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「man audit」または「man 5 audit」と入力します。man(1)を参照してください。

マニュアル名 マニュアルの名前です。Webや、HP Instant Information CD/DVDでは、マニュアルへのリンクになっている場合がありま
す。

コマンド コマンド名または修飾子付きコマンド名を示します。

ComputerOut コンピュータが表示するテキスト文字列です。

強調 強調したいテキスト文字列です。

強調 特に強調したいテキスト文字列です。

KeyCap キーボード上のキーの名前です。ReturnとEnterは同じキーを指しているので注意してください。

Term 重要な単語や表現で、定義されたものです。
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UserInput 入力するコマンドなどのテキスト文字列を示します。

Variable コマンドや関数、情報内で、とりうる値の一つに置き換えられることを示す変数の名前です。

[ ] 形式やコマンドの説明でオプションの内容を示します。内容が"|"で区切られているときにはその項目のうち一つだけ選べ
ることを示します。

{ } 形式やコマンドの説明で必須の内容を示します。内容が"|"で区切られているときにはその項目のうち一つだけ選べること
を示します。

... 前にある要素を任意の回数だけ繰り返すことを示します。

| 選択リスト内の項目の区切りを示します。
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第1章製品概要
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、次の基本管理機能を提供します。

• システムの検出と識別

• 単一イベント ビュー

• インベントリ データ収集

• レポート機能

HP SIMは、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使用したシステム
管理を提供できます。HP Integrity Essentialsを使用すると、次に示すような、ご使用のハードウェア資産
の完全なライフサイクル管理を提供するプラグイン アプリケーションを選択できます。

製品アーキテクチャ
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（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。
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、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。、HP-UX用のWBEM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。

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。

製品アーキテクチャ 8



デフォルトのツールボックス
[すべてのツール]ツールボックスは、HP SIMとともにインストールされるデフォルトのツールボックス
です。[すべてのツール]ツールボックスからは、権限を与えられているシステムまたはシステム グルー
プに対してすべてのツールを実行できます。HP SIMに追加したツールはこのツールボックスに自動的に
追加されます。[すべてのツール] ツールボックスからツールを削除することはできず、またHP SIMから
[すべてのツール] ツールボックスを削除することもできません。特定のシステムまたはシステム グルー
プに対してあるユーザが使用できるツールを制限したい場合は、そのシステムまたはシステム グループ
上で[すべてのツール] ツールボックスを使用する権限は付与しないでください。

注意: 中央管理サーバ上で[すべてのツール]ツールボックスを使用する権限を与えられたユーザは、任
意のユーザとしてコマンドを実行できます。そのため、このユーザは管理者レベルのユーザ権限を自身
に付与できることになります。

もう1つのデフォルトのツールボックスは、[監視ツール]ツールボックスです。この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だけが含まれており、管理対象システムの状態を変更するツー
ルは含まれていません。

HP SIMではデフォルトのツールボックスも含めて最大32個の定義済みツールボックスを使用できます。
[すべてのツール]および[監視ツール]を除くその他すべてのツールボックスは、有効化/無効化の切り替
えや、削除が可能です。

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
ツールとは、HP SIMから起動されるアプリケーション、コマンド、またはスクリプトです。カスタム
ツールをHP SIMに追加して、このツールを複数のシステムに対して同時に実行することも可能です。HP
SIM環境で使用できるツールには、Webツール、X Windowツール、およびコマンド ライン ツールの3
種類があります。

WebツールはWebサーバ上にインストールする必要がありま
す。WebサーバはCMS上または管理対象システム上で実行でき

Webツール

ます。HP SIMでは、CLIまたはGUIからURLを起動します。コマ
ンド ラインからWebツールを起動すると、HP SIMによりブラ
ウザが開かれてツールが表示されます。HP SIMのGUIからWeb
ツールを起動すると、作業領域または別のブラウザ ウィンドウ
内にWebツールが表示されます。

X Windowツールを使用するには、Xサーバが動作している必要
があります。X Windowツールは、CMSまたは管理対象システ

X Windowツール

ム上で実行できます。ネットワーク クライアントからHP SIM
にアクセスしてX Windowツールを実行するには、ネットワー
ク クライアント上でXサーバ ソフトウェアが動作している必要
があります。CLIまたはGUIからツールが実行されると、HP SIM
はコマンド ラインを使用してX Windowアプリケーションを起
動し、表示用デバイスの指定をユーザに要求してXサーバの場
所を渡します。

コマンド ライン ツールには、アプリケーション、コマンド、
およびスクリプトがあります。コマンド ライン ツールは、CMS

コマンド ライン ツール
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または別の管理対象システム上で実行できます。ツールは、CLI
または GUIから直接起動できます。

ユーザ セキュリティ
ユーザが使用できる操作は、権限とCMSでの設定権で制御されます。
管理対象ノードでユーザが実行できるツールは、権限によって決まります。

権限は、ユーザとツールボックスとシステムで構成されます。

認証
HP SIMに追加したユーザには、管理ドメイン内の1つまたは複数のシステム上で、ツールボックスを使
用するための権限を付与することができます。

各ツールボックスには、データベース管理やソフトウェア管理などの特定のタスクを実行するための一
連のツールが関連付けられています。特定のシステムまたはシステム グループ上でツールボックスを使
用する権限を与えられたユーザは、そのシステム上で、またはシステム グループ内の任意のシステム上
で、ツールボックスと関連付けられているすべてのツールを実行できます。

重要: ツールボックスの使用権限では、特別な権限を持たないユーザ（例えば非rootユーザ）に対して
も、root/または別の特定ユーザとしてツールを実行する権利を与えることが可能です。rootとしてツー
ルを実行する権利をユーザに与える際は、十分な注意が必要です。ツールボックスにツールを関連付け
るときには、そのツールによって得られる機能について、本来の目的を越えて得られる機能も含めて、
事前に慎重に検討するようにしてください。

CMSでのユーザの設定権
[中央管理サーバの設定権]セクションで、新しいユーザに割り当てる認証のレベルを次のオプションか
ら選択します。これは必須設定です。前の手順で既存のユーザまたはテンプレートを選択した場合は、
この情報があらかじめ入力されています。

• 完全な設定権を持つユーザは、中央管理サーバのすべての設定を変更できます。この権利は、デー
タベースを完全に制御することをユーザに許可します。ユーザは、システムの検出とデータ収集の
実行、ユーザと認証の定義、クラスタ監視設定の指定、ライセンス設定とプロトコル設定の指定、
レポート、スナップショット比較、ツール、カスタム ツール、イベント、自動タスクなどの作成、
変更、削除、実行を行うことができます。

• 制限付き権限の場合、すべてのレポートとそのユーザのツールの作成、変更、および削除が可能で
す。ユーザは、新しいレポートの作成、レポートの編集、レポートの削除（事前定義レポートを含
む）を行うことができます。

• 設定権なしの場合、中央管理サーバの設定は行えません。ユーザは、CMS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ます。ただし、ユーザには、CMSや管理対象シ
ステムに関する設定権がありません。

HP-UX CMS上のrootには、デフォルトで管理者権限が与えられますが、このユーザ権限は後から取り消
すことも可能です。このユーザには、CMSを含むすべてのシステム上で[すべてのツール]ツールボック
スを使用する権限が自動的に付与されます。管理者権限があるユーザは1人または複数のユーザに与え
ることができます。HP SIMでは管理者権限があるユーザが少なくとも1人は必要です。

情報ストレージ
HP SIMは、アクティビティの追跡や管理ドメイン情報の保存に監査ログとデータベースを使用します。
HP-UXシステムでは、監査ログは必ず/var/opt/mx/logs/mx.logに保存されます。

HP SIMの監査ログ
HP SIMでは、システム上のHP SIMユーザが実行するタスクをすべてログに記録しています。情報はCMS
上の監査ログに保存されます。HP SIMではすべてのタスクについて以下の情報がログに記録されます。

• タイム スタンプ

• ユーザ名

• システム
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• イベント

• ツールの結果出力

コマンド ツールについて、標準出力や標準エラーの詳細レベルまでログに記録すると、時間依存性のあ
る情報が大量に記録されてしまいがちなため、デフォルトではpsコマンドの出力だけが記録されます。
psおよびその他のコマンド出力をログに記録するかどうかは、管理者が設定できます。監査ログに関し
ては、ファイルの最大サイズなどの要素も管理者が設定できます。監査ログの設定方法の詳細について
は、第12章 「設定オプション」、およびhttp://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP
Systems Insight Manager 5.3ユーザ ガイドの「ソフトウェアの管理」セクションを参照してください。

データベース
HP SIMでは重要な管理ドメイン情報をデータベースに記録しています。データベースに保存される情報
は以下のとおりです。

• 認証

• システム

• システム リスト

• システム グループ定義

• ユーザ

• パスワード

• ツールボックス定義

• ツール定義

• イベント

• インベントリ データ

データベース ソフトウェア
HP SIMではさまざまなデータベースの使用がサポートされています。

• ローカルのPostgreSQLは、HP-UX CMSでサポートされています。

• Oracle 9i Release 2は、すべてのプラットフォームでサポートされています。

• Oracle 10gバージョン10.2.0.1は、すべてのプラットフォームでサポートされています。

注記: Oracleは、HP SIM CMS以外のサーバにインストールする必要があります。HP SIM CMSに
Oracleをインストールすると、必要なカーネル設定で2つのアプリケーション間に競合が発生する
可能性があります。

注記: HP SIMをインストールする前に、AL32UTF8のUnicode文字セットとAL16UTF16の各国文字
セットでOracleデータベースを作成する必要があります。NLSの長さは、BYTEに設定する必要があ
ります。また、thinクライアント.jarファイルの位置を指定する必要があります。HP SIMを使用する
には、システムの再起動時に、Oracleデータベース サービスとTNS（Transparent Network Substrate）
リスナー サービスが起動していなければなりません。Oracle自体が、OracleデータベースやTNSリ
スナーを自動的に起動することはありません。Oracleデータベース管理者（DBA）は、これらの
サービスを設定して、サーバのリセット時に再起動するようにしておく必要があります。これらの
サービスの自動起動手順については、
http://download-east.oracle.com/docs/html/A96167_01/post-inst.htm#sthref548からアクセスでき
るOracleのドキュメントを参照してください。このリンクにアクセスするには、登録が必要です。
登録は無料です。Oracleのインストールを管理するOracle DBAはこの作業を実行する必要がありま
す。

注記: Oracle JDBCドライバ、バージョン10.1.0.2.0をインストールする必要があります。このド
ライバは、OracleのWebサイト
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http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.htmlからダウンロードでき
ます。

安全なアクセス
HP SIMではさまざまな技術を使用して安全なアクセスを実現しています。HP SIMへのアクセスには、コ
マンド ラインまたはWebブラウザを使用します。このユーザ インタフェースは、ネットワーク上のあ
らゆる場所から使用できます。

コマンド ライン インタフェース
CLIからHP SIMにアクセスする場合は、HP SIMによるユーザ識別にオペレーティング システムのログイ
ン名が使用されます。ユーザは各自の権限に基づいて、HP SIMコマンドを使用する権利を与えられま
す。CMS以外のシステムからHP SIMにアクセスするときは、必ずSSHクライアントを使用してくださ
い。telnet、rlogin、FTPなどのプログラムには暗号化アクセス機能がありません。そのためこれらのアプ
リケーションを使用してHP SIMにアクセスすると、ユーザが入力したデータが（パスワードなどの情報
も含めて）すべて暗号化されないままでネットワーク上を送信されることになります。さらに、これら
のプロトコルにはスプーフィングを防止する機能もありません。

グラフィカル ユーザ インタフェース
WebブラウザからHP SIMにアクセスする場合は、安全なHTMLログイン ページからログインします。こ
のログイン ページに入力するユーザ名とパスワードは、CMSのオペレーティング システム用のユーザ
名とパスワードと同じです。入力した情報はSSLプロトコルを使用して安全に送信されます。SSLプロト
コルは、パブリック キー/プライベート キー技術を使用したデータ暗号化およびサーバ認証機能を備え
ています。CMS上のWebサーバでは、サーバ認証に証明書が使用されます。デフォルトではこの証明書
として自署証明書が使用されますが、信頼される認証機関で署名された証明書に置き換えることも可能
です。CMSを信頼するには、Webブラウザにこの証明書をインポートする必要があります。

SSH

Tomcat
Web

HTTPS
Web

SSH

SSH

DMI

SNMP

WBEM

HP-UX

SSH

SNMP

WBEM

LINUX

SSH

ProLiant
Support Pack

SNMP

WMI

Windows

HP Systems
Insight
Manager

SSH

DMI

SNMP

WBEM
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SN
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安全なデータ送信
トランザクションの安全性は、それぞれのネットワーク環境、および各ツールで使用される管理プロト
コルに依存しています。
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管理プロトコル
サポートされる基本管理プロトコルとアプリケーションには、SSH、Web-Based Enterprise
Services(WEBES)、Secure HTTP（HTTPS）、 Desktop Management Interface（DMI）、およびSNMPがあ
ります。各ツールはこれ以外のプロトコルも使用でき、またカスタム管理プロトコルを提供することも
可能です。ただしSSHだけはすべての管理対象システムにインストールする必要があります。各ツール
はそれぞれ特定のプロトコルを必要とし、必要なプロトコルが正しくインストールおよび設定されてい
る管理対象システム上でしか機能できません。

