NVARCHAR(64)Manufacturer

パワー サプライ デバイスの位置を含む一意の値。NVARCHAR(64)Tag
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CIM_Process テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTProcess_LUID

CIM_Process を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_ProcessM/para を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)CSCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)CSName

CIM_Process を部分的に識別。CIM_OperatingSystem と
一致。

NVARCHAR(256)OSCreationClassName

CIM_Process を部分的に識別。ノード ID が同一である
CIM_OperatingSystem.Name の値。

NVARCHAR(256)OSName

CIM_Process を部分的に識別。プロセスの識別に使用す
る文字列。プロセス ID は、一種のプロセス ハンドルで
ある。

NVARCHAR(256)Handle

CIM_Process を部分的に識別。CIM_Process と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_Process を部分的に識別。プロセスの名前。NVARCHAR(256)Name

プロセスの現在の動作状態。CIM_Process.ExecutionState
の列挙値（0 = 、不明、1 = その他、2 = 準備完了、3 =
実行中、4 = 保留ブロック、6 = 保留準備完了、7 = 終
了、8 = 停止、9 = 拡大）

SMALLINTExecutionState

プロセス実行の緊急度か重要度を示す。INTPriority

CIM_UnixProcess.ParentProcessID から派生。実行中プロ
セスの親プロセス ID。

NVARCHAR(256)UnixProcess_ParentProcessID

CIM_UnixProcess.ProcessGroupID から派生。実行中プロ
セスのグループ ID。

BIGINTUnixProcess_ProcessGroupID

CIM_UnixProcess.RealUserID から派生。現在実行してい
るプロセスの実ユーザ ID。

BIGINTUnixProcess_RealUserID

CIM_UnixProcess.ProcessTTY から派生。このプロセスに
現在関連している TTY。

NVARCHAR(32)UnixProcess_ProcessTTY

CIM_UnixProcess.ModulePath から派生。プロセスの実行
モジュールのファイル パス。

NVARCHAR(512)UnixProcess_ModulePath

CIM_UnixProcess.ModulePath から派生。実行中プロセス
のコマンド パス。

NVARCHAR(512)OtherExecutionDescription

状態を表す文字列。インスタンスの ExecutionState プロ
パティが Other に設定されている場合に使用。Other 以
外に設定されている場合は NULL。

NVARCHAR(512)UnixProcess_Parameters

CIM_UnixProcess.Parameters から派生。実行中プロセス
に提供されたオペレーティング システム パラメータ。

INTUnixProcess_ProcessNiceValue

CIM_UnixProcess.ProcessNiceValue から派生。プロセス
のナイス値。優先順位の算出に使用。

BIGINTUxPrStatInf_RealStack

UnixProcessStatisticalInformation_RealStack。
CIM_UnixProcessStatisticalInformation.RealStack から派
生。プロセスによって使用される実スタック スペースの
キロバイト数。

BIGINTUxPrStatInf_VirText

UnixProcessStatisticalInformation_VirtualText。
CIM_UnixProcessStatisticalInformation.VirtualText から派
生。プロセスによって使用される仮想テキスト スペース
のキロバイト数。

BIGINTUxPrStatInf_VirData

UnixProcessStatisticalInformation_VirtualData。
CIM_UnixProcessStatisticalInformation.VirtualData から派
生。プロセスによって使用される仮想データ スペースの
キロバイト数。

BIGINTUxPrStatInf_VirStack
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説明  データ タイプ    カラム名  

UnixProcessStatisticalInformation_VirtualStack。
CIM_UnixProcessStatisticalInformation.VirtualStack から派
生。プロセスによって使用される仮想スタック スペース
のキロバイト数。

BIGINTUxPrStatInf_VirSharedMem

UnixProcessStatisticalInformation_VirtualSharedMemory。
CIM_UnixProcessStatisticalInformation.VirtualSharedMemory
から派生。プロセスによって使用される共有メモリのキ
ロバイト数。

BIGINTUxPrStatInf_VirSharedMem

UnixProcessStatisticalInformation_VirtualMemoryMappedFileSize。
CIM_UnixProcessStatisticalInformation.VirtualMemoryMappedFileSize
から派生。プロセスによってメモリ マップ ファイルに
使用される仮想スペースのキロバイト数。

BIGINTUxPrStatInf_VirMemMapFileSize

CIM_Processor テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTProcessor_LUID

CIM_Processor を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_Processor を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_Processor を部分的に識別。CIM_Processor と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_Processor を部分的に識別。
CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承。論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報。

NVARCHAR(64)DeviceID

CIM_Processor を部分的に識別。オブジェクトを認識す
るためのラベル。

NVARCHAR(256)Name

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName
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説明  データ タイプ    カラム名  

プロセッサ ファミリ タイプ。CIM_Processor.Family の列
挙値（1 = その他、2 = 不明、3 = 8086、4 = 80286、
5 = 80386、6 = 80486、7 = 8087、8 = 80287、9 =
80387、10= 80487、11 = Intel® Pentium® ブランド、
12 = Pentium® Pro、13 =Pentium® II、14 = MMX™ 技術
を採用した Pentium® プロセッサ、15 = Celeron®、16
= Pentium® II Xeon™、17 = Pentium® III、18 = M1 ファ
ミリ、19 = M2 ファミリ、24 = K5 ファミリ、25 = K6
ファミリ、26 = K6-2、27 = K6-3、28 = AMD Athlon プ
ロセッサ ファミリ、29 = AMD Duron プロセッサ、30
= AMD29000 ファミリ、31 = K6-2+、32 = Power PC
ファミリ、33 = Power PC 601、34 = Power PC 603、
35 = Power PC 603+、36 = Power PC 604、37 = Power
PC 620、38 = Power PC X704、39 = Power PC 750、
48 = Alpha ファミリ、49 = Alpha 21064、50 = Alpha
21066、51 = Alpha 21164、52 = Alpha 21164PC、53
= Alpha 21164a、54 = Alpha 21264、55 = Alpha
21364、64 = MIPS ファミリ、65 = MIPS R4000、66 =
MIPS R4200、67 = MIPS R4400、68 = MIPS R4600、
69 = MIPS R10000、80 = SPARC ファミリ、81 =
SuperSPARC、82 = microSPARC、83 = microSPARC IIep、
84 = UltraSPARC、85 = UltraSPARC II、86 = UltraSPARC
IIi、87 = UltraSPARC III、88 = UltraSPARC IIIi、96 =
68040、97 = 68xxx ファミリ、98 = 68000、99 =
68010、100 = 68020、101 = 68030、112 = Hobbit
ファミリ、120 = Crusoe TM5000 ファミリ、121 =
Crusoe TM3000 ファミリ、128 = Weitek、130 = Intel®
Itanium® プロセッサ、144 = PA-RISC ファミリ、145 =
PA-RISC 8500、146 = PA-RISC 8000、147 = PA-RISC
7300LC、148 = PA-RISC 7200、149 = PA-RISC 7100LC、
150 = PA-RISC 7100、160 = V30 ファミリ、176 =
Pentium® III Xeon™、177 = Intel® SpeedStep 技術を採用
した Pentium® III プロセッサ、178 = Pentium® 4、179
= Intel®Xeon™、180 = AS400 ファミリ、181 = Intel
Xeon プロセッサ MP、190 = K7、200 = Intel®Xeon™ プ
ロセッサ MP、201 = G4、202 = G5、250 = i860、251
= i960、260 = SH-3、261 = SH-4、280 = ARM、281
= StrongARM、300 = 6x86、301 = MediaGX、302 =
MII、320 = WinChip、350 = DSP、500 = ビデオ プロ
セッサ）

SMALLINTFamily

プロセッサの現行速度（MHz 単位）。INTCurrentClockSpeed

プロセッサのグローバル ユニーク識別子（この識別子
は、プロセッサ ファミリ内のみで一意であることがあ
る）。

NVARCHAR(256)UniqueID

最後の 1 分間で平均した、このプロセッサの負荷（パー
セント）。

SMALLINTLoadPercentage

プロセッサの現行ステータスを表す（たとえば、ユーザ
が BIOS によって無効にしたり（値 = 2）、POST エラー
によって無効になったり（値 = 3）することがある）。
このプロパティの情報は、SMBIOS、タイプ 4 構造体、
Status 属性から入手可能。CIM_Processor.CPUStatus の列
挙値。（0 = 不明、1 = CPU,、2 = ユーザが BIOS 設定
によって CPU を無効化、3 = BIOS によって CPU が無効
（POST エラー）、CPU がアイドル状態、その他）

SMALLINTCPUStatus

CIM_LogicalDevice.OtherIdentifyingInfo から継承。論理デ
バイスの識別に使用できる、DeviceID 情報以外の追加情
報を取得（一例としては、このプロセッサのソケットお
よびスロット情報）。

NVARCHAR(64)OtherIdentifyingInfo

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_CPUType

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_CPUSpeed

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_CPUStatus

非標準。複合多重 SBB ハードウェアのみで、プロセッサ
のハードウェアの場所を表すテキスト。

NVARCHAR(256)dc_HWLocation

プロセッサのアーキテクチャ リビジョン。SMALLINTArchitectureRevision

プロセッサのファームウェア リビジョン。NVARCHAR(255)FirmwareRevision
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説明  データ タイプ    カラム名  

プロセッサのデータパスの幅（ビット単位）。SMALLINTDataWidth

このプロセッサを含む複合体のセル（セルラー システム
のみ）。

NVARCHAR(255)ProcessorLocation_CellNumber

CIM_Product テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTProduct_LUID

CIM_Product を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_Product を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)Elementname

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

製品 IDNVARCHAR(64)IdentifyingNumber

製品の供給元、または製品を販売する実体の名前。NVARCHAR(256)Vendor

製品バージョン情報。DMTF Solution Exchange Standard
の Product オブジェクトの Version プロパティに対応。

NVARCHAR(64)Version

CIM_RemoteServiceAccessPoint テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTRemoteServiceAccessPoint_LUID

CIM_RemoteServiceAccessPoint を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_RemoteServiceAccessPoint を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(255)AccessInfo

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(1024)Name

CIM_SCSIProtocolController テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTSCSIProtocolController _LUID

CIM_SCSIProtocolController を部分的に識別BIGINTNodeID

CIM_SCSIProtocolController を部分的に識別BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。NVARCHAR(256)DeviceID

レポート生成用。INTMaxUnitsControlled

データベース テーブル 701



CIM_SCSIProtocolEndpoint テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTSCSIProtocolEndpoint_LUID

CIM_SCSIProtocolEndpoint を部分的に識別BIGINTNodeID

CIM_SCSIProtocolEndpoint を部分的に識別BIGINTSnapshotID

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(1024)Name

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。SMALLINTConnectionType

CIM_ProtoControlAccessesUnit テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTProtoControlAccessUnit _LUID

レポート生成用。BIGINTProtoControlAccessUnit _LUID

CIM_ProtocolControllerForPort テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

CIM_ProtocolControllerForUnit を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_ProtocolControllerForUnit を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)DeviceNumber

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(255)Name

CIM_ProtocolControllerForUnit テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTProtocolControllerForUnit_LUID

CIM_ProtocolControllerForUnit を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_ProtocolControllerForUnit を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)DeviceNumber

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

CIM_ProtocolEndpoint テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTprotocolEndpoint _LUID

CIM_ProtocolEndpoint を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_ProtocolEndpoint を部分的に識別。BIGINTSnapshotID
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説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。NVARCHAR(1024)Name

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassname

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。NVARCHAR(256)ProtocolIFType

CIM_Rack テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTRack_LUID

CIM_Rack を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_Rack を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_Rack を部分的に識別。CIM_Rack と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_Rack を部分的に識別。CIM_PhysicalElement.Tag か
ら継承。物理要素とサーバを一意に識別し、要素のキー
として役立つ、任意の文字列であり、資産タグやシリア
ル番号データなどの情報を含めることができる。

NVARCHAR(256)Tag

CIM_PhysicalElement.SerialNumber から継承。メーカが
割り当てた番号であり、物理要素の識別に使用。

NVARCHAR(64SerialNumber

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

CIM_Realizes テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTAntecedent

CIM_Sensor テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTSensor_LUID

CIM_Sensor を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_Sensor を部分的に識別BIGINTSnapshotID

CIM_Sensor を部分的に識別。CIM_LogicalDevice.DeviceID
から継承。論理デバイスを一意に指定するアドレスかそ
の他の識別情報。

NVARCHAR(64)DeviceID

CIM_Sensor を部分的に識別。CIM_Sensor と一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_Sensor を部分的に識別（センサがシャーシによっ
て所有される場合、このフィールドは CIM_Chassis と等
しくなる。センサがシャーシによって所有されない場合
は、CIM_ComputerSystem と等しくなる）。

NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

ノード ID が同一である CIM_Sensor.Name か
CIM_ComputerSystem.Name に一致。

NVARCHAR(256)SystemName

CIM_Sensor を部分的に識別。オブジェクトを認識する
ためのラベル。

NVARCHAR(256)Name

CIM_ManagedSystemElement.Status から継承。オブジェ
クトの現行ステータスを表す文字列。

NVARCHAR(10)Status

センサが示す現在の状態（Possible States プロパティの
いずれかになる）。

NVARCHAR(128)CurrentState
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説明  データ タイプ    カラム名  

センサの文字列出力を列挙（たとえばスイッチ センサ
は、状態オンかオフを出力する。スイッチの別の実装で
は、状態オープンとクローズが出力される。別の例とし
て、スレッショルドをサポートする NumericSensor があ
る。このセンサは、正常、上位重大、下位非クリティカ
ルなどの状態をレポートする。読み取りとスレッショル
ドを公開しないが、このデータを内部的に保存する数値
センサは、状態をレポートできる）。

NVARCHAR(512)PossibleStates

電源装置の排気部分の現在の気温（℃）。INTCurrentReading

電源装置の吸気部分の現在の気温（℃）。INTdc_OtherCurrentReading

読み取りが使用するユニットのコード（pull from
CIM_NumericSensor から取得）。

INTBaseUnit

センサーのタイプ。ValueMap { "0", "1", "2", "3", "4",
"5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12" }, Values {
"Unknown", "Other", "Temperature", "Voltage", "Current",
"Tachometer", "Counter", "Switch", "Lock", "Humidity",
"Smoke Detection", "Presence", "Air Flow"}

SMALLINTSensorType

CIM_SoftwareElement テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTSoftwareElement_LUID

CIM_SoftwareElement を部分的に識別。BIGINTNodeID

CIM_SoftwareElement を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_SoftwareElement を部分的に識別（ソフトウェア要
素の識別子であり、その他のキーと併用して要素を一意
に表現するように設計されている）。

NVARCHAR(256)SoftwareElementID

CIM_SoftwareElement を部分的に識別（このモデルで定
義され、ソフトウェア要素のライフ サイクルのさまざま
な状態を識別する。展開可能状態になっているソフトウェ
ア要素では、ソフトウェア要素を正常に配布するために
必要となる詳細、およびインストール可能状態（次の状
態）にするために必要となる詳細（チェックとアクショ
ン）が表現される。インストール可能状態になっている
ソフトウェア要素では、ソフトウェア要素を正常にイン
ストールするために必要となる詳細、および実行可能状
態（次の状態）にするために必要となる詳細（チェック
とアクション）が表現される。実行可能状態になってい
るソフトウェア要素では、ソフトウェア要素を正常に起
動するために必要となる詳細、および実行状態（次の状
態）にするために必要となる詳細（チェックとアクショ
ン）が表現される。実行状態になっているソフトウェア
要素では、開始した要素を管理するために必要となる詳
細が表現される。
CIM_SoftwareElement.SoftwareElementState の列挙値。0
= 展開可能、1 = インストール可能、2 = 実行可能、3 =
実行中）

SMALLINTSoftwareElementState

CIM_SoftwareElement を部分的に識別。ソフトウェア
バージョンは、< メジャー >< マイナー >< リビジョン
> または < メジャー >< マイナー >< 文字 >< リビジョ
ン > の形式でなければならない

NVARCHAR(64)Version

CIM_SoftwareElement を部分的に識別。ソフトウェア要
素の識別に使用する名前。

NVARCHAR(256)Name
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_SoftwareElement を部分的に識別（要素のオペレー
ティング システム環境を指定する。このプロパティの値
では、バイナリの実行可能プログラムであることが保証
されない。この他に 2 つの情報が必要になる。最初に、
クラス CIM_OSVersionCheck を使用してオペレーティン
グ システムのバージョンを指定する必要がある。次に、
オペレーティング システムが動作するアーキテクチャの
情報が必要である。この情報は、CIM_ArchitectureCheck
を使用して確認する。この構造体の組み合せにより、特
定ソフトウェア要素で必要となるオペレーティング シス
テムのレベルが明確に識別される。
CIM_OperatingSystem.OSType の列挙値を参照するこ
と）。

SMALLINTTargetOperatingSystem

CIM_ManagedSystemElement.InstallDate から継承。オブ
ジェクトがインストールされたときを表す日時の値。

BIGINTInstallDate

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Date

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Status

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

DeviceSoftware_Purpose。関連デバイスに関して、ソフ
トウェアが果たす役割を示す列挙型整数。
CIM_DeviceSoftware.Purpose の列挙値（0 = 不明、1 =
その他、2 = ドライバ、3 = 設定ソフトウェア、4 = ア
プリケーション ソフトウェア、5 = 装置、6 = ファーム
ウェア、7 = BIOS、8 = ブート ROM）

SMALLINTDeviceSW_Purpose

DeviceSW Purpose プロパティの詳細情報を提供する、
自由形式の文字列。

NVARCHAR(512)DeviceSW_PurposeDescription

CIM_SoftwareElement の swd_VersionWeight。ソフトウェ
ア バージョン ポーリングで使用されるフィールド。

INTswd_VersionWeight

非標準。この項目のバージョンを指定する文字列。NVARCHAR(64)dc_OtherVersionInfo

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(64)R_Type

CIM_SoftwareIdentity テーブル。

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTSoftwareIdentity_LUID

CIM_SoftwareIdentity を部分的に識別するために使用。BIGINTNodeID

CIM_SoftwareIdentity を部分的に識別するために使用。BIGINTSnapShotID
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説明  データ タイプ    カラム名  

InstanceID このクラスのインスタンスを不明瞭かつ一意
に識別する。NameSpace 内での一意性を確実にするた
め、InstanceID の値は、以下の「推奨」アルゴリズムを
使用して作成される必要がある。

"<OrgID><LocalID>"。ここで、<0rgID> と <LocalID>
は、コロン''によって区切られる。<OrgID> は、著作権
つき、商標つき、InstanceID を作成/定義するビジネス主
体が所有する固有の名前、または、世界的に認められて
いる権威によって当該ビジネス主体に割り当てられた登
録済み ID を含まなければならない （スキーマ クラス名
の <Schema Name>_<Class Name> の構造と同様）。さ
らに、一意性を確実にするため、<OrgID> にコロン
（":"）を含めないこと。このアルゴリズムを使用すると
きは、InstanceID の最初のコロンは <OrgID> と <LocalID>
の間に置く必要がある。

<LocalID> は、ビジネス主体によって選択される。別の
下位（実世界）要素を識別するために再使用しないこと。
上記の「推奨」アルゴリズムを使用しない場合は、エン
ティティの定義の結果として生じる InstanceID が、この
インスタンスの NameSpace へのプロバイダが作成する
InstanceID のすべてににわたって、再使用されないこと
を保証する必要がある。DMTF 定義のインスタンスにつ
いては、<OrgID> を CIM に設定し、推奨アルゴリズム
を使用しなければならない。

例："HEWLETT-PACKARD:HPCPQASM.EXE:7.15.19.0"

NVARCHAR(255)InstanceID

完全なソフトウェア バージョン情報を表す文字列（意味
や表現の変化によって単純な計算や比較ができなくなる
ことがあるので、数値表現および文字列表現の両方が用
意されている。数値部分については、MajorVersion、
MinorVersion、RevisionNumber、BuildNumber を参照）。

NVARCHAR(255)VersionString

このソフトウェアのメーカ。NVARCHAR(255)Manufacturer

この要素の説明。NVARCHAR(512)Description

この要素のメジャー バージョン番号。SMALLINTMajorVersion

この要素のマイナー バージョン番号。SMALLINTMinorVersion

この要素のリビジョン番号。SMALLINTRevisionNumber

この要素のビルド番号。SMALLINTBuildNumber

関連デバイスに関して、ソフトウェアが果たす役割を示
す列挙型整数。CIM_DeviceSoftware.Purpose の列挙値（0
= 不明、1 = その他、2 = ドライバ、3 = 設定ソフトウェ
ア、4 = アプリケーション ソフトウェア、5 = 装置、6
= ファームウェア、7 = BIOS、8 = ブート ROM）。

SMALLINTClassification

キー ファイル名。SoftwareIdentity のバージョン間で変わ
らないアプリケーション固有の不変識別子 （ソフトウェ
ア ID 命名構造に対するさらに大きな変更に対しても、同
じ値である。このパラメータの目的は、特定の
SoftwareInstallationService と互換性のあるクライアント
がソフトウェア ID を選択できるようにすることである。
クライアントは、このパラメータを使用して、
SoftwareInstallationServiceCapabilities の
SupportedTargetTypes パラメータの内容と比較し、候補
ソフトウェア ID を選択する）。

NVARCHAR(256)IdentifyInfoValue

要素のオペレーティング システム環境を指定する（この
プロパティの値では、バイナリの実行可能プログラムで
あることが保証されない。この他に 2 つの情報が必要に
なる。最初に、クラス CIM_OSVersionCheck を使用して
オペレーティング システムのバージョンを指定する必要
がある。次に、オペレーティング システムが動作する
アーキテクチャの情報が必要である。この情報は、
CIM_ArchitectureCheck を使用して確認する。この構造体
の組み合せにより、特定ソフトウェア要素で必要となる
オペレーティング システムのレベルが明確に識別され
る。CIM_OperatingSystem.OSType の列挙値を参照する
こと）。

SMALLINTTargetOperatingSystem
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説明  データ タイプ    カラム名  

この要素のインストール日付は、CIM 日時フォーマット
である。

NVARCHAR(256)InstallDate

CIM_SoftwareElement の swd_VersionWeight。ソフトウェ
ア ステータス ポーリングで使用されるフィールド。

INTswd_VersionWeight

非標準。この項目のバージョンを指定する文字列。NVARCHAR(64)dc_OtherVersionInfo

レポート生成用。SMALLINTOperationalStatus

DeviceSW_Purpose プロパティの詳細情報を提供する、
自由形式の文字列。

NVARCHAR(512)ClassificationDescription

HP Smart アレイ SAS/SATA イベント通知サービスは、
Windows 2000/Windows Server 2003 システム イベン
ト ログと、HP Smart アレイ SAS/SATA コントローラ ド
ライバを使用するシステム用の HP ProLiant インテグレー
テッド マネジメント ログにイベント通知を提供します。

NVARCHAR(256)Description

[C:\Program Files\hp\cissesrv, HPQ:cissesrv.exe] ソフト
ウェア/ファームウェア キー ファイル名

NVARCHAR(256)IdentityInfoValue

[HPQ: SoftwarePath, CIM:SoftwareFamily] ソフトウェア
ファミリのパス。

NVARCHAR(256)IdentityInfoType

ファームウェアのカテゴリ。NVARCHAR(256)FirmwareCategory

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(64)R_Type

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Date

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_Status

レﾎﾟｼﾞトリ内のコンポーネントと一致する各ソフトウェ
アの最新バージョンを格納します。

NVARCHAR(100)LatestVersion

VCRM の sw fw ベースラインで利用できるバージョンの
ソフトウェアを格納します。

NVARCHAR(100)SWFWBaselineVersion

CIM_StoragePool テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_StorageVolume を一意に識別するために使用。BIGINTStoragePool_LUID

CIM_StorageVolume を部分的に識別するために使用。BIGINTNodeID

CIM_StorageVolume を部分的に識別するために使用。BIGINTSnapShotID

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName

レポート生成用。NVARCHAR(255)InstanceID

レポート生成用。NVARCHAR(255)PoolID

レポート生成用。BITPrimordial

レポート生成用。BIGINTTotalManagedSpace

レポート生成用。BIGINTRemainingManagedSpace

CIM_StorageVolume テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_StorageVolume を一意に識別するために使用。BIGINTStorageVolume_LUID

CIM_StorageVolume を部分的に識別するために使用。BIGINTNodeID

CIM_StorageVolume を部分的に識別するために使用。BIGINTSnapShotID

レポート生成用。SMALLINTDataRedundancy

レポート生成用。NVARCHAR(255)ElementName
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説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。SMALLINTNameFormat

レポート生成用。BITNoSinglePointOfFailure

レポート生成用。SMALLINTPackageRedundancy

オブジェクトを認識するためのラベル。NARCHAR(1024)Name

レポート生成用。NARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。NARCHAR(64)DeviceID

レポート生成用。SMALLINTAvailability

レポート生成用。BIGINTBlockSize

レポート生成用。BIGINTNumberOfBlocks

レポート生成用。BIGINTConsumableBlocks

レポート生成用。BITIsBasedOnUnderlyingRedundanc

レポート生成用。BITSequentialAccess

レポート生成用。NARCHAR(256)R_OperationalStatus

レポート生成用。NARCHAR(256)R_ExtentStatus

レポート生成用。NARCHAR(256)R_RaidLevel

CIM_TCPProtocolEndpoint テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTTCPProtocolEndpoint_LUID

レポート生成用。BIGINTNodeID

レポート生成用。BIGINTSnapshotID

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(1024)Name

レポート生成用。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が一致する CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)SystemName

レポート生成用。NVARCHAR(256)CreationClassName

レポート生成用。SMALLINTProtocolIFType

レポート生成用。NVARCHAR(256)PortNumber

Classifications_values テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTClassificationsId

レポート生成用。SMALLINTClassificationsValue

レポート生成用。INTClassificationsPos
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ComputerSys_HAP テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTAntecedent

ComputerSys_LogicalPortGroup テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

ComputerSys_NetworkPort テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTGroupComponent

レポート生成用。BIGINTPartComponent

ComputerSys_PortController テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTGroupComponent

レポート生成用。BIGINTPartComponent

ComputerSys_SAP テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAvailableSAP

レポート生成用。BIGINTManagedElement

ComputerSys_SCSIProtoCont テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTGroupComponent

レポート生成用。BIGINTPartComponent

ComputerSys_SCSIProtoEndp テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTAntecedent

ComputerSys_SoftwareIdent テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTSYSTEM

レポート生成用。BIGINTInstalledSoftware
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ComputerSys_StorageVol テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTGroupComponent

レポート生成用。BIGINTPartComponent

DB_DeviceInfo テーブル
DB_DeviceInfo テーブルには、一般的なシステム情報が含まれます。SNMP をサポートするシステムで
は、このテーブルに情報が入ります。DB_DeviceInfo のフィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

INT*DeviceKey

データベース レコードが最後に更新された日時。DATETIMEUpdateTime

システムの説明。CHAR (200)Description

物理的な場所（システムで入力されている必要がある）。CHAR (200)Location

このシステムの連絡先（システムで入力されている必要
がある）。

CHAR (200)Contact

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

DB_DeviceInfoEx テーブル
DB_DeviceInfoEx テーブルには、HP SIM エージェントか標準的なデスクトップ管理インタフェース（DMI）
サービス レイヤを実行しているシステムの基本的な情報が含まれます。DB_DeviceInfoEX のフィールド
について、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

収集済みデータ セットにシステムを関連付ける。システ
ム情報は、DeviceKey を使用してデバイス テーブルにリ
ンクされる。

INT*DeviceKey

データベース レコードが最後に更新された日時。DATETIMEUpdateTime

システム メモリの総容量。INTTotalMemory

システム ROM バージョン。CHAR (80)ROMVersion

システム シリアル番号。CHAR (80)SerialNumber

システム資産タグ（システムで入力されている必要があ
る）。

CHAR (100)AssetTag

オペレーティング システム名。 注記：mxnode の
OSNameStr 値である。

CHAR (100)OSName

ツール定義の OSName フィールドに使用される OS タ
イプ識別子。WINNT、HPUX、LINUX のような値。

CHAR (100)OSType

オペレーティング システムのバージョン。CHAR (100)OSVersion

オペレーティング システムのベンダ名。CHAR (64)OSVendor

システムが属しているクラスタの名前（存在する場合）。CHAR (100)ClusterName

ホスト オペレーティング システムの説明。CHAR (100)OSDescription

HP Web 対応エージェントのシステム信頼状態。IntTrustStatus
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注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

DC_Enclosure テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTEnslosure_LUID

dc_Enclosure を部分的に識別。BIGINTNodeID

dc_Enclosure を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

タグは、dc_Enclosure を部分的に識別する。エンクロー
ジャを一意に識別し要素キーとして機能する任意の文字
列。

NVARCHAR(256)Tag

エンクロージャのラック内の一意のアドレスINTdc_Address

エンクロージャが収容できるサーバ ブレードの最大数。INTdc_EnclosureMaxNumBladesX

エンクロージャが収容できるサーバ ブレードの最大数。INTdc_EnclosureMaxNumBladesY

説明されているヒューズがシステム内に存在する場合に
指定。その他（1）、なし（2）、あり（3）

NVARCHAR(32)dc_FusePresent

ヒューズの状態（その他（1）、ヒューズ ステータス検
出がサポートされていない、OK（2）、ヒューズが正し
く動作している、障害 （4）、ヒューズが遮断されてい
るか、正しく動作していない）。

NVARCHAR(32)dc_FuseCondition

DC_ProliantHost テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTProliantHost_LUID

この行のシステム ID を識別。BIGINTNodeID

この行のスナップショット ID を識別。BIGINTSnapshotID

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)dc_SystemCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name の値。NVARCHAR(256)dc_SystemName

このオブジェクトは、この MIB によって表現されるサー
バのホスト システムの全体的なステータスを表す。

NVARCHAR(16)OverallCondition

MIB ステータス構造の配列（それぞれの構造は、4 つの
オクテットから構成される。第 1 オクテットは、MIB の
存在である。第 2 オクテットは、MIB の状態である。第
3 オクテットは、MIB のメジャー リビジョンである。第
4 オクテットは、MIB のマイナー リビジョンである。4
つのオクテットのブロックは、それぞれ HP エンタープ
ライズの直後で MIB 識別子によってインデックス付けさ
れる（たとえば、1.3.6.1.232.11 mib のインデックスは
11）。第 1 ブロック（ブロック 0）の 4 つのオクテッ
トは、システム管理用に予約されており、MIB の統計と
して働く）。

NVARCHAR(512)MIBStatusArray

サーバのグローバル ユニーク識別子（オペレーティング
システムが一意の ID を判断できない場合は、変数にすべ
て 0 がデフォルトで含まれる。この場合、管理ステー
ションはこの変数に SET を実行し、一意の ID を提供す
る）。

NVARCHAR(64)GUID

HP Insight マネジメント エージェントによって使用され
るポートを表す。

INTWebManagementPort
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説明  データ タイプ    カラム名  

自動サーバ復元機能ステータス（このオブジェクトの現
行値がその他（1）か使用不可（2）である場合、すべて
の設定操作はエラーになる。管理ステーションでこのオ
ブジェクトをその他（1）か使用不可（2）に設定しよう
としても、エラーになる。このオブジェクトを無効（3）
に設定すると、ASR 機能は無効に、有効（4）に設定す
ると有効になる）。

NVARCHAR(16)ASRStatus

HP システム ID。この値は、システムのシステム ボード
の HP システム ID を表す（古いマシンで使用されている
製品 ID（cpqSiProductId）は、この ID で置き換わる。
cpqSiProductId の値が 7Eh である場合は、cpqSiSystemId
を使用して HP システムを識別する必要がある。値がゼ
ロ（0）である場合は、このマシンでシステム ID 機能が
サポートされていない。この場合は、cpqSiProductId を
使用してシステムを識別する必要がある）。