SSH SSHは、ネットワークを介して別のシステムにログインし、そのシステム上でコマンドを実行す
ることを可能にするプログラムです。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は通信の認証および暗号化のためのセキュア メ
カニズムとして、パブリック キー/プライベート キーの組み合わせ技術を使用します。管理対象システ
ム上での実行可能ユーザの識別にはSSHキーが使用されます。一般に実行可能ユーザはrootまたは管理者
のどちらかになりますが、管理対象システム上で実行するツールによっては、その他のユーザを設定す
ることも可能です。プライベート キーはCMS上に安全に保管され、一方パブリック キーは各管理対象
システム上にインストールされます。

HP SIM分散タスク ファシリティ（DTF）は、管理対象システムとのやり取りにSSH-2プロトコルを使用
します。DTFを使用すると、1つのコマンドを使用することにより、管理ドメイン内の複数のシステムま
たはシステム グループにわたって操作を繰り返し実行できるため、オペレータの作業効率が向上しま
す。この機能は多重システム環境での管理者の負担を軽減するのに役立ちます。X Windowツールおよ
びCLIツールは、以下のタスクの実行およびサポートにDTFを使用しています。

• リモート操作により管理対象システム上でスクリプト、コマンド、およびアプリケーションを実行

• 管理対象システムへのファイルのコピー

DTFは、個々の管理対象システム上で実行されているSSHサーバ ソフトウェアとCMSを接続する働きを
します。最初にDTFからSSHサーバに、システム上で実行すべきタスクが指示されます。これを受けて
SSHサーバはタスクを実行し、実行結果をDTFに返します。すべての管理対象システムから送られてきた
フィードバックはDTFにより集約されます。
WBEM WBEMはシステム管理の簡略化を目的とした業界標準プロトコルです。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一連の管理技術およびインター
ネット標準技術に基づいて構築されています。WBEMを実装すると、WBEMに準拠したアプリケーショ
ンで読み取り可能なソフトウェア データおよびハードウェア データの利用が可能になります。
HP SIMでは、WBEMを実行している管理対象システム用のパスワードをデータベースを使って管理して
います。このデータベースには、WBEMプロトコルを使用するツールのユーザ認証で必要となる、各管
理対象システム用のユーザ名とパスワードが保管されています。このアカウントにはログインの権利な
どのその他のアクセス権限は必要ありません。これはHP SIMによるWBEMアクセスのためだけに使用さ
れるアカウントです。WBEMのユーザ名とパスワードは、CLIまたはGUIから設定できます。詳細につい
ては、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP Systems Insight Manager 5.3ユーザ ガ
イドの「ソフトウェアの管理」セクションを参照してください。

HP SIMではHTTPSを使用してWBEMデータにアクセスすることで、システム管理データへの安全なパス
を実現しています。

HTTPS HTTPSとは、SSLを介して安全性を高めたHTTPで、Webを介した安全なデータ送信を可能にす
るプロトコルです。HTTPSは、前の項で説明したようにWBEMデータへのアクセスに使用されるほか、
ProLiantエージェント情報へのアクセスにも使用されます。エージェントとCMS間の信頼関係の確立に
は、ユーザ名とパスワードの代わりにデジタル証明書が使用されます。CMSの証明書は、そのCMSによ
り管理される個々のエージェントにロードする必要があります。

DMI（HP-UX 11.0以前の管理対象システムのみ）。 現在のHP SIM環境では、DMIは、HP-UX 11.0シ
ステムからのインベントリ データの収集にのみ使用されます。デスクトップ管理タスク フォースによ
り開発された業界標準プロトコルで、主としてクライアントの管理に使用されます。DMIは、クライア
ント システムについての問題レポートを効率的な方法で提供します。DMIに準拠したコンピュータは、
ネットワークを介してCMSにステータス情報を送信できます。DMIは、WBEMやSNMPでは利用できな
いシステム インベントリ情報の収集にも対応しています。HP-UX CMSでは他のHP-UXシステムからの情
報収集にDMIが使用されます。DMIはセキュアなプロトコルではありません。そのため、お使いのネッ
トワークにアクセスできる者は誰でもDMIトランザクションを傍受して内容を見ることが可能です。
SNMP SNMPは複雑なネットワークを管理するためのプロトコルが集まったものです。SNMPはプロ
トコル データ ユニット（PDU）と呼ばれるメッセージを、ネットワーク内の別の部分に送信することで
機能します。SNMPに準拠したデバイス（エージェント）は、自分自身に関する情報をMIB（Management
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Information Bases）に保存しており、SNMP要求に応えてこのデータを返します。SNMPには、複数の
バージョンがあります。HP SIMで使用されているSNMPバージョン1は、安全なプロトコルではありま
せん。そのため、お使いのネットワークにアクセスできる者は誰でもSNMPトランザクションを傍受し
て内容を見ることが可能です。

HP SIMでは、SNMPを実行している管理対象システムの読み取り/書き込みコミュニティ名をデータベー
スを使って管理しています。このコミュニティ名は、管理システム上で設定されているコミュニティ名
と一致する必要があります。SNMPのコミュニティ名とパスワードは、CLIまたはGUIのどちらからでも
設定できます。詳細については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP Systems
Insight Manager 5.3ユーザ ガイドの「ソフトウェアの管理」セクションを参照してください。
HP SIMではSNMP SetRequestsは使用されません。サポート対象オペレーティング システムのプラット
フォームでは、SNMP SetRequestsはデフォルトで無効化されています。セキュリティの観点から、CMS
または管理対象システム上ではSNMP SetRequestsを有効化しないようにしてください。SNMP GetRequest
応答でさえもスプーフィングが可能なため、SNMPから渡される情報はすべて安全でないと考える必要
があります。

Webサーバのセキュリティ
HP SIMはCMS上でTomcat Webサーバを使用します。HP SIMで必要とされないTomcat機能はデフォルト
で無効化されています。この中には、SSI（Server Side Includes）スクリプトやCGI（Common Gateway
Interface）スクリプトも含まれます。

自署証明書
WBEMおよびWebサーバの認証に自署証明書を使用する場合は、有効な証明書をクライアントまたはブ
ラウザに安全な形でインポートしなかったときに、別のシステムによるCMSの偽装（スプーフィング）
を可能にする危険があります。スプーフィングを防止するには、信頼される認証機関（CA）で署名され
た証明書を使用するか、CMSにローカルにアクセスして安全な形で証明書をエクスポートし、その証明
書を自分のブラウザに安全な形でインポートするようにしてください。HP SIMに最初にアクセスすると
きに、リモートからのアクセスによりサーバ証明書を取得し、その証明書をブラウザに保存することも
可能ですが、この方法は安全性にやや劣り、「man-in-the-middle」攻撃を受ける危険があります。認証機
関で署名された証明書をインポートする方法については、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual
にあるHP Systems Insight Manager 5.3ユーザ ガイドの「ソフトウェアの管理」セクションを参照してく
ださい。

Xアプリケーションのセキュリティ
管理対象システム上で実行される Xクライアント（アプリケーション）と、ネットワーク クライアント
上で実行されるXサーバとの間で交換されるデータは、ネットワーク上をクリア テキストの形で送信さ
れます。セキュリティが重要視される環境での、Xクライアントの使用はおすすめできません。

ファイアウォールの中にあるサーバの管理
HP SIMでは、SSH、HTTPS、およびWBEMプロトコルを使用することにより、ファイアウォールの中に
あるサーバも管理できます。SNMPプロトコルやDMIプロトコルは安全なプロトコルではないため、こ
の目的でのこれらのプロトコルの使用はおすすめできません。管理トラフィックがファイアウォールを
通過するには、ファイアウォール側の設定が必要になります。使用されるポートは以下のとおりです。

• WBEMはポート5989上でHTTPSを使用します。

• Webエージェントはポート2381上でHTTPSを使用します。

• DTFはポート22上でSSH-2を使用します。
HP SIMで使用されるポートの一覧については、HP SIMのセキュリティについてWhite Paperを参照して
ください。このWhite Paperは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/hpsim/から入手できます。
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第2章インストールの概要と要件
この章では、HP SIMのインストール プロセスについて概説する他、HP-UX CMS、管理対象システム、
およびネットワーク クライアントのシステム要件についても説明します。

初期インストール プロセスの概要
HP SIMを初めてCMSにインストールする際は、以下の手順を実行します。
1. CMSをインストールして設定します。詳細な作業手順については、このガイドのインストールに関

する章を参照してください。詳細については、第3章 「CMSへのHP SIMの初期インストール」を参
照してください。

2. CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。こ
のステップの詳細については、第4章 「管理対象システムのセットアップ 」を参照してください。

3. 各自の環境に合わせてHP SIMを設定します。推奨されるタスクについては、第5章 「ファーストタ
イム ウィザードによるHP SIMの設定」または第6章 「[オプション]メニューによるHP SIMの設定」
を参照してください。

4. 管理対象システムのための残りのプロトコルを設定します。詳細については、第7章 「管理対象シ
ステムの設定」を参照してください。

アップグレードの概要
HP SIMがCMS上にインストールされている場合、第8章 「5.x以上のHP Systems Insight Managerのアッ
プグレード 」でアップグレード手順を参照して、詳細を確認してください。

システム要件
この項では、HP Systems Insight Managerのハードウェア要件とソフトウェア要件、および推奨事項につ
いて説明します。ここでは、各要件を、対象となるシステム（CMS、管理対象システム、およびネット
ワーク クライアント）別に項を分けて説明します。

HP-UX中央管理サーバ
この項では、HP-UX CMSで使用するオペレーティング システムの要件について説明します。

ネットワーク機能ソフトウェアハードウェアオペレーティング システム

▲ 正しく設定され機能してい
るDNS（Domain Name
System）

2GB（HP-UX 11i v3の場合は
3GB）以上のRAMを搭載する
任意のHPシステム（PA-RISC
2.0またはIntegrity）サーバ

•• OpenSSHのインストールHP-UX 11i v1
• •HP-UX 11i v2 Update 2
（IA/PA）

HP WBEM Services for
HP-UXのインストールおよ
びアクティブ化• HP-UX 11i V3 Oracleをインストールしてい

る任意のHPシステム。4GB
RAM（最小）を搭載

• （省略可能）Oracle 9i
release 2• Integrity Virtual Machine、

HP-UX 11i v2を搭載するゲ
ストを実行 • （オプション）Oracle 10g

バージョン10.2.0.1以降空きディスク容量
• Integrity Virtual Machine、

HP-UX 11i v3を搭載するゲ
ストを実行

注記: Oracleは、5,000台
のシステムと50,000件のイ
ベントをサポートします。

• CMS用に20MB(/)
• CMSエージェントおよび

DTFエージェント用に
600MB(/opt)注記: HP SIM CMSは、HPVM

ホスト上では動作しません。

注記: 上記のオペレーティン
グ システムには必要なパッチ

• PostgresSQL（hpsmdb）の
HP SIMプライベート版

注記: hpsmdbは、500台
のシステムと5,000件のイ
ベントをサポートします。

• データ用に500MB以上を推
奨(/var/opt)

スワップ スペース
を適用する必要があります。
詳細については、「HP-UXパッ
チ」を参照してください。

• PA-RISCシステムの場合は最
小3GBの総スワップ スペー
ス • インストール済みのJava

Out-of-Box（オペレーティン
• Intel® Itanium®ベース シス
テムの場合は最小4GBの総
スワップ スペース

グ システムに含まれ、オプ
ションの選択可能ソフト
ウェアとして付属）

• Firefox 2.0.0.12
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注記:  HP Integrity VMは、ホストと同じレベルでのアプリケーションの実行はサポートしません。

注記: 同じシステム上でOpenView NNMまたはOpenView Operationsを実行する場合、これらの製品
のSNMPトラップ リスニング ポートを変更して、正しく機能するようにしなければなりません。http:/
/h18000.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html（英語）にあるIntegrating
HP SIM 5.1 and HP OpenView Select Accessホワイト ペーパーに掲載されているOpenViewの製品マニュ
アルを参照してください。

注記: IPX以外のネットワークが有効化されていない従来のNovellシステムは、HP-UXのCMSでは管理で
きません。IPベースのネットワークを使用できるようにする必要があります。

注記: NIS（Network Information Services）を使用する場合は、ローカルホストにpingできるかどうか
調べます。応答がない場合は、/etc/nsswitch.confファイルを作成/編集し、ファイルにhosts:files
dns nisエントリを加えます。.NISサーバがネットワーク内にない場合は、/etc/nsswitch.confファ
イルにnisエントリを追加しないでください。

HP-UXパッチ
HP Systems Insight Managerを実行するために適用する必要のあるパッチがあります。パッチは、すべて
HP Systems Insight Managerを実行する前にインストールする必要があります。特に、HP SIMが使用する
Javaのサポートに必要なパッチをすべてインストールする必要があります。

注記: インストールされているJavaのバージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。
/opt/mx/j2re/bin/java –version

現在、製品にはJava 1.5（またはJava 5.0）Runtime Environmentが付属しています。

注記: Javaのパッチについての詳しい情報は、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/java（英語）
にアクセスして、[Site information]から[Patches]を選択して確認してください。このサイトは、Java
アプリケーション用の推奨パッチを示します。所定の指示に従ってください。すべてのパッチをダウン
ロードするには、ITRCダウンロード センタにアクセスしてください（ログインが必要です）。個々の
パッチについて詳しくは、パッチ名をクリックしてください。

個々のHP-UXパッチのダウンロードとインストール
パッチをダウンロードするには、次のように操作します。

1. 次のパッチ データベースにアクセスします。
http://www2.itrc.hp.com/service/patch/mainPage.do

2. [HP-UX]リンクをクリックします。
3. 該当するハードウェアとオペレーティング システムを選択します（例：800および11.11）。
4. [Search by Patch ID] を選択し、パッチIDを入力して[search]をクリックします。
5. パッチを選択して、ページ下部の[add to selected patch list]をクリックし、依存パッチを追加し
ます。

6. [download selected]をクリックして、画面の指示に従います。gzipパッケージ形式をおすすめしま
す。

パッチをインストールするには、次のように操作します。

1. /var/tmp/patchesディレクトリを作成し、このディレクトリにダウンロードしたパッチをコピー
します。

2. 次のコマンドを実行します。

gunzip patch_file

tar -xvf patch_file

3. 次のコマンドを実行して、/var/tmp/patches/depotにパッチをロードします。
./create_depot_hp-ux_11

4. 次のコマンドを実行して、パッチをインストールします。

swinstall -x autoreboot=true -s /var/tmp/patches/depot \*
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注記: 該当するパッチ ファイル セットだけがロードされます。リブートした後に、インストール
を続行してください。

管理対象システムの要件と推奨事項
この項では、管理対象システムの要件と推奨事項について説明します。

オペレーティング システム
Windows管理対象システム

• Windows Server 2008, Standard Edition

• Windows Server 2008, Standard x64 Edition（32ビット モード）

• Windows Server 2008, Standard Core

• Windows Server 2008, Datacenter Edition

• Windows Server 2008, Enterprise Edition

• Windows Server 2008, Enterprise x64 Edition（32ビット モード）

• Windows Server 2008, Enterprise Core

• Windows Server 2008、Itaniumベース システム用

• Windows Server 2003, Standard Edition

• Windows Server 2003, Standard Edition SP1

• Windows Server 2003, Standard Edition SP2

• Windows Server 2003, Standard x64 Edition

• Windows Server 2003, Standard x64 Edition SP2（32ビット モード）

• Windows Server 2003, Enterprise Edition

• Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1

• Windows Server 2003, Enterprise Edition SP2

• Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition（32ビット モード）

• Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition SP1（32ビット モード）

• Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition SP2（32ビット モード）

• Windows Server 2003, Enterprise Edition、Itaniumベース システム用

• Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1、Itaniumベース システム用

• Windows Server 2003, Enterprise Edition SP2、Itaniumベース システム用

• Windows Server 2003, Web Edition

• Windows Server 2003, Web Edition SP1

• Windows Server 2003, Web Edition SP2

• Windows Server 2003, Datacenter Edition

• Windows Server 2003, Datacenter Edition SP1

• Windows Server 2003, Datacenter Edition SP2

• Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

• Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition SP1

• Microsoft Windows Virtual Server 2005 Release 2（SP1適用済み）

• Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition SP2

• Windows Server 2003, Datacenter Edition、Itaniumベース システム用

• Windows Server 2003, Datacenter Edition SP1、Itaniumベース システム用

• Windows Server 2003, Datacenter Edition SP2、Itaniumベース システム用
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• Windows Server 2003 R2, Standard Edition

• Windows Server 2003 R2, Standard Edition SP2

• Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition

• Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition SP2

• Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition SP2

• Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition

• Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition SP2

• Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition SP1

• Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition SP2

• Windows 2000 Server、SP2

• Windows 2000 Server、SP3

• Windows 2000 Server、SP4

• Windows 2000 Advanced Server、SP2

• Windows 2000 Advanced Server、SP3

• Windows 2000 Advanced Server、SP4

• Windows 2000 Datacenter、SP2以降

• Windows NT4 Service Pack 6

• Windows Small Business Server 2003, Standard Edition

• Windows Small Business Server 2003, Standard Edition SP1

• Windows Small Business Server 2003, Standard Edition SP2

• Windows Small Business Server 2003, Premium Edition

• Windows Small Business Server 2003, Premium Edition SP1

• Windows Small Business Server 2003, Premium Edition SP2

• Windows Vista Business、32ビット

• Windows Vista Business、64ビット

• Windows Vista Enterprise、32ビット

• Windows Vista Enterprise、64ビット

• Windows XP Professional、SP1

• Windows XP Professional、SP2

• Windows XP Professional、SP3

• Microsoft Virtual Server 2005 R2、SP1

• Microsoft Hyper-V、ゲストWindows 2003 StandardおよびEnterprise（x86）を実行

• Microsoft Hyper-V、ゲストWindows 2008 StandardおよびEnterprise（x86）を実行

HP-UXおよびHP NonStop Kernel管理対象システム

• HP-UX 11i v1

• HP-UX 11i v2（IAのみ）

• HP-UX 11i v2 Update 2（IA/PA）

• HP-UX 11i v3

• HP Tru64 UNIX

• HP NonStop Kernel

• OpenVMS
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Linux管理対象システム

• Oracle Enterprise Linux x86

• Oracle Enterprise Linux、AMD64およびx86-64

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 3.9、x86用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 3.9、AMD64およびIntel x86-64用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 3.9、IPF用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.6、x86用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.7、x86用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.6、AMD64およびIntel x86-64用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.7、AMD64およびIntel x86-64用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.6、Intel Itanium用

• Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.7、Intel Itanium用

• Red Hat Enterprise Linux 5.1、x86用

• Red Hat Enterprise Linux 5.2、x86用

• Red Hat Enterprise Linux 5.1、AMD64およびIntel x86-64用

• Red Hat Enterprise Linux 5.2、AMD64およびIntel x86-64用

• Red Hat Enterprise Linux 5.1、Intel Itanium用

• Red Hat Enterprise Linux 5.2、Intel Itanium用

• Red Hat 7.3 Workstation

• Red Hat 8

• Red Hat 9

• SUSE Linux Enterprise Server 8

• SUSE Linux Enterprise Server 8、AMD64およびIntel x86-64用

• SUSE Linux Enterprise Server 8、IPF用

• SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3、AMD64およびIntel x86-64用

• SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4、AMD64およびIntel x86-64用

• SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3、x86用

• SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4、x86用

• SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3、IPF用

• SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4、IPF用

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、x86用

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2、x86用

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、AMD64およびIntel x86-64用

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2、AMD64およびIntel x86-64用

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、Intel Itanium用

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2、Intel Itanium用

• XEN搭載Red Hat Enterprise Linux

• XEN搭載SUSE Linux Enterprise Server
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注記: HP-UXやLinuxの中央管理サーバでは、IPXだけに対応するオペレーティング システムは、識別さ
れません。

VMwareおよび仮想マシン管理対象システム

• VMware ESX Server 2.5.5、ESXホスト

• VMware ESX Server 3.0.1、ESXホスト

• VMware ESX Server 3.0.2、ESXホスト

• VMware ESX Server 3.0.2 Update 1、ESXホスト

• Wmware ESX Server 3i Update 2

• VMware ESX Server 3.5.0 Update 1、ESXホスト

• VMware ESX Server 3.5.0 Update 2、ESXホスト

• VMware GSX Server 3.2

• VMware GSX Server 3.2.1

• HP Integrity Virtual Machine、Windowsゲストを実行

• HP Integrity Virtual Machine、Linuxゲストを実行

• HP Integrity Virtual Machine、HP-UX 11i v2ゲストを実行

• HP Integrity Virtual Machine、HP-UX 11i v3ゲストを実行

• Citrix XenServer Enterprise

Novell管理対象システム

• Netware 6.5

• Netware 6.0

SUN管理対象システム

• Solaris 9 Sparc

• Solaris 10 Sparc

• Solaris 8 Intel Platform

• Solaris 9 Intel Platform

• Solaris 10 Intel Platform

IBM管理対象システム

▲ AIX

ハードウェア

HP-UXの場合

• HP PA-RISCシステム

• 任意のHP Itanium®ベース システム

Windowsの場合

• 任意のHP x86システム

• 任意のHP x64システム

Linuxの場合

• 任意のHP x86システム

• 任意のHP x64システム

• HP Itaniumベース システム
必要なWebブラウザ
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Windowsの場合

• Microsoft Internet Explorer 6（Service Pack 2を適用済み）以上

• Firefox 2.0.0.16

• Firefox 3.0.1

注記: 最適なパフォーマンスを得るために、ブラウザの解像度は、1024×768以上にしてください。

HP-UXの場合

▲ Firefox 2.0.0.12

Linuxの場合

• Firefox 2.0.0.16

• Firefox 3.0.1

注記: HP SIMが適切に動作するには、すべてのInternet Explorerブラウザで、SSL 3.0またはTLS 1.0ブラ
ウザ セキュリティ オプションを有効にしておく必要があります。

管理対象ストレージ システム
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 アダプタを取り付け済み）など各ストレージ システムについてのHP SIMによるサポートに関す
る最新情報を確認するには、HPのHP SIM SMI-SプロバイダのWebページ
http://www.hp.com/go/hpsim/providers（英語）を参照してください。
このWebページでは、SMI-Sプロバイダの入手およびインストールについても説明しています。

外国語サポート
表 2-1 HP-UX言語サポート

Oracle 10gOracle 9i
（Standardお
よび
Enterprise）

PostGre SQL管理対象ノー
ド

CMSオペレーティング システム

10.2.0.19.2.0.87.4.2••HP-UX 11i v1、日本語

7.4.2•HP-UX 11i v2、日本語

10.2.0.19.2.0.87.4.2••HP-UX 11i v2 Update 2、日本語

10.2.0.19.2.0.87.4.2••HP-UX 11i v3、日本語
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第3章 CMSへのHP SIMの初期インストール
システムの準備

ステップ1を実行して、CMSにHP SIMを新規インストールします。
1. CMSをインストールして設定します。詳しい作業手順については、この章を参照してください。
2. CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。こ

のステップの詳細については、第4章「管理対象システムのセットアップ」を参照してください。
3. 各自の環境に合わせてHP SIMを設定します。推奨されるタスクについては、第5章「ファーストタ

イム ウィザードによるHP SIMの設定」または第6章「オプション メニューによるHP SIMの設定」
を参照してください。

4. 管理対象システムのための残りのプロトコルを設定します。詳細については、第7章「エージェン
トの設定および修復」を参照してください。

ここでは、HP SIMをHP-UX 11iシステムに新規インストールする際の手順について説明します。HP SIM
またはHP Servicecontrol Managerの以前のバージョンがインストールされているシステムで、データを
維持したままアップグレードを行いたい場合は、第8章 「5.x以上のHP Systems Insight Managerのアッ
プグレード 」のアップグレード手順を参照してください。
この手順では、システムが最小要件を満たしているかどうかを検証し、インストールの準備をします。
詳細については、第2章「「システム要件」」を参照してください。

注記: コマンド ラインの末尾に"\"が付いている場合は、コマンドが次の行に続いていることを示して
います。

1. 最新の推奨HP-UX 11i Javaパッチをインストールします。
詳細については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products1/unix/java/patches/index.html（英
語）で確認してください。

2. 次のコマンドを実行して、HP Servicecontrol ManagerまたはHP SIMの以前のバージョンがインス
トールされ使用できるように設定されていないことを確認します。

swlist -l bundle B8337BA B8339BA B8338BA T2414BA

swlist -l product ServControlMgr AgentConfig SysMgmtServer SysMgmtAgent

インストールされ使用できるように設定されている場合は、次のいずれかの章のアップグレード手
順を参照して、データを保存してください。SysMgmtServer製品のバージョン番号が、B.04または
C.04で始まっている場合は、「5.x以上のHP Systems Insight Managerのアップグレード 」の手順に
従ってください。

また、次のコマンドを使用すると、HP Servicecontrol ManagerやHP SIMをアンインストールできま
す。

swremove -x enforce_dependencies=false ID

ここで、IDは製品またはバンドルIDです。たとえば、次のように入力します。
swremove –x enforce_dependencies=false B8339BA