INTSystemID

システムの役割。リモート コンソールによって割り当て
られる設定可能自由形式テキスト フィールドであり、シ
ステムの機能を簡潔に説明する。

NVARCHAR(64)ServerRole

システムの詳細説明。リモート コンソールによって割り
当てられる設定可能自由形式テキスト フィールドであ
り、システムの機能を詳細に説明する。

NVARCHAR(512)ServerRoleDetail

エージェントが最後にロードされた日時。BIGINTConfigChangeDate

システムがフルに動作していた、分単位の総時間（サー
バ健全性サポート ソフトウェアが動作している間）。

BIGINTSystemUptime

Dedicated_values テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

この行を一意に識別するために使用。BIGINTDedicatedId

レポート生成用。SMALLINTDedicatedValue

レポート生成用。INTDedicatedPos

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

DeviceNames テーブル
DeviceNames テーブルには、このデバイスがサポートする、さまざまなプロトコルによって判断される
デバイス名が含まれます。DeviceNames のフィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

収集済みデータ セットにシステムを関連付ける（システ
ム情報は、デバイス テーブルからの DeviceKey を使用し
てシステムにリンクされる）。

INT*DeviceKey

SNMP によって取得したシステム名。CHAR (60)nameSNMP

ネーム サービス（WINS や DNS など）か hosts ファイ
ルから取得したシステム名。

CHAR (60)nameIPX

DMI によって取得したシステム名。CHAR (60)nameDMI

完全に限定した DNS 名（使用可能な場合）。CHAR (90)NameFullDNS

現在は使用されない。CHAR (60)nameActiveDisc
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注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

Device Extended Attributes データベース テーブル
Device Extended Attributes フィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

snoozeStartTime に示された時刻からシステムが無効にな
る値（分）。

INTsnoozeTimeMin

システムが無効な状態になってからの最初のタイムスタ
ンプ

LongsnoozeStartTimeMs

Devices テーブル
Devices テーブルには、検出されたシステム情報が含まれます。これは、システム関連データの定義に
使用する主要テーブルです。Devices のフィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

収集済みデータ セットにシステムを関連付ける（システ
ム情報は、DeviceKey を使用してデバイス テーブルにリ
ンクされる）。

INTDeviceKey

システムの名前。VARCHAR(255)Name

グローバル ユニーク識別子。ネットワーク アドレスが
変更された場合、ネットワーク上のシステムの識別に使
用する一意のキー（この値をここに保存するには、この
値の取得がシステムでサポートされている必要がある）。

VARCHAR(128)GUID

システムが検出された日時。1970UTC から経過したミ
リ秒で表現される。

BIGINTDiscovered

この項目の製品タイプ（詳細については、nodeTypesEnum
テーブルを参照。このテーブルは、deviceSubTypesEnum
ビューを使用して最適に表示できる）。

INTProductType

製品タイプの文字列表現（詳細については、
nodeTypesEnum テーブルを参照。このテーブルは、
deviceTypesEnum ビューを使用して最適に表示できる）。

VARCHAR(32)ProductTypeStr

サブタイプ（存在する場合）（マッピングの詳細につい
ては、NodeSubTypesEnum テーブルを参照。このテーブ
ルは、deviceSubTypesEnum ビューを使用して最適に表
示できる）。

VARCHAR(32)ProductSubType

ProLiant 1500 などの製品名。NVARCHAR(100)ProductName

システムの全体的なステータスを表す（0 = 不明、1 =
正常、2 = 警告、3 = マイナー、4 = メジャー、5 = クリ
ティカル、10 = ステータスなし（新しいシステムで、ま
たはポーリング前の起動時に発生））。

INTOverallStatus

検出で変更できないように、製品のタイプか名前、また
はその両方がロックされているかどうかを表す。

• 0 = ロックなし

INTLockFlags

予約済み（このテーブルだけではなく、データベースで
一部のシステム情報が最後に更新された時刻）。

BIGINTTimestamp

システムのフル DNS 名。VARCHAR(90)FullDNSName

HP SIM がこのシステムに割り当てた、ユニーク識別子。VARCHAR(32)MxGUID

NVARCHAR(32)DiscoveredName
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説明  データ タイプ    カラム名  

システムが SMI-S エージェントに検出された場合は、こ
れはシステムを示すトップレベル CIM_ComputerSystem
の名前フィールドと同じになります。

NVARCHAR(32)DurableName

NVARCHAR(32)WWName

INTNodeLUID

このシステムを一意に識別するために使用。VARCHAR(32)UniqueIdentifier

DeviceProtocolInfo テーブル
デバイス プロトコル情報フィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

デバイス テーブルのシステムにこのテーブルを関連付け
る。

INTDeviceKey

このシステムに TCP/IP でアドレス付けできるかどうか
を示すフラグ。

INTIPAddressable

このシステムに IPX でアドレス付けできるかどうかを示
すフラグ。

INTIPXAddressable

SNMP ベースの管理がこのシステムでサポートされてい
るかどうかを示すフラグ。値-1 は、システムが識別され
なかったことを表す。値 0 は、システムで SNMP がサ
ポートされていないことを示す。値 1 から 5 は、SNMP
がシステムで見つかったことを表す。

INTSNMP

検出された SNMP のバージョンを表す文字列（現在のと
ころ、HP Systems Insight Manager では、「1.0」のみが
サポートされている）。

NVARCHAR(32)SNMPverStr

HTTP ベースの管理がこのシステムでサポートされている
かどうかを示すフラグ。値-1 は、システムが識別されな
かったことを表す。値 0 は、システムで HTTP がサポー
トされていないことを示す。値 1 は、HTTP がシステム
で見つかったことを表す。

INTHTTP

DMI ベースの管理がこのシステムでサポートされている
かどうかを示すフラグ。値-1 は、システムが識別されな
かったことを表す。値 0 は、システムで DMI がサポー
トされていないことを示す。値 1 は、DMI がシステムで
見つかったことを表す。

INTDMI

常に 2.0。NCHAR(32)DMIVerStr

システムで WBEM が検出された場合は 1 に設定される。
検出されなかった場合は 0。

INTWBEM

HP SIM がシステムで検出した WBEM のバージョン。NCHAR(32)WBEMverStr

システムで SSH が検出された場合は 1 に設定される。
検出されなかった場合は 0。

INTSSH

SSH 要求から返されたシステム ID。NCHAR(64)SSHverStr

将来の拡張用。nchar(32)PrimaryAddress

このレコードのシステムの WMI プロキシに使用される
システムのデバイス キー（すなわち HP SIM は、
WMIProxyID と同じデバイス キーを含むシステムを使用
し、その他のシステムで動作している WMI Mapper を
通して WBEM で要求する）。

INTWMIProxyID
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ExtentStatus_values table

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTExtentStatusId

レポート生成用。SMALLINTExtentStatusValue

レポート生成用。INTExtentStatusPos

DeviceSnmpSettings テーブル
DeviceSnmpSettings テーブルには、システムで現在設定されている SNMP 設定が含まれます。
DeviceSnmpSettings のフィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

収集済みデータ セットにシステムを関連付ける（このシ
ステム情報は、デバイス テーブルからの DeviceKey を使
用してリンクされる）。

INT*DeviceKey

秒単位のネットワーク タイムアウト値。INTnetworkTimeout

SNMP 要求に使用される再試行回数。INTnetworkRetries

秒単位の ICMP ping タイムアウト値。INTicmpTimeout

実行する ICMP ping 再試行回数。INTicmpRetries

このシステムで、一部のプロトコルかすべてのプロトコ
ルのデフォルト（グローバル プロトコル設定）を使用す
るか、個別設定を使用するかを定義（ビットマスク
フィールドであり、さまざまなビットによって、使用さ
れるデフォルトが定義される。値は、論理的な順序になっ
ている。1= デフォルト SNMP 読み取りコミュニティを
使用、2 = デフォルト SNMP 書き込みコミュニティを使
用、4 = デフォルト SNMP タイムアウトを使用、8 = デ
フォルト SNMP 再試行回数を使用、16 = デフォルト
ICMP タイムアウトを使用、32 = デフォルト ICMP 再試
行回数を使用、64 = デフォルト WBEM ユーザ名を使
用、128 = デフォルト WBEM パスワードを使用）

INTdefaultProtoMask

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

HP_Cluster テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTHPCluster _LUID

HP_NParCell を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParCell を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

クラスタ メンバーシップを一意に識別する整数値（クラ
スのメンバーシップを変更すると、MembershipIncarnation
が増加する。したがって、このプロパティの値が大きい
と、一連のクラスタ メンバ（その次の HP_ParticipatingCS
アソシエーションにある）がより新しいことを示す）。

BIGINTMembershipIncarnation

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name
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説明  データ タイプ    カラム名  

クラスタの相互接続メカニズムを説明する自由形式の文
字列。

NVARCHAR(256)Interconnect

クラスタ タイプ（クラスタがフェールオーバ用（値 =2）
か、性能用（3）かなどを指定。指定可能な値は、相互
に排他的ではない。ValueMap { "0", "1", "2", "3", "4",
"5", "6" } Values { "Unknown", "Other", "Failover",
"Performance", "Distributed OS", "Node Grouping",
"SysPlex" })

NVARCHAR(256)dc_Types

HP_Node テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTHPNode _LUID

HP_Node を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_Node を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

オブジェクトを認識するためのラベル。NVARCHAR(256)Name

汎用 HP クラスタ内のこのメンバの名前を記述（継承さ
れる Name の値は完全修飾で、企業内で一意である必要
がある。MemberName の値は、クラスタ内で一意な短
縮バージョンでもよい）。

NVARCHAR(256)Membername

汎用 HP クラスタ内のこのクラスタ メンバを一意に識別
する整数値。システムが最初にクラスタに追加されたと
きに割り当てられ、そのシステムがクラスタから削除さ
れる（インスタンスが削除される）までそのままの状態
で残る（そのメンバが後で再び追加された場合は、新し
いインスタンスが、別の MemberID 値で作成される）。

INTMemberID

HP_NParCabinet テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNParCabinet _LUID

HP_NParCell を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParCell を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

値は以下のとおり。不明（0）、その他（1）、8 セル フ
ルハイト キャビネット（2）、4 セル フルハイト キャビ
ネット（3）、4 セル ハーフハイト キャビネット（4）、
2 セル キャビネット（5）、I/O 拡張キャビネット
（6）。これらのキャビネット タイプの例は、以下のと
おり。8 セル フルハイト キャビネット（SD-32000）、
4 セル フルハイト キャビネット（SD-16000）、4 セル
ハーフハイト キャビネット（rp8620）、2 セル キャビ
ネット（rx7620）

INTCabinetType

キャビネット番号を含む文字列を表示。例：cab0NVARCHAR(256)Label

このキャビネット内のサービス プロセッサ数。NVARCHAR(256)ServiceProcessorCount

このキャビネット内のサービス プロセッサの位置に対す
る長い表示名の配列（サービス プロセッサがコア I/O
カード上にあるキャビネット上では、そのカードの指定
を含む。例：cab0, coreio0）

NVARCHAR(1024)ServiceProcessorLocation

このキャビネット内のあらゆるプロセッサのステータス
の配列。ServiceProcessorLocation と同じ順。値は次のと
おり。不明（0）、その他（1）、アクティブ（2）、バッ
クアップ（3）

NVARCHAR(256)ServiceProcessorStatus
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HP_NParCell テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNParCell_LUID

HP_NParCell を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParCell を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

NPar Cell が存在するスロットの ID。INTSlotID

セルに取り付けられた合計メモリ（MB）。BIGINTTotalMemoryInstalled

最大 CPU 数INTMaxCPUCount

このセルでサポートされるプロセッサの実数の最大数。
プロセッサ モジュール スロット数とこのプラットフォー
ムでサポートされるモジュール当たりの最大プロセッサ
数の両方を意味する（実際に取り付けられるモジュール
当たりのプロセッサ数から考えて、この値は、このセル
の最大プロセッサ数を反映していないことがある。この
システムでサポートされるモジュール当たりの最大プロ
セッサ数は、この値を CPUModuleSlotCount で除するこ
とで求められる）。

INTMaxCPUCount

このセル上のプロセッサの実数。SMALLINTCPUCount

セル上のプロセッサのクロック速度（MHz）。INTCPUSpeed

表示可能なファームウェア リビジョン文字列NVARCHAR(256)FirmwareRevision

DIMM スロット番号をインデックスとする配列。スロッ
トに DIMM が収容されているかどうかを示す（注記：こ
のプロパティは、セルの電源が切れていると使用できな
い場合がある）。

NVARCHAR(256)DIMMSlotPopulated

プロセッサ スロット番号をインデックスとする配列。プ
ロセッサ スロットが埋まっているときに真となる（プロ
セッサ スロット番号を CPUCountPerModule で割ると、
プロセッサ モジュール番号になることに注意。その値が
同じであるすべてのプロセッサ スロットは、同じプロ
セッサ モジュール内にある）。

NVARCHAR(256)CPUSlotPopulated

このセルが IO シャーシに接続されていれば真BITConnectedToIOChassis

セルの接続先のシャーシの I/O シャーシ ID
（ConnectedToIOChassis が偽の場合は、このプロパティ
は存在しない）。

INTConnectedIOChasssId

このセル上のプロセッサのアーキテクチャ。値は、不明
（0）、その他（1）、PA-RISC（2）、Itanium® ベース
（3）。

SMALLINTCellArchitecture

このコンポーネントのステータス。値は、次のとおり。
不明 （0）、その他（1）、電源オフ（2）、電源オン
（3）、非アクティブ（4）、アクティブ（5）（電源を
入れるとコンポーネントの電源もオンになるが、まだ電
源投入時セルフテスト（POST）を実行している。POST
が完了しても nPartition に参加しないとコンポーネント
は非アクティブになる。その理由は、コンポーネントが
nPartition に割り当てられていない、nPartition に割り当
てられていてその nPartition がアクティブでない、
nPartition の起動中にコンポーネントに障害が発生した、
そのコンポーネントがアクティブな nPartition に割り当
てられていてその nPartition の再構成のための再起動や
シャットダウンが完了していない、そのコンポーネント
が nPartition の起動時に非アクティブのままになるよう
に設定されている、などがある。コンポーネントは、起
動中に nPartition に参加してアクティブになる。コンポー
ネントのステータスからは、nPartition 上のオペレーティ
ング システムの状態については何もわからないことに注
意。たとえば、オペレーティング システムがまだ起動プ
ロセス中でもコンポーネントはアクティブになる。この
コンポーネントのデータの取得中に障害が発生すると、
ステータスは不明になる）。

SMALLINTComponentStatus
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説明  データ タイプ    カラム名  

使用するように設定されている取り付け済みのプロセッ
サの数。プロセッサは、OS またはシステム ファームウェ
アによって設定解除することができます。

注記：このプロパティは、セルの電源が切れていると使
用できない場合があります。

SMALLINTCPUCountOK

セルに取り付けられた機能するメモリの量（メガバイ
ト）。

注記：このプロパティは、セルの電源が切れていると使
用できない場合があります。

BIGINTTotalMemoryOK

各セルのタイプを識別。可能な値は、不明（0）、その
他（1）、フローティング（2）、ベース（3）、フリー
（4）。ユーザ設定可能。

SMALLINTCellType

このセルが割り当てられている nPartition のパーティショ
ン ID。

INTdc_PartitionID

NVARCHAR(255)R_SlotInCab

NVARCHAR(255)R_SlotID

NVARCHAR(255)R_SlotInCab

HP_NParComplex テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNParComplex_LUID

HP_NParComplexl を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParComplex を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

NPar 複合体のプロファイル ID。INTProfileID

複合したコンピュート キャビネット数INTdc_ComputeCabCount

複合した IOX キャビネット数INTdc_IOXCabCount

NPar 複合体の名前。NVARCHAR(256)ComplexName

表示可能なリビジョン文字列。NVARCHAR(256)RevisionString

この複合体がサポートできる nPartitions の最大数（たと
えば、rp7410 システムは 2 つまでの nPartitions をサポー
トする）。

SMALLINTMaxPartitionsSupported

元のメーカが割り当てた複合体のシリアル番号。NVARCHAR(256)CreatorSerialNumber

OEM メーカが割り当てた製品の名前（このプロパティ
は、Itanium® ベースのプラットフォームでのみサポート
されるが、そのすべてのプラットフォームに存在するわ
けではない）。

NVARCHAR(256)CreatorProductName

OEM メーカが割り当てた製品の名前（このプロパティ
は、Itanium® ベースのプラットフォームでのみサポート
されるが、そのすべてのプラットフォームに存在するわ
けではない）。

NVARCHAR(256)OEMSerialNumber

OEM メーカが割り当てた複合体のシリアル番号（この
プロパティは、すべてのプラットフォームでサポートさ
れるわけではない）。

NVARCHAR(256)OEMSerialNumber

OEM メーカが割り当てた製品の名前（このプロパティ
は、Itanium® ベースのプラットフォームでのみサポート
されるが、そのすべてのプラットフォームに存在するわ
けではない）。

NVARCHAR(256)OEMProductName

最初に配送されたときのこの複合体の製品注文番号。例：
AxxxxxA（複合体がアップグレードされている場合は、
アップグレード前の製品注文番号）

NVARCHAR(256)OriginalProductOrderNumber
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説明  データ タイプ    カラム名  

現在存在するこの複合体の製品注文番号。例：AxxxxxA
（複合体がアップグレードされている場合は、アップグ
レード後の製品注文番号）

NVARCHAR(256)CurrentProductOrderNumber

ソフトウェアのライセンスに使用する 16 バイト値（こ
のプロパティは、すべてのプラットフォームでサポート
されるわけではない）。

NVARCHAR(128)UUID

セル ID をインデックスとする値の配列。このセルが割り
当てられる先の nPartition の nPartition ID。または、セル
のタイプが Free の場合は 255。ユーザ設定が可能（iCOD
システム上では、修正に iCOD ソフトウェアの承認が必
要）。

NVARCHAR(256)CellAssignments

システムの製品名。例：9000/800/SD32ANVARCHAR(256)ProductName

この複合体内のインアクティブなセル数。INTdc_InactiveCells

セル スロットINTdc_CellSlots

使用権があるセル。許可されたセルを表示。INTcellUsageRights

使用権があるコア。許可されたコアを表示。INTcoreUsageRights

使用権がないセル。iCAP セルを表示。INTcellsWithoutUsageRights

使用権がないコア。iCAP コア/エントリを表示。INTcoresWithoutUsageRights

iCAPCompliant 列の値は、cellCompliant および
cpuCompliant プロパティから派生。iCAPCompliant =
cellCompliant && cpuCompliant

Nvarchar(5)iCAPCompliant

使用可能なセル スロットINTdc_AvailableCellSlots

HP_NParIOChassis テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNParIOChassis _LUID

HP_NParIOChassis を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParIOChassis を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

セルの IDINTConnectedCellID

このシャーシ内の埋まっている PCI スロットの数。SMALLINTPopulatedPCISlotCount

HP_NParIOChassisSlot テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNParIOChassisSlot_LUID

HP_NParChassisIOSlot を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParChassisIOSlot を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

NPar I/O シャーシ スロットの ID。INTID

I/O シャーシ スロットの属するキャビネットの ID。INTCabinetID

I/O シャーシの存在するキャビネットのベイ番号。INTIOBayNumber

ベイ全体で固有の I/O シャーシ番号。INTNumber
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HP_NparPartition テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNParPartition_LUID

HP_NParPartition を部分的に識別。BIGINTNodeID

HP_NParPartition を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

NPar パーティションの ID。INTPartitionID

NPar パーティション内の合計 CPU。INTdc_TotalCPU

NPar パーティションにインストールされたセルの数。INTdc_InstalledCells

NPar パーティション内の電源の入っているセルの数。INTdc_PoweredOnCells

NPar パーティションの名前。NVARCHAR(256)PartitionName

NPar パーティション内のコア セル インデックス。INTdc_CoreCell

NPar パーティションのキャビネット内のコア セル イン
デックス。

INTdc_CoreCellCabinet

Flag to indicate if the NPar パーティションにインタリー
ブ メモリが設定されているかどうかを示すフラグ（1 =
設定されている）。

INTdc_HasInterleaveMem

レポート生成に使用されるフィールド。NVARCHAR(256)R_dc_HasInterleaveMemory

Concatenation of the nPartition 名とそのラベルの結合。
例："MyPartition (par2)"

NVARCHAR(256)PartitionNameLabel

この nPartition 内のセルのタイプ。値は、不明（0）、そ
の他（1）、PA-RISC（2）、Itanium® ベース（3）。

SMALLINTPartitionType

このパーティションが現在存在すれば（複合体に設定さ
れていれば）真、そうでない場合は偽。

BOOLEANPartitionIsDefined

この nPartition に対するコア セルのセル ID。または、
nPartition が起動していない場合は 255。

INTCoreCellID

この nPartition のプライマリ起動パス。
BootPathsAreAvailable が真の場合に、存在、設定可能。
ユーザ設定が可能。

NVARCHAR(256)PrimaryBootPath

この nPartition の代替ブート パス。PA-RISC プラット
フォーム上のすべての nPartition に対して存在し設定可
能。しかし、Itanium® ベースのプラットフォーム上で
は、プロバイダが動作している nPartition に対してのみ
存在し設定可能。ユーザ設定が可能

NVARCHAR(256)AlternateBootPath

この nPartition の HA 代替ブート パス。
BootPathsAreAvailable が真の場合に、存在、設定可能。
ユーザ設定が可能。

NVARCHAR(256)HAAlternateBootPath

コア セルに関連付けられたキャビネット番号NVARCHAR(256)R_CoreCellCabinet

このパーティションのアクティブなセル数。INTdc_ActiveCells

コア セル キャビネットを表示するレポートに使用NVARCHAR(255)R_CoreCellCabinet

HPUX_BaseKernelParameter テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTBaseKernelParameter_LUID

HPUX_BaseKernelParameter を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_BaseKernelParameter を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

HPUX_BaseKernelParameter を部分的に識別。カーネル設
定グループのインデックス。

INTBaseKernelParameterID
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説明  データ タイプ    カラム名  

カーネル設定パラメータの名前。NVARCHAR(256)settingID

カーネル設定パラメータの値。NVARCHAR(256)CurrentValue

HPUX_Bundle テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTBundle_LUID

HPUX_Bundle を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_Bundle を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_Product.IdentifyingNumber から継承。ソフトウェア
のシリアル番号、ハードウェア チップのチップ番号、プ
ロジェクト番号などの製品識別。

NVARCHAR(64)IdentifyingNumber

CIM_Product.Version から継承。製品バージョン情報。
DMTF Solution Exchange Standard の Product オブジェク
トの Version プロパティに対応。

NVARCHAR(64)Version

CIM_Product.Vendor から継承。製品の供給元、または製
品を販売する実体（メーカ、小売業者、OEM）の名前。
DMTF Solution Exchange Standard の Product オブジェク
トの Vendor プロパティに対応。

NVARCHAR(256)Vendor

CIM_Product.Name から継承。一般的に使用される製品
名。

NVARCHAR(256)Name

HPUX_Bundle に固有。製品のバリエーションの区別に使
用される、ベンダが定義した文字列（表示、およびソフ
トウェア仕様の解決に使用される。リビジョン属性とベ
ンダ タグ属性が同一の製品において、ターゲット アー
キテクチャごとにソフトウェアのバージョンが異なるか、
別のバリエーション（サポートされているロケールなど）
がある場合、アーキテクチャ属性の値は、バージョンご
とに異なる。この値にその他の意味はない）。

NVARCHAR(64)Architecture

HPUX_Bundle の場所。HPUX_Bundle に固有。インストー
ル済みソフトウェアのソフトウェア仕様の解決に使用。
特定製品の場所は、その場所にインストールされている、
その製品のすべてのファイルセットに関係する（製品の
リロケータブル ファイルが保存されているパスであ
る）。

NVARCHAR(256)Location

HPUX_Bundle に固有。ソフトウェアのインストール時に
ユーザが指定し、論理名を使用して製品（または製品バー
ジョンのセット）を識別するために使用する。

NVARCHAR(64)QualifierID

HPUX_Bundle に固有。実装によって設定される値。オブ
ジェクトのカタログ情報が初めて書き込まれた時刻。
Epoch から経過したミリ秒として保存される。

BIGINTCreateTime

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

HPUX_Bundle に固有。実装によって設定される値。オブ
ジェクトのカタログ情報が最後に書き込まれた時刻。
Epoch から経過したミリ秒として保存される。

BIGINTModificationTime

HPUX_Bundle に固有。ソフトウェア オブジェクト内に含
まれる、すべてのファイルとコントロール ファイルの合
計サイズ（バイト単位）（ファイルセット以外のオブジェ
クトの場合、値は必要に応じてダイナミックに算出され
る）。

NVARCHAR(32)Size

CIM_ManagedElement.Caption から継承。テキストによ
る、オブジェクトの簡潔な説明。

NVARCHAR(64)Caption

HPUX_Bundle に固有。バンドルの著作権表示。NVARCHAR(256)Copyright
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説明  データ タイプ    カラム名  

HPUX_Bundle に固有。製品に一般的に関連する、ベンダ
が定義したディレクトリ（一般的には、製品のすべての
（またはほとんどすべての）ファイルがインストールさ
れるディレクトリである。Is Locatable 属性が真になって
いるファイルセットを含む製品の場合は、製品ディレク
トリの一部を製品の場所で置き換えて、パスの先頭部分
としてこのディレクトリを含むすべてのファイルを、イ
ンストール中に Location Directory に移動できる）。

NVARCHAR(256)Directory

HPUX_Bundle に固有。同一タグを含む製品（およびバン
ドル）のバージョンを区別する、唯一の属性（バージョ
ンを区別する属性の単純形式であり、エクスポートされ
たカタログのコンテキスト内のみで有効）。

NVARCHAR(16)InstanceIdentifier

HPUX_Bundle に固有。製品の任意のファイルセットで Is
Locatable 属性が真に設定されているかどうかを表すブー
ル値。

bitIsLocatable

HPUX_Bundle に固有。この属性と値は、将来使用するた
めに組み込まれている。

NVARCHAR(64)LayoutVersion

HPUX_Bundle に固有。POSIX.1（2）、セクション 4.4.1
によって定義されている uname 構造の有効なマシン メ
ンバを説明するソフトウェア パターン マッチング文字
列（互換性の判断に使用）。

NVARCHAR(64)MachineType

CIM_Product.SKUNumber から継承。製品 SKU 情報。NVARCHAR(64)SKUNumber

HPUX_Bundle に固有。POSIX.1（2）、セクション 4.4.1
によって定義されている uname 構造の有効な sysname
メンバを説明するソフトウェア パターン マッチング文
字列（互換性の判断に使用）。

NVARCHAR(256)OperatingSystemName

HPUX_Bundle に固有。POSIX.1（2）、セクション 4.4.1
によって定義されている uname 構造の有効なリリース
メンバを説明するソフトウェア パターン マッチング文
字列（互換性の判断に使用）。

NVARCHAR(256)OperatingSystemRelease

HPUX_Bundle に固有。POSIX.1（2）、セクション 4.4.1
によって定義されている uname 構造の有効なバージョン
メンバを説明するソフトウェア パターン マッチング文
字列（互換性の判断に使用）。

NVARCHAR(64)OperatingSystemVersion

HPUX_Bundle に固有。このソフトウェア オブジェクトが
パッチであるかどうかを表すブール値。

bitISPatch

HPUX_Bundle に固有。ソフトウェアのインストール元の
場所。

NVARCHAR(256)InstallSource

HPUX_Bundle に固有。POSIX 互換性のバージョンに関す
る情報を提供。ソフトウェアのパッケージ化かインストー
ルを行うオペレーティング システム リリースに対応。

Nvarchar(64)DataModelRevision

HPUX_Bundle に固有。ソフトウェアがシステムにインス
トールされた年月日と時刻のタイムスタンプ。Epoch か
ら経過したミリ秒で保存される。

BIGINTInstallDate

HPUX_Bundle に固有。バンドルの内容のファイルセット
ソフトウェア仕様。

NVARCHAR(256)Contents

HPUX_DNSService テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTDNSService_LUID

HPUX_DNSService を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_DNSService を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name に等
しい。

NVARCHAR(256)SystemName
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_ManagedSystemElement.Name から継承。オブジェ
クトを認識するラベルを定義する。

NVARCHAR(256)Name

ホスト名検索の検索リストである。この属性とドメイン
名属性は、相互に排他的である。

NVARCHAR(512)SearchList

リゾルバが検索するネーム サーバの IP アドレス（ドッ
ト表記）を指定する（9 個までのネーム サーバをリスト
できる。名前は空白で区切られる）。

NVARCHAR(512)Addresses

HPUX_Fileset テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTFileset_LUID

HPUX_Fileset を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_Fileset を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_SoftwareElement.SoftwareElementID から継承。ソフ
トウェア要素の識別子であり、その他のキーと併用して
要素を一意に表現するように設計されている。

BIGINTSoftwareElementID

CIM_SoftwareElement.Name から継承。ソフトウェア要
素の識別に使用する名前。

NVARCHAR(256)Name

CIM_SoftwareElement.Version から継承。ソフトウェア
バージョンは、< メジャー >< マイナー >< リビジョン
> または < メジャー >< マイナー >< 文字 >< リビジョ
ン > の形式でなければならない。

NVARCHAR(64)Version

<para>CIM_SoftwareElement.TargetOperatingSystemName
から継承（CIM_OperatingSystem.OSType の列挙値を使
用する：0 = 不明、1 = その他、2 = MACOS、3 =
ATTUNIX、4 = DGUX、5 = DECNT、6 = Digital Unix、7
= OpenVMS、8 = HPUX、9 = AIX、10 = MVS、11 =
OS400、12 = OS/2、13 = JavaVM、14 = MSDOS、15
= WIN3x、16 = WIN95、17 = WIN98、18 = WINNT、
19 = WINCE、20 = NCR3000、21 = NetWare、22
=OSF、23 = DC/OS、24 = Reliant UNIX、25 = SCO
UnixWare、26 = SCO OpenServer、27 = Sequent、28
= IRIX、29 = Solaris、30 = SunOS、31 = U6000、32 =
ASERIES、33 = TandemNSK、34 = TandemNT、35 =
BS2000、36 = LINUX、37 = Lynx、38 = XENIX、39 =
VM/ESA、40 = Interactive UNIX、41 = BSDUNIX、42 =
FreeBSD、43 = NetBSD、44 = GNU Hurd、45 = OS9、
46 = MACH Kernel、47 = Inferno、48 = QNX、49 =
EPOC、50 = IxWorks、51 = VxWorks、52 = MiNT、53
= BeOS、54 = HP MPE、55 = NextStep、56 = PalmPilot、
57 = Rhapsody、58 = Windows 2000、59 = 専用、60
= OS/390、61 = VSE、62 = TPF、63 = Windows Me、
64 = Caldera Open UNIX、65 = OpendBSD、66 = 適用
不能

SMALLINTTargetOperatingSystemName

実装によって設定される値。オブジェクトのカタログ情
報が初めて書き込まれた時刻。Epoch から経過したミリ
秒として保存される。

BIGINTCreateTime

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(32)Description

実装によって設定される値。オブジェクトのカタログ情
報が最後に書き込まれた時刻。Epoch から経過したミリ
秒として保存される。

BIGINTModificationTime

ソフトウェア オブジェクト内に含まれる、すべてのファ
イルとコントロール ファイルの合計サイズ（バイト単
位）（ファイルセット以外のオブジェクトの場合、値は
必要に応じてダイナミックに算出される）。

NVARCHAR(32)Size

CIM_ManagedElement.Caption から継承。テキストによ
る、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(64)Caption
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説明  データ タイプ    カラム名  