または

swremove –x enforce_dependencies=false T2414BA

次のコマンドを実行して、古い製品用のサブディレクトリを削除します。

rm -fr /opt/mx /etc/opt/mx

ServiceControl Managerのデータベース（mysql）は、次のコマンドで削除できます。
swremove mysql

3. ソフトウェアをダウンロードするか、デポ サーバ上でソフトウェアのコピーを探します。
ソフトウェアをダウンロードするにはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/hpsim（英語）にア
クセスし、ページ左上の[HP management software]の下で、[Download]をクリックしてくださ
い。HP Systems Insight Managerのダウンロードページが表示されます。[HP Systems Insight
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Manager and related components]の下で、[HP SIM-HP-UX]を選択し、次に[Download latest
version of HP SIM-HP-UX]を選択して製品全部をインストールします。

4. HP SIMをインストールする場合は、JAVAOOB（Java Out-of-Box）が必要です。このコンポーネント
は、インストール時に自動的に選択されます。詳細については、
http://www.hp.com/products1/unix/java/java2/outofbox/index.html（英語）を参照してください。
JAVAOOBが調整するカーネル パラメータの値は、次の表のとおりです。
表 3-1 Java Out-of-Boxの設定

カーネル パラメータの値Java Out-of-Boxの設定

3000max_thread_proc

2063835136maxdsiz

2048maxfiles

2048maxfiles_lim

512maxusers（HP-UX 11i v1のみ）

6000ncallout（HP-UX 11i v1のみ）

4097nfile

6000nkthread

2048nproc

2048tcp_conn_request_max

表 3-2 HP SIMの調整済みカーネル パラメータ

カーネル パラメータの値Java Out-of-Boxの設定

30000nfile

2048semmns

1024semmni

ソフトウェアのインストールと設定
HP Systems Insight Managerをインストールする場合、依存ソフトウェアであるSysMgmtDB、JAVAOOB、
およびSSH（HP-UX Secure Shell）をインストールする必要があります。WBEMがインストールされてい
ない場合、インストールするとHP SIM中央管理サーバ（CMS）を効率的に管理できます。ソフトウェア
をWebからダウンロードした場合は、これらの依存パッケージがデポ ファイルに含まれています。以下
のインストール手順は、このデポ ファイルの使用を前提にして説明します。
HP Systems Insight Managerをインストールするには、次のように操作します。
1. 次のように操作して、HP Systems Insight Managerをインストールします。

swinstall -s /directory/depot -x autoreboot=true HPSIM-HP-UX

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 –x autoreboot=true HPSIM-HP-UX

注記: 必要なすべての依存コンポーネントが自動的に選択され、インストールされます。

2. （省略可能。Oracleデータベースを使用する場合のみの必須手順）次のコマンドを使用して、新し
く作成したOracleデータベースを使用するようにHP SIMを設定します。
/opt/mx/bin/mxoracleconfig

このコマンドは起動したあと、ユーザ情報と次で説明するファイル名を含むファイル パス
（host/port/Database/Username/Password/Jar）の入力を要求します。

mxoracleconfig

または
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mxoracleconfig -h hostname -n portnumber -d databasename -u username \

-p password -j driverjarfilelocation [-f ]

説明Oracleデータベース用のコマンド

Oracleのサーバの完全DNS名またはＩＰアドレス–h Hostname

Oracleインスタンスに接続するために使用するポート番号。デ
フォルトのポート番号は1521です。

-n Portnumber

データベース インスタンスの名前-d Databasename

データベースのユーザ名-u Username

上記のユーザ名に対応するデータベース パスワード-p Password

Thinドライバを含むjarファイルのフル パス名。HP SIMおよび
jbossで使用できるように、そのjarファイルにクラス パスが設

-j Driverfilelocation

定されている場合は不要です。ドライバ クラスをロードできな
い場合、mxoracleconfigはエラーを返します。HP SIMおよび
jbossで使用できるように、jarファイルにクラスパスが設定され
ている場合、mxoracleconfigはjarファイルの上書きはしません。

このコマンドは、通常、1回だけ実行されます。Oracleサーバ
名やデータベース インスタンス名の入力ミスなどユーザのミス

-f Force flag to force a re-run

が発生したときに再実行する場合は、このフラグを入力しま
す。

3. 要件が満たされていることを確認します。

/opt/mx/bin/mxinitconfig –l

このコマンドは、前提条件が満たされていることを確認します。ま
た、/var/opt/mx/logs/initconfig.logにあるログ ファイルを参照して、初期化が完了した
ことを確認することもできます。

注記: HP SIMは、セットアップ作業を続行する前に、すべての警告メッセージを解決しておくこ
とをすすめます。

4. HP Systems Insight Managerを初期化します。
/opt/mx/bin/mxinitconfig -a

注記: HP SIMの初期化は、バックグラウンドで実行され、数分間で完了します。初期化が完全に
終了したかどうかを確認するには、/var/opt/mx/logs/initconfig.logファイルを参照して
ください。

注記: HP SIMの以前のバージョンからアップグレードしたあと、既存の収集が予想外の結果を返
す場合、アップグレード後HP SIMを再起動していないのであれば、HP SIMサービスを停止してから
再開すればこの問題を解決できます。

5. mxdomainmgrデーモンおよびmxdtfデーモンが実行されていることを確認してください。

ps -ef | grep mx

実行中でないデーモンがあれば開始してください。

/opt/mx/bin/mxstart

6. （省略可能）CMSを管理対象システムにする場合は、WBEMをインストールしてください（インス
トールされていない場合）。WBEMはOpenSSLに依存するため、次のコマンドを実行してCMSに
OpenSSLがインストールされていることを確認してください。
swlist OpenSSL

このコマンドが、"Error:Software "OpenSSL" was not found on host"を返す場合、
OpenSSLはインストールされていません。
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OpenSSLは、http://www.hp.com/go/softwaredepot（英語）のSoftware Depotから入手できます。
また、ご使用のオペレーティング システム メディアにも収録されています。
a. OpenSSLソフトウェアをインストールします。

swinstall -s/directory/OpenSSL_depot OpenSSL

directoryにはデポ ファイルのパスを、OpenSSL_depotにはOpenSSLデポ ファイルの名前を指定
してください。

b. OpenSSLのインストールが完了したら、WBEMをインストールします。
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/WBEM_download.depot B8465BA

注記: WBEMデーモン（cimserver、cimserverd）が実行されているかどうかを確認するには、次の
コマンドを実行します。

ps -ef | grep wbem.
HP-UX 11i v2（2004年9月以降）（B. 11 .23）では、WBEMは、デフォルトでインストールされま
す。

7. （省略可能）SNMPトラップを自身に送信するようにCMSを設定します。
a. /etc/SnmpAgent.d/snmpd.confファイルに、trapdestとしてCMS名を追加します（例：

trap-dest:<cms_full_hostname_or_ip_address>）。
b. 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

c. 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

（省略可能）HP SIMの調整
SAMまたはHP-UXカーネル設定ツール（kcweb）またはkctuneを使用して、必要に応じて、以下のオプ
ション パラメータを手動で調整します。

▲ カーネル パラメータdbc_max_pctを設定します。このパラメータは、データ バッファ キャッシュ
用に動的に割り当てることができる物理メモリの割合（%）を示します。デフォルトの設定値は50%
ですが、通常この値は大きすぎます。使用するシステムの物理メモリ サイズから逆算して、この割
合で得られる物理メモリ量が約200MBになるよう値を設定してください。たとえば1GBのRAMを
搭載したサーバの場合であれば、この値を20%に設定します。このパラメータの調整について詳し
くは、dbc_max_pctのマン ページを参照してください。

注記: このパラメータにはdbc_min_pct（1%以上の値を設定）より小さい値は設定できません。
詳細については、dbc_max_pctのマンページを参照してください。

注記: HP-UX 11i v2（2004年9月以降）（B.11.23）では、これらのパラメータは動的に設定で
き、パラメータを変更しても、システムを再起動する必要はありません。

注記: カーネル調整パラメータdbc_max_pctは、HP-UX 11i v3では廃止されました。

次のステップ
CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。詳細に
ついては、第4章 「管理対象システムのセットアップ 」を参照してください。次に、HP Systems Insight
Managerの初期セットアップを実行します。初期セットアップでは、ファーストタイム ウィザードを使
用してHP SIM中央管理サーバの初期設定を行い、管理対象システムをセットアップします。詳細につい
ては、第5章 「ファーストタイム ウィザードによるHP SIMの設定」または第6章 「[オプション]メニュー
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によるHP SIMの設定」を参照してください。管理対象システムのための残りのプロトコルを設定しま
す。詳細については、第7章 「管理対象システムの設定」を参照してください。
CMSでの、HP SIMのインストールと初期化が完了しました。Firefoxを使用してhttp://localhost:280/に
アクセスし、HP SIMGUIを起動します。詳細については、第10章 「グラフィカル ユーザ インタフェー
スの使用法」を参照してください。

注記: 完全な設定権があるユーザが最初にHP SIMにログインすると、HP Systems Insight Managerの登
録ウィンドウとファーストタイム ウィザードが表示されます。画面の指示に従ってHP SIMを登録する
か、後で登録する場合は、[後で登録]ボタンをクリックします。ご使用のHP SIMシステムがインターネッ
トに接続されていない場合は、インターネットにアクセスできるシステムに移動してHPのWebサイト
http://h20293.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPSIM-LIC（英語）
にアクセスして、登録を行いコードを入手できます。これにより、HP SIMアプリケーションに対して登
録されたことを確認できます。また、以降に登録の指示が表示されなくなります。ファーストタイム
ウィザードは、HP SIMの初期セットアップのうち基本的な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 5.3ユーザ ガイドを参照
してください。

注記: ServiceGuard Managerを初めてインストールする場合は、ServiceGuard Manager 5.0をインス
トールしてください。ServiceGuard Manager 5.0のダウンロード方法については、以下を参照してくだ
さい。

http://www.hp.com/go/softwaredepot（英語）
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。
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第4章管理対象システムのセットアップ
ステップ2を実行して、必要な管理ソフトウェアをインストールし、設定してください。
1. CMSをインストールして設定します。このステップの実行手順は、第3章「CMSへのHP SIMの初期

インストール」で説明しています。

2. CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。詳
細な作業手順については、この章を参照してください。

3. 各自の環境に合わせてHP SIMを設定します。推奨されるタスクについては、第5章「ファーストタ
イム ウィザードによるHP SIMの設定」または第6章「オプション メニューによるHP SIMの設定」
を参照してください。

4. 管理対象システムのための残りのプロトコルを設定します。詳細については、第7章「エージェン
トの設定および修復」を参照してください。

管理対象システムのセットアップには、必要な管理ソフトウェアのインストールが含まれます。インス
トールする管理ソフトウェアは、管理対象システムのタイプによって異なります。

• HP-UXの場合（以下を参照）

• ストレージ システム（以下を参照）

• Windowsシステムの場合 - 『HP SIM 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。

• Linuxシステムの場合 - 『HP SIM Linux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。

HP-UXシステムへの必要なソフトウェアのインストール
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。これらのソフトウェアは、最新のHP-UX 11i v2
またはHP-UX 11i v3オペレーティング環境ではデフォルトでインストールされますが、HP-UX 11i
v1や比較的古いHP-UX 11i v2システムでは、インストールまたは更新が必要です。

• HP-UX Secure Shell（T1471AA）

• OpenSSL

• HP WBEM Services for HP-UX（B8465BA）

このWBEM Servicesバンドルには、HP SIMのプロパティ 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。

2. HP-UX 11i v1またはv2システムに、管理対象システム用のソフトウェアがインストールされている
ことを確認します。HP-UX 11i v3システムでは、上記のソフトウェアまたは同等のソフトウェアが
常にインストールされます。

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

ご使用のオペレーティング システムがHP-UX 11i v2 0603以降で、WBEM Servicesが見つからない
ときは、次のコマンドを実行してください。

swlist –l product HPUXBaseAux.WBEMServices

オプションのプロバイダおよびHP 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。
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$ 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 Systems Insight Manager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はOpenSSLに依存するため、OpenSSLを先に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>

管理対象ストレージ システムのセットアップ
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
スの相互運用可能な管理を実現するSNIA（Storage Networking Industry Association）規格です。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ます。
HP SIMがストレージ システムを検出するには、そのストレージ システムのWBEM SMI-Sプロバイダを
インストールして、設定しておく必要があります。プロバイダをインストールしておく必要のあるスト
レージ デバイスには、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 アダプタを取り付け済み）などがあります。
HP SIMによる各デバイスのサポートに関する最新情報は、HPのHP SIM SMI-SプロバイダのWebページ
http://www.hp.com/go/hpsim/providers（英語）で確認してください。このWebページでは、SMI-Sプ
ロバイダの入手、インストール、および設定に関する情報も提供します。

SMI-Sプロバイダのインストール
各ストレージ ベンダは、提供するストレージ システムのSMI-Sプロバイダおよびインストール手順を用
意しています。上記のWebページでは、SMI-Sプロバイダの入手方法に関する情報を提供しています。
SMI-Sプロバイダの詳細については、ストレージ ベンダのWebサイトを参照するかまたはベンダの担当
者に問い合わせてください。各ストレージ システムについて、次の操作を行います。
1. 該当するSMI-S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。
2. インストールされていない場合は、入手し、ベンダの指示に従ってインストールしてください。

SSLの確認
HP SIMでは、SMI-Sプロバイダがサポートするストレージ システムを検出および管理するために、各
SMI-Sプロバイダに対してSSL（Secure Sockets Layer）が有効になっていなければなりません。各SMI-Sプ
ロバイダについて、SSLが有効になっていることを確認します。

SMI-Sプロバイダの設定
SMI-Sプロバイダのポート番号やパスワードを変更しなければならない場合があります。プロバイダのマ
ニュアルを参照して、変更してください。

たとえば、同じホスト上に2つのCIMOMがある場合、これらのCIMOMを設定して、CMSとの通信に別々
のポートを使用するようにしなければなりません。
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第5章ファーストタイム ウィザードによるHP SIMの設定
ステップ3を実行し、ファーストタイム ウィザードを使用して各自の環境に合わせてHP SIMを設定する
か、第6章 「[オプション]メニューによるHP SIMの設定」に進んでください。
1. CMSをインストールして設定します。このステップを完了するには、第3章 「CMSへのHP SIMの

初期インストール」を参照してください。

2. CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。こ
のステップを完了するには、第4章 「管理対象システムのセットアップ 」を参照してください。

3. 各自の環境に合わせてHP SIMを設定します。このステップを完了するには、この章にあるファース
トタイム ウィザードまたは第6章 「[オプション]メニューによるHP SIMの設定」を参照して、推奨
されるタスクを確認してください。

HP SIMの初期セットアップでは、HP SIM 中央管理サーバの初期設定、ならびに管理対象システムのセッ
トアップ、検出の設定、イベント処理の設定、ユーザの追加、認証の定義などを正しい順序で行うため
に、ファーストタイム ウィザードを使用します。初期セットアップを開始するには、前の章の説明に
従って、中央管理サーバ（CMS）のインストールを完了しておく必要があります。

注記: この項で説明するすべての内容は、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP
Systems Insight Manager 5.3ユーザ ガイドにも掲載されています。

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 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、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。

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。

• [イントロダクション] 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] 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 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。

このページは、IgniteサーバのIPアドレス、サインイン認証情報など、各TDEF選択に関する必要な詳
細情報も収集します。

• [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。

• [認証]：システム自動検出 ウィザードを使用して、システム自動検出タスクのサインイン認証情
報およびSNMP認証情報を設定します。

• [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WMI、SNMP、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。
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• [WMI Mapperプロキシ] Windowsシステムの管理対象システム情報を入手するには、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。

注記:  Windowsシステムを管理しない場合、このページは表示されません。

• [権限の昇格] HP-UX、Linux、およびESX管理対象システムで、非rootユーザでサインインした後、
rootレベルのツールを実行するために権限の昇格を要求する必要がある場合、権限の昇格を有効に
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。

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。

管理対象環境の設定
このページから、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]、[Linix]、[HP-UX]、[その他]）。ここでの選択により、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。
[HP-UX]を選択する場合、メニュー項目を選び必要な情報を入力します。これらのメニュー項目は、
WindowsまたはLinux CMS上のIntegrity Extensionsを処理するための項目で、HP-UX CMSでは利用さ
れません。

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。

[HP-UX]を選択した場合、システムが前提条件の確認を試みます。たとえば、Ignite-UXについては、
システムがIgniteサーバに接続できるかどうかを試します。接続できない場合、エラー メッセージ
が表示されます。エラー メッセージ ボックスを閉じると、[管理対象] ファーストタイム ウィザー
ドページに戻ります。この状態は、有効な情報を入力するか選択項目を取り消すまで続きます。

新しいバージョンを利用できる場合、TDEFファイル内部のツールのマイナー バージョンはツールが再登
録されるたびに変更されます。

自動システム検出の有効化
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。システムの自動検出タス
クは、ファーストタイム ウィザードが完了したときにすぐに実行されるように選択するかまたはHP SIM
メニューから[オプション]→[検出]を選択することで、有効化して設定できます。[検出]ページでは、複
数の自動検出タスクを作成できます。

1. ファーストタイム ウィザードの終了後すぐにシステム自動検出タスクを実行するには、[ウィザー
ドが終了した後に、検出を実行]を選択します。

2. 指定した時間に実行されるようにタスクをスケジュールするには、[スケジュール]を選択します。
3. システム自動検出タスクが定期的なスケジュールに基づいて実行されるようにするには、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。

4. [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、
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FQDNホスト名を入力するこ
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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。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。
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、http://
www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP Systems Insight Manager 5.3テクニカル リファ
レンス ガイドを参照してください。

5. 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。

システム自動検出タスク サインイン認証情報の設定
[認証情報]ページで、システム自動検出タスクで使うサインインおよびSNMP認証情報を指定できます。
1. システム自動検出タスクのサインイン認証情報を設定するには、ユーザ名とパスワードを入力しま
す。

サインイン認証情報を追加するには、[追加]をクリックします。既存のサインイン認証情報を削除
するには、削除する認証情報の横の[削除]をクリックします。

2. 入力された認証情報が条件を満たさない場合にHP SIMが他の認証情報を試すようにするには、[これ
らの認証情報が適用できない場合、他の認証情報で試します。]を選択します。

3. システム自動検出タスク用のSNMP認証情報の読み込みコミュニティ名を入力します。
SNMP認証情報を追加するには、[追加]をクリックします。既存のSNMP認証情報を削除するには、
削除する認証情報の横の[削除]をクリックします。

4. 入力された認証情報が条件を満たさない場合にHP SIMが他の認証情報を試すようにするには、[これ
らの認証情報が適用できない場合、他の認証情報で試します。]を選択します。

5. 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。

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。ファーストタイム ウィザードの[検出]ページで検出を設定していない場合は、この
ステップが省略されます。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. [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. WBEM/WMI、SNMP、およびSSH用の管理対象システムの設定で証明書を指定するには、以下から
選択します。

• サインイン認証を使用 このアカウントは、管理者権限を持つアカウントでなければなりませ
ん。

• 次の認証を使用 HP SIMに入力されているものとは異なるユーザ名/パスワード ペアを使用
する場合は、このオプションを選びます。

3. [WBEM/WMIの設定]で、以下のオプションから選択します。

• WBEMイベント用のサブスクリプションの作成 

• HP Systems Insight Managerのイベント リストにイベントが表示されることを確認するために、
HP Systems Insight Managerのこのインスタンスにテスト用WBEM/ WMIインジケータを送信
 

• システムを管理するため、ユーザ名とパスワードの替わりにHP SIM WBEM認証(10年間有効)を
使用 
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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 

• HP Systems Insight Managerのこのインスタンスを参照するためのTrapの設定 Windowsシス
テムでは、読み込み/書き込みコミュニティ名が自動的に作成されます。

• HP Systems Insight Managerのイベント リストにイベントが表示されることを確認するために、
HP Systems Insight Managerのこのインスタンスにテスト用SNMP Trapを送信  

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 HP SIMのこのインスタンスからのすべてのユーザが、管理対象システ
ム上で認証されます。

• ユーザ ベース認証（ユーザは各管理対象のシステム上で認証が必要） 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"証明書による信頼"に設定]を選択して、管理対象システムとCMS間の信頼関係を設定
します。これにより、HP SIMユーザが、認証用にHP SIM証明書を使用して、HP SMH、Onboard
Administrator、iLO（バージョン2以降）、およびHP VCAに接続できるようになります。

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。

WMI Mapperプロキシの設定
WBEMは、HP SIMが管理対象システムの識別および管理対象システムとの通信のために使用します。こ
のため、Windowsシステムでは、この通信を可能にするためにWMI Mapperプロキシを設定する必要が
あります。

1. WMIプロキシのホスト名とポート番号を入力します。ユーザ名およびパスワード認証情報は、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]ページに入力する必要があります。

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。

権限昇格の設定
HP SIMの一部のツールは、HP-UXまたはLinux管理対象システムでrootとして実行されるように定義され
ています。HP SIMでは、権限昇格を設定すると、権限がないユーザとしてサインインした後で、権限を
昇格させ、これらのオペレーティング システム上で実行することができます。
1. ESXシステムについて権限の昇格を設定するには、[特権の昇格を有効 VMWare ESX]を選択します。

LinuxおよびHP-UXシステムについて権限の昇格を設定するには、[特権の昇格を有効 Linuxまたは
HP-UX]を選択します。

2. メニューから昇格ツール タイプを選択します。
ツールでパスワードが必要な場合は、[この権限の昇格用のツールはパスワードを要求します。]を
選択します。

3. （省略可能）[権限の昇格用ツール コマンド]を編集します。
4. 管理対象システムにサインインするユーザを選択します。ユーザの内容は次のとおりです。

• HP SIMのサインイン ユーザと同じです。

• 実行時に指定します。

• このユーザを使用し、ユーザ名を入力します。

5. 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。

Email設定の指定
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。
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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。

[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。

ファーストタイム ウィザードの概要
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。

[管理対象]ページで[HP-UX]を選択した場合は、選択したすべてのメニュー項目が表示されます。

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。

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、「設定は適用されました。この画面を閉じな
いでください。」というメッセージを含む[完了]ページが表示されます。HP-UXシステムの場合、TDEF
ファイルが更新されHP-UXツールのマイナー バージョンがアップグレードされます。[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 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。

[Ignite-UXおよびSoftware Distributor（HP-UX）]が選択され[IgniteおよびSoftware Distributor Server]
UIフィールドにIPアドレスまたはホスト名が入力されている場合、ファーストタイム ウィザードが終了
すると、Igniteサーバでの自動検出がトリガされます。システムが存在するかどうかを確認するチェック
が行われ、存在しない場合は、そのシステムの自動検出がトリガされます。

[Ignite-UXおよびSoftware Distributor（HP-UX）]および[セキュア シェル（SSH）アクセスの設定]が
選択され、Igniteサーバを信頼することを確認するためにホスト名またはIPアドレス、SSH、およびユー
ザ名とパスワードが入力されている場合、IgniteサーバでSSH設定も完了されます。そうでない場合は、
SSH設定が実行されます。
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第6章 [オプション]メニューによるHP SIMの設定
ご使用の環境に合わせてHP SIMを設定する場合はステップ3を実行してください。また、第5章「ファー
ストタイム ウィザードによるHP SIMの設定」で説明するファーストタイム ウィザードを使用すること
もできます。

1. CMSをインストールして設定します。このステップの実行手順は、第3章「CMSへのHP SIMの初期
インストール」で説明しています。

2. CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。こ
のステップの詳細については、第4章「管理対象システムのセットアップ」を参照してください。

3. 各自の環境に合わせてHP SIMを設定します。このステップの手順はこの章で説明します。また、第
5章「ファーストタイム ウィザードによるHP SIMの設定」で説明するファーストタイム ウィザード
を使用して、HP SIMの初期設定を行うこともできます。

4. 管理対象システムのための残りのプロトコルを設定します。詳細については、第7章「エージェン
トの設定および修復」を参照してください。

この章では、ファーストタイム ウィザードを使用する場合よりも多くの設定オプションを紹介します。
管理対象システムのためのプロトコルを設定するには、以下の作業を実行する必要があります。

• プロトコル設定の指定

• ユーザの追加

• ツールボックスの追加

• 認証の追加

• Email設定の指定

• 自動イベント処理の設定

• 検出の設定および実行

注記: HP SIMの設定にこれらのオプション メニューを使用する場合は、必ず検出を実行して管理する
すべてのシステムを検出してください。

プロトコル設定の指定
プロトコル設定を指定することにより、HP SIMが管理対象システムと通信する方法が定義されます。
プロトコルを設定するには、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. [Ping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。TCPポート番号]。企業ネット
ワークでICMP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。ポート番号を入力してください。

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。
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
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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。

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。

4. [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、WBEM
リクエストが送信されるように設定します。

[グローバル認証]ページにアクセスするには、[グローバルWBEM認証を設定するにはグローバル認
証ページに移動]を選択します。

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、[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. [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。

[グローバル認証]ページにアクセスするには、[グローバルWBEM認証を設定するにはグローバル認
証ページに移動]を選択します。

7. [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。

グローバル プロトコル設定またはシステム設定でHP SIMに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。

8. [WS-MAN設定]セクションで、WS-MANが有効になっていることを確認し、[デフォルト識別タイム
アウト]の値を入力します。

9. [SSH設定]セクションで、[SSH有効]を選択して、管理対象システム上でのSSH識別の実行を有効に
します。

10. （省略可能）[DMI設定]セクションで、[DMI有効]を選択して、管理対象システム上での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 11.0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。デフォルトでは、DMIは有効で
はありません。

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。

11. 設定を受け入れるには、[OK]をクリックします。

ユーザの追加
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。
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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）[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。
4. （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。

5. （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。
6. [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。

7. 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。

8. [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。

9. 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。
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。

10. 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。

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。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。

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. [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。

4. [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。
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5. 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。

6. [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。

7. 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。

ツールボックスの追加
ツールボックスを作成することで、ユーザが使用できるツールを1つのグループにまとめることができ
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以上では、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。

認証の追加
特定のシステムまたはシステム グループ上でツールボックスを使用する認証をユーザに与えます。
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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。

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.
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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。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。
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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。

Email設定の指定
Email設定を指定すると、ユーザは、特定イベントの発生時にEmailによる通知を送信できます。
Email設定を指定するには、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. （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。
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5. 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。
6. 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。

[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。

自動イベント処理の設定
自動イベント処理の設定では、イベントを受信したときにHP SIMで自動実行するアクションを定義でき
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。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。自動イベント処理機能を使用して収集が作成された場合は、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。

検索条件をさらに追加するには、[追加]をクリックします。

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。

• [このシステム収集を使用]
ドロップダウン リストから、システム収集を選択します。1.