エクスポートされたカタログ内でファイルセットのコン
トロール ファイルが保存されたファイルセット コント
ロール ディレクトリの名前。

NVARCHAR(256)ControlDirectory

ファイルセットでカーネルの再構築が必要であるかどう
かを表すブール値。

bitISKernel

ファイルセットをインストール中に移動できるかどうか
を表すブール値。

bitISLocatable

ファイルセットを設定したホストを再起動する必要があ
るかどうかを表すブール値。

bitISReboot

リロケータブル ファイルが保存されている場所を指定
（この属性は、インストール済みソフトウェアのファイ
ルセットのみで有効。移動がインストール中に指定され
た場合に限って、製品ディレクトリ属性と異なる）。

NVARCHAR(256)Location

ファイルセットのファイルが存在するメディアを識別す
る値のリスト。

NVARCHAR(256)MediaSequenceNumber

列挙値：0 = 展開可能、1 = インストール可能、2 = 実
行可能、3 = 実行中

SMALLINTSoftwareElementState

POSIX 互換性のバージョンに関する情報を提供。ソフト
ウェアのパッケージ化かインストールを行うオペレーティ
ング システム リリースに対応。

NVARCHAR(64)DataModelRevision

同一タグを含む製品（およびバンドルとファイルセット）
のバージョンを区別する、唯一の属性（バージョンを区
別する属性の単純形式であり、エクスポートされたカタ
ログのコンテキスト内のみで有効）。

NVARCHAR(16)InstanceIdentifier

ソフトウェアがシステムにインストールされた年月日と
時刻のタイムスタンプ。Epoch から経過したミリ秒で保
存される。

BIGINTInstallDate

製品のバリエーションの区別に使用される、ベンダが定
義した文字列。表示、およびソフトウェア仕様の解決に
使用される（リビジョン属性とベンダ タグ属性が同一の
製品において、ターゲット アーキテクチャごとにソフト
ウェアのバージョンが異なるか、別のバリエーション（サ
ポートされているロケールなど）がある場合、アーキテ
クチャ属性の値は、バージョンごとに異なる。この値に
その他の意味はない）。

NVARCHAR(64)Architecture

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効なマシン メンバを説明するソフト
ウェア パターン マッチング文字列（互換性の判断に使
用）。

NVARCHAR(64)MachineType

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効な sysname メンバを説明するソフ
トウェア パターン マッチング文字列（互換性の判断に
使用）。

NVARCHAR(64)OperatingSystemName

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効なリリース メンバを説明するソフ
トウェア パターン マッチング文字列（互換性の判断に
使用）。

NVARCHAR(256)OperatingSystemRelease

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効なバージョン メンバを説明するソ
フトウェア パターン マッチング文字列（互換性の判断
に使用）。

NVARCHAR(64)OperatingSystemVersion

ソフトウェアのインストール元の場所。NVARCHAR(128)InstallSource

このソフトウェア オブジェクトがパッチであるかどうか
を表すブール値。

bitISPatch
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説明  データ タイプ    カラム名  

ファイルセットが完成していないことを表すが、パッチ
ではなく、更新として限定される（散在しているファイ
ルセットで更新した結果、古いファイルセットのカタロ
グ情報が新しいファイルセットにマージされて古いファ
イルセットが削除され、すべてのファイルセットの更新
後もシステムが同じ状態になる。このオプションは、先
行属性と併用し、散在するファイルセットが更新できる
ソフトウェアのバージョンを正確に示す必要がある。散
在するファイルセットは、そのバージョンとともにイン
ストールする場合、またはそのバージョンがすでにイン
ストールされている場合に限って便利である）。

bitISSparse

インストール済みパッチのみに適用される。インストー
ル済みパッチの現在の状態を表す。

NVARCHAR(16)PatchState

インストール済みパッチのみに適用される。このパッチ
ファイルセットが適用されているソフトウェアを指定す
る。

NVARCHAR(256)AppliedPatches

このパッチの前のパッチをリストする。NVARCHAR(256)SupercededBy

このパッチ ファイルセットのインストール中にソフト
ウェアインストールによって使用され、patch_save_files
がそのときに真に設定されている場合に、パッチ適用済
みファイルを保存する （ロール バック時、またはこの
パッチの適用時に、この属性が使用されて、保存された
ファイルにアクセスするディレクトリが判断される）。

NVARCHAR(256)SavedFileDirectory

注記: WBEM プロバイダは、デスクトップ管理インタフェース（DMI）のもとでのみ収集されます。

HPUX_HFS テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTHFS_LUID

BIGINTNodeID

BIGINTSnapshotID

CIM_FileSystem.Name から継承。コンピュータシステム
内のファイル システム インスタンスのキーとして動作
する、継承した名前。

NVARCHAR(256)Name

HPUX_HFS に一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)CSCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name と一
致。

NVARCHAR(256)CSName

CIM_FileSystem.Root から継承。ファイル システムのルー
トを定義するパス名かその他の情報。

NVARCHAR(256)Root

CIM_FileSystem.ReadOnly から継承。ファイル システム
が読み取り専用として指定されていることを表す。

bitReadOnly

CIM_FileSystem.FileSystemType から継承。ファイル シス
テムのタイプ、および規則について説明する文字列（た
とえば、\"NTFS\"や\"S5\"、およびファイル システム
の実装に関する追加情報など。さまざまなファイル シス
テム（S5 など）が存在するので、このプロパティは文字
列として定義される）。

NVARCHAR(256)FileSystemType

CIM_FileSystem.FileSystemSize から継承。ファイル シス
テムの合計サイズ（バイト単位）（不明の場合は 0）。

BIGINTFileSystemSize

CIM_FileSystem.BlockSize から継承。データ ストレージ
と検索のファイル システムのブロック サイズ。

BIGINTBlockSize

CIM_FileSystem.AvailableSpace から継承。ファイル シ
ステムの合計空き容量（バイト単位）。

BIGINTAvailableSpace
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説明  データ タイプ    カラム名  

CIM_ManagedSystemElement.Name から継承。オブジェ
クトを認識するためのラベル。

NVARCHAR(256)RemoteFileSystem_Name

CIM_UnixLocalFileSystem.FreeINodes から継承。ファイ
ル システム内に存在する空き I ノード数。

BIGINTFreeInodes

CIM_UnixLocalFileSystem.TotalINodes から継承。ファイ
ル システムで使用できる I ノードの総数。0 は、この
ファイル システムに事前設定されｽ制限がないことを示
す。

BIGINTTotaInodes

CIM_UnixLocalFileSystem.FSReservedCapacity から継承。
ファイル システムの予約データ容量（バイト単位）。

BIGINTFSReservedCapacity

ファイル システムがブート可能であるかどうかを表す。bitBootable

このファイル システムで巨大ファイルがサポートされて
いることを示す。

bitLargeFileSupported

許可されている空きディスク容量の最低パーセンテージ
を示す。

bitMinimumFreespace

ファイル システムのフラグメント ブロック サイズを指
定する。

INTFragmentSize

ファイル システムの I ノードの密度を指定する。INTInodeSize

ディスク上のトラックごとのセクタ数。INTSectorsPerTrack

ディスク上のシリンダごとのトラック数を指定。INTTracksPerCylinder

シリンダ グループごとのディスク シリンダ数を指定。INTDiskCylindersPerCylinderGroup

1 秒間のディスク回転数を指定。INTDiskRevolutionsPerSecond

転送完了割り込みをかけてから、同じディスクで新しい
転送を開始するまでの予想時間（ミリ秒単位）を指定。

INTRotationalDelay

現在マウントされているファイル システムの総数。INTdc_MountedFileSystems

HPUX_LogicalVolume テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTLogicalVolume_LUID

HPUX_LogicalVolume を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_LogicalVolume を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

システムの論理ボリュームの名前。NVARCHAR(256)Name

CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承。論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報。

NVARCHAR(64)DeviceID

CIM_StorageExtent.Access から継承。メディアが読み取
り可能であるか書き込み可能であるか、またはその両方
であるかを説明する（列挙値：0 = 不明、1 = 読み取り
可能、2 = 書き込み可能、3 = 読み取りと書き込みを両
方ともサポート、4 = Write Once)

SMALLINTAccess

HPUX_LogicalVolume.BlockSize に
HPUX_LogicalVolume.NumberOfBlocks をかけて算出。

BIGINTLogicalExtentSize

論理拡張の数による、論理ボリュームの容量。BIGINTCapacity

論理ボリュームのミラー コピー数。INTMirrorCopyNumber

ミラー論理ボリュームの一貫性復元方法。ミラーリング
されていない論理ボリューム（MWC、NOMWC、
NONE）には値がない。

NVARCHAR(64)ConsistencyRecovery

論理ボリュームのアクセス スケジュール ポリシー。
Striped、Sequential、Parallel のうちいずれかの値にな
る。

NVARCHAR(64)SchedulePolicy
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説明  データ タイプ    カラム名  

論理ボリュームのストライプ数。INTNumberOfStripes

論理ボリュームのストライプ サイズ。キロバイト単位の
値。

INTStripeSize

不良ブロック移動機能のスイッチ。オンである場合は真。
オフである場合は偽。

BITBadBlockRelocation

論理ボリュームの割り当てポリシー。Non-Strict、
Non-Strict/Contiguous、Strict、Strict/Contiguous、
PVG-Strict、PVG-Strict/Contiguous、
PVG-Strict/Distributed、Unknown のうちいずれかの値。

NVARCHAR(64)AllocationPolicy

論理ボリュームの古い論理拡張のカウンタ。論理ボリュー
ムがミラーリングされている場合に限って有効。

INTStaledLogicalExtent

論理ボリュームの読み取りアクセス数。INTNumberReadAccesses

論理ボリュームの書き込みアクセス数。INTNumberWriteAccesses

論理ボリュームの利用可能ステータス。Available/State、
Available/Syncd、Available、Unavailable のうちいずれ
かの値。

NVARCHAR(64)Status

HPUX_NISServerService テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNISServerService_LUID

HPUX_NISServerService を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_NISServerService を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_ManagedSystemElement.Name から継承。オブジェ
クトを認識するラベルを定義する。

NVARCHAR(256)Name

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name と一
致。

NVARCHAR(256)SystemName

HPUX_NISServerService に一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

NIS サーバ待機フラグ。ホストは NIS サーバの応答を待
機する（列挙値：0 = 不明、1 = その他、2 = 待機、3 =
待機なし）

SMALLINTServerWaitFlag

CIM_ManagedElement.Caption から継承。テキストによ
る、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(64)Caption

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

管理対象システムがどのタイプの NIS サーバであるかを
返す。システムが NIS サーバでない場合は None が返さ
れる（列挙値：0 = 不明、1 = その他、2 = なし、3 =
NIS マスタ、4 = NIS スレーブ

SMALLINTServerType

HPUX_NTPService テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTNTPService_LUID

HPUX_NTPService を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_NTPService を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_ComputerSystem と一致。NVARCHAR(256)SystemCreationClassName

NodeID が同一である CIM_ComputerSystem.Name の値
と一致。

NVARCHAR(256)SystemName
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説明  データ タイプ    カラム名  

HPUX_NTPService に一致。NVARCHAR(256)CreationClassName

CIM_ManagedSystemElement.Name から継承。オブジェ
クトを認識するラベルを定義する。

NVARCHAR(256)Name

CIM_ManagedElement.Caption から継承。テキストによ
る、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(64)Caption

ファイル /etc/hosts に出現するホスト名によって指
定されるか、ドット表記の IP アドレスである（複数の
サーバは、カンマで区切られて指定される）。

NVARCHAR(512)ServerAddress

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

HPUX_PhysicalVolume テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTPhysicalVolume_LUID

HPUX_PhysicalVolume を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_PhysicalVolume を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

システムの物理ボリュームの名前。NVARCHAR(256)Name

CIM_LogicalDevice.DeviceID から継承。論理デバイスを
一意に指定するアドレスかその他の識別情報（物理ボ
リュームの名前が返されることがある。たとえ
ば/dev/dsk/c0t0d0 など）。

NVARCHAR(64)DeviceID

代替物理ボリューム パス名が返されることがある（たと
えば、/dev/rdsk/c0t0d0 など。「dsk」を「rdsk」に
置き換えた DeviceID が返される）。

NVARCHAR(256)AlternatePVName

物理ボリュームの利用可能ステータス。Available か
Unavailable が返される。

NVARCHAR(32)Status

バイト単位のサイズ。HPUX_PhysicalVolume.BlockSize に
HPUX_PhysicalVolume.NumberOfBlocks をかけて算出。

BIGINTPhysicalExtentSize

物理拡張の数による、物理ボリューム全体の容量。BIGINTCapacity

物理拡張の数による、割り当て済み物理ボリュームのサ
イズ。

INTAllocated

物理拡張の数による、空き物理ボリューム スペースのサ
イズ。

INTFree

物理ボリュームの古い物理拡張のカウンタ。INTNumberStaledPEs

HPUX_Product テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTProduct_LUID

HPUX_Product を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_Product を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_Product.IdentifyingNumber から継承。ソフトウェア
のシリアル番号、ハードウェア チップのチップ番号、プ
ロジェクト番号などの製品識別。

NVARCHAR(64)IdentifyingNumber

CIM_Product.Name から継承。一般的に使用される製品
名。

NVARCHAR(256)Name

CIM_Product.Version から継承。製品のリビジョンについ
て説明する、ベンダが定義した文字列。

NVARCHAR(64)Version

CIM_Product.Vendor から継承。製品の供給元、または製
品を販売する実体（メーカ、小売業者、OEM）の名前。

NVARCHAR(256)Vendor
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説明  データ タイプ    カラム名  

製品のバリエーションの区別に使用される、ベンダが定
義した文字列（表示、およびソフトウェア仕様の解決に
使用される。リビジョン属性とベンダ タグ属性が同一の
製品において、ターゲット アーキテクチャごとにソフト
ウェアのバージョンが異なるか、別のバリエーション（サ
ポートされているロケールなど）がある場合、アーキテ
クチャ属性の値は、バージョンごとに異なる。この値に
その他の意味はない）。

NVARCHAR(64)Architecture

インストール済みソフトウェアのソフトウェア仕様の解
決に使用（特定製品の場所は、その場所にインストール
されている、その製品のすべてのファイルセットに関係
する。製品のリロケータブル ファイルが保存されている
パスである）。

NVARCHAR(256)Location

ソフトウェアのインストール時にユーザが指定し、論理
名を使用して製品（または製品バージョンのセット）を
識別するために使用する。

NVARCHAR(64)QualifierID

実装によって設定される値。オブジェクトのカタログ情
報が初めて書き込まれた時刻。Epoch から経過したミリ
秒として保存される。

BIGINTCreateTime

CIM_ManagedElement.Description から継承。テキストに
よる、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(512)Description

実装によって設定される値。オブジェクトのカタログ情
報が最後に書き込まれた時刻。Epoch から経過したミリ
秒として保存される。

BIGINTModificationTime

ソフトウェア オブジェクト内に含まれる、すべてのファ
イルとコントロール ファイルの合計サイズ（バイト単
位）（ファイルセット以外のオブジェクトの場合、値は
必要に応じてダイナミックに算出される）。

NVARCHAR(32)Size

CIM_ManagedElement.Caption から継承。テキストによ
る、オブジェクトの説明。

NVARCHAR(64)Caption

製品を構成する、実際のファイルセットを含む（現在イ
ンストールされているものではなく、製品用に定義され
ている、すべてのファイルセットのリスト。ファイルセッ
ト属性によって説明される）。all_filesets 属性は、別の
ソフトウェア オブジェクトがこの製品に依存する場合、
この製品の完成度を判断するために使用する。製品の前
提条件や共通条件をチェックする場合、実際にはインス
トールされていないか使用できない、all_filesets の
fileset.tag が存在するということは、依存できないことを
表す。前提条件や共通条件でテストしたすべての内容の
代わりに、事前条件では依存仕様の内容が存在するかど
うかがテストされるため、事前条件には影響しない）。

NVARCHAR(256)AllFileSets

エクスポートされたカタログ内で製品のコントロール
ファイルが保存された製品コントロール ディレクトリの
名前。

NVARCHAR(256)ControlDirectory

製品の著作権表示。NVARCHAR(256)Copyright

製品に一般的に関連する、ベンダが定義したディレクト
リ（一般的には、製品のすべての（またはほとんどすべ
ての）ファイルがインストールされるディレクトリであ
る）。Is Locatable 属性が真になっているファイルセット
を含む製品の場合は、製品ディレクトリの一部を製品の
場所で置き換えて、パスの先頭部分としてこのディレク
トリを含むすべてのファイルを、インストール中に
Location Directory に移動できる）。

NVARCHAR(256)Directory

同一タグを含む製品（およびバンドル）のバージョンを
区別する、唯一の属性（バージョンを区別する属性の単
純形式であり、エクスポートされたカタログのコンテキ
スト内のみで有効）。

NVARCHAR(16)InstanceIdentifier

製品の任意のファイルセットで Is Locatable 属性が真に
設定されているかどうかを表すブール値。

bitISLocatable
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説明  データ タイプ    カラム名  

カーネル ファイルセットのインストール後に実行される
スクリプトのパス。カーネル ファイルセットを含む製品
には、このパスが含まれる必要がある（この属性が提供
される場合は、対応するスクリプトが実行される（イン
ストール済みソフトウェアのルート ディレクトリの相対
ディレクトリに存在する場合）。この属性が提供されな
い場合は、実装によって定義されたパス（属性のデフォ
ルト値）が使用される（インストール済みソフトウェア
のルート ディレクトリの相対ディレクトリに存在する場
合）。代替ルート ディレクトリを使用すると、インス
トール済みソフトウェアのルート ディレクトリの相対
ディレクトリにデフォルト パスが存在することにな
る）。

NVARCHAR(256)PostKernelPath

この属性と値は、将来使用するために組み込まれている。NVARCHAR(64)LayoutVersion

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効なマシン メンバを説明するソフト
ウェア パターン マッチング文字列（互換性の判断に使
用）。

NVARCHAR(64)MachineType

この属性の値に関連する意味は定義されていない。部品
番号、注文番号、シリアル番号など、ベンダが定義した
値の保存に使用できる。

NVARCHAR(64)SKUNumber

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効な sysname メンバを説明するソフ
トウェア パターン マッチング文字列。互換性の判断に
使用。

NVARCHAR(256)OperatingSystemName

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効なリリース メンバを説明するソフ
トウェア パターン マッチング文字列。互換性の判断に
使用。

NVARCHAR(256)OperatingSystemRelease

POSIX.1（2）、セクション 4.4.1 によって定義されてい
る uname 構造の有効なバージョン メンバを説明するソ
フトウェア パターン マッチング文字列。互換性の判断
に使用。

NVARCHAR(64)OperatingSystemVersion

このソフトウェア オブジェクトがパッチであるかどうか
を表すブール値。

bit)ISPatch

ソフトウェアのインストール元の場所。NVARCHAR(128)InstallSource

POSIX 互換性のバージョンに関する情報を提供。ソフト
ウェアのパッケージ化かインストールを行うオペレーティ
ング システム リリースに対応。

NVARCHAR(8)DataModelRevision

ソフトウェアがシステムにインストールされた年月日と
時刻のタイムスタンプ。Epoch から経過したミリ秒で保
存される。

BIGINTInstallDate

HPUX_VolumeGroup テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTVolumeGroup_LUID

HPUX_VolumeGroup を部分的に識別。BIGINTNodeID

HPUX_VolumeGroup を部分的に識別。BIGINTSnapshotID

CIM_DiskGroup.CollectionID から継承。収集オブジェク
トの識別。

NVARCHAR(64)CollectionID

システムのボリューム グループの名前。NVARCHAR(256)Name

システムのボリューム グループのアクセス権。
Read-Only、Read-Write のどちらかになる。

NVARCHAR(64)AccessPermission

システムのボリューム グループの利用可能ステータス。
Available か Unavailable のどちらかになる。

NVARCHAR(32)Status

基礎的な物理拡張サイズ（バイト単位）。INTPhysicalExtentSize
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説明  データ タイプ    カラム名  

物理拡張の数による、ボリューム グループ全体の容量。INTCapacity

物理拡張の数による、ボリューム グループで割り当てら
れたスペース。

INTAllocated

ボリューム グループの空き物理拡張の数。INTFreeSpace

ボリューム グループで定義できる物理ボリュームの最大
数。

INTMaxNumberOfPVs

物理ボリュームから割り当て可能な物理拡張の最大数。INTNumberOfDefinedPVs

ボリューム グループで現在定義されている物理ボリュー
ムの数。

INTNumberOfActivePVs

ボリューム グループで定義できる論理ボリュームの最大
数。

INTMaxNumberOfLVs

ボリューム グループで現在定義されている論理ボリュー
ムの数。

INTNumberOfDefinedLVs

ボリューム グループで現在アクティブになっている論理
ボリュームの数。

INTNumberOfActiveLVs

ボリューム グループの物理ボリューム グループの総数。INTNumberOfPVGroups

HPVM_Guest table

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTHPVM_Guest_LUID

HPVM_Guest を部分的に識別BIGINTNodeID

HPVM_Guest を部分的に識別BIGINTSnapshotID

ホストの名前を表示NVARCHAR(256)Name

ゲスト ID を表示SMALLINTGuestID

VM ホストの UUIDNVARCHAR(255)HostUUID

予想される OS タイプを表示SMALLINTExpectedOperatingSystemType

仮想プロセッサ数を表示SMALLINTProcessorCount

このゲストのユーザ定義名を表示NVARCHAR(256)ElementName

MemorySizeUnits で定義される単位での、このゲストに
割り当てられた合計メモリ量。ホスト システムに設置さ
れたメモリ量を超える値は設定できません。

BIGINTMemorySize

MemorySize プロパティに使用される単位SMALLINTMemorySizeUnits

メモリ サイズを表示するレポートが使用BIGINTr_MemorySize

このゲストの各仮想プロセッサが権利を得る物理プロセッ
サ リソース量。ProcessorEntitlementUnits によって定義さ
れている単位による。

REALProcessorEntitlement

このゲストが使用する物理プロセッサの実効速度（MHz
単位）。次の関係が常に True になります。
ProcessorSpeed * ProcessorEntitlement（%）/
100 = ProcessorEntitlement（MHz）

REALProcessorSpeed

ProcessorEntitlement プロパティの単位。Percent の場
合、資格は、単一の物理プロセッサの割合（このゲスト
の各仮想プロセッサ）。Cycles の場合、このゲストの
各仮想プロセッサに割り当てられている秒当たりホスト
プロセッサ サイクル数の値。

SMALLINTProcessorEntitlementUnits

SubUnits の表示SMALLINTProcessorEntitlementSubUnits

CPU 資格を表示するレポートが使用NVARCHAR(256)r_CPUEntitlement
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HPVM_Host テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このテーブル行を一意に定義する LUID。BIGINTHPVM_Host_LUID

HPVM_Host を部分的に識別BIGINTNodeID

HPVM_Host を部分的に識別BIGINTSnapshotID

ホストの名前を表示NVARCHAR(256)Name

HPVM バージョンを表示NVARCHAR(256)HPVMVersion

このシステムの UUID。Role が「Guest」の場合、この値
は、このプロバイダが動作しているシステムの、ホスト
システムの Integrity Virtual Machine（HPVM）プロバイ
ダからの HPVM_Guest のインスタンスへの関連付けに使
用できます。ホスト システムの ID は、ゲストに直接知
られていないことに注意してください。

NVARCHAR(256)UUID

VM ホストの UUID を表示NVARCHAR(256)VMHostUUID

VM ホストの IP アドレスを表示NVARCHAR(256)VMHostIPAddress

IPAddress テーブル
IPAddress テーブルには、デバイスの認識済み IP アドレスが含まれる。IPAddress のフィールドについ
て、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

収集済みデータ セットにシステムを関連付ける。システ
ム情報は、DeviceKey を使用してデバイス テーブルにリ
ンクされる。

INT*DeviceKey

システムのアドレス インデックス。たとえば、0 は最初
の IP アドレス、1 は第 2 IP アドレスということになる。

INT*ipindex

TCP/IP アドレス（x.x.x.x）。CHAR (16)*IPAddress

IP アドレスの数値表現。bigintIPAddressNumber

システムのネットワーク カードの MAC アドレス（およ
び「:」や「-」などの区切り文字）。

CHAR (12)MACaddr

TCP/IP サブネット マスク（x.x.x.x）。CHAR (16)IPsubnetMask

インタフェース タイプ。IFTypeIFType

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

IPProtocolEnd_NetworkPort テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTAntecendent

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

732 リファレンス情報



IPXAddress テーブル
IPXAddress テーブルには、システムの認識済み IPX アドレスが含まれます。IPXAddress のフィールドに
ついて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

収集済みデータ セットにシステムを関連付ける。システ
ム情報は、DeviceKey を使用してデバイス テーブルにリ
ンクされる。

INT*DeviceKey

システムの一意の IPX インデックスであり、1 つのシス
テムに複数の IPX アドレスが存在する場合におもに使用
される。

INT*IpxIndex

このシステムの IPX アドレス。CHAR (25)*IPXAddress

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

OperationalStatus_SVvalues テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTOperationalStatusId

レポート生成用。BIGINTOperationalStatusValue

PhysicalPackage_Product テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTPartComponent

レポート生成用。BIGINTGroupComponent

SCSIProtoCont_SCSIProtoEnd テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAvailableSAP

レポート生成用。BIGINTMangedElement

SCSIProtocolCont_SoftwareId テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTSystem

レポート生成用。BIGINTInstalledSoftware

SCSIProtoEnd_SCSIProtoEnd テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTAntecedent
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NetworkAddresses_values テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

この行を一意に識別するBIGINTNetworkAddressesId

レポート生成用。NVARCHAR(64)NetworkAddressesValue

レポート生成用。INTNetworkAddressesPos

NodeSnapshot テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

NodeSnapshot を部分的に識別BIGINTSnapshot_LUID

NodeSnapshot を部分的に識別。BIGINTNodeID

ユーザが定義したタグを含む。NVARCHAR(256)Tag

ユーザが定義したタグの説明。NVARCHAR(512)Description

Epoch から経過したミリ秒として保存される。BIGINTCollectionDateTime

詳細な収集ステータス情報。NVARCHAR(512)DetailedInformation

バイナリ ステータス情報。ゼロはエラーがないことを示
す。

SMALLINTReturnCode

システムのスナップショットのステータス。さまざまな
レポートによって使用される。

NVARCHAR(256)Status

現在のところは未使用で、予約されている。INTDataAvailable

現在のところは未使用で、収集フィルタ ID 用に予約され
ている。

BIGINTFilterID

NodeTypesEnum テーブ

説明  データ タイプ    カラム名  

このエントリの列挙型識別子（deviceTypesEnum ビュー
でリンクする場合に使用できる。デバイス テーブルの
productType の値にも一致）。

INTenumOrd

製品タイプの識別に使用する、一意の文字列（表示不可）
（すべてのインストールで一意であることが保証されて
いる、唯一の値）。

char(64)enumLabel

NodeSubTypesEnum テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このエントリの列挙型識別子（deviceSubTypesEnum
ビューでリンクする場合に使用できる）。

INTenumOrd

製品サブタイプの識別に使用する、一意の文字列（表示
不可）（すべてのインストールで一意であることが保証
されている、唯一の値。デバイス テーブルの
productSubType フィールドにリンクできる）

char(64)enumLabel

734 リファレンス情報



Notices テーブル
Notices テーブルには、デバイス検出イベントや SNMP トラップなど、受信したか生成されたすべての
イベントが含まれます。Notices のフィールドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

通知インスタンスのユニーク識別子INT*NoticeId

• 1= 確認中
• 2= 未確認（アクティブ）
• 5= 確認済み

INTState

noticeType テーブルのインデックスINTNoticeType

1 = 正常、2 = 警告、3 = マイナー、4 = メジャー、5 =
クリティカル、100 = 情報

INTNoticeSeverity

予約済み。INTNoticePriority

デバイス テーブルのインデックス。INTDeviceKey

通知が生成されたか、通知を受信した日時。1970 UTC
から経過したミリ秒で表現。

bigintGenerated

通知がクリアされた日時。1970 UTC から経過したミリ
秒で表現。

bigintCleared

予約済み。bigintCompleted

予約済み。bigintLastChecked

通知がクリアされた日時。1970 UTC から経過したミリ
秒で表現。

bigintLastModifed

この通知が、あるジョブに関連している場合、そのジョ
ブのジョブ ID。

char(128)JobID

予約済み。bigintTimestamp

イベントが割り当てられているユーザ名。VARCHAR(255)AssignedTo

1 つ以上のイベントにユーザが入力したコメント。VARCHAR(1000)Comments

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

NoticeType テーブル
NoticeType テーブルでは、処理できるすべてのイベント タイプが定義されます。NoticeType のフィー
ルドについて、次の表で説明します。

説明  データ タイプ    カラム名  

システムが割り当てた識別子。INT*NoticeType

システムが割り当てた、ユニーク識別子。Char(32)GUID

イベントの一意の文字列識別。CHAR (255)TypeIdStr

イベント表示の内部ハンドラ。CHAR (255)dispHandler

イベント受信の内部ハンドラであり、一般的には空白。Char(255)rxHandler

イベントで使用するデフォルト深刻度。IntdefaultSeverity

イベント詳細の表示にユーザが必要とする内部権限レベ
ル。

IntPrivilege

CRSM がインストールされている場合に使用される。INTServiceEnable
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説明  データ タイプ    カラム名  

CRSM がインストールされている場合に使用される。INTServiceEnable

CRSM がインストールされている場合に使用される。INTProviderID

注記: アスタリスク（*）は、フィールドがテーブルのプライマリ キーの一部であることを表します。
同じテーブルの複数のフィールドにアスタリスクが表示されている場合、プライマリ キーはそれぞれの
フィールドに関連します。

OperationalStatus_CSvalues テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTOperationalStatusId

レポート生成用。SMALLINTOperationalStatusValue

レポート生成用。INTOperationalStatusPos

OperationalStatus_NPvalues テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTOperationalStatusId

レポート生成用。SMALLINTOperationalStatusValue

レポート生成用。INTOperationalStatusPos

operationalStatus_PCvalues テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTOperationalStatusId

レポート生成用。SMALLINTOperationalStatusValue

レポート生成用。INTOperationalStatusPos

Snapshot テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

このスナップショットを一意に定義する LUID。BIGINTSnapshotID

スナップショットの全体的なステータス。スナップショッ
トが正常かどうかを表すコード。

NVARCHAR(256)OverallStatus

ユーザが定義したタグを含む。NVARCHAR(256)SnapshotTag

Epoch から経過したミリ秒として保存される。BIGINTCollectionDateTime

SPAllocatedFromStoragePool テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

SPAllocFromStoragePool を一意に定義する LUID。BIGINTSPAllocFromStoragePool_LUID

レポート生成用。BIGINTNodeID

レポート生成用。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。BIGINTAntecedent
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説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTSpaceConsumed

SVAllocatedFromStoragePool テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

SVAllocFromStoragePool を一意に定義する LUID。BIGINTSVAllocFromStoragePool_LUID

レポート生成用。BIGINTNodeID

レポート生成用。BIGINTSnapshotID

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

レポート生成用。BIGINTSpaceConsumed

TCPProtoEnd_IPProtoEnd テーブル

説明  データ タイプ    カラム名  

レポート生成用。BIGINTAntecedent

レポート生成用。BIGINTDependent

Windows のイベント ログ
Windows NT/2000 イベント

HP Systems Insight Manager（HP SIM）では、通常操作中に、次のイベントを NT イベント ログに書き
込むことができます。

  イベント タイプ    イベント ID 

エラー。1

警告。2

情報。3

Windows NT/2000 イベント ログ エラー メッセージ

説明メッセージ

無効なコマンドライン引数を指定して HP SIM サービスを開始
しよう としました。

HP SIM error: NNNN StartServiceCtrlDispatcher
failed

HP SIM からステータスを取得しようとしたとき、エラーが返
されました。

HP SIM error: NNNN SetServiceStatus failed

HP SIM アプリケーションが異常終了しました。HP SIM Application Stopped Abnormally

HP SIM サービス プログラムが SNMP サービスがインストール
されていないか実行されていないことを検出しました。このた
め、HP SIM アプリケーションの起動は試みられません。サー
ビス プログラムは、自動的に終了します。