2. [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。

3. [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。

• [指定するシステム属性を使用]
a. [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。
b. 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。

c. [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。
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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、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。選択したユーザを削除するには、 をクリックします。HP SIMユーザのポ

1.

ケベル番号は、[ユーザおよび認証]ページで設定します。[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。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。

3. [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）。

1.

2. [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）。

3. [件名]フィールドに、Emailの件名を入力します。
4. [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。
注記：多くの携帯電話事業者が、Email経由でSMS機能を提供します。たとえば、携
帯電話の番号が555-123-4567の場合、5551234567@<ご使用の業者>.comに送信さ
れるEmailがSMS通知として携帯電話に送信されます。

• [HTML]。[HTMLイベント詳細]ページに似たEmailメッセージを受信者に送信するEmail
メッセージ フォーマット。

5. [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）
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• 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。

• 割り当て

タスクの割り当てを受けるユーザ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。
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。

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。

検出処理の設定と実行
検出とは、HP SIMがネットワーク上のシステム検出およびシステム識別を実行し、その情報に基づいて
データベースを作成するプロセスを指します。データの収集およびシステム ステータスの追跡を行うに
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は、そのシステムを事前に検出しておく必要があります。新しいシステムを検出するには、以下の2つ
の基本的な方法があります。

• システムのグループの検出 自動検出とは、HP SIMがネットワーク上のシステム検出およびシス
テム グループ識別を実行し、その情報に基づいてデータベースを作成するプロセスを指します。
データの収集およびシステム ステータスの追跡を行うには、そのシステムを事前に検出しておく必
要があります。hostsファイルを使用して、システムを検出することもできます。

• 1つのシステムの検出 システムを検出し、データベースに追加できるプロセスです。

検出処理の設定と実行
1. [オプション]→[検出]を選択します。[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 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]オプションを有
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]。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]。このオプションは、VMホスト（HPVM
VMWare ESXまたはMicrosoft Hyper-V）システムが検出されて認識されると、すべてのVM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。

VMWare ESXまたはMicrosoft Hyper-Vホストが検出されるときにこのオプションが選択されて
いないと、ゲストは自動的に検出されません。ただし、そのゲストのいずれかがHP SIMで検出
される前に別のホストに移動し、後でそのゲストが検出されると、そのゲストは古いホストに
関連付けられます。これを防止するには、ゲストが検出される前に古いホストか新しいホスト
のいずれかが検出される必要があります。

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。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つが認識された場合、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FQDNホスト名を入力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。
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。
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. HP SIMが検出するシステムのタイプを選択するには、[検出フィルタを有効化]を選択します。
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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。

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。

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。

9. [システム自動検出]を選択します。進行中の操作にあわせてスケジュール設定したり、その他の変
更を行うには、[編集]、[有効]、[タスク結果の表示]、または[すぐに実行]オプションのいずれかを
クリックします。別の検出タスクを作成するには、[新規]をクリックします。

検出タスクの設定
検出を設定し、実行するには、検出タスクを作成する必要があります。HP SIMには、1つのデフォルト
検出タスク（システム自動検出）が組み込まれています。ただし、特定のシステムを検出するために新
しい検出タスクを作成できます。たとえば、特定のIPアドレス範囲にあるシステムを検出したい場合で
す。特定の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。
3. 以下から選択してください。

• [複数システムのグループ単位での検出] （デフォルト）このオプションを選択すると、複数
のシステムを検出できます。

a. （必須）[名前]フィールドに、タスクの名前を入力します。
b. [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。

c. [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、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FQDNホスト名を入力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。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。
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d. コメントを[コメント]フィールドに入力します。ここで入力したコメントは、検出テーブ
ルの[検出]ページに表示されます。

• [単一システムの検出] このオプションを選択すると、1つのシステムを検出できます。単一
システム検出は、ネットワーク到達性に関係なく、DNS解決可能であるかぎり、システムをHP
SIMデータベースに対して処理します。
a. （必須）[名前]フィールドに、タスクの名前を入力します。
b. [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。

c. システム名またはIPアドレスを[システム名またはIPアドレスを入力]に入力します。
d. コメントを[コメント]フィールドに入力します。ここで入力したコメントは、検出テーブ

ルの[検出]ページに表示されます。

4. システムの認証情報を設定するには、[認証]をクリックします。
5. 関連付けられたエージェントの設定および修復タスクを作成するには、[設定/修復]をクリックしま
す。

6. システム タイプを設定するには、[システム タイプ]をクリックします。

注記: [システム タイプ]は、単一システムを検出する場合のみ使用できます。

7. タスクを保存するには、[保存]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。[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。

WMI Mapperの設定
HP-UX CMSからWindowsシステムを管理するには、WindowsシステムにPegasus WMI Mapperサービス
をインストールする必要があります。WMI Mapperをインストールしたら、次のように操作を行い、HP
SIMがWMI Mapperシステムを識別できるように設定してください。
1. WMI Mapperノードを識別できるように、ファースト タイム ウィザードの[グローバル プロトコル

設定]ページに正しいユーザ名とパスワードが入力されていることを確認します。
2. [オプション]→[プロトコル設定]→[WMI Mapperプロキシ]を選択します。[WMI Mapperプロキシ]

ページが表示されます。

3. [新規]をクリックします。[WMI Mapperプロキシの追加]ページが表示されます。
4. [ホスト：]フィールドにOpenPegasus WMI Mapperのインストール先のIPアドレスまたはホスト名、

[ポート番号]フィールドにWMI Mapperのインストール先のポート番号を入力します。
5. 識別が完了したら、WMI Mapperノードの[システム ページ]に[プロパティ]リンクが表示されてい

ることを確認し、リンクをクリックして[プロパティ]ページを表示します。
HP SIMがWindowsシステムを管理するには、上記のステップを実行して、WMI Mapperをプロキシとし
て設定し正しく識別されるようにする必要があります。
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第7章管理対象システムの設定
ステップ4を実行して、管理対象システムのためのプロトコルを設定します。
1. CMSをインストールして設定します。このステップの実行手順は、第3章「CMSへのHP SIMの初期

インストール」で説明しています。

2. CMSで管理する予定のシステム上に、必要な管理ソフトウェアをインストールして設定します。こ
のステップの詳細については、第4章「管理対象システムのセットアップ」を参照してください。

3. 各自の環境に合わせてHP SIMを設定します。推奨されるタスクについては、第5章「ファーストタ
イム ウィザードによるHP SIMの設定」または第6章「オプション メニューによるHP SIMの設定」
を参照してください。

4. 管理対象システムのためのプロトコルを設定します。詳細な作業手順については、この章を参照し
てください。

CMSからのエージェントの設定および修復機能の実行
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の完全な管
理権が必要です。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。

管理対象システムの手動セットアップ
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。

• SNMPの設定
トラップをCMSに送信するようにSNMPを設定します。
1. 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

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

• 信頼関係："証明書による信頼"に設定します。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。

• セキュア シェル（SSH）アクセスの設定
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
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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。

• 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

• WBEMイベントのサブスクリプションを作成
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 EVENT Subscriptions for HP-UX systems
managed by HP SIM 5.0ホワイト ペーパーを参照してください。

• 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。

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。

cimprovider –ls

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>

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、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP Systems Insight Manager
5.3ユーザ ガイドを参照してください。
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）。
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

HP-UX 11.0システムでDMIを設定します。
管理対象システムで、CMSの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。
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
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/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。

DMIデーモンを起動します。
/sbin/init.d/Dmisp start
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第8章 5.x以上のHP Systems Insight Managerのアップグ
レード

この章では、HP SIM 5.xをアップグレードする手順について説明します。

注記: コマンド ラインの末尾に"\"が付いている場合は、コマンドが次の行に続いていることを示して
います。

注記: HP SIMは、Oracleデータベースへのアップグレードをサポートしません。Oracleは、新規イン
ストールでのみサポートされます。

HP SIM 5.x以上からのアップグレード
1. システムが最小要件を満たしているかどうかを検証します。

2. 最新の必須および推奨HP-UX 11iパッチをインストールします。詳細については、HPのWebサイト
http://www.hp.com/products1/unix/java/patches/index.html（英語）で確認してください。
HP-UX 11.11（11i v1）の2002リリースを実行している場合、推奨パッチと必須パッチを適用し
て、アップグレードにかかる時間を短縮してください。これらのパッチを適用しない場合、アップ
グレードを開始してからログインできるようになるまでに2時間もかかることがあります。initconfig.log
に「100%完了」と示されているのにポート280経由でブラウザからHP SIMにアクセスできない場
合、mxstopに続けてmxstartを実行してHP SIMサービスの停止と再起動を実行してください。ブラウ
ザにページが正しく表示されない場合は、すべてのブラウザを閉じて、キャッシュをクリアしてく
ださい。

3. ソフトウェアをダウンロードするか、デポ サーバ上でソフトウェアのコピーを探します。
ソフトウェアをダウンロードするにはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/hpsim（英語）にア
クセスし、画面左上の[HP management software]の下で、[Download]を選択してください。HP SIM
のダウンロード ページが表示されます。[HP Systems Insight Manager and related components]
の下で、[HP SIM-HP-UX]を選択し、次に、[Download latest version of HP SIM-HP-UX]を選択し
て製品全部をインストールします。

HP SIMをインストールする場合は、JAVAOOB（Java Out-of-Box）とSSHが必要です。このコンポー
ネントは、インストール時に自動的に選択されます。Java Out-of-Boxの詳細については、
http://www.hp.com/products1/unix/java/java2/outofbox/index.html（英語）を参照してください。
HP SIMに必要jなJava Out-of-Box設定とカーネル パラメータの値：
表 8-1 HP SIMカーネル設定パラメータ

カーネル パラメータの値Java Out-of-Boxの設定

20dbc_maxpct

2048semmns

1024semmni

HP Systems Insight Managerをインストールする場合、依存ソフトウェアであるSysMgmtDB、
JAVAOOB、およびSSHをインストールする必要があります。HP SIMでCMSを管理する場合は、
WBEMがインストールされていなければインストールする必要があります。ソフトウェアをWebか
らダウンロードした場合は、これらの依存パッケージがデポ ファイルに含まれています。以下のイ
ンストール手順は、このデポ ファイルの使用を前提にして説明します。

4. Oracleデータベースを使用している場合は、バージョン10.1.0.2.0以降のOracle JDBCドライバをイ
ンストールします。詳細については、Oracleのドキュメント、またはOracleのWebサイト
http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.htmlを参照してください。
古いバージョンのJDBCドライバがすでにインストールされている場合は、次の操作を行います。
a. HP SIMを停止します。
b. /opt/mx/libディレクトリおよび/opt/mx/jboss/server/hpsim/libディレクトリでojdbc14.jar
というファイルを探し、見つかった場合はすべて削除します。
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c. OracleのWebサイトhttp://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html
から、バージョン10.1.0.2.0以降の新しいドライバをダウンロードします。

d. JDBCドライバ ファイル（ojdbc14.jar）を/opt/mx/libディレクトリおよ
び/opt/mx/jboss/server/hpsim/libディレクトリにコピーします。

5. 次のように操作して、HP Systems Insight Managerをインストールします。
swinstall -s /directory/depot –x autoreboot=true HPSIM-HP-UX

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 -x autoreboot=true HPSIM-HP-UX

注記: HP Systems Insight ManagerHP-UXにインストールされているHP Systems Insight Managerを
HP SIM 5.1にアップグレードする場合、HP-UXのアップグレード プロセスには自動再起動が含まれ、
最大2時間かかります。アップグレードが完了したかどうかの確認には、initconfig.logを使用できま
す。

6. アップグレードしたら、HP SIMにサインインし、日単位デバイス識別タスクを実行して、すべての
関連付けが正しく更新されているかどうか確認します。

注記: 以前のリリースで設定したWMI Mapperプロキシ ノードがある場合は、日単位デバイス識
別タスクを実行する前に、WMI Mapperノードを再識別し、WMI Mapperのプロパティ ページが正
常に動作していることを確認する必要があります。詳細については、「WMI Mapperの設定」を参
照してください。

日単位デバイス識別タスクを実行するには、次のように操作します。

a. [タスク＆ログ]、[スケジュールされたすべてのタスクの表示]の順に選択します。[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。

b. [日単位デバイス識別]タスクを選択します。
c. [すぐに実行]をクリックします。

注記: HP SIM 5.xでは、Serviceguard統合が変更されました。Serviceguard Managerを5.0に更新する
には、http://www.hp.com/go/softwaredepot（英語）を参照してください。Serviceguard Manager 5.0
に更新したあと、クラスタ名をクリックしてServiceguard Managerを起動できます。
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第9章 HP Systems Insight Managerのアンインストール
HP-UXシステムからのHP Systems Insight Managerのアンインストール

注意: HP Systems Insight Managerを削除する前にデータベースの情報をバックアップしておかないと、
HP Systems Insight Managerの削除後この情報は永久に失われます。

1. 次のコマンドを実行して、HP Systems Insight Managerデーモンを停止します。
mxstop

2. 次のコマンドを実行して、デーモンが停止したことを確認します。

ps -ef | grep mx

HP Systems Insight Managerデーモンのいずれかが実行されている場合、ps -efコマンドの出力結果
に含まれるプロセスID（PID）をメモし、次のコマンドで強制終了させます。
kill -9 PID

ここで、PIDはデーモンのプロセスIDです。たとえば、ps -ef | grep mxコマンドの出力結果に
次の行があったとします。

root 18582 1 0 Jan 12 ? 00:13:18 /opt/mx/lbin/mxinventory

次に、このデーモンを強制終了するコマンドを実行します。

kill -9 18582

3. （省略可能）HP Systems Insight Managerデータベースのバックアップをとります。
/opt/hpsmdb/pgsql/bin/pg_dump -f filename

ここで、filenameはバックアップ ファイルの名前です。
データベースを使用してHP SIMをリストアする方法については、http://www.hp.com/jp/
proliantessentials_manualにあるHP Systems Insight Manager 5.3ユーザ ガイドを参照してください。

4. 次のコマンドを実行して、HP Systems Insight Managerソフトウェアを削除します。

注記: HP SIMは、HP SIMに依存する登録済みプラグインがインストールされている場合、アンイ
ンストールされません。HP SIMに依存する登録済みプラグインがインストールされている場合は、
まず、それらのプラグインをアンインストールしてください。

swremove -x enforce_dependencies=false HPSIM-HP-UX

5. HP SIMソフトウェアがインストールしたディレクトリを削除します。
rm -fr /opt/mx /var/opt/mx /etc/opt/mx

HP-UXシステムからのHP Systems Insight Managerのアンインストール 52

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


第10章グラフィカル ユーザ インタフェースの使用法
HP Systems Insight Managerは、ブラウザベースのGUIを備えています。

GUIのアクセス
グラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）にはサポート対象のWebブラウザを実行している任意の
ネットワーク クライアントを使用して、http://localhost:280/からアクセスできます。

▲ 必要なWebブラウザ

• HP-UXの場合

• Firefox 2.0以上
ダウンロードについては、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/firefox（英語）を参
照してください。

• Linuxの場合

• Firefox 2.0以上

• Windowsの場合

• Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2以上

• Firefox 2.0以上

注記: HP Systems Insight Managerが適切に動作するには、すべてのWindows Internet Explorer
ブラウザで、SSL 3.0またはTLS 1.0ブラウザ セキュリティ オプションを有効にしておく必要
があります。

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。

Internet Explorerのセキュリティの警告
IE6またはIE7を使用して、HP SIMサーバに最初にアクセスする際は、「There is a problem with this
website's security certificate.（このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります。）」という文
から始まるSSL証明書の警告メッセージが表示されます。この警告はHP SIMのインストール時にサーバ
に生成された自署SSL証明書によって、HP SIMが設定されていることが原因です。
IE6の場合、このメッセージの最後は「続行しますか?」になります。
IE7の場合は、「このWebページを閉じて、このWebサイトの閲覧を続行しないことを推奨します。」
となります。

どちらの場合も、そのまま次に進んでください。IE6とIE7のどちらを使用する場合でもセキュリティの
レベルは同じですが、IE7の警告メッセージでは少し強めの表現が使われています。
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グラフィカル ユーザ インタフェースの機能

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、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、環境に合わせてカスタマイズできます。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。

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。検索条件の詳細につ
いては、http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP Systems Insight Manager 5.3テ
クニカル リファレンス ガイド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。

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、
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manualにあるHP Systems Insight Manager 5.3テクニカル
リファレンス ガイド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。

54 グラフィカル ユーザ インタフェースの使用法

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


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。

GUIのカスタマイズ
ホーム ページのカスタマイズ

HP Systems Insight Managerのホームページはカスタマイズが可能で、HP Systems Insight Managerの開
始時に表示されるページを選択したり、デフォルトの前置きページ内の各セクションを無効化したりす
ることができます。

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. 作業領域にホーム ページを表示するには、バナーの[ホーム]をクリックします。
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。

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

一部のHP SIMパートナ アプリケーションは、このオプションを使用してそのホーム ページを
ポイントします。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

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。

• ["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する場合は、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。
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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]パネルをカスタマイズして、次のステータス情報を表示します。

• 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。

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。

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。
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第11章 コマンド ライン インタフェースの使用
HP Systems Insight Managerは、グラフィカル ユーザ インタフェース（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。

CLIへのログイン
HP Systems Insight ManagerのCLIにはCMS上で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します。

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
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。

マンページ

UNIXシステムのマンページの表示
HP-UX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。
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第12章 設定オプション
HP SIMには、GUIからは使用できないが設定可能ないくつかのパラメータがあります。これらのパラメー
タは、CMSの設定ファイルを編集することで設定できます。

注記: すべてのHP SIMパラメータは、大半の状況に適した事前に定義済みの値に設定されています。
デフォルト値を使用して問題が発生した場合にだけ、これらのパラメータを変更する必要があります。

デフォルトでは、HP-UX設定ファイルの主な格納場所は2つあります。/etc/opt/mx/config
/opt/hpwebadmin/lib

これらのファイルのフォーマットは、Javaプロパティ ファイルのフォーマットです。そのため、これら
のファイルのキーは大文字と小文字を区別します。また、バックスラッシュ（\）は二重バックスラッ
シュ（\\）で指定する必要があります。Javaプロパティ ファイルのフォーマットの詳細については、
Webサイトhttp://java.sun.com/を参照してください。
この章では、次の設定オプションについて説明します。

• 「データ収集時のCPU使用率」

• 「GUIのタイムアウト ポリシー」

• 「HP SIMの監査ログ設定」

• 「タスクの結果の設定」

データ収集時のCPU使用率
概要

データ収集タスクは、管理対象システムの応答を待機する複数の計算およびデータベース操作を処理す
るために、多数のスレッドを並列して実行します。低速なシステムでは、CMSシステムのプロセッサ速
度や収集対象のシステム数に応じて、CPUがしばらくの間飽和状態になってしまうことがあります。そ
のため、HP SIMではCPUの使用量を減少させるためのいくつかのストラテジが提供されています。

実装
CMSでのデータ収集時にCPU使用量を減少させるために、次のように対処しています。

• 1度に収集対象とするシステム数を制限します。たとえば、システムのグループごとに個別のデー
タ収集タスクを作成し、それらが異なる時刻に実行されるようにスケジュールします。

• globalsettings.propsファイルのDataCollectionThreadCountパラメータの値を小さくし
ます。このパラメータはデフォルトでは3に設定されています。この値を2または1に設定すると、
データ収集タスクによって生じるCPU負荷が低減しますが、タスクを完了するためにより長い時間
が必要となります。

GUIのタイムアウト ポリシー
概要

HP SIMは、2通りの代替となるタイムアウト ポリシーを提供しています。第1のタイムアウト ポリシー
は、HP SIMを使用してシステム ステータスを監視している環境向けで、監視タイムアウト ポリシーと
呼ばれ、Insightマネージャ7で使用されているポリシーに似ています。第2のタイムアウト ポリシーはよ
り厳密で、非アクティブなユーザをタイムアウトとして処理します。これは、アクティブ タイムアウト
ポリシーと呼ばれ、Servicecontrol Managerで使用されているポリシーに似ています。
監視タイムアウト ポリシー 監視タイムアウト ポリシーは、ユーザがHP SIM GUIを表示しているWeb
ブラウザ ウィンドウを開いている限り、そのセッションを存続させます。ブラウザを閉じるか、別の
Webページに移動すると、タイムアウト期間のタイマーが始動します。デフォルトのタイムアウト期間
は20分間です。離席などでユーザがいない間にセッションが違法に使用されないように、パスワード保
護されたスクリーン セーバなどのその他の手段を用いてセッションを保護する必要があります。
アクティブ タイムアウト ポリシー アクティブ タイムアウト ポリシーは、リンクやボタンのクリック
など、ユーザがGUIをアクティブに使用している間だけセッションを存続させます。バナーの表示や更
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新だけでは、セッションを存続させるには不十分です。非アクティブな場合、またはブラウザを閉じた
か、別のサイトへ移動した場合には、そのユーザはタイムアウトになります。デフォルトのタイムアウ
ト期間は20分間です。

実装

• タイムアウト ポリシーを設定するには、globalsettings.propsファイルを編集します。2つの
モード間を切り替えたり、タイムアウト期間を変更したりできます。デフォルトのタイムアウト ポ
リシーは監視タイムアウト ポリシーです。次のように指定されている場合は、監視タイムアウト
ポリシーが有効です。

EnableSessionKeepAlive=true

アクティブ タイムアウト ポリシーを有効にするには、この値をfalseに変更します。
EnableSessionKeepAlive=false

• デフォルトのタイムアウト期間を変更するには、web.xmlファイルを編集します。このファイルの
デフォルトの格納場所は、次のとおりで
す。/opt/mx/jboss/server/hpsim/deploy/jbossweb-tomcat50.sar/conf/web.xml

session-timeout要素を新しい値（分単位）に設定します。

<session-timeout>20</session-timeout>

HP SIMの監査ログ設定
概要

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の監査ログは 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。
ツールの動作 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。

監査ログ パラメータ log.propertiesファイルでは、次の監査ログ パラメータを設定できます。

• ファイル名

• ファイル拡張子

• 最大ファイルサイズ（MB）

• ロール オーバ名のファイル拡張子

• 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

監査ログの場所 監査ログの場所は、path.propertiesファイルで設定できます。

実装
log.propertiesファイルに加えた変更は、ログ マネージャ デーモンまたはサービスを再起動するま
では有効になりません。mxstopおよびmxstartを使用して、HP SIMデーモンを再起動します。

注意: キュー サイズを変更するときは、十分に注意する必要があります。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。

注記: 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_LOGROLLFILEEXT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、タスクの実行が完了するまで行われません。ただし、最
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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。

監査ログを設定するには、次のように操作します。

1. /etc/opt/mx/configにpath.propertiesという名前のファイルを作成します。

2. HP SIMデーモンを再起動します（mxstopとmxstart）。 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。

タスクの結果の設定

概要
HP SIMでは、タスクが完了した後に、タスクの結果ページでエントリを保持しておく期間を設定できま
す。

短いおよび長いタスクのライフタイム タスクの結果の中には、短期間しか保持されないものもあれ
ば、長期間保持されるものもあります。タスクは、関連付けられたツールのタイプによって、1つまた
はその他のカテゴリに分類されます。次のツールのタスクは、短期間しか保持されません。

• Webにより起動されるツール

• コマンド出力を保存するために-Oまたは-oオプションを使用して、mxexecコマンド ラインから実
行されたツール

• X-Windowコマンドを実行するツール

• ツール定義で「job-log」フラグが無効として指定されているツール。次のものが含まれます。

ハードウェア ステータス ポーリング•

• データ収集

• システムの識別

• ソフトウェア ステータス ポーリング

• イベントの削除

• システム プロトコル設定

• 自動検出

• ハードウェア ステータス ポーリング

このカテゴリのツールは、タスクの結果を出力しないか、タスクの結果がHP Systems Insight Managerの
外部に保存されるか、またはタスクの結果に長期間留意する必要がないものです。その他のすべてのツー
ルのタスクは、長期間保持されます。

頻繁にスケジュールされるタスク スケジュールされたタスクのタスク結果の累計が一定数に達する
と、タスク結果もタスクの結果ページから削除できます。この設定は、デフォルトではタスクあたり10
インスタンスです。結果ページ上の累計数が10を超えると、このスケジュールされたタスクのもっとも
古いタスク結果が削除されます。

最終結果のタスク タスク結果がスケジュールされたタスクの最終結果である場合、そのタスク結果は
無期限に保持されます。たとえば、スケジュールされたタスクが無効になると、その最終結果が無期限
に保持されます。そのタスクが有効になっても、追加のタスク結果が累計されるまでは、この最終結果
が保持されます。

タスク結果設定の指定
1. [オプション]→[タスク結果の設定]を選択します。[タスク結果の設定]ページが表示されます。
2. スケジュールされたタスクの結果を削除するためのスケジュールを設定するには、次を入力します。

• タスク結果の数

スケジュール済みタスク当たりの、保存される結果の最大数は、デフォルトでは10です。

• 保存期間（日数）

スケジュール済みタスクが保存される日数は、デフォルトでは30です。
1つのジョブは、常に保存されます。
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3. すぐに実行するタスクの削除のスケジュールを設定するには、次を入力します。