SNMP and Snmptrap services required by HP SIM
are not installed or not running

HP SIM がデータベース サーバを設定できませんでした。Failed to set SQL Server 'show advanced options'
to 1

HP SIM がデータベース サーバを設定できませんでした。Failed to set SQL Server 'min server memory' to
MemorySizeHere MB
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説明メッセージ

HP SIM が、ユーザの指定に基づいてデータベース サーバのメ
モリ利用を設定しました。

The SQL Server 'min server memory' is set to
MemorySizeHere MB, which is less than the
recommended MemorySizeHere MB

HP SIM がデータベース サーバを設定できませんでした。Failed to set SQL Server 'show advanced options'
back to 0

HP SIM がセキュリティ通知を受信しました。NoticeDescriptionHere

HP SIM が、ユーザの指定に基づいてデータベース サーバのメ
モリ利用を設定しました。

Modified SQL Server 'min server memory' from 0
to MemorySizeHere MB

HP SIM サービス プログラムの自動再起動機能が、HP SIM アプ
リケーションを再起動しようとしています。

Attempting to Restart HP SIM Application

HP SIM アプリケーションが、HP SIM サービス プログラムに
よって起動されました。

HP SIM Application Started

HP SIM アプリケーションが正常に終了しました。HP SIM Application Stopped

HP SIM アプリケーションが異常終了しました。HP SIM Application stopped Abnormally

HP SIM プログラムが正常に作成され、HP SIM のインストール
が完了しました。

HP SIM Installation Complete

HP SIM サービス プログラムの停止と削除が、正常に実行され
ました。

HP SIM Service Removed

HP SIM サービス プログラムが、正常に起動しました。HP SIM Service Started

HP SIM サービス プログラムが、正常に終了しました。HP SIM Service Stopped

接続の問題があるか、または CPU 利用率が定義可能なスレッ
ショルドを超えました。

CPU Cluster Monitor Resource

接続の問題があるか、またはディスク容量が定義可能なスレッ
ショルドを超えました。

Disk Cluster Monitor Resource

接続に問題があり、システム情報を受け取ることができませ
ん。

System Cluster Monitor Resource

HP SIM サービス プログラムが SNMP サービスがインストール
されていないか実行されていないことを検出しました。このた
め、HP SIM アプリケーションの起動は試みられません。サー
ビス プログラムは、正常に終了します。

SNMP and SNMP trap services required by HP SIM
are not installed or not running

ログイン無効、WMI エラー詳細については、「WMI Mapper
プロキシ」を参照してください。

DCOM was unable to communicate with computer<
システム名 > using any of the configured protocols

サービスおよびサポート

サービスおよびサポート

HP Systems Insight Manager（HP SIM）に対するサポートは、基本となるハードウェアのサポートの補助
として提供されています。HP サポート ページの目的は、各種の製品、サービス、およびサポート関連
リソースを提供することです。特に、以下の目的でこのページを使用できます。

• http://www.hp.com/jp/servers/manage にアクセスしてください。この Web サイトは、システム
管理製品専用です。このサイトには、豊富な製品情報やサービス関連情報が掲載されています。

• HP のサポート ホームページや Web サイトにアクセスしてください。電話番号、オンライン ツー
ル、および情報が掲載されています。

• HP 製品についてのご質問は、HP サポート フォーラムにお問い合わせください。HP サポート フォー
ラム（英語）は、次の場所にあります。http://forums.itrc.hp.com/ （英語）

各自の設定を詳しく記録しておくと、トラブルシューティング プロセスを大幅にスピードアップできま
す。HP のサービス窓口からサポートを受ける場合は、以下を参照してください。

• 管理サーバのメーカ、モデル、シリアル番号情報

• バージョン番号を含むオペレーティング システム情報、適用済みのすべてのサービス パックのリ
スト、Compaq SSD のバージョン、適用されている Insight エージェント名とそのバージョン
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• ハードウェア構成情報

• Survey ユーティリティの出力、または HP Insight Diagnostics からの出力、または [システムの
参照（Inspect）] の印刷出力

• システム コンフィギュレーション ユーティリティの印刷出力

• [システムの参照（Inspect）] ユーティリティまたはシステム コンフィギュレーション ユーティ
リティの印刷出力に示されない、サードパーティ製の装置の説明
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用語集

複合体 複数のハードウェア パーティションがサポートされているコンピュータ
システムは、複合体と呼ばれている。たとえば、HP Integrity Superdome
システムでは、単一複合体内で、複数のハードウェア パーティションが
サポートされる。

CPU ポーリング率 監視対象システム上で HP Insight マネジメント エージェントがレポート
する CPU の利用率を、クラスタ監視 CPU リソースがチェックする頻度
のこと。

DMI デスクトップ管理インタフェース を参照。
DMI を使用したシ
ステム情報

DMI V2 規格に準拠しテストに合格したエージェント。DMI V2 に準拠し
たエージェントのリストについて詳しくは、http://www.dmtf.org を参
照。

Email 通知 HP SIM の通知タスクの 1 つ。Email で通知を送信する。
hosts ファイル UNIX、Linux、または Windows の hosts ファイル フォーマットに従う

ファイル。このファイルでは、IP アドレスの後に名前と各システムが個
別の行でリストされる。このファイルは、複数のシステムを HP SIM デー
タベースに手動で追加するための手動検出で使用される。

HP BladeSystem
Integrated
Manager

HP BladeSystem Integrated Manager は、Windows、HP-UX、および Linux
のブレード システムを HP SIM から管理できるようにする HP Systems
Insight Manager（HP SIM）プラグイン。HP BladeSystem Integrated
Manager は、ブレード コンピュータ システム、データおよびストレー
ジ ネットワークへの統合接続、ならびに共有電源サブシステムで構成さ
れる。HP BladeSystem Integrated Manager を使用すると、ユーザは、ご
使用の HP ブレード環境（サーバ ブレード/デスクトップ、エンクロー
ジャ インフラストラクチャ、ラック、統合スイッチなど）を階層型ツ
リー ビューによって素早く操作することができる。これにより、個々の
ブレード システムまたはブレード システム グループを簡単に設定し、
展開し、管理することができる。

HP Insight Power
Manager

サーバの消費電力や熱出力をデータ センタ レベルで集中管理できる統
合電力監視/管理アプリケーション。このアプリケーションにより、
ProLiant サーバに必要な総電力および冷却機能を制御できるようになり、
データ センタの能力を拡張できる。ProLiant パワー レギュレータ テク
ノロジに基づくこのアプリケーションは、新しいサーバ エネルギー計測
レバーを HP SIM に付与して、優れた統合インフラストラクチャ管理を
実現する。

HP Insight マネジ
メント エージェン
ト

ユーザの介在なしに、情報を定期的に収集したり、その他のサービスを
実行したりするプログラム。

HP Performance
Management Pack
(PMP)

HP ProLiant サーバのハードウェア障害の検出、分析、説明を行うソフト
ウェア ソリューション。PMP ツールは、オンライン分析、オフライン分
析、CSV ファイル生成レポート、システム概要レポート、ステータス分
析レポート、設定、ライセンス、手動ログ パージから構成される。

HP ProLiant
Essentials Virtual

Microsoft Virtual サーバ、ならびに VMware の GSX および ESX で、仮想
マシンを 1 か所で集中的に管理および制御する。Virtual Machine

Machine Management Pack は、HP SIM に統合されることにより、HP ProLiant ホ
スト サーバと仮想マシンを統一的に管理できる。Management Pack

(Virtual Machine
Management
Pack)
HP ProLiant
Essentials

HP SIM に統合される、必要な機能をすべて備えた脆弱性評価およびパッ
チ管理ツール。サーバの可用性に影響を及ぼす可能性のある問題の予防
的識別と解決を簡素化して、中央の単一コンソールに統合。Vulnerability and
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Patch
Management Pack
HP ProLiant
Support Pack

HP によってバンドルされた HP 製ソフトウェア コンポーネントのセッ
ト。特定のオペレーティング システムで動作することが確認されてい
る。HP ProLiant Support Pack には、ドライバ コンポーネント、エージェ
ント コンポーネント、ならびにアプリケーションおよびユーティリティ
コンポーネントが含まれる。これらは、すべて一緒にインストールして
も問題ないことが確認されている。

HP ProLiant および
Integrity Support
Pack

HP ProLiant および Integrity Support Pack は、HP によってバンドルされ
た HP 製ソフトウェア コンポーネントのセット。特定のオペレーティン
グ システムで動作することが確認されている。HP ProLiant および Integrity
Support Pack には、ドライバ コンポーネント、エージェント コンポー
ネント、ならびにアプリケーションおよびユーティリティ コンポーネン
トが含まれる。これらは、すべて一緒にインストールしても問題ないこ
とが確認されている。

HP Service
Essentials Remote
Support Pack

HP HP Service Essentials Remote Support Pack は、データ センタ環境内
の HP がサポートするサーバおよびストレージ デバイスの可用性向上に
役立つ、予防的なリモート監視、診断、およびトラブルシューティング
機能を提供する。Remote Support Pack により、システムやデバイスのサ
ポートにかかるコストが削減され、複雑さが解消される。Remote Support
Pack は、イベントの情報をお客様のファイアウォールや Web プロキシ
経由で安全に HP サポート センタに伝え HP の対応を要求する。また、
サポート契約に基づいてシステム情報を収集し、予防的な分析とサービ
スを提供する。

HP Systems Insight
Manager

HP 製のシステム、クラスタ、デスクトップ、ワークステーション、ハン
ドヘルドなど、さまざまなシステムを管理できるシステム マネジメント
ソフトウェア。

HP SIM は、Insight マネージャ 7、HP Toptools、HP Servicecontrol マネー
ジャの長所を組み合わせることにより、Windows、Linux、HP-UX を実行
している HP ProLiant システム、Integrity システム、HP 9000 システムを
管理する、統一されたツールを提供する。HP SIM ソフトウェアの中核部
分では、すべての HP 製サーバ プラットフォームの管理に不可欠な機能
が提供される。HP 製ストレージ、電源、クライアント、およびプリンタ
製品のプラグインを使用して HP SIM を拡張することもでき、広範なシ
ステム管理に使用できる。また、迅速なマシンの展開、パフォーマンス
管理、負荷管理のプラグインにより、ハードウェア資産の完全なライフ
サイクルの管理機能の提供に必要な付加価値ソフトウェアを選択できる。

HP Systems Insight
Manager データ

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

ベース (データ
ベース)
HP バージョン コ
ントロール エー
ジェント (VCA)

サーバにインストールし、サーバにインストールされている HP 製ソフ
トウェアを確認するためのエージェント。HP バージョン コントロール
レポジトリ マネージャをポイントするように VCA を設定すると、バー
ジョンを簡単に比較したり、レポジトリからソフトウェアを更新したり
できるようになる。

HP バージョン コ
ントロール レポジ

ユーザ定義のレポジトリに保存されている HP 製ソフトウェアを管理す
る HP エージェント。

トリ マネージャ
(VCRM)
HyperText Transfer
Protocol (HTTP)

ワールド ワイド ウェブで使用される、基礎となるプロトコル。

IP 範囲 指定した範囲内の IP アドレスを持つシステム。
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Java リモート メ
ソッド呼び出し
(RMI)

Java オブジェクトが、別の Java オブジェクトとリモートでやり取りで
きるようにするプロトコル セット。

Java データベース
接続性 (JDBC)

ODBC（Open DataBase Connectivity）と同様に、アプリケーション プ
ログラム インタフェース（API）のこのセットは Java アプレットのデー
タベース アクセスを可能にする標準メカニズムを提供する。

Microsoft クラスタ
サービス ステータ
ス ページ

Microsoft Cluster Server による定義に従い、クラスタのステータスをま
とめたページ。MSCS が定義するクラスタ属性のステータスと値のリス
トを含む。クラスタ監視は、色を使用して MSCS ステータス値（正常、
劣化、障害、その他）を基にステータスを表示する。

Onboard
Administrator

c-Class ラック全体を制御するための集中管理ポイント。ラック全体と、
そのラックに関連するブレード（Compute Server）、ブレード管理プロ
セッサ（iLO）、ネットワーク スイッチ（使用されるスイッチのモデル
によって異なる）、およびストレージ コンポーネント（SAN、SATA な
ど）の設定、電力、および管理制御を提供する。Onboard Administrator
は、単一の管理プロセッサで、フェールオーバ用にオプションのバック
アップ ツイン プロセッサとの共有リソースを持つ。

Open Service
Event Manager
(OSEM)

Insight マネジメント エージェントが動作している、サポートされている
システム（ProLiant および Integrity）の問題のレポートを収集し、フィル
タリングし、送信することができる。さらに、システムで問題が検出さ
れると、HP SIM にサービス イベント通知を自動的に送信する。

OpenSSH SSH を使用して、コンピュータ ネットワーク経由で暗号化通信セッショ
ンを実現するネットワーク接続ツールのセット。SSH Communications
Security が独自に提供する SSH ソフトウェア スイートに代わるオープン
ソースとして作成された。

ProLiant Essentials
ライセンス キー

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

Red Hat パッケー
ジ マネージャ
(RPM)

Red Hat パッケージ マネージャは、強力なパッケージ マネージャで、
個々のソフトウェア パッケージをビルド、インストール、クエリ、確
認、アップデート、およびアンインストールするために使用できる。パッ
ケージは、ファイルのアーカイブと、名前、バージョン、および説明を
含むパッケージ情報で構成される。

Secure HTTP
(HTTPS)

HTTP プロトコルの拡張機能であり、Web 上でデータを安全に送信でき
る。

Secure Shell (SSH) ネットワークを通して別のシステムにログインし、そのシステムでコマ
ンドを実行するプログラム。また、あるシステムから別のシステムにファ
イルを移動でき、安全でない経路でも安全な認証と通信を提供します。

Secure Sockets
Layer (SSL)

HTTP と TCP の間にあって、クライアントとサーバの間でプライバシー
やメッセージ整合性を提供する標準プロトコル層。一般に、SSL は、ク
ライアントが正しいサーバと通信していることを保証するサーバ認証に
使用される。アプリケーション プロトコルに依存しない。

Service Advertising
Protocol (SAP)

ネットワークに接続されているサーバのサービスとアドレスの識別に使
用される NetWare のプロトコル。

set disk thresholds HP SIM により提供されるタスク。関連収集のシステムのディスク ディ
スク スレッショルドを設定するには、このタスクを使用する。このス
レッショルドは、ターゲット システム上のすべてのディスク ボリュー
ムに設定される。

Short Message
Service (SMS)

簡潔なテキスト メッセージをワイヤレス電話に直接送信する便利な方
法。最大メッセージ長は 140 文字。

Simple Network
Management
Protocol (SNMP)

HP SIM によってサポートされる管理プロトコルの 1 つ。ネットワーク
システムとほとんどのサーバによって広く使用される、従来の管理プロ
トコル。TCP/IP ベースのインターネットのネットワーク管理用の管理情
報ベース（MIB-II）は、すべてのベンダに一貫して提供されている標準情
報である。
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Simple Object
Access Protocol
(SOAP)

一元管理されていない分散環境で情報を交換するための軽量プロトコル。

SMI CIMOM 共通情報モデル オブジェクト マネージャ を参照。
SMI-S プロバイダ ストレージ管理用に明確に定義されたインタフェースを実装する業界標

準 WBEM プロバイダ。HBA、スイッチ、テープ ライブラリ、およびス
トレージ アレイのメーカは、それらのシステムを SMI-S プロバイダと統
合するか、SMI-S プロバイダを個別のソフトウェア パッケージとして提
供することができる。
Web ベース エンタープライズ管理 も参照。

SNMP 通信設定 SNMP 通信をサポートするシステムとの通信時に使用されるデフォルト
の SNMP コミュニティ名。

SNMP トラップ 障害を通信するのに使用するシステムで、SNMP エージェントによって
生成される非同期イベント。

SNMP を使用した
システム情報

SNMP MIB-2 規格に準拠するエージェント。

Software
Distributor

HP-UX 管理ツール セットで、HP-UX オペレーティング システムとレイ
ヤード ソフトウェア アプリケーションの配布と管理に使用される。

Storage
Management

SNIA（Storage Networking Industry Association）によって策定された標
準管理インタフェース。SMI-S によって、複数のベンダのストレージ デ

Initiative バイスを管理するための共通インタフェースが提供され、管理が容易に
Specification
(SMI-S)

なる。SMI-S は、業界標準の共通情報モデルと Web ベース エンタープ
ライズ管理技術を使用する。

Survey ユーティリ
ティ

ハードウェアとオペレーティング システムの設定情報を収集および配信
するエージェント（またはオンライン サービス ツール）。この情報は、
サーバがオンラインの間に収集される。

System
Management
Homepage (SMH)

HP Web ベース システム マネジメント ソフトウェアの HP スイートに
よって使用される統合されたソフトウェア。HTTP および HTTPS 上の通
信用。HP Web ベース システム マネジメント ソフトウェアに対する機
能とセキュリティの統一セットを提供。

Tomcat Web サーバとして HP SIM が使用する、Java サーブレット技術と Java
サーバ ページ技術のオープンソース実装。

VCA ログ HP バージョン コントロール エージェントによって実行されたすべての
ソフトウェア メンテナンス タスクとそのタスクの結果生成されたレポー
トのリスト。

Virtual Server
Environment (VSE)

HP Virtual Server Environment は、HP-UX、Linux、および Windows サー
バ用の統合サーバ仮想化製品で、サーバ リソースの利用率を最適化する
柔軟なコンピューティング環境を提供する。VSE は、動的にサイズを変
更できる仮想サーバのプールによっ て構成される。各仮想サーバは、
サービス レベル目標やビジネス優先度に応じて拡張または縮小される。
詳細については、HP の Web サイト http://hp.com/go/vse （英語）を
参照。

WBEM サービス HP WBEM Services for HP-UX は、WBEM 標準と DMTF 標準を使用して
HP-UX システム リソースを管理する HP 製品である。

Web-Based
Enterprise Services
(WBEMS)

システムのダウンタイムを防止または削減するためのツール スイート。

Web 起動対応
(WLA)

Web サーバを使用して Web ブラウザで起動するツールの実行タイプ。
WLA ツールは、複数のシステムに対処するように設計できる。

Web ベース エン
タープライズ管理
(WBEM)

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

ネットワーク、一般にはエンタープライズ ネットワーク内のシステムの
管理と制御を可能にする、Windows オペレーティング システムの API。

Instrumentation
(WMI)
X Window システ
ム

プラットフォーム間ウィンドウ システムであり、クライアント/サーバ
モデルを使用して、ネットワーク経由でサービスを配布する。これによ
り、リモート コンピュータ上でアプリケーションやツールを実行できる
ようになる。

XML ドキュメント XML で表現されたデータの集合。
X クライアント X サーバ上に表示されるアプリケーションまたはツール。X クライアン

トは、X アプリケーションとも呼ばれる。
X サーバ X クライアントの要求を受け入れて、それに基づいて動作するローカル

アプリケーション。

イベント 管理環境に何か変更があった場合に、特定ユーザに通知する情報。イベ
ントは SNMP トラップから生成される。重要なイベントが発生すると、
HP SIM はトラップを受信する。イベントは次のように定義される。

• 警告。 このタイプのイベントは、問題に発展する可能性のある状
態を示す。

• 情報。 このタイプのイベントに注意する必要はなく、これらは、
便利な情報として提供される。

• 正常。 このイベントは問題ではない。

• マイナー。 このタイプのイベントは、さらに深刻な問題に発展す
る可能性のある警告ステータスを示す。

• メジャー。 このタイプのイベントは、差し迫った障害を表す。

• クリティカル。 このタイプのイベントは、障害が発生しており、
すぐに対処する必要があることを示す。

イベント概要 製品タイプごとにイベントを要約する表。

イベントを確認済
みに変更

未確認から確認済みにイベント ステータスを変更すること。

インストールされ
ているバージョン

サーバにインストールされている特定の HP 製ソフトウェア コンポーネ
ント。

インターネット プ
ロトコル (IP)

ネットワーク上で送受信されるデータグラム（パケット）のフォーマッ
トとアドレス指定スキーマを指定する。ほとんどのネットワークは、送
信先と送信元の仮想接続を確立する TCP（Transmission Control Protocol）
と、この IP を組み合わせている。

エージェント ユーザの介在なしに、情報を定期的に収集したり、その他のサービスを
実行したりするプログラム。HP Systems Insight Manager（HP SIM）エー
ジェントでは、ハードウェアとソフトウェアの詳細情報、およびサブシ
ステムのステータスが、HP SIM と多数のサードパーティ製管理アプリ
ケーションに提供される。
マネジメント エージェント も参照。

エージェント設定
のレプリケート

Web ベース エージェント設定をシステムのグループにコピーするツー
ル。

エージェントの設
定および修復

SNMP 設定の認証情報や、HP SIM とターゲット システムの間の信頼関
係を修正できる HP SIM の機能。7.1 以前のエージェントがインストー
ルされているターゲット システム上の Web エージェント パスワードを
更新することもできる。

エンクロージャ 1 組のサーバ ブレードを収納する物理的なコンテナ。エンクロージャ
は、電源と信号を供給するバックプレーンと配線や温度センサ用のその
他のハードウェアから構成される。CPU の電源やサーバの電源もホスト
する。
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オペレータ権限が
あるユーザ

中央管理サーバを設定する機能が制限されているユーザ。オペレータ権
限があるユーザには、すべてのレポートと自分自身のツールの作成、修
正、削除を行う権限がある。

外部サイト サードパーティ アプリケーションの URL。
確認済みステータ
ス

イベントが確認されたことを示すステータス状態。

カスタム ツール ユーザが作成できるツールで、中央管理サーバまたはターゲット システ
ム上で実行できる。次に例を示します。

• リモート ツール 選択したターゲット システム上で実行される
ツール。ファイルをターゲット システムにコピーしたり、ターゲッ
ト システム上で特定の X-Window アプリケーションを実行したり
することができる。このツールはスケジュールできます。

• CMS ツール CMS 上で実行されるツール。通常、スクリプトか
バッチ ファイルで、環境変数を渡すことができる。このツールは、
オプションで、自動イベント処理を使用してイベントの受信時に実
行されるように設定できる。このツールはスケジュールできます。

• Web ページ ツール Web URL を起動するツール。URL は、中央管
理サーバ上の別のブラウザ ウィンドウで起動する。このツールはス
ケジュールできない。

[監視ツール] ツー
ルボックス

管理対象システムの状態を表示するツールが含まれるが、管理対象シス
テムの状態を変更するツールが含まれないデフォルト ツールボックス。

管理 LAN システム管理に必要な通信専用の LAN。一般的に、帯域は中程度
（10/100 BaseT）であり、アクセス制限によって安全になっている。

管理機器 システムで動作し、HTTP、DMI、または SNMP プロトコルの管理情報を
提供するエージェント。

管理サービス 自動検出、データ収集、システムとイベント情報の中央レポジトリ、イ
ベント管理、基本通知、およびセキュア アクセスなどの機能のコアセッ
ト。この機能は、HP、マネジメント ソリューション パートナー、およ
び HP SIM ユーザからのアドインによって使用される。

管理者権限がある
ユーザ

中央管理サーバを含むすべてのシステムで [すべてのツール] ツールボッ
クスを使用する権限を持つユーザ。このタイプのユーザには、HP SIM ソ
フトウェアを管理する、特別な権限が与えられる。

管理情報フォー
マット (MIF)

管理可能な製品の機能と属性を記述する、DMI アーキテクチャの ASCII
テキスト ファイル。DMI は、この情報を MIF データベースに保持し、
オペレーティング システムと管理アプリケーションで使用できるように
する。DMTF は、さまざまなシステム タイプと周辺システムに対する
MIF フォーマットを指定している。

管理情報ベース
(MIB)

SNMP プロトコルを使用して情報を送信するためのデータ仕様。また、
MIB はネットワーク管理プロトコルによってアクセスされる管理オブジェ
クトのデータベースである。

管理スコープ HP SIM が管理する、検出されたすべてのシステムのセット内にあるシス
テム セット。

管理対象システム サーバ、デスクトップ、ストレージ システム、リモート Insight ボード
（RIB）など、HP SIM によって管理されるシステム。

管理タスク システムまたはイベントの検索を設定する手続き。

管理ドメイン 管理対象システムと呼ばれるリソースの集合であり、HP SIM の制御下に
置かれる。それぞれの中央管理サーバが、管理ドメインを制御する。管
理対象システムは、複数の管理ドメインに属すことができる。

管理プロトコル 検出されたシステムとの通信を確立する WBEM、HTTP、SNMP、または
DMI などのようなプロトコルのセット。
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キーストア キーのリストを保管するデータベース。キーストアには、自分のプライ
ベート キーを入れることができる。また、証明書に公開されているパブ
リック キーのリストを入れることもできる。

共通情報モデル
(CIM)

Desktop Management Task Force（DMTF）によって定義されたオブジェ
クト指向スキーマ。CIM は、エンタプライズ ワイドで管理情報を説明お
よび共有する情報モデル ガイドである。CIM は、使用される管理環境単
位で拡張できるように設計されている。

共通情報モデル オ
ブジェクト マネー
ジャ (CIMOM)

CIMOM は、Web ベース エンタープライズ管理（WBEM）プロバイダ
と管理アプリケーション（HP Systems Insight Manager など）の間の通
信のインタフェースとして機能する。SMI-S プロバイダ用のインタフェー
スを提供する CIMOM は、SMI CIMOM と呼ばれることがある。

共有リソース ドメ
イン (SRD)

システム リソースを共有するコンパートメント（すべて同タイプ）の収
集。コンパートメントには、nPartition、仮想パーティション、プロセッ
サ セット（pSet）、または Fair Share Scheduler（FSS）グループなどが
ある。nPartition を含むサーバは、nPartition の要件が満たされていれば、
SRD になる可能性がある。仮想パーティションに分割されたサーバや
nPartition は、その仮想パーティション コンパートメントの SRD になる
可能性がある。同様に、pSet を含む、サーバ、nPartition、または仮想
パーティションは、その pSet コンパートメントの SRD になる可能性が
ある。さらに、FSS グループを含む、サーバ、nPartition、または仮想パー
ティションは、その FSS グループ コンパートメントの SRD になる可能
性がある。

nPartition を含む複合体は、複数の SRD を保持する可能性がある。たと
えば、複合体が Par1 および Par2 という名前の nPartition に分割されて
いる場合、Par1 のコンパートメントが仮想パーティションである可能性
があり、Par2 のコンパートメントが pSet である可能性がある。
各コンパートメントが負荷を持つ。gWLM は、コンパートメントのリ
ソース割り当てを調整して負荷を管理する。

クライアント HP 製デスクトップ、ハンドヘルド、およびワークステーション システ
ム。

クラスタ 複数の個別システムから構成される、並列または分散コンピューティン
グ システムであり、単一で統合されたコンピューティング リソースを
形成する。機能、複雑さ、そして目的に応じて、クラスタの最適な構成
は異なる。

クラスタ IP アド
レス

クラスタの IP アドレス。

クラスタ監視 HP SIM の中心的なコンポーネント。クラスタ監視では、マルチノード
クラスタの監視と管理ができる。また、クラスタ監視は、異機種環境で
複数のクラスタ プラットフォームを管理する。

クラスタ監視リ
ソース

クラスタ内でクラスタ化されたノードの監視または管理機能を提供する
プログラム。

クラスタ システム
識別

クラスタ システムに関する情報。この情報はデータベースに格納され
る。

グラフィカル ユー
ザ インタフェース
(GUI)

コンピュータのグラフィック機能を利用して、プログラムを簡単に使用
できるようにするプログラム インタフェース。HP SIM の GUI は、Web
ブラウザ内で動作する。

クリティカル ス
テータス

HP SIM が管理対象システムとやり取りできないときに生成される状態。

警告 特定イベントが発生したとき、HP SIM の [システム ステータス] パネル
に表示される、ユーザが設定可能な通知。たとえば、監視されている項
目が変更された場合、警告はユーザに変更が発生したことを通知する。
トラップ、 イベント も参照。

権限 ユーザ、ツールボックス、システム、システム グループ間の関係のマッ
プ。
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検索条件 HP SIM データベースから必要な情報のサブセットを定義するために使用
する変数（情報）のセット。

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る。

検出テンプレート 検出テンプレートは、自動検出によって使用されるファイルであり、[自
動検出- 一般設定] ページの [包括範囲を ping] フィールドや [除外範囲]
フィールドにアドレスを直接入力する代わりとなる。また、自動検出の
範囲を迅速に変更するための方法として設計されている。

検出フィルタ ユーザが、特定システム タイプのデータベースへの追加を許可したり禁
止したりできるようにする。

コマンド ライン
インタフェース
(CLI)

sh、csh、ksh などのコマンド シェルや Microsoft Windows CMD シェル
から実行できるテキストベースのアプリケーション。

コンポーネント コンポーネントは、インストール可能な（対話式またはサイレント）単
一の自己記述バイナリ ファイルで、ファームウェア イメージ、ドライ
バ、エージェント、ユーティリティなど、マネジメント ツールやアップ
デート ツールでサポートされるソフトウェアを含む。

サーバ ブレード 一般には、マイクロプロセッサ、メモリ、ネットワーク カードなどを搭
載する超高密度サーバ システムのこと。ラックに設置可能なエンクロー
ジャに挿入して、電源、ファン、スイッチなどのコンポーネントを他の
サーバ ブレードと共有できる。サーバ ブレードは、従来のラックマウ
ント型サーバやタワー型サーバと比較して、一般に、コスト効率が高く、
配備に時間がかからず、成長や変化への対応が容易である。
エンクロージャ も参照。

サーバ ブレードの
図による位置の特
定

各エンクロージャおよびラック内の、ProLiant BL e-Class、p-Class、およ
び c-Class サーバを視覚的に表示する機能。
エンクロージャ も参照。

作業領域 ツールが表示される GUI の一部分。
サブネット TCP/IP ネットワークで、IP アドレスのプレフィックスが同じシステムの

集まり。たとえば、10.10.10.で始まる IP アドレスを持つすべてのシス
テムが、同じサブネットに含まれる。

識別 検出ではシステムが探し出されるが、識別ではシステム タイプの判別が
試みられる。さらに、[グローバル プロトコルの設定] ページの認証情報
を使用して、システムがサポートする管理プロトコルが特定され、ロー
ドされているオペレーティング システムの種類やバージョンと、システ
ムに関するその他の基本的な属性の取得も試みられる。最後に、システ
ムが他のシステムと関連付けられているかどうか（サーバ内の管理プロ
セッサなど）が判別される。

自己署名証明書 記載者と認証機関が同じであるなど、認証機関を証明する証明書。
証明書、 認証機関 も参照。

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

システム概要レ
ポート

HP SIM を初めて起動したときに取得されるシステムのステータスを示す
レポート。システム検索結果には、HP SIM データベースに登録されてい
るシステム数が含まれる。システムは、それらのステータス条件によっ
てグループ化されている。列の各番号はシステムの詳細情報リストへの
ハイパーリンクで、概要における番号に対応したシステムを表示する。

システム グループ システム収集（システム グループが作成された時点でのソース収集の静
的なスナップショット）に基づくシステム グループ。ユーザ認証に使用
する。
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システム検索 HP SIM データベース内の情報に基づいてシステムを論理グループに分類
すること。検索を定義すると、システム ビュー ページに結果を表示し、
管理タスクに関連付けることができる。

システム検索結果 システム検索の結果。

システム識別 システムに関する情報を識別すること。この情報はデータベースに格納
される。以下の情報が識別される。

• システムの管理プロトコル タイプ（SNMP、DMI、WBEM、HTTP、
および SSH）

• HP システム タイプ（サーバ、クライアント、スイッチ、ルータな
ど）

• システムのネットワーク名

システム情報 [システム] タブの [システム ページ] で提供される情報。システム情報
は、以下のとおり。

• ネットワーク アドレス

• ネットワーク名

• 説明

• 連絡先

• 場所

• システム リンク

システム ステータ
ス パネル

画面の左側にある GUI セクションで、ステータス情報とシステムまたは
イベント警告を表示する。

システム タイプ 12 のタイプが提供されている。これらのタイプの 1 つをもとに独自の
タイプを追加できる。たとえば、Server タイプを使用して MyServer タ
イプを作成する。このタイプは依然としてサーバであり、同じ方法でレ
ポートされるが、独自の指定を持っている。

システム タイプ管
理 (STM)

検出と識別のデフォルト動作を修正し、不明やシステムの別のカテゴリ
に分類されたオブジェクトを、要求どおりに正確に検出して識別できる
ようにするユーティリティ。HP SIM では、システムの検出と識別が行わ
れ、プライマリ ルール セットとして指定したルール セットに、不明シ
ステムが一致する場合、新しい情報が適用される。さらに、新しいシス
テム タイプを作成すると、[システム リンク] ページが提供され、システ
ム エージェントまたは SNMP や DMI の通信プロトコルから戻される情
報が表示される。

システム プロパ
ティ

単一のシステムに対して、または同時に複数のシステムに対して設定で
きるプロパティ。システム名、システム タイプ、システム サブタイプ、
オペレーティング システム バージョン、資産管理番号、および連絡先
情報や、検出プロセスによってシステム プロパティが変更または更新可
能かどうかなどのオプションがある。

システム ヘルス
ステータス

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

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

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

749



• マイナー このシステムに、軽度の問題がある。Insight マネジメン
ト エージェントを実行しているシステムの場合、一部のコンポーネ
ントが故障しているがシステムはまだ機能している。

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

• 正常 システムは正常に稼動している。

• 無効 監視機能から見るとシステムは無効になっているが、必ずし
も電源が切られているわけではない。

• 不明 HP SIM が、システムに関する管理情報を取得できない。

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

システム リンク 管理エージェントを搭載する特定のシステムの概要情報ページ。

自動検出 HP SIM が、ネットワーク上のシステムを検出および識別し、その情報を
使ってデータベースを作成するプロセス。データの収集およびシステム
ヘルス ステータスの追跡を行うには、最初にシステムを検出する必要が
ある。自動検出のプライマリ ソースは、自動検出タスク ページで設定
される ping 検出。他のソースとして、不明システムから、またはサーバ
に関する情報を持つ管理プロセッサからの受信イベントが使用される場
合もある。識別は、検出されたシステムについて自動的に実行される。

収集 システムやイベントのグループを作成するための方法。

収集の編集 既存の収集を修正し、検索条件の追加や削除を行うこと。

手動検出 自動検出と似ているが、システムの検出に ping 検出やイベントは使用さ
れず、ユーザが hosts ファイルのテンプレートを使用して、IP アドレス
か名前によって手動でシステムを追加する。識別は、これらのシステム
について実行される。手動検出を使用してシステム タイプを設定するこ
とができるが、識別によってターゲットが別のものであると判断される
と、検出されたタイプが使用される。

手動検出方法 次のタスクの完全検出を省略できるようにするプロセス。

• 1 つのシステムの追加

• システムの編集

• HP SIM データベース hosts ファイルの作成またはインポート

• 一般 hosts ファイルの作成またはインポート

使用できるソフト
ウェア

HP バージョン コントロール エージェント（VCA）がポイントするよう
に設定されているレポジトリ内の使用できるソフトウェア コンポーネン
トのリスト。VCA に直接アクセスするとき、これらの追加コンポーネン
トを選択してインストールできる。

証明書 記載者のパブリック キーと識別情報を含む電子文書。証明書は、認証機
関（CA）の署名入りで、キーと識別の関係を保証する。
認証機関 も参照。

証明書キー 暗号法で、単体または暗号デコーダ（対応するパブリックまたはプライ
ベート キー）と一緒に使用される値。従来のプライベート キー暗号法
では、お互いがメッセージを暗号化および解読できるように、キーまた
は暗号キーが通信者によって共有されている。このシステムには、ある
人がキーをなくすとシステムが破綻するというリスクがある。パブリッ
ク キー暗号法では、プライベート キーはパブリック キーと関連するた
め、システムの各人が共有されない自分独自のプライベート キーを所有
している。

シングル ログイン HP SIM にアクセスする認証済みユーザが、管理対象システムに再認証せ
ずに、HP SIM 内から管理対象システムにアクセスするための権限。HP
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SIM が、認証の初期ポイントとなり、別の管理対象システムへのアクセ
スは、HP SIM 内から行う。

ステータス タイプ ステータス メッセージ（クリティカル、メジャー、マイナー、正常、警
告、および不明）の分類。

ステータス メッ
セージ概要ヘッダ

リストヘッダでは、リスト内のステータス メッセージの総数、および調
査されなかったステータス メッセージの数が、括弧内にまとめられてい
る。

ステータス メッ
セージ リスト

クラスタ管理リソースが作成するリスト。[クラスタ監視] ページの左下
の領域に、検出されたエントリが収集され、異常な状態のクラスタ属性
が通知される。

ストレージ システ
ム

ストレージ システムには、SAN に接続されたファイバ チャネル ディス
ク アレイ、スイッチ、テープ ライブラリ、ホスト（ファイバ チャネル
ホスト バス アダプタ搭載）などがある。

スプーフィング 別のサイトを装う Web サイトの行為。機密情報の収集、データ トラン
ザクションの変更、不正データや誤解を招くデータの表示を行う。

すべてのイベント
収集

すべてのシステムで発生したすべてのイベントを表示する。

[すべてのツール]
ツールボックス

権限があるシステムかシステム グループのすべてのツールに完全にアク
セスできる、デフォルトのツールボックス。

すべてのディスク
スレッショルドの
削除

HP SIM によって提供されるタスクであり、関連収集に載っているシステ
ムのディスク スレッショルドを削除する。このタスクでは、HP SIM に
よって設定されるディスク スレッショルド、または Web エージェント
の直接参照によって設定されるディスク スレッショルドだけが削除され
る。ディスク スレッショルドを含む Windows 32 用の HP SIM によって
設定されたスレッショルドは、このタスクでは削除されない。

スレッショルド その値に達したり、値を超えたりしたときにイベントを生成するあらか
じめ設定された制限値。

制御タスク イベントの削除、ディスク スレッショルドの削除、ディスク スレッショ
ルドの設定、およびデバイス アクセス コミュニティ名の設定など、検
索やイベントに関連する命令のシーケンス。

セキュア タスク実
行 (STE)

管理対象システムから安全にタスクを実行する HP SIM の機能。STE 機
能では、タスクを要求するユーザに適切なタスク実行権があることが保
証され、要求が暗号化されてデータが保護される。

セキュリティ ロー
ル

管理者が、ユーザごとかグループごとにシステム アクセスと管理アクセ
スを制限できるようにする機能。システム管理者は、この機能により、
高度な機能や危険な機能にアクセスできないようにして、スタッフにタ
スクを委任できる。システム管理者は、別の組織や顧客が所有するシス
テムにアクセスできないようにして、特定の組織や顧客にシステムの管
理を委任することもできる。

設定履歴レポート サーバの設定を表示するレポートを含み、設定履歴ファイルを比較して
差異を発見する調査ユーティリティ。

属性 管理情報フォーマット（MIF）ファイルの属性。属性は、管理可能な製
品またはコンポーネントの 1 つの特性を説明する。関連する属性の組み
合わせは、グループを構成する。たとえば、プロセッサ チップのクロッ
ク速度は、そのチップを説明するグループの属性である。
管理情報フォーマット も参照。

ソフトウェア イン
ベントリ

HP バージョン コントロール エージェントがインストールされているシ
ステムにインストールされている HP 製ソフトウェアのリスト。

ソフトウェア更新 リモート サイトからソフトウェアやファームウェアを更新するタスク。
ソフトウェアの全
体的なステータス

このセクションは、HP バージョン コントロール エージェントがインス
トールされているサーバ上のソフトウェアが監視するように設定されて
いるレポジトリに、そのソフトウェアが利用できるアップデートがある
かどうかを示す。
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対称鍵 メッセージの送信側と受信側が共有し、メッセージの暗号化と解読に使
用する共通のキー。

タイプ 標準システム タイプとしてシステムを識別するシステムの分類システ
ム。システム タイプは、クライアント、クラスタ、ハンドヘルド、プリ
ンタ、リモート アクセス デバイス、リピータ、ルータ、サーバ、スイッ
チ、不明、ワークステーション、およびその他がある。

タスク 特定セットの引数を使用して、1 つ以上のシステムにおいて実行される、
HP SIM ツールのインスタンス。

タスク スケジュー
リング

ポーリング タスク、コントロール タスク、および通知タスクをスケ
ジューリングするための主要スケジューリング ツール。

単一システム対応
(SSA)

多重システム操作をサポートしない実行タイプ。この実行タイプのツー
ルでは、ツールが動作しているノードのみが認識される。

注意 その指示に従わなければ、装置の損傷や情報の消失を引き起こす恐れが
ある注意事項を示す。

中央管理サーバ
(CMS)

HP SIM ソフトウェアを実行する管理ドメイン内のシステム。HP SIM 内
のすべての集中操作は、このシステムから開始される。

通信プロトコル 管理プロトコル を参照。
ツール HP SIM がタスクを行うために 1 つ以上のシステムで実行するアプリケー

ション、コマンド、スクリプト。

ツールボックス データベース管理やソフトウェア管理などの特定タスクにユーザが必要
とするツールの定義済みセット。各 HP SIM ツールボックスは、ツール
セットおよび認証に関連付けられている。

データ収集タスク 管理対象システム グループから情報を収集し、データベースに格納する
手順。HP SIM では、ハードウェア ステータス ポーリング タスクとデー
タ収集タスクが使用されて、データ収集が行われる。

データ収集レポー
ト

データ収集レポートは、検出したシステムの情報を単一インスタンスの
レポートまたは時系列変動解析レポートに含む。HP SIM では、Insight
マネージャ 7 で単一インスタンス データ収集タスクと呼ばれる [既存
データセットの上書き（詳細解析用）] および [新規データセットを追加
（時系列変動解析用）] がサポートされる。[既存データセットを上書き
（詳細解析用）] オプションでは、単一インスタンスでシステムからデー
タが収集される。[新規データ セットを追加（時系列変動解析用）] で
は、システムの履歴を詳述するデータが収集される。

デジタル署名 トランザクション送信者の確認に使用される技術。この技術では、プラ
イベート キーが使用されてデータが電子的に署名され、パブリック キー
が使用されて送信者が確認される。

デスクトップ管理
インタフェース
(DMI)

デスクトップ管理タスク フォース（DMTF）によって確立された、主に
クライアント管理で使用される業界標準プロトコル。DMI は、クライア
ント システムについての問題レポートを効率的な方法で提供する。DMI
準拠のコンピュータは、ネットワーク上の中央管理システムにステータ
ス情報を送信できる。

デスクトップ管理
タスク フォース
(DMTF)

業界の DMI および WBEM 標準を定義する業界標準組織。HP は DMTF
の積極的なスポンサおよびメンバである。

テンプレート ファ
イル

HP SIM が複数の自動検出タスクを持つ前に使用されていた概念。現在で
は使用されないが、テンプレート ファイルによって、検出 IP 包括範囲
に入力されるものと同じデータ範囲（IP 範囲など）を作成することがで
きる。自動検出タスクは、入力として、1 つまたは複数のテンプレート
ファイルを持つことができる。ただし、テンプレート ファイルをネスト
することはできない。

ドメイン ネーム
サービス (DNS)

ドメイン名を IP アドレスに変換するサービス。

トラップ イベントが発生したことを示すマネジメント エージェントによって生成
される非要求メッセージ。たとえば、監視項目は設定スレッショルドま

752 用語集



たは変更されたステータスを超えていることなど。以前は、アラームと
呼ばれていた。
イベント も参照。

トラップ カテゴリ イベント タイプ単位で検出されるイベント収集システム。HP SIM が、
機能に従って論理グループに分類した SNMP トラップ。

トラップ通知アド
レス

HP SIM システムによって通知されるトラップ通知を受信するために指定
されたシステムの IP アドレス。

認証機関 (CA) デジタル署名、およびパブリック キーとプライベート キーのペアの作
成に使用されるデジタル証明書を発行する信頼できる第三者機関または
企業。このプロセスでの認証機関の役割は、証明書の所有者が本人であ
ることを保証することにある。

ネットワーク クラ
イアント

ネットワークに接続されており、HP SIM GUI に接続するための互換ブ
ラウザを備える任意のコンピュータ システム。

バージョン コント
ロール

Windows システムおよび Linux ProLiant システムにインストールされて
いる場合は HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャと呼ば
れ、HP-UX オペレーティング システムでは、Software Distributor と呼ば
れる。管理対象のすべての ProLiant または Integrity システムのソフトウェ
ア ステータスの概要を提供し、それらのシステム上であらかじめ設定さ
れた条件に基づいて自動的にシステム ソフトウェアとファームウェアの
アップデートを行うことができる。バージョン コントロールは、古いシ
ステム ソフトウェアを実行しているシステムを識別して、アップグレー
ドを利用できるかどうかを示し、アップグレードの理由を提供する。
HP-UX システムでは、1 台または複数のインストール済み HP-UX システ
ムに対して、Software Distributor を、HP SIM 中央管理サーバから起動で
きる。

バナー 画面最上部に表示される GUI の一部分。ユーザ名が表示され、[ホーム]
ページにアクセスしたり、サイン アウトしたりするためのリンクがあ
る。

標準エラー
(stdout)

システムがエラー メッセージを書き出す、デフォルトの場所。デフォル
トは、端末ディスプレイ。

標準出力 (stdout) プログラムが出力を書き出す、デフォルトの場所。デフォルトは、端末
ディスプレイ。

不明ステータス HP SIM が、SNMP または DMI を使用して、システムに関する管理情報
を取得できない。管理関連情報は取得できないが、システムに対して
ping を実行できる。コミュニティ名またはセキュリティの設定が間違っ
ている可能性がある。

分散型コンポーネ
ント オブジェクト
モデル (DCOM)

コンポーネント オブジェクト モデル（COM）の拡張機能であり、COM
コンポーネントが、同一ネットワーク上のクライアントとサーバ間でや
り取りできるようにする。

分散タスク ファシ
リティ (DTF)

管理対象システムにおける、タスクのリモート実行を管理する管理アプ
リケーション。

ヘルス ステータス すべてのステータス ソース（SNMP、WBEM、DMI、HTTP など）の統計
ステータス。最も深刻なステータスが表示される。
システム ヘルス ステータス も参照。

マイナー ステータ
ス

システムから収集された統計ステータス情報であり、監視対象サブシス
テムの 1 つ以上が正しく動作せず、システムに影響を与えていることを
示す。これ以上のエラーが発生することを回避するために、できるだけ
早く対処する必要がある。

マネジメント
HTTP サーバ

HP Web ベース システム マネジメント ソフトウェアの HP スイートに
よって使用される統合されたソフトウェア。HTTP および HTTPS 上の通
信用。HP Web ベース システム マネジメント ソフトウェアに対する機
能とセキュリティの統一セットを提供。このバージョンは、ProLiant
Support Pack 7.10 以前で利用できる。
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マネジメント エー
ジェント

管理対象システムで動作するデーモンまたはプロセス。管理対象システ
ムにおいて、中央管理サーバから要求を受信して実行する。

マルチシステム対
応 (MSA)

多重システム操作をサポートする実行タイプ。この実行タイプのツール
は、分散タスク ファシリティを使用する代わりに、内部メカニズムを使
用して、ターゲット システムで動作する。MSA 実行タイプでは、分散
タスク ファシリティが使用されて、1 つのシステムでツールが起動され
てから、その他の管理対象システムと関連するツールが起動される。

未確認イベント ス
テータス

深刻度が、クリティカル、メジャー、マイナー、正常、または情報になっ
ており、確認もデータベースからの削除も行われていないイベント。イ
ベントは、データベースから削除しなくても、[イベントの確認] メニュー
オプションを使用して消去できる。

• クリティカル 障害が発生し、すぐに対応する必要がある。

• メジャー 近いうちに障害が発生する。

• マイナー さらに深刻な問題に発展する可能性のある警告ステータ
ス。

• 正常 このイベントは問題ではない。

• 情報 注意する必要はない。これは便利な情報として提供される。

メジャー ステータ
ス

システムから収集された統計ステータス情報であり、監視対象サブシス
テムの 1 つ以上が正しく動作せず、システムに影響を与えていることを
示す。このステータスにはすぐに対処する必要がある。

役割 ツールボックス を参照。
ユーザ HP SIM に追加されている中央管理サーバで有効なログインがあるネット

ワーク ユーザ。
ユーザ アカウント HP SIM へのサインインに使用するアカウント。このアカウントには、

ローカル Windows ユーザ アカウントかドメイン アカウントが関連し、
HP SIM 内の認証レベルとポケベル属性が含まれる。

ユーザ グループ HP SIM に追加されている、中央管理サーバオペレーティング システム
上で定義されているユーザ グループ。オペレーティング システムのユー
ザ グループのメンバは、HP SIM にサインインできる。

ユーザ権限がある
ユーザ

中央管理サーバを設定できないユーザ。ただし、ユーザは、中央管理サー
バとすべての管理対象システムに関する定義済みレポートの表示と実行
ができる。

ユーザ認証 ユーザ名とパスワードに基づいて、個人を識別するプロセス。ユーザ認
証は、ログインしたユーザが実際にその人物であるかどうかを確認する
プロセスであり、「認証」とは異なる。

ラック 相互に通信するために配線されたコンポーネントのセット。ラックはエ
ンクロージャのためのコンテナである。

リソース パーティ
ション

OS インスタンスが所有するリソースのサブセット。これらのリソース
の使用は、Fair-Share Scheduler、pSet、メモリ リソース グループなどの
技術によって制御される。

また、リソース パーティションに関連付けられる一連のプロセスがあ
り、これらのプロセスは、リソース パーティション内のリソースを排他
的に使用できる。PRM（Process Resource Manager）、WLM（Workload
Manager）、gWLM（Global Workload Manager）などのツールによっ
て確立されるポリシーは、OS インスタンス内の一連のリソース パーティ
ションへのリソースの割り当て方法を制御する。

リファレンス サ
ポート パック

HP 製ソフトウェア コンポーネントのベースライン バンドル。HP バー
ジョン コントロール エージェントがレポジトリでポイントするように
設定できる。この設定を行うことにより、ユーザは所有するすべてのソ
フトウェアについて、特定のサポート パック レベルを維持するように
指定できる。
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リモート ウェイク
アップ

Wake-On-LAN（WOL）と呼ばれることもある。常駐 WOL ネットワー
ク カードによって、リモート サイトからシステムの電源を入れること。
その場合、ROM または F10 キー（セットアップ）からのシステムの
「ウェイクアップ」が有効になっている必要がある。

HP SIM は、この機能に依存して、スケジュールされたソフトウェア更新
やエージェント設定のレプリケートのシステムをオンに切り替える。

ルールセット システム情報に適用するステータス、ポリシー、または条件で、どのよ
うなシステムかを決定する。

レポジトリ HP ProLiant Support Pack または Integrity Support Pack、および Smart コ
ンポーネントを含むディレクトリ。
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記号
中央管理サーバ
アクセス, 42
概要, 38
信頼関係のセットアップ, 42

中央管理サーバツール, 330

A
Availability Manager, 475

B
Backup Manager, 475
bdf, 340

C
Capacity Advisor, 475
cat, 340
Chargeback Manager, 475
cim_ip.dat, 120
CIMOM, 623
Class Schedular, 475
CLI, 623
バッチによるシステムの追加, 121

CLI の問題, 623
CMS (参照 中央管理サーバ)
通信, 380

CMS ツール
編集, 335

CMS のセキュリティ設定権限
ユーザ, 138

Command View
検出, 277

Copy Depot Software, 473
cp, 340
CPU スレッショルド, 303
CPU リソース, 306, 308
CPU 利用率, 308
クラスタ監視, 306

Create or Modify Recovery Archive, 473
Create or Modify Tape Recovery Archive, 473
CSR (参照 証明書署名要求)

D
df, 135
DHCP サーバ, 623
DMI, 57, 59, 68, 110, 125, 393, 421, 426, 570, 574, 

583
アクセスの設定, 356
グローバル デフォルトの設定, 574
識別, 133
ステータス ポーリング, 569
ルールの削除, 127
ルールの追加, 133

DMI アクセス
設定, 297

DTD (参照 文書型定義)
DTF (参照 分散タスク ファシリティ)
DTMF

, 579

E
Email

html, 544
エンコーディング, 544
ポケベル/SMS, 544
メッセージ フォーマット, 544

Email 設定, 46, 53, 538, 540
CMS, 52, 550
SMTP ホスト, 52, 550
自動イベント処理タスク, 538
設定, 52, 75, 550

Email ポケベル通知
例, 559

Essentials タブ, 452
Exchange Viewer, 475

F
File System Viewer , 475
Firefox, 623

G
GlancePlus Pak
概要, 482

Global Reporter, 475
Global Workload Manager, 475
globalsettings.props, 80–81, 150, 168, 232, 550, 556, 

570, 574, 611, 614
SnmpTrapPortAddress, 579

GUI (参照 ぐらふいかるゆうざいんたふええす)

H
hosts ファイル

, 93
インポート, 120
拡張子, 122
削除, 117, 120
作成, 117
システムの追加, 93, 117
データベースへの追加, 120
編集, 117, 119
有効なフォーマット, 117

HP 9000 iLO, 373
iLO の制御, 378
LAN アクセス, 377
LDAP 設定, 377
SSH パブリック キーのインストール, 378
LED システム識別 LED, 374
システム電源, 374
ファームウェア アップグレード, 378
ユーザの削除, 376
ユーザの作成, 375

757



ユーザの編集, 375
HP Array Configuration Utility
アクセス, 491

HP BladeSystem Integrated Manager, 475
HP Client Manager, 475
アクセス, 492
概要, 492

HP Insight Management WBEM Providers for Windows
Server 2003/2008, 397

HP Insight Power Manager, 31
アクセス, 486
概要, 486

HP Insight マネジメント エージェント, 623
HP Instant Toptools, 210
HP Integrity, 373

iLO の制御, 378
LAN アクセス, 377
LDAP 設定, 377
SSH パブリック キーのインストール, 378
システム識別 LED, 374
システム電源, 374
ファームウェア アップグレード, 378
ユーザの削除, 376
ユーザの作成, 375
ユーザの編集, 375

HP Integrity Essentials Capacity Advisor, 489
HP Integrity Essentials Virtualization Manager, 489
HP Integrity Global Workload Manager, 489
HP Integrity Integrated Lights Out, 373
HP Integrity Superdome, 102
HP Integrity サーバ

Integrated Lights-Out, 482
HP NonStop Kernel サーバ
ヘルス ライフサイクル イベント, 558

HP OpenView Operations, 31
HP OpenView Performance Agent, 486
HP OpenView Storage Data Protector
アクセス, 486
概要, 486

HP OpenView Storage Management Appliance
アクセス, 487
概要, 487

HP OpenView Network Node Manager, 31
HP Performance Management Pack, 31, 210, 297, 359, 

475, 597
アクセス, 413, 597
手動ログ パージ, 597
設定, 597
ライセンス, 597

HP ProLiant Essentials, 490
HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack - Windows

Edition, 31
HP ProLiant Essentials Server Migration Pack, 31, 297, 

418
HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack,

31, 210, 418, 475
HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management

Pack, 31, 210, 475
アクセス, 493

概要, 493
HP ProLiant iLO

UID の消灯, 380
UID の点灯, 380
電源オフ, 379
電源オン, 379
パワー サイクル, 379

HP ProLiant Support Pack
インストール, 465

HP Rapid Deployment Pack, 475
HP Server Migration Pack - Universal Edition, 475
アクセス, 419

HP Service Essentials Remote Support Pack, 31, 210, 560
[Remote Support Eligible] 収集, 261
概要, 496
契約および保証ステータス, 498, 500–501
ケース ステータス、ケース ID, 238
システム プロパティ, 587, 593
収集, 261
データ収集, 502
デフォルト タスク, 281

HP Serviceguard Manager, 31, 475, 484
HP Serviceguard クラスタ, 232, 297, 484
HP SIM, 623
概要, 31
コマンド, 85
設定, 75
登録, 41
パブリック キー, 410

HP SIM の問題, 623
HP Storage Essentials, 31, 475

HP Systems Insight Manager との併用, 273
アクセス, 493
イベント, 244, 552–553
概要, 493
監視の停止/回復, 595
検出, 97
システム プロパティ, 586, 593
収集, 261
ストレージ アレイ識別タブ, 445
ストレージ スイッチ識別タブ, 444
ストレージ ホスト識別タブ, 442
ツールボックス, 145
データ収集レポート, 451
テープ ライブラリ識別タブ, 449
レポートに対する影響, 272

HP Storage Essentials Enterprise Edition, 475
HP StorageWorks Command View EVA
アクセス, 494
概要, 494

HP StorageWorks Command View SDM
アクセス, 495
概要, 495

HP StorageWorks Command View TL
アクセス, 495
概要, 495

HP StorageWorks Command View XP
アクセス, 495
概要, 495
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HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition
アクセス, 496
概要, 496

HP StorageWorks Modular Smart Array 1000
アクセス, 496
概要, 496

HP System Management Homepage, 31
HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem

Integrated Manager, 31
アクセス, 492
概要, 492

HP Virtual Server Environment
アクセス, 489
概要, 489

HP Web JetadminHP Web Jetadmin
アクセス, 493
概要, 493

HP-UX, 176, 340, 570, 583, 613, 623
MIB リストの表示, 404
PAM の設定, 164
管理対象システム, 59
言語の設定, 81
コマンド, 135
データベースの復元, 601
ユーザ認証, 164

HP-UX Bastille
概要, 481

HP-UX webmin-based Admin, 475
HP-UX Workload Manager, 475
HP-UX コマンド, 308
HP-UX システム

WBEM イベント, 31
HP アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ
概要, 491

HP エージェントの設定および修復, 31, 309–310, 316
HP エージェントの設定および修復, 31, 309–310, 316
HP バージョン コントロール エージェント
レポート, 460

HP ワークステーション, 475
HTTP, 110, 125, 224, 246, 570
イベントの問題, 623
グローバル デフォルトの設定, 574

HTTPS, 110
HTTP イベント, 623

I
ICMP, 574
ICMP 設定, 576–577
Ignite-UX, 340, 475
アクセス, 482
概要, 482

Ignite-UX Restricted Console, 473
Ignite-UX Console, 473
iLO, 102, 110, 125, 210, 228, 482 (参照 Integrated

Lights-Out)
サーバとの関連付け, 623
設定, 371

Insight マネージャ 7, 583
Insight マネジメント エージェント, 475

Install or Recover System, 473
Install Software, 473
Integrated Lights-Out, 228, 475

HP Integrity サーバ, 482
アクセス, 482
概要, 482

Integrated Lights-Out Advanced, 475
Integrated Lights-Out Standard, 475
Intelligent Networking Pack, 475
Internet Explorer, 623
言語, 81
問題, 623

IP, 110, 421
IPX SAP, 110
IPX アドレス, 357
IP アドレス, 357, 623
問題, 623

IP 範囲
指定, 110
リファレンス, 124

J
Java, 623

K
known_hosts ファイル, 598
KVM スイッチ, 102

L
LAN アクセス

HP 9000 iLO, 377
LDAP 設定

HP 9000 iLO, 377
HP Integrity, 377

Linux, 176, 570, 583, 613, 623
MIB リストの表示, 404
VCA, 453
管理対象システム, 57
言語の設定, 81
コマンド, 135
データベースの復元, 601
ユーザ認証, 164

Linux IPF, 471
Linux コマンド, 308
Linux システム

WBEM イベント, 31
log.properties, 612–613
ls, 135, 340

M
mcompile, 85, 405
MIB, 133, 297, 408, 560
インターネット管理, 579
コンパイル, 406
登録, 404, 406
登録解除, 408
プリロード, 406
編集, 405
ベンダ, 579
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リストの表示, 404, 406
ルール, 133

MIF
例, 133

Mozilla, 623
言語, 81

MSA (参照 マルチ システム対応) (参照 マルチ システム
対応ツール)

MSA ツール, 297, 473
MSCS
クラスタ, 301

MSCS ステータス
監視, 305

MSCS ポーリング率, 302
MSCS リソース, 306
mx.log, 613
mxagentconfig, 31, 85, 326, 376, 409
mxauth, 85, 150, 154–155
mxcert, 85
mxcollection, 85, 194, 196, 198–201, 203–204, 207–

208
mxdomainmgr, 85
mxdtf, 85, 611
mxexec, 81, 85, 138–139, 141–143, 146–148, 150, 

154–155, 284, 289, 308, 556
mxgethostname, 85
mxglobalprotocolsettings, 85
mxglobalsettings, 85
mxinitconfig, 85
mxmib, 85, 404, 408
mxngroup, 85, 150, 153, 155–156
mxnode, 85, 114, 154
mxnodesecurity, 85, 574, 579
mxpassword, 85
mxquery, 85
mxreport, 85, 506, 508, 510–512
mxstart, 85
mxstm, 85, 129–130, 132–133
mxstop, 85, 613
mxtart, 613
mxtask, 81, 85, 98, 284, 289, 293, 544, 556, 585
mxtool, 85, 326, 376
他の要件, 340
ツール タイプ, 340
ツール フィルタリング, 340
バージョン番号, 340
パラメータ化された文字列, 340
文書型定義, 340
文字列の置換テーブル, 340

mxtoolbox, 85, 146–148
mxuser, 85, 138–139, 141–143
mxwbemsub, 85, 556, 558
mxwsman, 85

N
NAS Management, 475

O
Open Service Event Manager, 560

OpenSSH, 297, 323, 393, 397, 410–411, 465, 556, 
623
インストール, 31, 409–410
コマンド ライン, 411
問題, 623

OpenSSH ツール
インストール, 31

OpenSSH のインストール, 473
OpenSSL, 176, 623
OpenView GlancePlus, 475
OpenView Performance Agent, 475
Oracle Viewer, 475
OSEM (参照 Open Service Event Manager)
OS 名, 210

P
PAM (参照 Pluggable Authentication Modules)
Partition Manager, 475
アクセス, 483
概要, 483

path.properties, 613
Personal Digital Assistant, 102
ping, 357, 399
設定, 574
代替, 31
問題, 623

Pluggable Authentication Modules, 164
設定, 164

PMP, 31, 210, 297, 535, 597 (参照 HP Performance
Management Pack)
hosts ファイル生成, 532
オフライン分析, 413
オンライン分析, 413