• タスク結果の数

すぐに実行されるタスク当たりの、保存される結果の最大数は、デフォルトでは300です。

• 保存期間（時間）

すぐに実行されるタスク当たりの、保存されるタスク結果の最大時間数は、デフォルトでは24
です。

4. クリーンアップをすぐに実行するには、[今すぐクリーンナップを実行]を選択します。
5. [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。
6. [OK]をクリックします。

タスクの結果の手動設定
短期間および長期間のタスクを手動で設定するには、globalsettings.propsファイルを編集します。

• 長いライフタイムのデフォルト値は30日間です。これを変更するには、次のパラメータを編集しま
す。

MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOB_AGE=30

• 頻繁にスケジュールされるタスクのタスク結果は、10インスタンスを超えると廃棄され始めます。
これを変更するには、次のパラメータを編集します。

MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOBS_PER_TASK=10

注記: タスク結果の10インスタンスまでの制限は、ツール定義で「job-log」フラグが有効なスケ
ジュールされたタスクに適用されます。「job-log」フラグが無効なツールのスケジュールされたタ
スクは、タスク結果が1インスタンスまでに制限されます。この値は設定できません。

• スケジュールされたタスクの場合、デフォルトでは、最終タスク結果が無期限に保持されます。1
つ以上のジョブを保持する場合は、次のように編集します。

MX_JOB_MIN_COMPLETED_JOBS_PER_TASK=1

注記: これによって、MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOB_AGEの設定には無関係に、タスクあたり
複数のジョブ インスタンスが保持されます。
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第13章 トラブルシューティング
データ収集

データ収集タスクのタスク結果でエラーが確認される場合（WBEM要求に正しく応答するように設定さ
れ正しく応答する必要があるシステムの場合）や何らかのout of memoryエラーを確認できる場合あ
るいはmxinventoryプロセスの複数のインスタンスが実行されている場合は、HP-UXカーネル パッチの
PHKL_35029を適用してpthreadライブラリの問題を修正する必要があります。HPのJava Webサイトで
は、このパッチをHP-UX 11.23 0609上のJava 1.5で必要なパッチとして掲載しています。

インストール
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。
注記：すべてのVSE収集がデフォルト収集を表示するわけではありません。

ログイン
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。

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で、[ツール]→[インターネット
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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。

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。

• [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。

メモリ
HP SIM製品の実行中にメモリが不足する原因は、いくつかあります。最も一般的なものは、搭載される
物理メモリの容量が十分でないこととスワップ スペースの設定が十分でないことです。それ以外の原因
は、カーネル パラメータのチューニング方法に関わる可能性があります。たとえば、各ユーザ プロセ
スのスタックの最大サイズの設定に使用されるmaxssizパラメータが256MBに設定されている場合、
Unable to create native threadエラーが表示されることがあります。この場合、値を32MB以下に下げて
問題を解決してください。

Servicecontrol ManagerおよびHP SIM
システムをHP-UX 11i v1からHP-UX 11i v2、あるいはHP-UX 11i v2からHP-UX 11i v3へアップグレード中
で、現在HP SIM 4.Xがインストールされているが、将来的にはHP SIMを稼動させたくない場合には、HP
SIM製品を削除できます。
HP SIMを削除するには、次のコマンドを実行します。
swremove -x enforce_dependencies=false T2414BA

システムをHP-UX 11i v1からHP-UX 11i v2、あるいはHP-UX 11i v2からHP-UX 11i v3へアップグレード中
で、現在システムにHP Servicecontrol Manager 3.0が設定されているか、HP SIMがインストールされて
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おり、将来的にも継続してHP SIMを稼動させたい場合には、次のアップグレード シナリオのいずれかに
従ってHP SIMにアップグレードしてください。

• HP Servicecontrol Manager 3.0がシステムに設定されており、データを失いたくない場合は、シス
テムをHP-UX 11i v1からHP-UX 11i v2あるいはHP-UX 11i v2からHP-UX 11i v3にアップグレードす
る前に、必ず、Servicecontrol Managerをアップグレードしてください。

• HP Servicecontrol Managerのデータを保持しない場合は、アップグレードを開始する前に、
Servicecontrol Managerを削除してもかまいません。次のコマンドを入力して、HP Servicecontrol
Managerがシステムにインストールされているかどうかを確認します。
swlist -l bundle B8337BA B8339BA B8338BA

swlist -l product ServControlMgr AgentConfigSysMgmtServer SysMgmtAgent

HP Servicecontrol Managerをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
swremove ID

ここで、IDは製品またはバンドルIDです。たとえば、次のように入力します。
swremove -x enforce_dependencies=false B8339BA

または

swremove -x enforce_dependencies=false SysMgmtServer SysMgmtAgent

次のコマンドを実行して、古い製品用のサブディレクトリを削除します。

rm -fr /opt/mx /etc/opt/mx

ServiceControl Managerのデータベース（mysql）は、次のコマンドで削除できます。
swremove mysql

• Servicecontrol Managerが設定されていないか、またはHP SIM 4.xがインストールされており、引き
続きHP SIMを使用する場合は、HP SIM 5.xにアップグレードする必要があります。
次のコマンドを実行します。

-xmatch_target=true

このオプションを使用するか、インタラクティブ モードを使用してHPSIM-HP-UXを選択します。
または、コマンド ラインで HPSIM-HP-UXを指定することもできます。HP SIM 5.xインストーラは、
設定済みと未設定の両方のHP SIM 4.X をアップグレードします。HP Servicecontrol Managerまたは
HP SIMのどちらかを削除する場合は、製品で使用されたサブディレクトリを削除するために、次の
コマンドを実行してください。

rm -fr /opt/mx /etc/opt/mx

これらのサブディレクトリが削除されない場合は、HP SIM 5.xのインストール時に mxinitconfig -a
を実行しようとしたときにデータベース エラーが発生する可能性があります。

Servicecontrol ManagerおよびHP-UX 11i
HP Servicecontrol Manager 2.5が設定されているシステムでHP-UX 11i v1からHP-UX 11i v2へのアップグ
レードが、アップグレード中にHP SIMをインストール対象として選択すると失敗します。SCM 2.5から
HP SIM 5.xにアップグレードするには、まずHP SIMをSCM 2.5からHP SIM 4.2にアップグレードし、そ
のあとで5.xにアップグレードする必要があります。
解決策：次のコマンドを入力して、バージョン2.5以前のHP Servicecontrol Managerがシステムにインス
トールされているかどうかを確認します。

swlist -1 bundle B8337BA B8339BA B8338BA

swlist -1 product ServControlMgr AgentConfig SysMgmtServer SysMgmtAgent

バージョン番号に注意してください。バージョン番号がA.02.05.xx以前の場合は、HP-UX 11i v1システ
ムからServicecontrol Managerを削除してください。ファイル/var/opt/mx/dta/.inititalization
が存在するかどうかにも注意してください。このファイルがシステムに存在する場合は、HP-UX 11i v2
にアップグレードする前に、HP-UX 11i v1システムからServicecontrol Managerを削除してください。HP
Servicecontrol Managerをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
swremove ID

ここで、IDは製品またはバンドルIDです。たとえば、次のように入力します。
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swremove -x enforce_dependencies=false B8339BA

swremove -x enforce_dependencies=false SysMgmtServer SysMgmtAgent

次のコマンドを実行して、古い製品用のサブディレクトリを削除します。

rm -fr /opt/mx /etc/opt/mx

アップグレード
以前のバージョンのHP SIMからHP SIM 5.xにアップグレードする際、古くなったツールが、[監視ツール]
ツールボックスに残ることがある。

次の表に、HP SIM 4.2以上からアップグレードした場合の該当するツールを示します。

汎用ツール監視ツール

汎用ツールタイプ

汎用ツールcat

汎用ツールfind

次の表に、HP SIM 4.2より前のバージョンからアップグレードした場合の該当するツールを示します。

汎用ツール監視ツール

汎用ツールタイプ

汎用ツールcat

汎用ツールfind

汎用ツールｃｐ

汎用ツールmv

汎用ツールrm

汎用ツールcopy

汎用ツールdel

解決策：

1. 古くなったツールを削除するには、管理者権限があるユーザとして、HP SIMにサインインします。
2. [オプション]、[セキュリティ]、[ユーザおよび認証]の順に選択し、[ツールボックス]タブをクリッ
クします。

3. [監視ツール]ツールボックスを選択します。
4. [編集]をクリックします。
5. [ツールボックスの内容]パネルで、削除するツールを選択して、[<<]ボタンをクリックします。
6. [OK]をクリックして保存します。

セキュリティ
HP SIMの証明書をcert.pemまたはserver_cert.pemから別のアプリケーションにインポートしようとして
もうまくいかない。

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表示
し、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

アップグレード 65



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。
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用語集

[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。

[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。

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。

Desktop
Management
Interface (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。

DMI 参照 Desktop Management Interface.
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 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
Vulnerability and
Patch Management
Pack

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。

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
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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 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。

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 Manager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、ワークロード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
ベース (データ
ベース)

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

HP 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。

HP Virtual Machine
Management Pack
(Virtual Machine
Management Pack)

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 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。

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HP 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
トリ マネージャ
(VCRM)

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。

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。
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。

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。

68 用語集



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する。

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。

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 参照 共通情報モデル オブジェクト マネージャ.
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。
参照 Web-Based Enterprise Management.

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。

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。
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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。

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
Initiative
Specification
(SMI-S)

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、管理が容易になる。SMI-Sは、業界標準の共通情報モデルとWeb-Based Enterprise
Management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。

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。

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。

Web-Based
Enterprise
Management
(WBEM)

この業界イニシアチブは、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できるようにする。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。

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。

Windows
Management
Instrumentation
(WMI)

ネットワーク内のシステムを管理および制御できるようにする、Windowsオペレーティング
システム内のAPI。

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。
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。
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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。

イベント概要 製品タイプごとにイベントを要約する表。

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。

インフラストラク
チャ サービス

（サービスまたはサービス インスタンスとも呼ぶ。）マルチティアWebアプリケーションな
ど、ビジネス アプリケーションを実行するように設計されたサービスで、インフラストラク
チャ リソースを実際に稼動するように構成したもの。

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。

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 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。
参照 マネジメント エージェント.

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。

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。

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。ユーザはこのツールのスケジュールを設定でき
る。

• 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、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。ユーザはこのツールのスケジュールを設定できる。

• Webページ ツール Web URLを起動するツール。URLは、CMS上の別のブラウザ ウィ
ンドウで起動する。このツールのスケジュールは設定できない。
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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。

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 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。

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。

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。

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。

コンプレックス 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、コンプ
レックスと呼ばれている。たとえば、HP Integrity Superdomeシステムでは、単一コンプレッ
クス内で、複数のハードウェア パーティションがサポートされる。

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。

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。
参照 エンクロージャ.

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。
参照 エンクロージャ.

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 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。

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。
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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。

• 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。

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。

73



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

シングル サイン
オン

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 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 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。

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。

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。

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。

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。
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。

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。

テンプレート サーバ グループ、ネットワーク、ストレージについてのインフラストラクチャ サービスの要
件を指定。また、リクエストの実行中にHP Operations Orchestrationのワークフローを使用す
るカスタマイズ ポイントを含む。
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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。

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
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。

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。

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。
参照 イベント.

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。

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。

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。

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。

プロビジョニング テンプレートに基づいてサービスを作成するプロセス。ユーザは、またはを介して、サービ
スの作成リクエストを発行する。これに対し、コントローラはコントローラのインベントリ
を検索して、テンプレート内のすべての論理リソース定義にコンピューティング リソースを
割り当てる。

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。
参照 システム ヘルス ステータス.

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 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。
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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。

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。

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。

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。

リソース プール HP Virtual Server Environmentが管理する物理および仮想リソースを含む。管理者は、リソー
ス プールへのユーザ アクセスを許可することで、リソースの利用を管理する。

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。

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。

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。

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。

作業領域 ツールが表示されるGUIの一部分。
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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（HP 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。HP 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。

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を含むコンプレックスは、複数のSRDを保持する可能性がある。たとえば、コンプ
レックスが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ワークロードを持つ。gWLMは、コンパートメントのリソース割り当
てを調整してワークロードを管理する。

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-Based Enterprise Management（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。

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。

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。

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。

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。

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。

外部サイト サードパーティ アプリケーションのURL。
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。

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。
参照 管理情報フォーマット.

役割 参照 ツールボックス.
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
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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。

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。

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。

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。

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。
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。

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。

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。

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。

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。

管理者 コンソール（オペレータ コンソール）を使用して、ユーザ、リソース プール、セルフサービ
ス リクエストなどの管理を行い、の全体的な動作を管理する。
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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。

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。

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。
参照 証明書, 認証機関.

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。

設計者 （グラフィカル デザイナ）を使用して、マルチシステム インフラストラクチャ テンプレー
トを作成して公開する。公開されたテンプレートは、他のユーザがインフラストラクチャ
サービスの作成に利用できる。

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。
参照 認証機関.

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。

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。

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。

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。
参照 トラップ, イベント.

通信プロトコル 参照 管理プロトコル.
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