Process Resource Manager, 297, 488
アクセス, 488

ProLiant Support Pack, 57, 59, 68
ProLiant Support Pack の初期インストール, 31
Provisioning Manager, 475
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R_Batteries, 513
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R_CellularSysParIOChassis, 513
R_CellularSysPartition, 513
R_ChangerDevices, 513
R_CPU, 513
R_deviceLicenseInfo, 513
R_DIMMSlotts, 513
R_EventSummary, 513
R_Fans, 513
R_HPUXFileSystem, 513
R_HPUXKernelParam, 513
R_HPUXLogicalVolume, 513
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R_HPUXPhysicalVolume, 513
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R_HPUXVolumeGroup, 513
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R_HPVMGuests, 513
R_InstalledBoards, 513
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R_lockdownStatus, 513
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R_NetworkInterface, 513
R_OperatingSystem, 513
R_PhysicalDisks, 513
R_PowerSupply, 513
R_Process, 513
R_Racks, 513
R_Software, 513
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R_StorageDeviceControllers, 513
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R_UnixIPRoute, 513
R_UnixLogicalMemory, 513
R_UnixOSDetails, 513
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Rack and Power Managment, 475
Rapid Deployment Pack, 410
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Really Simple Syndication, 80
Remote Support Pack (参照 HP Service Essentials Remote

Support Pack)
Remove Depot Software, 473
Remove Software, 473
Report Designer, 475
Retrieve WLM Configuration, 473
ROM フラッシュ, 464
RPM (参照 RPM パッケージ マネージャ)
RPM パッケージ マネージャ, 416
アクセス, 416
アンインストール, 416–417
インストール, 416–417
確認, 416, 418
クエリ, 416, 418

RSS (参照 Really Simple Syndication)

S
SD Job Browser, 473
secure shell, 31, 598
Secure Shell
インストール, 31

Secure Sockets Layer, 31, 163
Serviceguard Manager, 210, 623
問題, 623

SFM (参照 システム障害管理)
SMI CIMOM, 48, 574
SMI-S システム

WBEM イベント, 31
SMI-S プロバイダ
ストレージ システム, 270

SMP Universal (参照 HP ProLiant Essentials Server
Migration Pack)
ライセンス, 418
ライセンスの追加, 418

SMTP 設定, 52, 550
SNMP, 46, 49, 53, 57, 59, 68, 110, 125, 224, 246, 

393, 397, 421, 426, 484, 569–570, 574, 579, 583, 
598–600
SnmpTrapPortAddress, 579
アクセスの設定, 356
エージェントの問題, 623
グローバル デフォルトの設定, 574
トラップ, 246, 538, 540, 569
トラップの問題, 623
プロバイダのインストール, 323
ポート 162, 579
ルール, 129
ルールの削除, 127
ルールの追加, 133

SNMP アクセス
設定, 297

SNMP エージェント, 623
SNMP ステータス ポーリング, 224
SNMP 設定, 576–577
SNMP トラップ, 238, 540, 559–560
設定, 554
フィールド, 554

SNMP トラップ設定
イベント, 538

SOAP, 340
Socks, 623
Software Distributor, 31, 475

Virtual Machine Management Pack, 485
アクセス, 485
概要, 485

Software Distributor Job Browser, 473
Software Package Builder, 475
SQL

SQL サーバ データの保存, 604
データベースのバックアップ, 604

SQL クエリ, 513
SSA (参照 単一システム対応ツール)
SSH, 31, 57, 59, 68, 81, 125, 323, 325, 393, 398, 

598–599 (参照 Secure Shell)
SSH の使用, 89

SSH キー, 598
インポート, 598–599
エクスポート, 598–599
管理, 31, 598
削除, 598, 600
セキュリティ レベル, 598

SSH キーの管理, 598
SSH セキュリティ レベル, 598
SSH 設定, 576–577
SSH バイパス プロパティ
設定, 611

SSH パブリック キーの展開, 473
SSH プロバイダ
インストール, 323

761



SSL (参照 Secure Sockets Layer)
SSL ポート
変更, 169

STE (参照 セキュア タスク実行)
STM (参照 システム タイプ管理)
ルールの追加, 127

STM ルール リファレンス, 133
Subscribe to WBEM Events, 473
Superdome, 31
Sybase Viewer, 475
Syntax Check on the Systems Insight Manager Server

Configuration, 473
System Management Homepage, 419
アクセス, 420
信頼関係, 184

T
TCP, 574
TDEF (参照 ツール定義ファイル)
Thin クライアント, 102

U
UNIX
コマンド, 340

Unsubscribe to WBEM Events, 473
UPS, 102

V
マッピング, 408
VCA, 456
VCRM
カタログの問題, 623

Virtual Machine Management Pack, 31
Virtualization Manager, 475
VMS Loader, 475
VM サーバ, 31
VPM, 210

W
Wake on LAN, 416
WBEM, 46, 48, 53, 57, 59, 125, 163, 321–322, 393, 

421, 426, 484, 574, 583
グローバル デフォルトの設定, 574
証明書, 397
ステータス, 229
ツール, 471
バイパス, 570
プロバイダのインストール, 321–322

WBEM Providers for Linux
アクセス, 472
概要, 472

WBEM イベント, 31, 559
HP-UX システム, 31
Linux システム, 31
SMI-S システム, 31
ポート, 556
予約, 538, 556–557
予約解除, 538, 556–557

WBEM 証明書, 163

WBEM 設定, 576–577
WBEM プロバイダ, 397
WBEM プロパティ ページ, 31
Web JetAdmin, 475
Web-Based Enterprise Services, 560
WEBES (参照 Web-Based Enterprise Services)
Webmin, 485
アクセス, 485

Web 起動対応ツール, 340
Web 起動ツール
パラメータ, 339

Web ページ ツール, 297, 326
作成, 331
編集, 336

Windows, 613
MIB リストの表示, 404
管理対象システム, 68
ロケールの設定, 81

Windows NT イベント ログ, 623
問題, 623

Windows XP Service Pack 2, 623
WLA (参照 Web 起動対応ツール)
WLM 設定のインストール, 473
WMI, 393, 397
プロバイダのインストール, 321–322

WMI Mapper, 398
WMI Mapper プロキシ, 583
概要, 571
削除, 227, 571, 573
追加, 571–572
編集, 571–572

WMI/WBEM プロバイダ
インストール, 321–322

WMIMapper
問題, 623

Workload Management Pack, 475
Workload Manager
概要, 485

WS-Management, 125

X
X Resource ファイルのプロパティ, 81
xlsfonts, 81
X クライアント, 81

あ
アイコン ビュー, 219
アクセス, 457–458

CMS, 42
HP Array Configuration Utility, 491
HP Client Manager, 492
HP Insight Power Manager, 486
HP OpenView Storage Data Protector, 486
HP OpenView Storage Management Appliance, 487
HP Performance Management Pack, 413
HP Server Migration Pack - Universal Edition, 419
HP Serviceguard Manager, 484
HP Storage Essentials, 493
HP StorageWorks Command View EVA, 494

762 索引



HP StorageWorks Command View SDM, 495
HP StorageWorks Command View TL, 495
HP StorageWorks Command View XP, 495
HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition,

496
HP StorageWorks Modular Smart Array 1000, 496
HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem

Integrated Manager, 492
HP Web JetadminHP Web Jetadmin, 493
Ignite-UX, 482
Integrated Lights-Out, 482
Partition Manager, 483
PMP, 597
PRM, 488
RPM ツール, 416
SMP Universal, 418
System Management Homepage, 420
VPN, 493
VSE, 489
WBEM Providers for Linux, 472
Webmin, 485
イベント監視サービス, 481
エージェント設定のレプリケート, 415
検出フィルタ, 111
システム障害管理, 472
自動イベント処理, 540
プロパティ ページ, 471

アップグレード, 31
HP 9000 iLO ファームウェア, 378
HP Integrity ファームウェア, 378

アドミニストレータ テンプレート, 144
アプリケーション
起動, 326

アプリケーション ストレージ管理, 475
アンインストール

RPM パッケージ マネージャ, 416–417

い
移行

HP SIM への移行, 89
P2V, 418
SMP Universal, 418
V2P, 418
V2V, 418

一時停止
仮想マシン ゲスト, 433

一般的な, 623
問題, 623

一般的なタスク, 89
管理対象システムのセットアップ, 89

移動
イベント収集, 206
クラスタ収集, 198
システム収集, 198, 206

イベント
HP Storage Essentials, 273
SNMP トラップ, 554
SNMP トラップ設定, 538
確認済みステータス, 246

確認済みに変更, 237, 243, 538, 552, 565
監視, 189
管理, 538, 540
関連付けられたシステム, 246
検索, 248, 252
サーバ、確認済みに変更, 565
サービス, 261
サービス通知, 560
削除, 237, 243, 254, 538, 540, 553, 565–566
時間, 238, 246
詳細, 238, 246
詳細の印刷, 246
詳細の表示, 246
詳細の変更, 246
深刻度, 238, 246
ステータス, 238, 555
ステータス変更, 555
ステータス, 238, 555
ストレージ（SNMP）, 274
ストレージ ソリューション（SNMP）, 277
設定, 168, 555, 559
説明, 246
ソース, 246
タイプ, 238
タスクの作成, 544
担当者, 246
フィルタ, 553
フィルタ設定, 538, 540
フィルタの設定, 553
モデム設定, 552
問題, 623
ルール, 540
割り当て, 237, 244

イベント
コメント, 246
コメントの追加, 237, 244

イベント/SNMP トラップ, 623
イベント監視サービス
アクセス, 481
概要, 481

イベント検索結果
印刷, 253

イベント収集
HP Storage Essentials, 273
移動, 206
印刷, 237, 245
概要, 191
カスタマイズ, 201, 237
管理, 237
共有, 261
コピー, 207
削除, 208
作成, 203, 565–566
プロパティの設定, 208
編集, 204
レポート, 245

イベント タイプ, 246
イベント タスク
実行, 565

763



スケジュール設定, 565
例, 564

イベント タブ
通信, 384

イベント テーブル ビュー
結果の印刷, 238

イベント テーブル ビュー ページ, 191, 243–244, 246, 
256, 420
印刷, 245
概要, 237
カスタマイズ, 238, 242
ソート, 242
ナビゲート, 238
列の削除, 242
列の追加, 242

イベントのステータス, 79
イベント フィルタ
修正, 284
タスクへの追加, 284

イベントを確認済みに変更タスク
実行, 552
スケジュール設定, 552

印刷, 623
communications テーブル, 389
イベント検索, 253
イベント テーブル ビュー, 238
クラスタ検索, 255
クラスタ収集, 231
クラスタ テーブル ビュー, 232
システム テーブル ビュー, 210
タスク結果, 292
問題, 623
レポート, 506, 508, 510

インストール, 31, 623
HP 9000 iLO SSH パブリック キー, 378
HP Integrity SSH パブリック キー, 378
HP ProLiant Essentials HP Performance Management

Pack データ マイグレーション ツールのインストー
ルおよび使用, 89

HP ProLiant Support Pack, 465
HP SIM のインストール, 89
MCSC クラスタへの HP SIM のインストール, 89
OpenSSH, 409–410
OpenSSH ツール, 31
RPM パッケージ マネージャ, 416–417
SSH プロバイダ, 323
System Management Homepage の個別インストール,

89
WMI/WBEM プロバイダ, 321–322
バージョン コントロール, 323
バージョン コントロールの個別インストール, 89
問題, 623

インポート
CSR, 176
CSR の提出, 175
hosts ファイル, 120
SSH キー, 598–599
サーバ証明書, 170, 173
信頼証明書, 180, 395

う
ウイルス対策ソフトウェア, 623
受け取り
警告の受け取り, 89

え
英語, 81
エージェント, 57, 59, 68
エージェント設定のレプリケート, 177, 297
アクセス, 415
イベント, 416
信頼関係, 415–416
タスクの作成, 415
問題, 623

エージェントの設定および修復, 321–322, 324–325, 
393, 398
更新, 310, 316
修復, 309–310, 316
設定, 309–310, 316

エージェント設定のレプリケート, 177, 297
エクスポート

SSH キー, 598–599
サーバ証明書, 174
信頼証明書, 180–181

エラー メッセージ
証明書, 179

エンクロージャ, 102, 110, 125, 210, 221, 225, 238, 
246
エンクロージャ ビュー, 221

お
応答, 623
問題, 623

オーファン システム, 421
お使いになる前に, 41
オペレータ テンプレート, 144
オペレーティング システム, 210, 623
種類, 125
名前, 125, 210
バージョン, 125

か
カーネル パラメータ, 623
開始
仮想マシン ゲスト, 432

概要, 180, 359
GlancePlus Pak, 482
HP Array Configuration Utility, 491
HP Client Manager, 492
HP Insight Power Manager, 486
HP OpenView Performance Agent, 486
HP OpenView Storage Data Protector, 486
HP OpenView Storage Management Appliance, 487
HP SIM, 31
HP Storage Essentials, 493
HP StorageWorks Command View EVA, 494
HP StorageWorks Command View SDM, 495
HP StorageWorks Command View TL, 495
HP StorageWorks Command View XP, 495

764 索引



HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition,
496

HP StorageWorks Modular Smart Array 1000, 496
HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem

Integrated Manager, 492
HP Web JetadminHP Web Jetadmin, 493
HP-UX Bastille, 481
Ignite-UX, 482
Integrated Lights-Out, 482
Partition Manager, 483
Software Distributor, 485
VPM, 493
VSE, 489
WBEM Providers for Linux, 472
WMI Mapper プロキシ, 571
Workload Manager, 485
イベント監視サービス, 481
管理対象システム, 57
サービス通知, 560
システム障害管理, 472
ストレージ システム, 267–268
ストレージ ソリューション（SNMP）, 274, 276
セキュリティ, 163
セキュリティ パッチ チェック, 483
認証, 135
バージョン コントロール, 453
バックアップ, 600
ライセンス, 361
レポート機能, 505

学習
ProLiant または Integrity Support Pack についての詳し
い理解, 89

ProLiant リモート デプロイメント ユーティリティに
ついての詳しい理解, 89

隔週データ収集, 583
確認

RPM パッケージ マネージャ, 416, 418
確認済みに変更
イベント, 243, 538, 552, 565

カスタマイズ
イベント収集, 201
イベント テーブル ビュー, 238
イベント テーブル ビュー ページ, 242
クラスタ収集, 193–194
クラスタ テーブル ビュー, 231–232
クラスタ テーブル ビュー ページ, 235
システムおよびイベント収集パネル, 191
システム収集, 193–194
システム ステータス パネル, 79
システム テーブル ビュー, 210
システム テーブル ビュー ページ, 226

カスタム ツール, 297
CMS, 330
Web ページ ツール, 326
環境変数, 326, 338
管理, 326, 332
削除, 326, 332, 337
実行, 332
スケジューリング, 332

編集, 332
命名規則, 328, 330
問題, 623
有効な文字, 328, 330
リモート, 328

仮想化および自動管理, 475
仮想から仮想
移行, 418

仮想から物理
移行, 418

仮想コネクト ドメイン, 102
仮想マシン
問題, 623
リモート コンソールの起動, 432

仮想マシン ゲスト
一時停止, 433
開始, 432
仮想マシン パフォーマンス タブ, 436
再開, 432
再起動, 433
システム タブ, 429
停止, 434
リセット, 433

仮想マシン パフォーマンス タブ
仮想マシン ゲスト, 436
仮想マシン ホスト, 435

仮想マシン ホスト
仮想マシン パフォーマンス タブ, 435
システム タブ, 427

環境変数
カスタム ツール, 326, 338

環境モニタ, 102
監査ログ, 168, 340, 612, 623
設定, 613
表示, 612

監視 (参照 停止) (参照 有効化)
MSCS ステータス, 305
イベント, 189
クラスタ, 189
システム, 189

管理, 372, 456
CLI からシステム グループ, 156
CMS 通信, 380
GUI からシステム グループ, 156
HP SIM によるファイアウォール経由での HP サーバ
の管理, 89

HP-UX システム用の WBEM イベント予約の管理 - HP
SIM, 89

SSH キー, 31, 598
WMI Mapper プロキシ, 571
イベント, 538, 540
概要, 535
カスタム ツール, 326, 332
クラスタ収集, 231
クラスタ リソースの設定, 302
検出タスク, 97
時間フィルタ, 287
システム タイプ, 126
自動イベント処理タスク, 538, 540, 542

765



ソフトウェア, 535
タスクの管理, 542
ツールボックスの概要, 145
ツールボックスの削除, 147
ツールボックスの作成, 146
認証, 135
認証の概要, 149
認証の更新, 153
認証の削除, 154
認証の作成, 150
ノード リソースの設定, 303
バージョン コントロール レポジトリ, 597
ユーザ, 136
ユーザ グループ, 136
ユーザ グループの削除, 142
ユーザ グループの追加, 139
ユーザの概要, 136
ユーザの削除, 142
ユーザの作成, 138
ライセンス, 359
ライセンス キー, 365, 372
レポート, 511
レポート認証, 155

管理対象環境, 46
ファーストタイム ウィザード, 47, 54

管理対象システム, 38, 177, 465
HP-UX, 59
HP 環境でのソフトウェア メンテナンスの自動化, 89
Linux, 57
Quick Repair, 386
Windows, 68
概要, 38, 57
修復についての推奨事項, 383
設定, 46, 51
セットアップ, 57
通信, 380
通信の修復, 383
通信の問題の修復, 386

管理ドメイン
概要, 38

管理プロキシ
ホスト システムの削除, 227

管理プロセッサ, 102, 125, 210, 224, 297, 421, 426, 
475
iLO コントロール, 373
LAN アクセス, 373
LDAP 設定, 373
SSH パブリック キーのインストール, 373
識別, 569
システム識別 LED, 373
システム タブ, 426
システム電源, 373
ファームウェアのアップグレード, 373
ユーザの削除, 373
ユーザの作成, 373
ユーザの編集, 373

管理プロトコル, 57, 59, 68

き
キーストア, 176
既存データ セットの上書き
新規データ セットの追加, 585

起動
VM リモート コンソール, 432
アプリケーション, 326
カスタム ツール, 326

基本検索, 250
共有収集, 191, 261

く
クイック起動メニュー
カスタマイズ, 300
システム ページ, 300

クエリ
RPM パッケージ マネージャ, 416, 418

組み合わせ収集, 189, 193
クラスタ, 97, 102, 125, 623

HP Serviceguard, 232, 484
MSCS, 301, 303
Serviceguard Manager, 31
監視, 189
検索, 248, 254
検索からの削除, 255
削除, 231, 236
識別, 569
システム タブ, 438
問題, 623

クラスタ監視, 301, 303–305
CPU ポーリング率, 307
CPU 利用率の表示, 306
MSCS ポーリング率, 307
[クラスタ] タブ, 303
クラスタ リソースの設定, 302
システム ステータス ポーリング率, 307
属性, 306
ディスク ポーリング率, 307
[ネットワーク] タブ, 304
[ノード] タブ, 304
ノード リソースの設定, 303
ポーリング率, 307
リソース, 306
リソース タブ, 305

クラスタ監視リソース
CPU, 306
CPU スレッショルド, 303
CPU ポーリング率, 303
MSCS ポーリング率, 302
概要, 306
スレッショルド, 308
設定の指定, 302
ディスク スレッショルド, 303
ディスク ポーリング率, 303
ノード設定の指定, 303

クラスタ検索の結果
印刷, 255

クラスタ収集, 301
移動, 198

766 索引



印刷, 231, 236
概要, 191
カスタマイズ, 193–194, 231
管理, 231
コピー, 199
削除, 200
作成, 194
プロパティの設定, 201
編集, 196
レポート, 236

クラスタ テーブル ビュー
結果の印刷, 232

クラスタ テーブル ビュー ページ, 301
印刷, 236
概要, 231
カスタマイズ, 232, 235
ソート, 235
ナビゲート, 232
列の削除, 235
列の追加, 235

グラフィカル ユーザ インタフェース
システム ステータス パネルのカスタマイズ, 79

グラフィカル ユーザ インタフェース, 31
概要, 77
バナー, 77
ホームページ, 77
ホームページのカスタマイズ, 78

グループ, 149
グローバル デフォルトの設定

DMI, 574
HTTP, 574
SNMP, 574
WBEM, 574
再試行, 574
タイムアウト, 574

グローバル プロトコル設定, 48–49, 97, 573–574
ストレージ システム, 270
設定, 110, 583

け
警告, 79
契約および保証, 284

HP Service Essentials Remote Support Pack, 496
システム プロパティ, 587, 593
ステータス, 210, 421, 426, 498, 500–501
データ収集、単一システムの回復, 502
データ収集、単一システムの停止, 502
データ収集、複数システムの回復, 503
データ収集、複数システムの停止, 503
デフォルト タスク, 281

契約と保証
検索, 256

結果の印刷
イベント テーブル ビュー ページ, 245
キャンセル, 227, 236, 245
クラスタ テーブル ビュー ページ, 236
システム検索, 252
システム テーブル ビュー ページ, 227

権限, 135, 150

言語
Internet Explorer, 81
Mozilla, 81
英語, 81
設定, 81
日本語, 81

検索, 77, 623
イベント, 248, 252
イベントの削除, 254
階層表示, 248
基本, 248, 250
クラスタ, 254
クラスタの削除, 255
高度な, 248, 250, 252, 254
システム, 197, 248, 250
システムの削除, 252
条件, 256
ツール, 248, 300–301
保存, 197
問題, 623

検索結果の印刷
キャンセル, 252–253, 255

検索条件, 225, 238, 256, 570, 583
イベント, 256
クラスタ, 256
システム, 256

検出
ストレージ システム, 270

検出, 46, 53, 57, 59, 68, 125
Command View, 277
hosts ファイルの削除, 117
hosts ファイルの作成, 117
hosts ファイルの編集, 117
IP 範囲, 124
一般設定, 110
イベント ベースの自動検出, 93
検出できるシステム, 104
自動, 31, 48–50, 75, 93, 97–98, 100, 110–112, 

124–125, 228, 246, 273, 535, 573–574
手動, 75, 93, 114, 535
初回, 93
ストレージ ソリューション（SNMP）, 276
テンプレート, 93
テンプレートの作成, 112

検出コマンド, 623
検出タスク
一般設定, 97
削除, 97, 101
作成, 97–98
システムの自動検出, 50
実行, 97, 101
スケジュール設定, 98
停止, 97, 101
編集, 97, 100
無効化, 50, 97, 100
有効化, 50, 97, 100

検出テンプレート, 93
管理, 97
削除, 112, 114

767



作成, 112
編集, 112–113

検出フィルタ, 31, 110, 125
アクセス, 111
編集, 111
無効化, 111

こ
更新
エージェントの設定および修復, 310, 316
通信, 389
認証, 149, 153

コピー
イベント収集, 207
クラスタ収集, 199
時間フィルタ, 287
システム収集, 199
自動イベント処理タスク, 542
タスク, 547
レポート, 511

コマンド
, 85
bdf, 308
cat, 308
cp, 308
df, 308
find, 308
ls, 308
mv, 308
ps, 308
rm, 308

コマンド ライン
インタフェース, 31, 85

コマンド ライン ツール, 297, 308
パラメータ, 339

コミュニティ名, 49, 93, 228, 574
コンテナ
削除, 227

コンパイル
HP SIM による SNMP MIB のコンパイルおよびカスタ
マイズ, 89

MIB, 406

さ
サーバ, 102
システム タブ, 421
プロトコル, 582

サーバ証明書, 170, 174–177
インポート, 170, 173
エクスポート, 174
作成, 170–171
同期化, 176
編集, 170, 172

サーバ証明書ページ, 170
サーバ ブレード, 421
サービス アカウント
パスワード, 623

サービス イベント (参照 サービス通知)
サービスおよびサポート, 738

サービス通知
概要, 560
詳細, 560
設定, 560

再開
仮想マシン ゲスト, 432

再起動
仮想マシン ゲスト, 433

再試行
グローバル デフォルトの設定, 574

サインアウト
CLI, 46
GUI, 46

サインイン, 163
GUI, 42
SSL の使用, 42
イベントの設定, 168
失敗, 164
自動, 164
手動, 164
問題, 623
リモート, 42

サインイン IP アドレス制限, 138
サインイン イベント
設定, 168

削除
hosts ファイル, 117, 120
HP 9000 iLO ユーザ, 376
HP Integrity ユーザ, 376
SSH キー, 598, 600
STM ルール, 127, 132
WMI Mapper プロキシ, 227, 571, 573
イベント, 243, 538, 553, 565–566
イベント収集, 208
カスタム ツール, 326, 332, 337
管理プロキシ ホスト システム, 227
クラスタ, 231, 236
検出タスク, 97, 101
検出テンプレート, 112, 114
コンテナ, 227
時間フィルタ, 287
システム, 210, 227
自動イベント処理タスク, 542
収集, 200
信頼証明書, 180, 182
タスク, 281, 290, 295
タスク インスタンス, 293
タスク結果, 294
ツールボックス, 147
ディスク スレッショルド, 357–358
認証, 149, 154
ユーザ, 142
ユーザ グループ, 142
レポート, 512

作成
CSR, 174
hosts ファイル, 117
hosts ファイルの検出, 117
HP 9000 iLO ユーザ, 375

768 索引



HP Integrity ユーザ, 375
STM ルール, 130
Web ページ ツール, 331
イベント収集, 203, 565–566
エージェント設定のレプリケート タスク, 415
カスタム ツール, 326, 328, 330
クラスタ収集, 194
検出タスク, 97–98
検出テンプレート, 112
サーバ証明書, 170–171
時間フィルタ, 287
システム収集, 194
自動イベント処理タスク, 538, 540, 542, 544, 567
タスク, 281, 284
ツールボックス, 146
データ収集タスク, 585
認証, 149
ユーザ, 75, 138
ラック, 222
レポート, 508

サポート, 39

し
支援, 39
時間フィルタ, 287
管理, 287
コピー, 287
削除, 287
作成, 287
適用, 287–288, 544, 564, 567
編集, 287

識別, 31, 224, 623
DMI, 133
SNMP, 133
管理プロセッサ, 569
クラスタ, 569
システム, 125, 535
初回, 125
ストレージ ソリューション（SNMP）, 276
通信, 384
問題, 623

システム サブタイプ
HP Storage Essentials インストール済み, 273

システム, 365, 623
オーファン, 421
監視, 189
検索, 197, 248, 250
削除, 209, 227, 252
識別, 125, 535
ステータス, 228–229
ポート タイプ, 451
問題, 623
リンクの設定, 167

システム タイプ管理, 102, 126, 129
DMI ルール, 133
SNMP ルール, 133
SNMP ルールの編集, 132
新規ルールの作成, 130
ルールの削除, 132

システム アドレス, 210
[システムおよびイベント収集] パネル
ツリー コントロール, 191
ナビゲート, 191

システム監視
HP Storage Essentials インストール済み, 273
回復, 31, 586
単一システムの回復, 595
単一システムの停止, 595
停止, 31, 586
複数システムの回復, 596
複数システムの停止, 596

システム キー, 77
システム グループ
管理, 156

システム検索の結果
印刷, 252

システム サブタイプ, 442, 444–445, 449
システム識別 LED

HP 9000 iLO, 374
HP Integrity, 374

システム収集
移動, 198
印刷, 209, 227
概要, 191
カスタマイズ, 193–194, 209
管理, 209
共有, 261
コピー, 199
削除, 200
作成, 194
プロパティの設定, 201
編集, 196
レポート, 227

システム障害管理
アクセス, 472
概要, 472

システム ステータス, 191
システム ステータス パネル, 77
カスタマイズ, 79
ポップアップ ウィンドウ, 80

システム タイプ, 102, 110, 210
システム タイプの管理ページ
ナビゲート, 127

システム タブ
仮想マシン ゲスト, 429
仮想マシン ホスト, 427
管理プロセッサ, 426
クラスタ, 438
サーバ, 421
ストレージ アレイ, 445
ストレージ スイッチ, 444
ストレージ ホスト, 442
テープ ライブラリ, 449
パーティション, 441
複合体, 439
プロトコル, 582

システム テーブル ビュー
結果の印刷, 210

769



システム テーブル ビュー ページ, 110, 120, 191, 221, 
224–225, 227, 232, 248, 277, 300, 357, 420, 484, 
583, 623
印刷, 227
概要, 209
カスタマイズ, 210, 226
システムの削除, 210
収集の保存, 210
ソート, 226
ナビゲート, 210
列の削除, 226
列の追加, 226

システム電源
HP 9000 iLO, 374
HP Integrity, 374

システムの概要, 189
システムの自動検出, 50
システムの追加

CLI, 121
システム フィルタ
タスクへの追加, 284

システム プロパティ, 623
HP Storage Essentials インストール済み, 273
単一システムの編集, 587
複数システムの設定, 593
編集, 31

システム ページ, 221, 224, 238, 277, 421, 426–427, 
429, 432–436, 438–439, 441–442, 444–445, 449, 
471, 573, 583, 623
Essentials タブ, 452
イベント, 420
クイック起動メニュー, 300
識別, 420
ツール & リンク, 451
プロトコル, 582
リンク, 420

システム名, 210, 238
システム リソース, 306
実行
イベント タスク, 565
イベントを確認済みに変更タスク, 552
カスタム ツール, 332
検出タスク, 97, 101
タスク, 289, 295
ツールの削除, 337
データ収集タスク, 585
レポート, 506

実行可能ユーザ, 57, 59, 68, 623
指定

IP 範囲, 110
自動
検出, 98

自動イベント処理, 31, 53, 75
Email 設定, 52, 540, 550
アクセス, 540
新しいタスクの作成, 540
タスクの管理, 540
モデム設定, 540, 552
問題, 623

自動イベント処理タスク, 538
Email 設定, 538
管理, 538, 542
コピー, 542
削除, 538, 542
作成, 538, 542, 544, 567
指定された属性, 544
タスク結果, 542
定義の表示, 542
特定のイベントで, 567
編集, 542
無効化, 542, 549
モデム設定, 538
有効化, 542, 549
例, 542

自動検出, 31, 48–50, 75, 97, 100, 111–112, 125, 
228, 246, 573–574
設定, 110

収集
ライセンス情報, 359

収集, 156, 623
イベント, 189, 191, 565–566
共有, 191, 261
組み合わせ, 189, 193
クラスタ, 191
削除, 200
システム, 189, 191
ストレージ システム, 267–268, 271
属性単位, 189
プライベート, 191
保存, 197, 565
命名規則, 265
メンバ単位, 189
問題, 623
ライセンス キー, 362

修復
エージェントの設定および修復, 309–310, 316
通信, 383, 386

手動検出, 75
hosts ファイル, 93
システムの追加, 114

障害管理, 31
使用開始, 41
商標, 27
情報, 454, 456
検索, 248
サインイン, 164
システム ライセンス情報レポート, 371
シングル ログイン, 164
信頼関係, 184
デフォルト ポーリング タスク, 281
バージョン コントロール エージェント, 453

証明書, 170–177, 180–183, 623
WBEM, 163, 397
エラー メッセージ, 179
サーバ, 163, 170
信頼, 623
信頼関係の設定, 184
問題, 623

770 索引



証明書署名要求
インポート, 176
作成, 174
提出, 175

初期 ProLiant Support Pack インストール, 473
初期ステータス ポーリング, 125
初期設定, 75
初期データ収集, 583
新機能, 36
シングル ログイン, 164, 184
深刻度
イベント, 246

シンタックス チェック設定, 473
信頼関係, 163, 396

CMS, 42
信頼証明書, 180, 183
インポート, 180
エクスポート, 180–181
削除, 180, 182
常に許可, 395
要求, 395

す
推奨事項
管理対象システムの通信の修復, 383

スイッチ, 102, 125, 210, 623
問題, 623

スクリプト起動ツール, 340
スケジューリング
カスタム ツール, 332

スケジュールされたすべてのタスク, 290, 295, 585
表示, 290

スケジュール設定
イベント タスク, 565–566
イベントを確認済みに変更タスク, 552, 565
検出タスク, 98
タスク, 281, 288
データ収集タスク, 585

ステータス
WBEM のステータス, 229
イベント, 79
システム, 228
ソフトウェア, 230
ノード, 304

ステータス ポーリング
DMI, 569
SNMP, 224
初期, 125
ソフトウェア ステータス ポーリング, 569
ハードウェア ステータス ポーリング, 569

ステータス ポーリング
ハードウェア, 574

ストレージ アレイ
システム タブ, 445

ストレージ システム（SMI-S）
HP Storage Essentials の使用, 273
SMI-S プロバイダ, 270
WBEM イベント, 270
アレイ容量の表示, 273

概要, 267–268
検出, 270
ストレージ システム, 272
表示, 271

ストレージ システムの問題, 623
ストレージ スイッチ
システム タブ, 444

ストレージ ソリューション（SNMP）
イベント収集の設定, 277
概要, 267, 274, 277
検索, 277
検出, 276–277

ストレージ デバイス, 102
ストレージ デバイス マネージャ
概要, 494

ストレージ統合
概要, 267

ストレージ ホスト
システム タブ, 442

スナップショットの比較, 532
スナップショット比較, 31, 532, 585
すべてのスケジュール済みタスク
タスク結果リスト, 281

スレッショルド
クラスタ監視, 308

せ
制御

HP 9000 iLO, 378
HP Integrity iLO, 378

製品アーキテクチャ, 38
製品名, 125, 210
セキュア タスク実行, 167, 184
セキュア タスク実行, 167, 184
セキュリティ, 176, 623
オプション, 163
概要, 163
サインイン, 164
サインイン イベント設定, 168
システム リンク設定, 167
信頼関係について, 184
セキュア タスク実行, 167
タイムアウト, 168
問題, 623
役割ベース, 31

セキュリティ警告, 623
セキュリティ パッチ チェック, 475
概要, 483

セキュリティ レベル
SSH キー, 598

設定
DMI アクセス, 297, 356
Email 設定, 52, 75, 550
HP SIM, 46, 53, 75
HP-UX における PAM, 164
HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ,

597
iLO, 371
ping, 574

771



Pluggable Authentication Modules, 164
PMP, 597
SNMP アクセス, 297, 356
SNMP トラップ, 554
SSH バイパス プロパティ, 611
VCA, 326
WBEM, 324
WMI, 324
イベント, 555, 559
イベント フィルタ, 553
エージェントの設定および修復, 89, 309–310, 316
エージェントの設定および修復, 89, 309–310, 316
監査ログ, 612–613
管理対象システム, 46, 51
グローバル プロトコル, 110
言語, 81
サインイン イベント, 168
システム リンク, 167
自動検出, 110
初期, 75
信頼関係, 184
ストレージ システムの検出, 270
タイムアウト オプション, 168
タスク ウィザード, 284
ツール定義ファイル, 612
ディスク スレッショルド, 357–358
ディレクトリ グループ, 160
ディレクトリ サービス, 159
ファーストタイム ウィザード, 46, 53
ファイアウォール, 390
プロトコル, 576–577
プロトコル設定, 75
ポケベル設定, 75, 138
モデム設定, 552
ロケール, 81

設定管理, 475
設定権限, 135
セットアップ
管理対象システム, 57
管理対象システム - HP-UX, 59
管理対象システム- Linux, 57
管理対象システム- Windows, 68

そ
総イベント ステータス, 421, 426
属性
クラスタ監視, 306

ソフトウェア
管理, 535
ステータス, 230
問題, 623

ソフトウェアステータス, 210, 421, 623
ソフトウェアステータス ポーリング, 570
ソフトウェアのインストール, 475

た
ターゲット システム
タスクのスケジュール, 284

タイムアウト

オプションの設定, 168
グローバル デフォルトの設定, 574
設定, 570

タスク, 31, 284, 623
インスタンス, 281
エージェント設定のレプリケート, 415
結果の表示, 549
コピー, 547
削除, 281, 290, 295
作成, 281, 284
時間フィルタ, 287
実行, 289, 295
詳細, 246
スケジュール設定, 281, 288
ステータス, 293
ステータスの追跡, 281
設定の表示, 548
停止, 281, 292, 294
データ収集, 583
デフォルト, 281
表示, 290
編集, 281, 289, 295, 547
ポーリング, 281
ポケベル通知, 564
問題, 623
ユーザの権限, 281, 295

タスク インスタンス, 281
削除, 293
表示, 290

タスク ウィザード
設定, 284

タスク結果
印刷, 292
削除, 294
自動イベント処理タスク, 542
表示, 288, 290, 294–295, 552, 565–566

タスク結果リスト, 294
タスク インスタンス, 294

他の要件
mxtool, 340

単一システム対応ツール, 81, 290, 326, 340
単一システム プロトコル設定, 573
設定, 583

ち
中央管理サーバ, 31, 623
言語の設定, 81
ロケールの設定, 81

著作権, 27

つ
追加

DMI ルール, 133
hosts ファイルのデータベースへの, 120
SMP Universal ライセンス, 418
SNMP ルール, 133
STM ルール, 127
WMI Mapper プロキシ, 571–572
個別キー, 366

772 索引



システム, 114
データベースへのシステム, 117
ファイルからのキー, 367

通信
printing テーブル, 389
Quick Repair, 386
イベント タブ, 384
クイック修復, 383
更新, 389
識別, 384
ツールの起動タブ, 385
バージョン コントロール タブ, 385

通信の管理
HP ProLiant Support Pack, 399
SSH, 398
プロトコル, 393

ツール, 31, 457–458, 623
HP ProLiant Support Pack, 297
OpenSSH, 297
ping, 357
PMP, 297
Resource Process Manager, 297
Serviceguard クラスタ, 297
WBEM, 471
Web ページ ツール, 297
エージェント設定のレプリケート, 297
カスタム, 297
クラスタ監視, 297
検索, 248, 300–301
コマンド ライン, 297, 308
コマンド ライン ツール, 297
システム タイプ管理, 126, 129
システム情報, 297
システム ソフトウェアの更新, 297
システム ページ, 297
使用, 297
ツールの管理, 297
ディスク スレッショルド, 297
デバイスの ping, 297
デフォルト, 297
バージョン コントロール, 297
プログラム起動, 297
プロパティ ページ, 297
ヘルプ, 475
問題, 623
ライセンス, 297
ライセンス マネージャ, 297

ツール タイプ
mxtool, 340

ツール定義
表示, 337

ツール定義ファイル, 31, 612
ツールの起動タブ
通信, 385

ツールの削除
実行, 337

ツール フィルタリング
mxtool, 340

ツールボックス, 135, 146, 149

HP Storage Essentials, 145, 273
削除, 145
作成, 145–146
編集, 145, 147
レポート, 145, 148

常に許可
信頼証明書, 395

ツリー コントロール, 191
ツリー ビュー, 216

て
定義の表示
自動イベント処理タスク, 542

停止
仮想マシン ゲスト, 434
検出タスク, 97, 101
システム監視, 31
タスク, 281, 292, 294

提出
CSR, 175

ディスク スレッショルド, 303
概要, 357
削除, 357
設定, 357–358
例, 358

ディスク容量, 308
ディスク リソース, 306, 308
ディレクトリ グループ, 159
設定, 160

ディレクトリ サービス, 159
設定, 159

データ収集, 31, 583
隔週, 583
既存のデータ セットの上書き, 583
検索条件, 583
詳細分析, 583
初期, 583
新規データ セットの追加, 583
ストレージ システム, 270

データ収集タスク
結果の表示, 585
作成, 585
実行, 585
スケジュール設定, 583, 585

データベース, 125, 623
HP-UX のバックアップ, 601
Linux のバックアップ, 601
SQL のバックアップ, 604
Windows のバックアップ, 604
イベントの削除, 243
イベントの割り当て, 244
管理, 236, 243–244
クラスタの削除, 236
システムの削除, 227
バックアップ, 600
ビュー, 513
復元, 600

データベース アカウント
パスワード, 623

773



データ マイグレーション ツール, 31
テープ ライブラリ
システム タブ, 449

適用
時間フィルタ, 287–288, 544, 564, 567

デスクトップ, 102
データベース
システム, 737
システムの追加, 117

デフォルト タスク
90 日を経過したイベントを削除, 281
隔週データ収集, 281
初期契約および保証収集, 281
初期データ収集, 281
初期ハードウェア ステータス ポーリング, 281
ソフトウェア バージョン ステータス ポーリング, 281
月別契約および保証収集, 281
デバイス識別（毎日）, 281
ハードウェア ステータス ポーリング - サーバ, 281
ハードウェア ステータス ポーリング - 非サーバ, 281
無効ではないシステム用のソフトウェア バージョン
ステータス ポーリング, 281
無効ではないシステム用のハードウェア ステータス
ポーリング, 281

電源オフ
HP ProLiant iLO, 379

電源オン
HP ProLiant iLO, 379

電源装置, 102
テンプレート
ユーザ, 144

と
問い合わせ
サポート, 39

同期化
サーバ証明書, 176

統合, 455
Integrity Essentials, 478

登録
HP SIM, 41
MIB, 404, 406

登録解除
MIB, 408

トラップ, 246
詳細, 246

トラブルシューティング, 89, 623

な
ナビゲート
イベント テーブル ビュー ページ, 238
クラスタ テーブル ビュー ページ, 232
システムおよびイベント収集パネル, 191
システム タイプの管理ページ, 127
システム テーブル ビュー ページ, 210
スケジュールされたすべてのタスク ページ, 295
ピクチャー ビュー ページ, 221
ホーム ページ, 77

に
日本語, 81
認証, 31, 149, 156, 623
概要, 135, 149
更新, 149, 153
削除, 149, 154
作成, 149–150
自動更新, 150
ツールボックスの削除, 147
ツールボックスの作成, 146
ツールボックスの編集, 147
ツールボックス レポート, 148
認証の削除, 154
問題, 623
ユーザ, 75, 136, 163
ユーザ グループ レポート, 143
ユーザ レポート, 143
ユーザ グループの削除, 142
ユーザ グループの追加, 139
ユーザ グループの編集, 141
ユーザの削除, 142
ユーザの作成, 138
ユーザの編集, 141
レポート, 155
レポートの印刷, 149
レポートの表示, 149

ね
ネットワーク クライアント, 38
概要, 38

の
ノード
ステータス, 304

ノード ステータス, 304
ノートブック, 102

は
バージョン コントロール, 31, 323, 453–459, 462

ROM ファームウェア アップデート, 464
インストール, 323
概要, 453
レポート, 460

バージョン コントロール, 31, 323, 453–459, 462
バージョン コントロール エージェント, 210
バージョン コントロール タブ
通信, 385

バージョン コントロール レポジトリ
選択, 597

バージョン番号
mxtool, 340

パーティション, 102
システム タブ, 441

ハードウェア ステータス, 210
ハードウェア ステータス ポーリング, 570, 574
実行, 570
スケジュール設定, 570

ハードウェア ステータス ポーリング - サーバ, 569
ハードウェア ステータス ポーリング - 非サーバ, 569

774 索引



パスワード
サービス アカウント, 623
データベース アカウント, 623

バックアップ
HP-UX のデータベース, 601
Linux のデータベース, 601
Windows のデータベース, 604
データベース, 600

バナー, 77
ハブ, 102
パブリック キー, 598
セキュリティ レベル, 598

パラメータ
例, 339

パラメータ化された文字列
mxtool, 340
文字列の置換テーブル, 340

パワー サイクル
HP ProLiant iLO, 379

パワー ディストリビューション ユニット, 102
ハンドヘルド, 102
凡例, 77

ひ
非管理対象, 102
ピクチャー ビュー ページ, 225
ナビゲート, 221

ビュー, 532
表示

MIB リスト, 404, 406
監査ログ, 612
クラスタ CPU 利用率, 306
スケジュールされたタスク, 290
タスク, 290
タスク インスタンス, 290
タスク結果, 288, 290, 294–295, 549, 552, 565–

566
タスク設定, 548
ツール定義, 337
データ収集タスクの結果, 585
ライセンスが適用されたシステム, 364

ふ
ファーストタイム ウィザード
管理対象環境, 47, 54

ファーストタイム ウィザード, 31, 42, 46, 53
SNMP 設定, 49
WBEM 設定, 48
完了, 53
システムの自動検出, 50

ファームウェア
ROM ファームウェア アップデート, 464
アップグレード, 623
アップグレードの問題, 623

ファイアウォール
設定, 390

フィルタ
イベント設定, 540
設定, 553

フィルタ設定
イベント, 538

復元
MSDE ファイル, 604
Oracle データ ファイル, 604
SQL サーバ データ ファイル, 604
データベース, 600

複合体, 31, 102
システム タブ, 439

複製, 177, 415
物理から仮想
移行, 418

不明, 102
プライベート収集, 191
ブラウザ
問題, 623

プラグイン ツール, 416, 475, 482
HP Systems Insight Manager 内の HP BladeSystem

Integrated Manager, 492
HP Insight Power Manager, 486
HP Integrity Integrated Lights-Out, 373
HP OpenView Performance Agent, 486
HP OpenView Storage Data Protector, 486
HP OpenView Storage Management Appliance, 487
HP Storage Essentials, 273, 493
HP StorageWorks Command View EVA, 494
HP StorageWorks Command View SDM, 495
HP StorageWorks Command View TL, 495
HP StorageWorks Command View XP, 495
HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition,

496
HP StorageWorks Modular Smart Array 1000, 496
HP Web JetadminHP Web Jetadmin, 493
HP-UX Bastille, 481
HP アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ,

491
Partition ManagerPartition Manager, 483
Software Distributor, 485
VPN, 493
VSE, 489
WBEM Providers for Linux, 472
イベント監視サービス, 481
システム障害管理, 472

プリンタ, 102
ブレード, 31, 102, 110, 210, 221, 225, 238, 462, 

623, 677
ラックの作成, 222
ラックの編集, 223

プログラム
起動, 326

プログラム起動ツール, 297, 340
プログラム起動ツール, 297, 340
プロトコル, 57, 59, 68, 582

DMI, 93, 125, 393, 570, 574, 579, 583
HTTP, 125, 224, 246, 570, 579
ICMP, 574
IP, 93
OpenSSH, 321–322, 393

775



SNMP, 49, 93, 114, 125, 224, 246, 323, 393, 569–
570, 574, 579, 583

SSH, 125, 393, 398
TCP, 574
WBEM, 48, 93, 114, 125, 393, 574, 579, 583
WMI, 393
WMI Mapper プロキシ, 571–573
グループ, 576
グローバル, 573
グローバル設定, 48–49, 110, 270, 574
設定, 573, 576–577
単一システム, 573, 576–577
問題, 623

プロトコル設定
設定, 75

プロパティの設定
イベント収集, 208
クラスタ収集, 201
システム収集, 201

プロパティ ページ, 31
WBEM, 31, 471
アクセス, 471

分散タスク ファシリティ, 340
文書型定義

mxtool, 340

へ
ヘルス ステータス, 79, 93, 191, 201, 281, 421, 426, 

569–570
タイプ, 228

ヘルス ステータス セクション, 77
ヘルス ライフサイクル イベント
予約, 558
予約解除, 558

ヘルプ, 39
変更

SSL ポート, 169
編集

CMS ツール, 335
hosts ファイル, 117, 119
HP 9000 iLO ユーザ, 375
HP Integrity ユーザ, 375
MIB, 405
STM ルール, 132
Web ページ ツール, 336
WMI Mapper プロキシ, 571–572
イベント収集, 204
カスタム ツール, 332
クラスタ収集, 196
検出タスク, 97, 100
検出テンプレート, 112–113
検出フィルタ, 111
サーバ証明書, 170, 172
時間フィルタ, 287
システム収集, 196
システム プロパティ, 31
自動イベント処理タスク, 542
タスク, 281, 289, 295, 547
ツールボックス, 147

認証, 149
ユーザ, 141
ユーザ グループ, 141
ラック, 223
リモート ツール, 333
レポート, 510

ほ
法的な注意事項, 27
ポート 162, 579
ポート 25, 623
ホーム ページ, 77
概要, 77
カスタマイズ, 78

ポーリング タスク
カスタマイズ, 569
デフォルト, 281

ポーリング率
クラスタ リソース, 303

ポケベル サポート, 31
ポケベル設定
設定, 75, 138

ポケベル通知, 623
問題, 623

保証, 27
保存

Oracle 用のファイル, 604
システム収集, 210
収集, 197, 565

ま
マイグレーション

HP SIM への手動マイグレーション, 89
新しいシステムへの HP SIM の移動, 89

マネジメント HTTP サーバ
信頼関係, 184

マネジメント エージェント, 57, 59, 68, 210
マルチシステム対応, 290, 326
マルチシステム対応ツール, 81, 294, 340

む
無効化
検出タスク, 50, 97, 100
検出フィルタ, 111
自動イベント処理タスク, 542, 549

め
命名規則
カスタム ツール, 328, 330

メニュー
クイック起動, 300
問題, 623

も
モデム設定, 538, 540
自動イベント処理タスク, 538
設定, 552

776 索引



ゆ
有効化
検出タスク, 50, 97, 100
システム監視, 31
自動イベント処理タスク, 542, 549

ユーザ, 138, 149
CMS のセキュリティ設定権限, 138
概要, 136
管理, 136
サインイン IP アドレス制限, 138
削除, 142
作成, 75, 138
認証, 150
編集, 141
ポケベル設定, 138
レポート, 143

ユーザ グループ, 139, 149
管理, 136
削除, 142
追加, 139
編集, 141
レポート, 143

ユーザ権限, 135
ユーザ設定, 53
ユーザ テンプレート, 138, 144
デフォルト, 144

よ
要求
信頼証明書, 183, 395

容量
ストレージ アレイ, 273

予約
WBEM イベント, 270, 538, 556–557
ヘルス ライフサイクル イベント, 558

予約解除
WBEM イベント, 538, 556–557
ヘルス ライフサイクル イベント, 558

ら
ライセンス

Beta, 361
iLO, 359
PMP, 597
ProLiant Essentials, 359
SMP Universal, 418
暗証キー契約, 361
キーの管理, 365
キーの個別追加, 366
個別, 361
サブスクリプション, 361
デモ, 361
デモ（使用ユーザ数と時間）, 361
評価, 361
ファイルからのキーの追加, 367
フレキシブル数量, 361
無制限, 361
ライセンスが適用されたシステムの表示, 364
ライセンス情報の収集, 359, 362

ライセンスの概要, 361
ライセンスの管理, 359
ライセンスの割り当て, 359
レポート機能, 371
割り当てと割り当て解除, 369

管理, 372, 456
ライセンス管理, 359
ライセンス キー

iLO, 365
管理, 365, 372
個別追加, 366
ファイルからの追加, 367
割り当てと割り当て解除, 369

ライセンス データベース
ライセンスが適用されたシステムの表示, 364

ライセンスの割り当て, 369
ライセンスの割り当て解除, 369
ライセンス マネージャ, 297, 362
ラック, 102, 110, 221, 225, 238, 246
作成, 222
編集, 223
ラックの追加, 222
ラックの編集, 223

ラック ビュー, 221

り
理解
セキュリティの理解, 89

リスト
タスク結果, 294

リセット
仮想マシン ゲスト, 433

リソース
クラスタ監視, 306, 308
支援, 39
スレッショルド, 308

リソース ライブラリ, 89
HP ProLiant Essentials Server Migration Pack の使用,

89
HP SIM システム名の変更, 89
HP StorageWorks Management Software, 89
OpenView の使用, 89

リファレンス
コマンド, 85

リモート Insight Lights-Out Edition（RILOE）, 224
リモート Insight ボード EISA, 224
リモート Insight ボード PCI, 224
リモート アクセス デバイス, 102
リモート ツール, 328, 333
リリース履歴, 27

る
ルータ, 102, 125
ルール

DMI, 133
SNMP, 133
STM, 133
STM ルールの削除, 127
STM ルールの作成, 130

777



STM ルールの編集, 132
システム タイプ管理, 399

れ
例, 57, 59, 68, 177

Email 送信, 564
Email ポケベル通知, 559
Web 起動ツールのパラメータ, 339
確認済みイベントの削除, 564
コマンド ライン ツールのパラメータ, 339
サーバ イベントを確認済みに変更, 565
自動イベント処理タスク, 542
情報イベントの削除, 564
ディスク スレッショルドの削除, 358

レポート, 31, 505, 532
HP Storage Essentials インストール済み, 272
SQL の表示, 513
印刷, 506, 508, 510
管理, 511
コピー, 511
削除, 512
作成, 508
実行, 506
ストレージ アレイの容量, 273
ストレージ システム, 272
スナップショット比較, 31
ツールボックス, 148
並べ替え, 506, 508, 510
認証, 155
ビュー, 513
編集, 510
問題, 623
ユーザ, 143
ユーザ グループ, 143
ライセンス情報, 371

レポート機能, 532, 623, 677
SQL クエリ, 513
VCA, 460
概要, 505
バージョン コントロール, 460
ビュー, 371, 505, 513
ライセンス, 371
ライセンス情報, 371
レポートの削除, 512
レポートの作成, 508
レポートの実行, 506
レポートの編集, 510

ろ
ログ, 623
スケジュールされたすべてのタスク, 290

ログイン, 623
CLI, 42
シングル, 164

ロケール
英語, 81
日本語, 81

わ
ワークステーション, 102

778 索引


	HP Systems Insight Manager 5.2 テクニカル リファレンス ガイド
	目次
	第1章 法的な注意事項
	保証
	制限付き権利の一覧
	著作権表示
	商標表示
	リリース履歴

	第2章 はじめに
	オンライン ヘルプ
	HP SIM ヘルプ カテゴリ

	第3章 製品概要
	その他のリソース
	機能
	HP SIM 管理
	セキュリティ
	インストール
	検出
	カスタム ツール
	レポート機能
	パートナー アプリケーション

	新機能
	インストール
	ファーストタイム ウィザード
	セキュリティ
	ユーザと認証
	検出と識別
	管理対象システムのセットアップ
	データ収集
	自動イベント処理
	ライセンス マネージャ
	レポート機能
	ナビゲーション
	タスク ウィザード
	その他の機能

	製品アーキテクチャ
	中央管理サーバ
	管理対象システム
	システム収集

	Web ブラウザ クライアント

	支援
	その他のリソース
	テクニカル サポート
	テクニカル FAQ
	関連トピック


	第4章 お使いになる前に
	製品登録
	サイン イン
	GUI へのサインイン
	HP SIM への手動でのサインイン
	自動サインイン
	Secure Sockets Layer を使用したサインイン

	CLI へのログイン
	CMS への直接ログイン
	SSH クライアントを使用したリモートでのログイン


	サイン アウト
	GUI からのサインアウト
	コマンド ライン インタフェースからのログアウト

	ファーストタイム ウィザードの使用
	管理対象環境の設定
	WBEM 設定の入力
	SNMP 設定の入力
	自動システム検出の有効化
	管理対象システムの設定
	Email 設定の指定
	ファーストタイム ウィザードの概要
	ファーストタイム ウィザードの終了
	オペレーティング システム固有の収集、レポート、およびツール
	オペレーティング システム固有の収集
	オペレーティング システム固有のレポート
	オペレーティング システム固有のツール
	Windows
	Linux
	HP-UX
	その他



	管理対象システムのセットアップ
	概要
	Linux CMS
	Linux CMS からの管理対象システムのセットアップ
	Linux システムへの ProLiant または Integrity Support Pack の初期インストール
	管理対象システム ソフトウェアの設定
	Linux 管理対象システムの手動セットアップ

	例 Linux CMS からのリモートの Linux システムのセットアップ

	HP-UX CMS
	HP-UX システムへの必要なソフトウェアのインストール
	管理対象システム ソフトウェアの設定
	HP-UX 管理対象システムの手動セットアップ

	例 HP-UX CMS からのリモートの HP-UX システムのセットアップ

	Windows CMS
	Windows CMS からの管理対象システムのセットアップ
	エージェントの設定および修復機能を使用した CMS からの管理対象システム ソフトウェアの設定

	例：Windows 管理対象システムの手動セットアップ


	初期設定の実行
	初期設定のプロセス

	ホーム ページのナビゲート
	グラフィカル ユーザ インタフェースの機能

	ホーム ページのカスタマイズ
	システム ステータス パネルのカスタマイズ
	システム ステータス パネルの拡大
	RSS 機能の使用

	言語ロケールの設定
	Web ブラウザの言語またはロケールの設定
	Internet Explorer で使用する言語の設定（日本語へ）
	Mozilla で使用する言語の設定（日本語へ）

	Windows で使用する言語またはロケールの設定
	Windows XP の言語設定（日本語へ）
	Windows 2000 のロケール設定（日本語へ）

	HP-UX および Linux の言語設定
	HP SIM の設定
	CMS のロケール
	ターゲット ロケール


	コマンド ライン インタフェース コマンドの使用
	マンページ
	コマンド
	コマンドの入力
	権限
	引用符


	リソース ライブラリ

	第5章 検出と識別
	自動検出
	インターネット プロトコル
	イベント ベースの自動検出
	検出テンプレート

	初回検出
	後続検出
	手動検出
	hosts ファイル
	1 つのシステムを追加するオプション

	自動検出の設定
	新規検出タスクの作成
	コマンド ライン インタフェースを使用した自動検出タスクの作成

	検出タスクの編集
	検出タスクの無効化または有効化
	検出タスクの削除
	検出タスクの実行
	システム タイプ
	HP SIM が検出するシステム
	HP SIM で検出される HP BladeSystem Integrated Manager システム
	HP SIM で検出されるストレージ デバイス
	StorageWorks XP
	StorageWorks VA
	StorageWorks EVA
	StorageWorks MSA
	StorageWorks テープ ライブラリ
	EMC アレイ
	HDS アレイ
	StorageWorks EVA
	Network Appliance NAS
	StorageWorks NAS
	ファイバ チャネル

	プロバイダとエージェントの入手、インストール、および設定
	管理プロトコルの設定
	テスト トラップおよびイベントの送信


	自動検出一般設定の指定
	検出フィルタ

	検出テンプレートの管理
	新規検出テンプレート ファイルの作成
	テンプレート ファイルのフォーマット

	検出テンプレートの編集
	検出テンプレートの削除

	システムの手動追加
	コマンド ライン インタフェース

	hosts ファイルの管理
	新規 hosts ファイルの作成
	hosts ファイルのフォーマット

	hosts ファイルの編集
	hosts ファイルの削除
	HP SIM データベースへの hosts ファイルのシステムの追加
	HP SIM 統合用の hosts ファイル インポート タスクの作成
	.dat ファイルのインポート
	システムの表示
	Insight マネージャ（WIN32）ファイルのエクスポート

	バッチ - CLI を使用したシステムの追加
	hosts ファイル拡張子
	デフォルト値

	IP 範囲

	識別
	初期識別
	システムの識別

	システム タイプの管理
	システム タイプの管理ページのナビゲート
	システム タイプ
	カラム
	[合計]
	使用可能ボタン

	システム タイプ管理について
	システム識別を追加または変更する理由
	システム タイプ管理ルールを作成するオプション

	STM ルールの作成
	コマンド ライン インタフェース

	STM ルールの編集
	STM ルールの削除
	STM ルール作成のための追加情報
	DMI 識別について知っておくべきこと
	新しい DMI ルールの追加（Windows CMS のみから）
	SNMP ルールの新規追加



	第6章 ユーザと認証
	ユーザ認証テンプレート
	ユーザとユーザ グループ
	新しいユーザの作成
	コマンド ライン インタフェース

	新しいユーザ グループの作成
	コマンド ライン インタフェース

	ユーザ アカウントおよびユーザ グループの編集
	コマンド ライン インタフェース

	ユーザ アカウントおよびユーザ グループの削除
	コマンド ライン インタフェース

	ユーザおよびユーザ グループ レポート
	コマンド ライン インタフェース

	デフォルトのユーザ テンプレート

	ツールボックス
	新しいツールボックスの作成
	コマンド ライン インタフェース

	ツールボックスの編集
	コマンド ライン インタフェース

	ツールボックスの削除
	コマンド ライン インタフェース

	ツールボックス レポート
	コマンド ライン インタフェース


	認証
	新しい認証の作成
	コマンド ライン インタフェース

	認証の更新
	コマンド ライン インタフェース

	認証の削除
	コマンド ライン インタフェース

	認証レポート
	コマンド ライン インタフェース

	システム グループ
	GUI からのシステム グループの管理
	CLI からの mxngroup によるシステム グループの管理



	第7章 ディレクトリ サービス
	ディレクトリ サーバの設定
	ディレクトリ グループの設定

	第8章 ネットワークとセキュリティ
	SSL（Secure Sockets Layer）および証明書
	サインインおよびアカウント
	シングル ログイン、エージェント設定のレプリケート、およびソフトウェアおよびファームウェアのインストール
	証明書
	ログインについて
	シングル ログイン
	サイン イン
	Linux および HP-UX でのサインイン認証
	Linux システムにおける PAM の設定
	HP-UX システムにおける PAM の設定


	セキュア タスクの実行について
	システム リンクの設定
	サインイン イベントの設定
	ブラウザ タイムアウト オプションの設定
	HP SIM デフォルトの SSL ポートの変更
	サーバ証明書
	サーバ証明書の作成
	サーバ証明書の編集
	サーバ証明書のインポート
	サーバ証明書のエクスポート
	証明書署名要求の作成
	証明書署名要求の提出
	CA 署名証明書のインポート
	証明書の同期化
	信頼証明書のレプリケート
	ソース中央管理サーバ（CMS）からターゲット CMS への信頼システム証明書の移行
	ソース CMS に多数の信頼証明書がある場合の証明書移行
	ソース CMS にある信頼証明書の数が比較的少ない場合の証明書移行

	エージェント設定のレプリケート機能の使用

	考えられる証明書エラー

	信頼証明書
	信頼証明書のインポート
	信頼証明書のエクスポート
	HP SIM からのシステム証明書のエクスポート
	ブラウザからのシステム証明書のエクスポート（Microsoft Internet Explorer のみ）

	信頼証明書の削除
	信頼証明書の要求
	信頼関係のセットアップ
	管理対象システムの設定
	System Management Homepage を実行する管理対象サーバを設定する方法
	HP SIM 証明書のインポート

	マネジメント HTTP サーバを実行する管理対象サーバを設定する方法
	HP SIM 証明書のインポート
	HP SIM 証明書の要求
	Onboard Administrator の設定
	HP StorageWorks Command View EVA の設定
	HP SIM の設定
	システム識別
	信頼されたシステムの証明書


	ブラウザの警告メッセージの停止



	第9章 システム、クラスタ、イベントの監視
	収集について
	収集のタイプ
	システムおよびイベント収集パネルのナビゲート
	ツリー コントロールおよびカスタマイズ
	概要
	システム
	イベント

	システム収集またはクラスタ収集のカスタマイズ
	収集タイプの表示
	収集の展開と折り畳み
	カスタマイズ収集テーブル
	使用可能ボタン
	システム収集またはクラスタ収集の作成
	コマンド ライン インタフェース

	システム収集またはクラスタ収集の編集
	コマンド ライン インタフェース

	収集の保存
	システム収集またはクラスタ収集の移動
	コマンド ライン インタフェース

	システム収集またはクラスタ収集のコピー
	コマンド ライン インタフェース

	システム収集またはクラスタ収集の削除
	コマンド ライン インタフェース

	システム収集またはクラスタ収集のプロパティの設定
	コマンド ライン インタフェース


	イベント収集のカスタマイズ
	収集タイプの表示
	収集の展開と折り畳み
	カスタマイズ収集テーブル
	使用可能ボタン
	コマンド ライン インタフェース
	イベント収集の作成
	コマンド ライン インタフェース

	イベント収集の編集
	コマンド ライン インタフェース

	イベント収集の移動
	コマンド ライン インタフェース

	イベント収集のコピー
	コマンド ライン インタフェース

	イベント収集の削除
	コマンド ライン インタフェース

	イベント収集のプロパティの設定
	コマンド ライン インタフェース


	システム テーブル ビュー ページ
	システム テーブル ビュー ページのナビゲート
	タブ
	クイック起動
	表示
	システム ヘルス ステータスの概要
	テーブル情報
	システム ビューの列
	選択
	ヘルス ステータス
	管理プロセッサ
	ソフトウェア ステータス
	HP Performance Management Pack
	HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack
	HP ProLiant Essentials Virtual Machine Management Pack
	契約と保証ステータス
	イベントの統計ステータス
	システム名
	システム タイプ
	システム アドレス
	製品名
	オペレーティング システム名

	システム テーブル ビュー ページのボタン
	ビューのカスタマイズ

	ツリー ビュー ページのナビゲート
	タブ
	表示
	クイック起動
	ツリー ビューの展開
	ツリー ビューの階層
	ツリー ビューでの選択
	使用可能なドリルダウン
	収集の選択状態

	ツリー ビューのボタン

	アイコン ビュー ページのナビゲート
	タブ
	クイック起動
	表示
	システム ヘルス ステータスの概要
	アイコン ビューのボタン

	ピクチャー ビュー ページのナビゲート
	ラック ビュー ページ
	エンクロージャ ビュー ページ
	表示
	クイック起動

	ラックの作成と編集
	ラックの作成
	ラックの編集

	管理プロセッサについて
	ラックとエンクロージャについて
	システム テーブル ビュー ページのカスタマイズ
	HP SIM データベースからのシステムの削除
	システム収集ビューの印刷
	システム ステータス タイプ
	WBEM 動作ステータスのタイプ
	ソフトウェア ステータス タイプ

	クラスタ テーブル ビュー ページ
	タブ
	クラスタ テーブル ビュー ページのナビゲート
	タブ
	表示
	クイック起動
	クラスタ ステータスの概要
	クラスタ収集の列
	選択
	クラスタ
	クラスタ名
	クラスタ アドレス
	クラスタ タイプ
	クラスタの詳細

	ボタン
	ビューのカスタマイズ

	クラスタ テーブル ビュー ページのカスタマイズ
	データベースからのクラスタの削除
	クラスタ収集ビューの印刷

	イベント テーブル ビュー ページ
	イベント テーブル ビュー ページのナビゲート
	タブ
	クイック起動
	フィルタ条件
	イベント ステータスの概要
	テーブル情報
	イベント収集の列
	選択
	状態。
	深刻度
	イベント タイプ
	システム名
	イベント時刻
	担当者
	コメント
	システム タイプ
	ラック名
	エンクロージャ名
	ケース ステータス
	ケース ID

	イベント管理のボタン
	ビューのカスタマイズ

	イベント テーブル ビュー ページのカスタマイズ
	収集からのイベントを確認済みに変更
	データベースからのイベントの削除
	ユーザへのイベントの割り当て
	イベントへのコメントの入力
	イベント収集ビューの印刷
	イベントの深刻度タイプ
	イベント詳細セクション
	イベントの識別と詳細


	システムとイベントの検索
	[ツール検索]
	基本検索と高度な検索
	基本検索
	高度な検索
	階層表示
	名前を付けて保存
	表示


	基本検索の実行
	システムの高度な検索の実行
	システム検索結果の印刷
	検索ビューからのシステム検索結果の削除
	イベントの高度な検索の実行
	イベント検索結果の印刷
	イベント検索結果の削除
	クラスタの高度な検索の実行
	クラスタ検索結果の印刷
	クラスタ検索結果の削除
	検索条件
	ソフトウェアおよびファームウェアの条件
	確認済みステータスの条件
	サーバの役割の条件
	担当者条件
	イベント タイプ条件
	メモリ範囲の条件


	リファレンス
	デフォルト共有収集
	共有システム収集
	共有イベント収集

	収集命名規則


	第10章 ストレージ統合
	SMI-S を使用したストレージ統合
	ストレージ システムについて
	HP Systems Insight Manager 用 SMI-S について
	SMI-S について
	主要なコンポーネント
	CIM
	WBEM
	SLP

	プロファイル
	SMI-S の実装
	クライアント、サーバ、およびプロバイダ
	WBEM 通信

	ストレージ システムに対する HP SIM の設定
	ストレージ システムに対する HP Systems Insight Manager の設定
	HP SIM を設定して、ストレージ システムを検出するようにする
	WBEM イベントの予約


	ストレージ システムの表示
	ストレージ システム収集の表示
	個々のストレージ システムの表示

	ストレージ システム レポートの表示
	既存のストレージ システム レポート
	カスタム レポート。

	ストレージ アレイ容量の表示
	すべてのアレイのストレージ容量の表示
	単一アレイのストレージ容量の表示

	HP Storage Essentials がインストールされている場合の HP SIM ストレージ機能の変化

	SNMP を使用したストレージ統合
	概要
	ストレージ イベント
	ストレージ インベントリ詳細
	SNMP を使用したストレージの検出について
	検出と識別

	SNMP を使用したストレージの検出
	HP SIM と SNMP ストレージ ソリューションの併用
	ストレージ イベントの表示
	タイプ グループによるストレージの作成
	イベント収集と起動



	第11章 タスクによる管理
	デフォルト システム機能について
	隔週データ収集
	デバイス識別（毎日）
	90 日を経過したイベントを削除
	ハードウェア ステータス ポーリング -非サーバ
	ハードウェア ステータス ポーリング -サーバ
	無効ではないシステム用のハードウェア ステータス ポーリング
	初期データ収集
	初期ハードウェア ステータス ポーリング
	ソフトウェア バージョン ステータス ポーリング
	無効ではないシステム用のソフトウェア バージョン ステータス ポーリング

	ターゲット確認のバイパス
	タスクの作成
	コマンド ライン インタフェース

	時間フィルタの適用
	タスクのスケジュール設定
	[スケジュールされたすべてのタスク] の表示
	スケジュール済みタスクの実行
	コマンド ライン インタフェース

	スケジュール済みタスクの編集
	スケジュール済みタスクの削除
	タスク結果の表示
	タスク インスタンス結果の表示
	ターゲット詳細の表示
	関連トピック

	レポートの印刷

	タスクの停止
	タスク結果の削除
	コマンド ライン インタフェース

	タスク ステータス タイプ
	タスク結果リスト
	[スケジュールされたすべてのタスク] ページのナビゲート
	ユーザ権限
	すぐに実行
	編集
	削除
	有効/無効
	タスク結果の表示


	第12章 管理を拡張するツール
	クイック起動メニュー
	ツール検索
	ツールの検索

	クラスタ監視
	クラスタ リソース設定の指定
	ノード リソース設定の指定
	クラスタ監視の [クラスタ] タブ
	クラスタ監視の [ノード] タブ
	クラスタ監視の [ネットワーク] タブ
	クラスタ監視の [リソース] タブ
	MSCS ステータス
	MSCS ステータスの監視

	HP SIM がサポートするクラスタ リソース
	クラスタ監視の状態

	クラスタ監視のリソースおよび関連設定
	クラスタ監視のポーリング率
	CPU ポーリング率
	ディスク ポーリング率
	MSCS ポーリング率
	システム ステータス ポーリング率

	クラスタ監視のリソース スレッショルド
	ディスク容量スレッショルド
	CPU 利用状況スレッショルド


	コマンド ライン ツール
	コマンド ライン インタフェース

	エージェントの設定および修復
	概要
	Windows CMS
	Windows 中央管理サーバからの管理対象システムの設定
	関連トピック

	HP-UX および Linux CMS
	HP-UX および Linux 中央管理サーバからの管理対象システムの設定
	関連トピック

	詳細情報 - Windows 用 WBEM/WMI プロバイダのインストール
	詳細情報 - Windows 用 SNMP プロバイダのインストール
	詳細情報 - CRA からの OpenSSH のインストール
	詳細情報 - バージョン コントロール エージェントのインストール
	HP バージョン コントロール エージェント
	HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ

	詳細情報 - WBEM/WMI の設定
	詳細情報 - HP SIM による WMI データへのアクセスのための非管理者アカウントの設定
	詳細情報 - SNMP の設定
	詳細情報 - SSH の設定
	詳細情報 - VCA の設定
	詳細情報 - Insight マネジメント エージェント用管理者パスワードの設定

	カスタム ツール
	メニューの配置先
	新規リモート ツールの作成
	新規 CMS ツールの作成
	新規 Web ページ ツールの作成
	カスタム ツールの管理
	新規
	編集
	ツール定義の表示
	すぐに実行/スケジュール
	削除

	リモート ツールの編集
	CMS ツールの編集
	Web ページ ツールの編集
	カスタム ツールの削除
	ツール定義ファイルの表示
	カスタム ツールの削除と回復
	ツールの削除
	ツールの復旧

	カスタム ツール用の環境変数
	カスタム ツールでのパラメータ化された文字列の使用例
	カスタム ツール リファレンス
	ツールのタイプ
	パラメータ化された文字列
	パラメータ化された文字列の置換テーブル

	ツール フィルタ
	バージョン番号
	その他の要件
	文書型定義


	DMI アクセスの設定
	SNMP アクセスの設定
	デバイスの ping
	ディスク スレッショルド
	ディスク スレッショルドの設定
	ディスク スレッショルドの削除
	ディスク スレッショルドの設定
	月単位でディスク スレッショルドを削除するタスクの作成
	タスクの作成


	ライセンス マネージャ
	ライセンスについて
	ライセンス情報の収集
	ライセンスされたシステムの表示
	ライセンスの管理
	ライセンスの個別追加
	ファイルからのライセンスの追加
	ライセンスの割り当てと割り当て解除
	ライセンスの割り当て
	ライセンスの割り当て解除

	システム ライセンス情報レポート
	システム ライセンス情報レポート
	関連プロシージャ
	関連トピック

	ProLiant Essentials アプリケーションを使用したライセンス付与

	管理プロセッサ ツール
	管理プロセッサのシステム電源オプションの制御
	管理プロセッサを介したシステム識別 LED の制御
	管理プロセッサでの新しいユーザの作成
	管理プロセッサ ユーザの編集
	管理プロセッサ ユーザの削除
	管理プロセッサの LAN アクセスの設定
	管理プロセッサの LDAP 設定の指定
	管理プロセッサを介した内部制御アクションの実行
	管理プロセッサ ファームウェアのアップグレード
	管理プロセッサへの SSH パブリック キーのインストール
	HP ProLiant iLO での電源サイクル
	HP ProLiant iLO により管理されるシステムへの電源投入
	HP ProLiant iLO により管理されるシステムの電源切断
	HP ProLiant iLO により管理されるシステムの UID の点灯
	HP ProLiant iLO により管理されるシステムの UID の消灯

	通信の管理
	通信ステータス
	[通信の管理] テーブルの列
	選択
	システム名
	識別
	イベント
	ツールの起動
	バージョン コントロール
	システム タイプ
	OS 名

	[通信の管理] メイン ページのボタン
	アドバイスと修復
	クイック修復
	更新
	印刷

	管理対象システム設定のアドバイスと修復
	[識別] タブ
	[イベント] タブ
	[ツールの起動] タブ
	[バージョン コントロール] タブ
	管理対象システムの設定の修復
	通信ステータスの更新
	通信の管理テーブルの印刷
	ファイアウォール
	ファイアウォールで設定しなければならない可能性がある、HP SIM で使用されるポート
	ファイアウォールの設定
	Windows システムでのファイアウォールの設定
	HP-UX システムにおけるファイアウォールの設定
	Linux システムでのファイアウォールの設定
	Red Hat Enterprise Linux 3 および 4 の場合
	SuSE Linux Enterprise Server



	プロトコルのインストールと設定
	信頼証明書
	信頼証明書のインポート

	信頼関係の設定
	System Management Homepage を実行する管理対象サーバを設定する方法

	WMI Mapper プロキシの設定
	Secure Shell
	WMI Mapper
	WMI Mapper プロキシの追加

	管理対象システムへの ping 送信
	HP ProLiant Support Pack のインストール
	システム タイプ管理ルール
	バージョン コントロールのインストールと設定
	HP バージョン コントロール エージェント
	HP バージョン コントロール レポジトリ マネージャ
	HP SIM から VCRM にアクセス
	VCRM へのアクセス

	バージョン コントロール レポジトリ
	レポジトリの更新
	HP SIM でバージョン コントロール レポジトリを指定する



	MIB の管理
	MIB の表示
	MIB の編集
	MIB のコンパイル
	MIB の登録
	HP SIM への MIB の登録
	MIB の更新
	サービス トラップとサービス MIB に関する情報

	MIB の登録解除
	HP SIM での SNMP トラップの表示

	OpenSSH のインストール
	RDP を使用した複数システムへの OpenSSH のインストール
	RDP を使用した OpenSSH のインストール
	HP SIM からターゲット システムへのパブリック キーのコピー

	CLI を介した OpenSSH タスクの作成
	OpenSSH タスクの作成
	XML ファイルを使用したコマンド ラインからの OpenSSH タスクの作成
	XML ファイルを使用しないコマンド ラインからの OpenSSH タスクの作成


	PMP ツール
	エージェント設定のレプリケート
	エージェント設定のレプリケート タスクの作成
	エージェント設定のレプリケート - リファレンス
	信頼関係の決定
	信頼関係の変更
	Wake On LAN（WOL）機能
	エージェント設定のレプリケート イベント


	RPM パッケージ マネージャ
	RPM のインストール
	RPM のアンインストール
	RPM のクエリ
	RPM の確認

	Server Migration Pack
	SMP Universal ライセンス
	Server Migration Pack へのアクセス

	System Management Homepage
	System Management Homepage へのアクセス

	システム ページ
	[システム] タブ
	[システム ステータス]
	[詳細情報]
	[識別]
	[Orphan systems]

	[ファームウェア リビジョン]
	[製品詳細]
	HP Insight Power Manager
	[連絡先情報]
	[サポート資格情報]
	[資産情報]
	[管理プロセッサ]
	[ホスト サーバ]
	[ストレージ サーバ]
	[関連情報]

	管理プロセッサ用の [システム] タブ
	[システム ステータス]
	[識別]
	[製品詳細]
	[サポート資格情報]


	仮想マシン ホスト用の [システム] タブ
	仮想マシン ゲスト用の [システム] タブ
	仮想マシン制御 - リモート コンソールの起動
	仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの起動と回復
	仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのリセットと再起動
	仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストの停止
	仮想マシン制御 - 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは一時停止
	[Virtual Machine ホスト パフォーマンス]
	仮想マシン ゲストのパフォーマンス
	クラスタ用の [システム] タブ
	[ヘルス ステータス]
	[識別]
	[製品詳細]

	複合体用の [システム] タブ
	[ヘルス ステータス]
	[製品詳細]
	[コンポーネントの概要]
	iCOD に追加されている複合体のみに表示される情報
	iCOD に追加されていない複合体のみに表示される情報


	パーティション用の [システム] タブ
	[識別]
	[製品詳細]
	[コンポーネントの概要]
	[関連情報]

	ストレージ ホスト用の [システム] タブ
	[製品詳細]
	[ホスト バス アダプタ]
	[プロパティ]
	[ポート]

	[LUN]

	ストレージ スイッチ用の [システム] タブ
	[製品詳細]
	[ポート]
	[概要ステータス]

	ストレージ アレイ用の [システム] タブ
	[製品詳細]
	[ポート]
	[ポート詳細]

	[ストレージ ボリューム]
	[容量情報]

	テープ ライブラリ用の [システム] タブ
	[製品詳細]
	[ポート]
	[メディア アクセス デバイス]
	[チェンジャ デバイス]

	ポート タイプ
	[ツール & リンク] タブ
	システム マネジメント ページ
	システム Web アプリケーション ページ
	HP Systems Insight Manager ページ
	Storage Essentials Pages

	[Essentials] タブ

	バージョン コントロール
	バージョン コントロール エージェントについて
	その他のリソース

	バージョン コントロール レポジトリ マネージャについて
	その他のリソース

	統合について
	ソフトウェア レポジトリについて
	多重システム管理について
	バージョン コントロール エージェントへのアクセス
	VCA へのログイン

	バージョン コントロール レポジトリ マネージャへのアクセス
	HP SIM から VCRM にアクセス
	VCRM へのアクセス

	バージョン コントロール ステータス アイコン
	バージョン コントロール ステータス

	HP バージョン コントロール エージェント レポート
	ソフトウェアおよびファームウェアのインストール
	スイッチへのファームウェアのインストール

	ROM ファームウェア更新のインストール
	初期 ProLiant Support Pack インストール

	WBEM ベース ツール
	プロパティ ページ
	システム障害管理の概要
	WBEM プロバイダの概要

	利用可能な MSA ツール

	第13章 パートナー アプリケーション
	HP Integrity Essentials プラグイン
	HP ProLiant Essentials プラグイン
	HP Storage Essentials プラグイン
	HP Infrastructure Resource Management プラグイン
	HP Integrity Essentials の概要
	HP Integrity Essentials for HP-UX 11i
	ソフトウェアのインストール
	設定管理
	負荷管理
	リモート サーバ管理

	HP Integrity Essentials for Windows
	インストールおよび設定
	リモート サーバ管理

	Linux で動作する HP Integrity サーバ
	中央管理

	HP Integrity Essentials for Linux
	インストールおよび設定
	負荷管理
	リモート サーバ管理

	OpenVMS で動作する HP Integrity サーバ
	中央管理

	HP Integrity Essentials for OpenVMS
	設定管理
	負荷管理
	リモート サーバ管理

	イベント監視サービスの概要
	HP-UX Bastille の概要
	機能と利点

	GlancePlus の概要
	Ignite-UX の概要
	Integrated Lights-Out の概要
	Partition Manager の概要
	Security Patch Check の概要
	HP Serviceguard Manager の概要
	Software Distributor の概要
	Webmin の概要
	Workload Manager の概要
	HP OpenView Storage Data Protector の概要
	HP OpenView Performance Agent の概要
	HP Insight Power Manager の概要
	HP OpenView Storage Management Appliance の概要
	HP Process Resource Manager の概要
	PRM を使用する目的
	HP SIM からの Process Resource Manager へのアクセス

	HP Virtual Server Environment の概要

	HP ProLiant Essentials アプリケーション
	監視および警告
	分析および制御
	提供機能とパッチ
	復旧と拡張
	リモート管理
	エンタープライズ管理
	その他の HP マネジメント
	アレイ コンフィギュレーション ユーティリティの概要
	HP BladeSystem の概要
	HP Client Manager の概要
	HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack の概要
	Web JetAdmin の概要

	HP Storage Essentials の概要
	ストレージ デバイス マネージャ
	HP StorageWorks Command View EVA の概要
	HP StorageWorks Command View SDM の概要
	HP StorageWorks Command View Tape Library の概要
	HP StorageWorks Command View XP の概要
	HP StorageWorks Command View XP Advanced Edition の概要
	HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 の概要

	HP Service Essentials Remote Support Pack
	概要
	Remote Support Software Manager
	Remote Support ツール
	Remote Support Common Components
	Open Service Event Manager

	Remote Support Pack と HP SIM の使用
	契約および保証情報の表示
	はじめに
	契約および保証情報の表示
	契約および保証データの収集

	契約および保証ステータスの表示
	概要
	システム情報
	契約
	保証

	契約および保証ステータスのタイプ
	単一システムの契約および保証データ収集の停止または回復
	複数システムの契約および保証データ収集の停止または回復


	第14章 レポート機能
	HP Performance Management Pack レポート機能
	システム情報レポート機能
	スナップショット比較
	システム レポート
	HTML フォーマットによる既存のレポートの実行
	並べ替え順序の選択
	XML フォーマットによる既存のレポートの表示
	CSV フォーマットによる既存のレポートの表示
	既存レポートの印刷
	コマンド ライン インタフェース
	レポートの追加
	新しいレポートの追加
	並べ替え順序の選択
	レポートの印刷
	コマンド ライン インタフェース

	レポートの編集
	コマンド ライン インタフェース

	レポートのコピー
	コマンド ライン インタフェース

	レポートの削除
	SQL の表示
	レポート ビュー
	データベース ビュー
	R_ArrayControllers
	R_Batteries
	R_CellularSysCell
	R_CellularSysParComplex
	R_CellularSysPartition
	R_CellularSysParIOChassis
	R_ChangerDevices
	R_CPU
	R_deviceLicenseInfo
	R_DIMMSlots
	R_EventSummary
	R_Fans
	R_HPVMGuests
	R_InstalledBoards
	R_Inventory
	R_lockdownStatus
	R_LogicalDisks
	R_MediaAccessDevices
	R_NetworkInterface
	R_OperatingSystem
	R_PhysicalDisks
	R_PowerSupply
	R_Racks
	R_Software
	R_StorageDeviceInventory
	R_StorageDeviceControllers
	R_StorageHostBusAdapters
	R_StoragePorts
	R_StorageLogicalUnits
	R_StorageDeviceCapacity
	R_SWFWBaselineInformation
	R_Process
	R_UnixOSDetails
	R_UnixLogicalMemory
	R_UnixIODevices
	R_WarrantyContract
	R_UnixIPRoute
	R_UnixSensors
	R_HPUXFileSystem
	R_HPUXVolumeGroup
	R_HPUXLogicalVolume
	R_HPUXPhysicalVolume
	R_HPUXNetworkDetails
	R_HPUXKernelParam
	R_HPUXSoftwareBundle
	R_HPUXSoftwareProduct



	スナップショット比較レポート
	PMP レポートのオプション

	第15章 システムとイベントの管理
	イベント
	自動イベント処理タスクの例
	イベント管理について
	自動イベント処理
	イベントの削除
	イベント フィルタ設定
	イベントをフィルタ処理するオプション

	SNMP トラップの設定
	ステータス変化イベント設定

	イベント処理タスクの管理
	自動イベント処理タスクの例

	自動イベント処理タスクの作成
	自動イベント処理タスクの編集
	自動イベント処理タスクのコピー
	タスク定義の表示
	イベント タスク結果の表示
	自動イベント処理タスクの有効化または無効化
	Email 設定の指定
	追加の Email 設定
	EmailPrefixUserSubject
	EmailKeywords


	ポケベル通知のためのモデム設定の指定
	イベントの確認
	イベントの削除
	登録済み SNMP トラップに対するイベント フィルタの設定
	SNMP トラップの設定
	SNMP トラップ フィールド
	トラップの変更

	ステータス変更イベントの設定
	WBEM イベント
	WBEM イベントの予約
	WBEM イベントの予約解除
	ヘルス ライフサイクル イベントの予約
	イベント設定のチェック
	Email ページの例
	標準 Email メッセージの例
	ポケベル/SMS メッセージの例
	HTML メッセージの例

	サービス通知イベント
	ホスト設定とセットアップ
	HP SIM による、サービス イベント通知の処理
	HP SIM サービス通知の概要とセットアップ情報
	サービス トラップ通知の詳細
	OSEM ポート検出


	イベント タスクの例
	Email 通知に基づくポケベル通知タスクの作成
	すべての確認済みイベントを削除するタスクの作成
	イベント収集の作成
	タスクの作成およびスケジュール設定

	30 日を経過したイベントを削除するタスクの作成
	収集の作成
	タスクのスケジュール設定

	システムがクリティカルな状態になったとき Email を送信するタスクの作成
	収集の作成
	Email を送信するための HP SIM の設定
	ステータス変更イベントの設定
	タスクの作成


	ステータス ポーリング
	ソフトウェア ステータス ポーリング
	ハードウェア ステータス ポーリング

	WMI Mapper プロキシ
	WMI Mapper プロキシの追加
	WMI Mapper プロキシの編集
	WMI Mapper プロキシの削除

	プロトコル
	グローバル プロトコル設定
	システムまたはシステム グループ用のプロトコルおよび認証情報の設定
	単一システムのプロトコル設定
	10 を超える WBEM ユーザ名/パスワード ペアを追加する XML ファイルの例
	グローバル プロトコル
	SNMP
	DMI
	HTTP
	WBEM

	プロトコルの機能

	データ収集
	新規データセットを追加（時系列変動解析用）
	既存データセットを上書き（詳細解析用）
	初期データ収集
	隔週データ収集
	データ収集タスクの作成
	コマンド ライン インタフェース


	システム プロパティ
	単一システムのシステム プロパティの編集
	例
	[システム情報]
	[契約と保証情報]
	[資産情報]
	[顧客設置先情報]
	[顧客連絡先]

	システム プロパティの再設定

	複数システムのシステム プロパティの編集
	単一システムのシステム監視の停止または回復
	複数システムを対象としたシステム監視の停止または回復

	バージョン コントロール レポジトリ
	PMP 管理オプション
	SSH キーの管理
	SSH キー セキュリティの設定
	SSH キーのインポート
	SSH キーのエクスポート
	SSH キーの削除

	データベースのバックアップと復元
	HP-UX および Linux
	PostgreSQL ユーティリティを使用したデータ ファイルの保存
	PostgreSQL のデータ ファイルの復旧

	Windows
	SQL サーバ データベースのバックアップ
	バックアップによる SQL サーバ データベースの復元
	MSDE データベースのバックアップ
	MSDE で使用するファイルの復元
	Oracle データベース用のデータ ファイルのバックアップ
	Oracle で使用するデータ ファイルの復元


	SSH バイパス プロパティの設定
	監査ログ
	HP SIM 監査ログの設定
	ツール定義ファイルの設定
	log.properties ファイルの設定
	監査ログの表示
	ログの内容

	監査ログ ファイルの設定

	globalsettings.props ファイルのプロパティ

	第16章 トラブルシューティング
	認証
	自動イベント処理
	ブレード
	ブラウザ
	証明書
	CLI
	CIMOM
	クラスタ
	Collection
	エージェントの設定および修復
	カスタム ツール
	データベース
	検出
	イベント/SNMP トラップ
	Firefox
	ファームウェア アップグレード
	一般的な問題
	HP Service Essentials Remote Support Pack
	HP SIM
	HTTP イベント
	識別
	Integrated Lights-Out（iLO）
	Internet Explorer
	インストール
	IP アドレス
	ログ
	メニュー
	OpenSSH
	オペレーティング システム
	ポケベル通知
	パスワード
	ping
	印刷機能
	プロパティ ページ
	プロトコル
	エージェント設定のレプリケート
	応答
	検索
	セキュリティ
	Serviceguard Manager
	サインイン
	SMI-S プロバイダ
	SNMP エージェント
	ソフトウェア ステータス
	ストレージ システム
	スイッチ
	システム
	システム ページ
	システム プロパティ
	タスク
	タイムゾーン
	Microsoft Windows CMS の場合
	HP-UX および Linux CMS の場合：

	ツール
	VCRM
	仮想マシン
	Virtual Machine Management Pack
	WBEM イベント
	管理対象システムで、次のソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
	HP SIM で次の操作を行います。
	管理対象システムがイベントを生成していることを確認します。

	Windows NT イベント ログ
	WMIMapper

	第17章 リファレンス情報
	定義済みビュー
	データベース テーブル
	AuthenticationMethods_values テーブル
	CIM_ActiveConnection テーブル
	CIM_Chassis テーブル
	CIM_ComponentCS テーブル
	CIM_ComputerSystemPackage テーブル
	CIM_ComputerSystem テーブル
	CIM_ControlledBy テーブル
	CIM_DeviceSAPImplementation テーブル
	CIM_DeviceSoftwareIdentity テーブル
	CIM_ElementCapabilities テーブル
	CIM_Fan テーブル
	CIM_HostedStoragePool テーブル
	CIM_IPProtocolEndpoint テーブル
	CIM_IPRoute テーブル
	CIM_iSCSICapabilities テーブル
	CIM_iSCSIConn_TCPProtoEnd テーブル
	CIM_iSCSIConnection テーブル
	CIM_iSCSISession テーブル
	SCSIProtoEnd_iSCSISession テーブル
	SCSIProtoEnd_NetworkPort テーブル
	CIM_LogicalDevice テーブル
	CIM_LogicalDisk テーブル
	CIM_LogicalPortGroup テーブル
	CIM_MediaAccessDevice テーブル
	CIM_NetworkAdapter テーブル
	CIM_MemberOfCollection テーブル。
	CIM_NetworkPipeComposition テーブル
	CIM_NetworkPort テーブル
	CIM_OperatingSystem テーブル
	CIM_PhysicalElement テーブル
	CIM_PhysicalMedia テーブル
	CIM_PhysicalMemory テーブル
	CIM_PhysicalPackage テーブル
	CIM_PortController テーブル
	CIM_PowerSupply テーブル
	CIM_Process テーブル
	CIM_Processor テーブル
	CIM_Product テーブル
	CIM_RemoteServiceAccessPoint テーブル
	CIM_SCSIProtocolController テーブル
	CIM_SCSIProtocolEndpoint テーブル
	CIM_ProtoControlAccessesUnit テーブル
	CIM_ProtocolControllerForPort テーブル
	CIM_ProtocolControllerForUnit テーブル
	CIM_ProtocolEndpoint テーブル
	CIM_Rack テーブル
	CIM_Realizes テーブル
	CIM_Sensor テーブル
	CIM_SoftwareElement テーブル
	CIM_SoftwareIdentity テーブル。
	CIM_StoragePool テーブル
	CIM_StorageVolume テーブル
	CIM_TCPProtocolEndpoint テーブル
	Classifications_values テーブル
	ComputerSys_HAP テーブル
	ComputerSys_LogicalPortGroup テーブル
	ComputerSys_NetworkPort テーブル
	ComputerSys_PortController テーブル
	ComputerSys_SAP テーブル
	ComputerSys_SCSIProtoCont テーブル
	ComputerSys_SCSIProtoEndp テーブル
	ComputerSys_SoftwareIdent テーブル
	ComputerSys_StorageVol テーブル
	DB_DeviceInfo テーブル
	DB_DeviceInfoEx テーブル
	DC_Enclosure テーブル
	DC_ProliantHost テーブル
	Dedicated_values テーブル
	DeviceNames テーブル
	Device Extended Attributes データベース テーブル
	Devices テーブル
	DeviceProtocolInfo テーブル
	ExtentStatus_values table
	DeviceSnmpSettings テーブル
	HP_Cluster テーブル
	HP_Node テーブル
	HP_NParCabinet テーブル
	HP_NParCell テーブル
	HP_NParComplex テーブル
	HP_NParIOChassis テーブル
	HP_NParIOChassisSlot テーブル
	HP_NparPartition テーブル
	HPUX_BaseKernelParameter テーブル
	HPUX_Bundle テーブル
	HPUX_DNSService テーブル
	HPUX_Fileset テーブル
	HPUX_HFS テーブル
	HPUX_LogicalVolume テーブル
	HPUX_NISServerService テーブル
	HPUX_NTPService テーブル
	HPUX_PhysicalVolume テーブル
	HPUX_Product テーブル
	HPUX_VolumeGroup テーブル
	HPVM_Guest table
	HPVM_Host テーブル
	IPAddress テーブル
	IPProtocolEnd_NetworkPort テーブル
	IPXAddress テーブル
	OperationalStatus_SVvalues テーブル
	PhysicalPackage_Product テーブル
	SCSIProtoCont_SCSIProtoEnd テーブル
	SCSIProtocolCont_SoftwareId テーブル
	SCSIProtoEnd_SCSIProtoEnd テーブル
	NetworkAddresses_values テーブル
	NodeSnapshot テーブル
	NodeTypesEnum テーブ
	NodeSubTypesEnum テーブル
	Notices テーブル
	NoticeType テーブル
	OperationalStatus_CSvalues テーブル
	OperationalStatus_NPvalues テーブル
	operationalStatus_PCvalues テーブル
	Snapshot テーブル
	SPAllocatedFromStoragePool テーブル
	SVAllocatedFromStoragePool テーブル
	TCPProtoEnd_IPProtoEnd テーブル

	Windows のイベント ログ
	Windows NT/2000 イベント
	Windows NT/2000 イベント ログ エラー メッセージ

	サービスおよびサポート
	サービスおよびサポート


	用語集
	索引

